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令和3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3年度も新型コロナウイルスの感染拡大が収束せず、三密に気を付けながら下記の事業を
実施した。
① 誰もが気軽に立ち寄れる場所として、ファーストビル1階商業スペース（あったまるこ）を
住民に開放した。少人数の打合せや学生の勉強場所等としての利用が増え、自主事業を企画
したほか、他団体にも活用していただいた。

② 信州上田丸子夏期大学では立教大学教授萩原なつ子氏を講師にお迎えし、「女性の視点を生
かしたまちづくり－豊島区“としまF1会議”の挑戦」と題した講演会を開催した。

③ 本会議と地区会議各三役による懇談を行い、各組織の現状や今後の組織のあり方について意
見交換を行った。また、三役会や理事会でも組織の再編等について協議を重ねた。

(2) 教育、交通、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。
【教育部会】上丸子出身の立命館大学教授西村拓生氏を講師に迎え、『子どもの明日を考える集い』

を開催した。
【交通部会】丸子地域協議会交通分科会と合同で、丸子建設課とともに有識者の大学教授と協議

を重ね、複数の移動手段やシステム案の検討を行った。
【福祉部会】ゴミ出し支援について検討を重ね、地域ケア会議にも参加し研究した。

(3) 丸子まちづくり会議の活動状況について、地域の皆さんへの周知と更なる理解を深めていただ
くため、「丸子まちづくりだより」第14・15・16号を発行するとともに、ホームページを活
用して新しい情報発信に努めた。

(4) 「上田市コミュニティセンター西内」の指定管理業務では、入浴施設が設備の老朽化等により
長期間休館となったが、大会議室の定期的かつ長期間の利用があった。

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／ 1,051,086円（交付金1,027,086円うち繰越金224,576円）
② 活動内容／消防夏まつり、 防災研修会、松本市への視察、見守り隊員用品・防災訓練用品
　　　　　　購入、長瀬地区会議設立5周年記念誌、地区会議だより第12・13号発行

まちづくりだより
令和4年／2022. 7. 16発行
発行 ● 丸子まちづくり会議　 TEL・FAX  75-1061
　　　  〒386-0404 上田市上丸子950 丸子ファーストビル1F
　　　  E-mail　info@maruko-mkueda.jp
印刷 ● ㈲大和印刷

第17号

丸子

　令和４年度通常総会も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4年度通常総会は書面採決に
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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決算報告議案 第２号

(2) 塩川地区会議の活動状況
① 活動費総額／ 1,057,046円（市から1,057,039円の交付金）
② 活動内容／サロン塩川(えんがわ)の運営、史跡看板の設置、塩川小通学路で見守り隊活動、
　　　　　　認知症セミナーの開催、塩川地区会議だより　第15・16・17・18号発行

(3) 丸子中央地区会議の活動状況
① 活動費総額／ 763,153円（市から763,153円の交付金）
② 活動内容／流木伐採訓練、土のう作り訓練、危険個所の視察、自治会管理公園の整備、丸
　　　　　　子中央地区会議だより　第6・7号発行

【収入の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 比　　較 内　　容

１	交付金 8,361,000 7,125,504 △ 1,235,496 住民自治組織交付金

２	その他収入 45,000 25,580 △ 19,420 長瀬地区負担金

３	雑収入 29 47 18 預金利子

４	前年度繰越金 542 542 0 前年度繰越金

合　　計 8,406,571 7,151,673 △ 1,254,898

【支出の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 比　　較 内　　容

１	組織運営事業費 2,944,141 2,647,295 296,846 コピー代、郵送料、人件費

２	情報発信事業費 670,000 473,572 196,428 まちづくりだより、
ホームページ委託料

３	本会議活動費 1,680,000 1,158,939 521,061 部会活動費、夏期大学
ファーストビル開放事業費

４	地区会議活動費 3,112,430 2,871,285 241,145
長瀬地区　1,051,086
塩川地区　1,057,046
丸子中央　			763,153

合　　計 8,406,571 7,151,091 1,255,480

任期：令和４年 5月～令和６年通常総会の前日まで

番号 役職名 氏　名 推薦団体 番号 役職名 氏　名 推薦団体

1 理　事 丸山かず子 丸子まちづくり会議 10 理　事 大神　文子 丸子まちづくり会議

2 理　事 田中　千春 〃 11 理　事 鈴木　美希 〃

3 理　事 割田　栄二 〃 12 理　事 山岸　大作 長瀬地区会議

4 理　事 内田　弘子 〃 13 理　事 笹沢　正義 塩川地区会議

5 理　事 工藤　裕子 〃 14 理　事 斉藤今朝次 丸子中央地区会議

6 理　事 竹花のり子 〃 15 理　事 上野　博文 依 田 地 区 自 治 連

7 理　事 斎藤由紀子 〃 16 理　事 関　　十一 内 村 地 区 自 治 連

8 理　事 斉藤ゆり子 〃 17 監　事 下村　晴一 丸子まちづくり会議

9 理　事 中山　昭雄 〃 18 監　事 金子　健一 〃
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令和４年度 　 丸子まちづくり会議事業計画議案 第４号

令和４年度 　 丸子まちづくり会議事業予算議案 第５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、フリースペースあったまるこの活用
②信州上田丸子夏期大学の１講座主催
③「こどもの明日を考える集い」の開催
④小学５・６年生を対象に親子ＡＥＤ講習会
⑤丸子地域の移動手段の検討
⑥情報発信の強化、組織の強化
⑦その他
　・魅力アップ応援事業の実施団体や、地域内でまちづくり活動を行う団体等への支援を検討
　・信州丸子義仲祭り実行委員会に構成団体として参画

(2) 地区会議活動の支援
　丸子まちづくり会議は、長瀬・塩川・丸子中央の各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 内　　容
１	交付金 8,330,000 8,361,000 △ 31,000 住民自治組織交付金
２	その他収入 24,000 45,000 △ 21,000 長瀬地区負担金
３	雑収入 30 29 1 預金利子
４	前年度繰越金 582 542 40 前年度繰越金
５	事業繰越金 224,576 0 224,576 長瀬地区

合　　計 8,579,188 8,406,571 172,617

【支出の部】	 単位：円

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 内　　容
１	組織運営事業費 3,140,171 2,944,141 196,030 コピー代、郵送料、人件費

２	情報発信事業費 750,000 670,000 80,000 まちづくりだより、
ホームページ委託料

３	本会議活動費 1,440,000 1,680,000 △ 240,000 部会活動費、夏期大学
ファーストビル開放事業費

４	地区会議活動費 3,249,017 3,112,430 136,587

長瀬地区	 交付金	 1,000,000
	 事業繰越金	 224,576
	 地区負担金	 	24,000
塩川地区　交付金	 1,000,000
丸子中央　交付金	 1,000,000

合　　計 8,579,188 8,406,571 172,617
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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決算報告報告  第１号

令和４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２号

　この度、丸子まちづくり会議会長に選出されました丸山です。
　誰もが安心して住んでよかったと思う地域を目指し、丸子地域住民の皆様と共にまち
づくりを進めていきます。
　４期目を迎え、丸子まちづくり会議の充実を図って参りたいと思っています。大勢の
方に関わっていただけたら幸いです。ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

ごあいさつ 丸子まちづくり会議　会　長 丸山かず子
副会長 田中　千春

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 予算額 決算額 比　較 内　　容
１	指定管理料 6,315,000 6,315,000 0 指定管理料
２	利用料収入 78,000 310,790 232,790 入浴料・施設利用料
３	雑収入 1,000 17 △ 983 預金利子

合　　計 6,394,000 6,625,807 231,807

【支出の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 比　較 内　　容
１	職員人件費 2,209,000 1,734,931 474,069 受付管理業務
２	施設管理費 4,185,000 4,656,360 △ 471,360 水道光熱費、修繕費ほか
合　　計 6,394,000 6,391,291 2,709

【収入の部】	 単位：千円

科　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 内　　容
１	指定管理料 6,315 6,315 0 指定管理料
２	利用料収入 78 78 0 入浴料・施設利用料
３	雑収入 1 1 0 預金利子
４	繰越金 234 0 234

合　　計 6,628 6,394 234

【支出の部】	 単位：千円

科　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 内　　容
１	職員人件費 2,209 2,209 0 受付管理業務
２	施設管理費 4,419 4,185 234 水道光熱費、修繕費ほか
合　　計 6,628 6,394 234
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あなたもサポーターに

登録しませんか？

コミュニティセンター西内

●丸子まちづくりだより
●あったまるこ
●各種講座・講演会
　　　　　　　  など　 ●在住者・通勤者

●小中高校生
●丸子に関心がある人

各地区会議
丸子中央・長瀬・塩川・(内村・依田)

事業・活動

支援
調整

総 会 理事会

事務局

交付金

支  援

サポーター

丸子まちづくり会議

上 
田 

市

個人・団体を
問いません

サポーター募集中！！

　丸山かず子会長が、現在の丸子地域の課題、丸子まちづくり
会議設立の経緯や目的・活動の状況について、丸子中学校３学
年の生徒さんにお話しました。

　長瀬地区会議は平成28年11月に設立し、
今年で6年目になりました。

丸子中学校  総合的な学習の時間
令和４年5月26日　丸子中学校

　新旧理事と３地区会議の皆さま
が、まちづくりに対しての理解を深
めるべく、勉強会を開催しました。
　勉強会には30名ほどの参加者が
ありました。
　市民まちづくり推進部の鈴木孝史氏に、上田市の地域内分権「住
民自治組織」について講演をしていただきました。

「住民自治組織」についての合同勉強会
令和４年６月1日　自治センター

長瀬地区会議が活動拠点を開設！！ 
令和４年６月１日　旧JA長瀬店１階(丸子法事センター隣)

電話・FAX ● 0268-75-1061
E メール ● info@maruko-mkueda.jp
場　　所 ● 丸子ファーストビル１F
住　　所 ● 上田市上丸子950
時　　間 ● 月曜日～金曜日
  　9:00～16:00　祝日は除く

丸子まちづくり会議事務局まで、ご連絡ください。
サポーターは何をするの？

●住みよいまちづくりのための提案
●自分のやりたいこと、得意なことを生かした活動

できる時に、できることをします。
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 あったまるこ にようこそ！
ファーストビル１F
フリースペース

●ふれあいステーション

●丸子自治センター

●
わ
か
ま
つ
様

JA様●
●丸子中央小学校

P

P

●
魚
久
本
店
様

け
ん
し
ん
様
●

ファーストビル１F

この のぼ
りが

目じるし

あったまるこでは、絵や写真、
詩や俳句、書など、皆さんからの

作品を募集しています。

まるこフォトコンテスト「撮るまる」 
受賞作品展示会 
丸子地域の魅力を再発見する写真を展示しています。

「川の絵・川の写真」応募作品展
小学生の絵や高校生・一般の方の写真を展示しました。

あったまるこ では、
皆さんの作品を展示しています。

フリーW
i-Fi

つかえます

給湯
器あります

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
http://maruko-mkueda.jp

【メールアドレス】

【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)

　あったまるこでは、「珈琲サロンさざ
なみ」の皆さんによる、淹れ立てコーヒー
の振る舞いが開催されています。
　皆さまのお越しをお待ちしております。

●毎月第一水曜日／ 10時～ 12時

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、休止
　させていただくことがあります。ご了承ください。

開催中！！


