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　「あなたが主役　参加と協働でつくる　安心と心豊かなまち」を基本理念と
して「丸子まちづくり会議」を設立して早６年になろうとしています。
　昨年は、新型コロナ感染拡大阻止対策緊急事態宣言下でのスタートでした。
計画した事業は中止せざるを得ず忸怩たる思いをしましたが、そんな中模索し
ながらまちづくりに取り組んできました。　
　新規事業として、ファーストビル１Fの空きスペースの活用方法を検討し、
誰もが気軽に利用できる場所として「フリースペース　あったまるこ」を作り
ました。併せて、旧事務所がある自治センター北側の建物取壊し計画を見据え、
まちづくり会議の事務所も移転し、ともに令和3年４月から事業がスタートし
ています。誰もがそこに集い、情報発信の場として「まちづくり」が創造され
ていくことを願います。
　また、「上田市コミュニティセンター西内」の指定管理業務を受託し、４月
からスタートしました。住民の入浴施設として少しでも多くの皆様にご利用い
ただけるよう運営事業をしていきます。
　３部会、各地区会議共それぞれの課題に向けて活動を活発化させています。
特に各地区会議は、地域の特性を活かした活動に取り組んでいます。その地区
の皆様にも、地区会議に関心を寄せていただけたら幸いです。
　まだまだコロナ感染の収束は見えませんが、『あったまるこ』を拠点に「丸
子まちづくり会議」の活性化を図っていきます。一人でも多くの皆様の「まち
づくり」へのご参加を切に願います。
　今後、更に情報発信に努めていきますので住民皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
　誰もが安心して住めるまちづくりを目指して共に歩んでいきましょう。

ごあいさつ
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丸子

　丸子まちづくり会議は、５月13日に通常総会を予定していましたが、コロナ禍のなか代議
員皆様一堂に会しての総会は不可能と判断し、書面採決により総会決議事項を決定しました。
　書面採決では、議案第１号から議案第５号まで、代議員総数68人中、賛成67人、無効１人
という結果で、原案どおり可決成立しましたので、議案の概要をお知らせします。

令和３年度通常総会は書面採決に
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令和２年度　丸子まちづくり会議決算報告議案 第２号

令和２年度　丸子まちづくり会議事業報告（要旨）議案 第１号

１  丸子まちづくり会議（本会議）の活動概要
① 令和２年度の活動を開始したが、新型コロナウイルス感染症の拡大は収束せず、三密を避ける

必要から開催を見送らざるを得ない事業がいくつかあった。このような状況の中、まちづくり
活動の活性化を図るため、組織の見直しに着手し、まちづくり活動の効率化と実効性を高めた。

　　住民の声をまちづくり活動に反映させるため、代議員全員（68名）にアンケート調査を実施し、
今後の部会活動を含めたまちづくり活動を進める上での参考にさせていただく。

② ファーストビルの空きスペースの活用について検討し、地域住民に開放することにした。事務
所の移転と合わせて、整備した。

③ 丸子地域振興課から提案を受けた、「上田市コミュニティセンター西内」の指定管理業務の受託
について協議し、受託した。

④ 交通、教育、福祉の各部会では、事業計画に掲げた課題について取り組んだ。概要は次のとおり。
【交通部会】丸子地域協議会交通分科会と合同で、今後の丸子地域の交通手段について、市の交

通担当部局等と定期的に協議を行った。
【教育部会】上丸子出身の西村拓生奈良女子大教授を講師に迎え、役員中心の学習会を開催した。
【福祉部会】事業計画に基づき「高齢者のゴミ出し支援」について、継続的な支援のシステム化

に向けて協議を重ねた。

２  地区会議の活動報告
(1) 長瀬地区会議の活動状況

① 活動費総額／790,969円（市から同額の交付金）
② 活 動 内 容／自主防災組織合同防災訓練、防災研修会、長瀬地区防災計画の改訂、AED講習会、

長瀬地区会議だより　第10、11号発行
(2) 塩川地区会議の活動状況

① 活動費総額／936,781円（市から同額の交付金）
② 活 動 内 容／地域振興事業、「サロン塩川(えんがわ)」のオープン、地域づくりセミナー開催、

見守り隊活動、塩川地区会議だより　第11、12、13、14号を発行
(3) 丸子中央地区会議の活動状況

① 活動費総額／948,736円（市から同額の交付金）
② 活 動 内 容／地区防災訓練、防災ベンチ設置事業、遊歩道整備事業、公園整備事業、丸子中

央地区会議だより　第４、５号発行

【収入の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 対　　比 摘　　要

１	交		付		金 8,427,000 7,264,008 △ 1,162,992 住民自治組織交付金

２	雑		収		入 22 460 438 預金利子ほか

３	前年度繰越金 82 82 0 前年度繰越金

合　　計 8,427,104 7,264,550 △ 1,162,554
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丸子まちづくり会議理事一覧議案 第３号

令和３年度　丸子まちづくり会議事業計画議案 第４号

１  丸子まちづくり計画の推進
(1) 丸子まちづくり会議（本会議）の事業計画

「丸子まちづくり計画」に基づき、まちづくり事業を推進する。
① ファーストビル開放事業
② 情報発信の強化
③ 組織の強化
④ 部会活動
【交通部会】地域協議会の交通分科会と合同で、住民の足となる身近な交通手段につ

いて、市の担当部局と協議の継続等
【教育部会】「子供の明日を考える会」の開催等
【福祉部会】「ゴミ出し支援」について、支援体制の確立に向け協議の継続等

任期：令和 2年 5月～令和 4年通常総会の日まで

番号 役職名 氏　名 推薦団体 番号 役職名 氏　名 推薦団体

1 会　長 丸山かず子 丸子まちづくり会議 11 理　事 小林　家寿 内村自治連

2 副会長 髙野　英雄 丸子中央地区会議 12 理　事 田中　千春 中央地区会議

3 副会長 金子　健一 丸子まちづくり会議 13 理　事 金井　章二 依田自治連

4 理　事 内田　弘子 〃 14 理　事 荻原　広明 〃

5 理　事 工藤　裕子 〃 15 理　事 池内　典和 長瀬自治連

6 理　事 斎藤　繁子 〃 16 理　事 山岸　大作 長瀬地区会議

7 理　事 斎藤由紀子 〃 17 理　事 笹沢　正義 塩川地区会議

8 理　事 斎藤ゆり子 〃 18 理　事 大久保善司 塩川自治連

9 理　事 割田　栄二 〃 19 監　事 下村　晴一 前年度理事

10 理　事 滝沢　清茂 内 村 地 区 自 治 連 20 監　事 久保田和英 〃

【支出の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 対　　比 摘　　要

１	組織運営事業 3,516,350 3,777,057 260,707 コピー代、郵送代、人件費

２	情報発信事業 666,000 562,672 △ 103,328 まちづくりだより第10～13号

３	本会活動事業 1,108,000 247,793 △ 860,207 部会活動費
ファーストビル開放事業費

４	地区会議
　	活動事業

3,086,000 2,676,486 △ 409,514
長瀬地区　790,969
塩川地区　936,781
丸子中央　948,736

５	予		備		費 50,754 0 △ 50,754

合　　計 8,427,104 7,264,008 △ 1,163,096
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令和３年度　丸子まちづくり会議予算議案 第５号

(2) 地区会議活動の支援
　丸子まちづくり会議は、地区会議に対し財政的な支援を通じて、より身近なまちづくり活動
の推進を図る。地区会議が未設立の依田、内村地区については、両地区の意向を尊重しながら、
必要に応じて地区会議設立に向けた支援を行う。

２  「上田市コミュニティセンター西内」管理事業（特別会計）
丸子まちづくり会議が指定管理者として、当該施設の管理を行う。(令和3年度～令和5年度)

【収入の部】	 単位：円

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 摘　　要

１	交付金 8,361,000 8,427,000 △ 66,000 住民自治組織交付金

２	その他収入	※ 1 45,000 0 45,000 長瀬地区負担金

３	雑収入 29 22 7 預金利子

４	繰越金 542 82 460 前年度繰越金

合　　計 8,406,571 8,427,104 △ 20,533

※ 1			本年度から、市の書式統一に合わせ、地区会議の予算額を含む予算となっている。

【支出の部】	 単位：円

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 摘　　要

１	組織運営事業 2,944,141 3,516,350 △ 572,209 コピー使用料、人件費

２	情報発信事業 670,000 666,000 4,000 たより発行、HP更新

３	本会活動事業 1,680,000 1,108,000 572,000 部会活動費、夏期大学
ファーストビル開放事業費

４	地区会議
　	活動事業

3,112,430 3,086,000 26,430

地区会議交付金
	長　　瀬	 1,067,000
	塩　　川	 1,000,000
	丸子中央	 1,000,000

地区負担金
	長　　瀬	 45,000

５	予備費	※ 2 0 50,754 △ 50,754

合　　計 8,406,571 8,427,104 △ 20,533

※ 2			「５	予備費」は、市の書式統一に合わせ、「１	組織運営事業」に組み替えた。
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令和３年度  上田市コミュニティセンター西内指定管理事業予算報告  第１号

　上田市平井にある「立ち寄り温泉施設コミュニ
ティセンター西内」午後の営業のみとなっていま
すが、週末には30名以上の方の利用があります。
　昔懐かしい雰囲気のアットホームな温泉です。
ご利用ください。

コミュニティセンター西内  利用状況

まちづくりに関連して

【今活動している事業】【これから活動する事業】

を募集します。

ご希望の方は事務局までご連絡ください。

【収入の部】	 単位：円

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 摘　　要

１	指定管理料 6,315,000 ※ 1 指定管理料

２	利用料収入 78,000 78,000 0 利用料

３	雑収入 1,000 0 1,000 預金利子

合　　計 6,394,000

※ 1			令和２年度は、市の管理につき指定管理料は発生しない。

【支出の部】	 単位：円

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 摘　　要

１	職員人件費 2,209,000 2,193,000 16,000 受付清掃業務

２	施設管理費 4,185,000 3,937,000 248,000 水道光熱費、修繕費ほか

合　　計 6,394,000 6,130,000 264,000

※ 2		【支出の部】の「前年度予算額」は、市 (施設管理者 )の予算額である。
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フリースペースの名称が決定!!

ご意見・ご要望など
どしどしお寄せください

TEL・FAX 0268-75-1061

info@maruko-mkueda.jp
【メールアドレス】

http://maruko-mkueda.jp
【ホームページ】

募集

まちづくり会議に興味のある方や
お手伝いをしていただける方を
募集中です。
お問い合わせは事務局まで。
(月～金　9:00～16:00)

赤ちゃんステーション
あります。

あったまるこ
ファーストビル１F　フリースペース

あった！ まるこ温まる 心あった

　4/1 ～オープンしている開
放スペースのネーミングが決
まりました！
　赤ちゃんからお年寄りまで、
ここに来ると心があたたまる・
丸子にこんな場所があった！
というような意味合いです。
友人との待ち合わせや仕事の
打ち合わせに。放課後の宿題
やイベントにと利用されてい
ます。Wi-Fi・冷房も完備し
ていますので、みなさんお気
軽にお立ち寄りください。


