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第4回 神科まちづくり委員会総会
令和元年5月18日（土）上野が丘公民館大ホールで、来賓に地元選出の上田市議会議員4名、長野県議会議員と上野
が丘公民館長、豊殿地域自治センター長を迎え、第4回神科まちづくり委員会の総会が開催されました。堀田前会長の
挨拶に続き来賓から挨拶をいただきました。続いて議事に入り平成30年度事業報告、決算報告が提出され、承認され
ました。引き続き役員の改選、令和元年度事業計画（案）、予算（案）が説明され承認されました。

堀田前会長挨拶 中村上田市議会議員祝辞 羽毛田豊殿自治センター長祝辞 総　　会

新役員紹介 懇 親 会



神科まちづくり委員会だより　第4号

ごあいさつ 神科まちづくり委員会 　会長  堀  善三郎

　神科まちづくり委員会だより第４号をお届けいたします。　　
　神科まちづくり委員会の活動に際しまして、ご理解とご支援を賜り厚く御礼申し
上げます。
　当委員会は、産業・環境保全部会、福祉支え合い部会、防犯・防災部会、教育・文化部
会、道路・交通部会の5部会で活動を進めております。地域の課題解決に向けて、地
域住民の皆様のご意見をお寄せ下さい。
　昨年は、台風19号で大きな災害がありました。災害に遭われた皆様にお見舞いを
申し上げます。神川流域でも鉄砲水による家屋の流失、頭首工や護岸の損壊など、大
きな傷跡を残しました。温暖化などの気候変動による災害から、住民の皆様が安心して暮らせる地域
づくりに「神科まちづくり委員会」としても、行政と連携して取り組んでまいります。
　懸案であります市立第五中学校校舎改築（新築）に向けての取組も、行政懇談会や要望活動により、
建設計画策定に向けて進んでおります。今後も神科地区自治会連合会、PTA、豊殿まちづくり協議会等
の関係者の皆様と力を合わせて取り組んでまいります。
　令和2年に入り、新型コロナウイルス（COVID19）による感染者の拡大により、3月2日より小・中・高
の臨時休校措置が全国で取られ、各種イベントも自粛となりました。未知のウイルスとの闘いが世界
各国で取り組まれています。地域住民の皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げます。
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堀　善三郎会長

令和元年度  神科地区行政懇談会

令和元年10月5日（土）上野が丘公民館大ホールに於いて、行政懇談会を開催。土屋
市長並びに市担当部長、地元選出市議会議員出席のもと要望事項をまちづくり委
員会担当部会長より説明いたしました。説明の後、回答をお聞きしました。引き続
き、質疑応答に入り有意義な意見交換が出来ました。

土屋市長と担当部長

土屋市長挨拶

堀会長挨拶 宮島自治連会長挨拶

懇 親 会懇 談 会



令和元年度市長要望
上田市立第五中学校の校舎改築（新築）について（継続最重要）　
平成31年度の計画として地質調査、耐力度調査のための予算を計上するとの回答をいただき感謝いたします。今年度の要望と
して令和２年度以降の具体的な計画の回答を要望します。

1.

放課後児童の居場所について（継続）
現在ある放課後児童クラブの利用者及び希望者が年々増えているが、上田市は放課後児童の居場所について、どの様な考えを
お持ちでしょうかお聞かせいただきたい。

2.

学童保育所及び放課後児童クラブについて（継続）
現在の委託費は殆どが人件費で占るため、その他の費用が捻出できないのが現状です。施設利用児童のためにも職員のスキル
アップ等も必要ですので、運営費として利用できる予算の増額をお願いします。

3.

「東部児童クラブ」「東部南児童クラブ」について（継続）
①施設利用児童が年々増加し施設の狭小さについて日々悩んでいますので、上田市として施設の確保を宜しくお願いします。
②支援を要する児童について情報の共有が必要であると感じます。上田市として、学校との話し合いや連携の機会を設けてい
ただき、併せて施設訪問・視察していただくことを希望します。

4.

通学路の安全対策について（継続）
児童・生徒の通学路を確保するための緑色塗装（コロペタ）の推進を継続して要望します。

5.

神科第一保育園前道路と旧道の交差点改良について（継続）
今まで幾多の交通事故が起きており、大変危険な交差点であります。是非改良を図っていただくよう要望します。

6.

交通信号機の設置について（継続）
①国道144号線 樋ノ沢交差点（伊勢山生活改善センター入り口）
②伊勢山金井線（ふるさと農道）大久保地籍の交差点　③伊勢山金井線（ふるさと農道）金剛寺入り口交差点

7.

伊勢山金井線（ふるさと農道）全線の安全対策（継続）
国の対象となる補助事業がないと言うことで、上田市の防犯灯設置等補助金を活用しての活動になるかと思われますので、特
別のお計らいをお願いします。

8.

神科小学校の東側道路の改良延長について（継続）
一部地権者の理解を頂いていますので、今後事業用地の取得や工事着工に向けて早急に準備に入っていただきたいと要望し
ます。

9.

主要地方道 小諸上田線（祢津線）「境橋～岩門」先線までの道路改良促進について（継続）
林之郷「スーパー尾崎」様から神川笹井「境橋」までの道路改良は具体的に随時進められていますが、その先線の笹井地区から
岩門までの道路改良についても引き続き進捗が図られるよう要望します。

10.

笹井樋ノ沢線「笹井～野竹」間の歩道新設について（継続）
この区間は学童通学路になっているので、関係自治会と継続して協議を進め早期に実施の運びとなるよう要望します。

11.

国道144号線上野バイパスの第三期工区の促進について（継続）
①第三期工区については地元要望をふまえたなかで早期の事業化をお願いします。
②市道 伊勢山富士見台線についても市道の機能回復を図ると共に地元の要望を協議の場に上げていただきたい。

12.

市道 川原柳豊里線(浅間サンライン)の歩道整備計画の促進と交通渋滞解消について（継続）
それぞれの抜本対策には用地の確保や家屋の移転等に伴う補償費・工事費に多額の費用が発生し困難な事案かと思われます
が、さらなるご協議をお願いします。

13.

国道18号バイパスへの防犯灯（街路灯）の設置による通学路の安全確保について（継続）
上田市の防犯灯設置等補助金を利用しての設置ができましたが、安全面からみるとまだまだ不足でありますので、今年度の申
請についても特別なお計らいをお願いします。

14.

国道144号線（しなの木通り）4車線部の中央分離帯の除草、剪定の回数増のお願い（新規）
地元の自治会及び業者が道路脇は除草を行っているが、中央分離帯は危険の為、手付かずであり見苦しいのが現状です。専門
者によるこまめな除草をお願いします。

15.

国道144号線（しなの木通り）の逆走防止対策について（新規）
黒坪長島線と交差する住吉交差点では、西野竹方面から来た車両が交差点で右折する場合に、頻繁に反対車線に進入し走行し
ているのが見受けられるので、表示・道路改善等の対策を要望します。

16.

砥石米山城跡の登山道の整備について（継続）
砥石城と米山城分岐点から米山城頂上までの登山道整備。
現在の登山道は山城の魅力を残しているので現状のままにして、安全確保のため迂回路の造成の整備をお願いします。

17.
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①各自治会内の名所・旧跡の由緒説明板の設置
未設置自治会を最優先とし、各自治会から推薦箇所の希望を取って実
施しました。

②「伊勢崎城跡の整備」と「神科歴史探訪」の冊子及び神科地域広域マップの刊行
　この事業は、「わがまち魅力アップ応援事業」の採択を得て活動しました。
6月24日（月）
7月16日（火）

7月25日（木）

8月8日（木）

9月19日（木）

9月26日（木）

9月29日（日）
11月13日（水）

11月15日（金）

令和2年
1月24日（金）
　　　　　　
1月26日（日）
1月28日（火）
2月19日（水）

わがまち魅力アップ応援事業　採択。
伊勢崎城跡は、埋蔵文化財包蔵地のため上田市教育委
員会文化財課と打ち合わせ。
自治連定例会で各自治会長に自治会内の名所・旧跡の
再調査を依頼。
上田市観光課と今後の伊勢崎城跡の整備スケジュール
の打ち合わせ。
上田市観光課・上田市教育委員会の職員と「砥石米山城
跡」の現地視察。
自治連定例会で各自治会長から再調査の結果報告書を
回収。
部会員による伊勢崎城跡の登山道の整備作業。
伊勢崎城跡の雑木の伐採、除伐について地主と打ち合
わせ。
伊勢崎城跡の雑木の伐採、除伐について委託業者と現
地で打ち合わせ。

「神科歴史探訪」冊子200部・神科地域広域マップ2,000
部完成。
伊勢崎城跡の雑木の伐採、除伐作業終了。
委託業者と作業終了現地確認。
「神科歴史探訪」・神科地域広域マップの関係先への配
布開始。

6月26日（水）
8月20日（火）

12月20日（金）

自治連定例会で各自治会長へ希望設置個所を依頼。
長島自治会から1箇所の希望あり。
「東條橋南詰石碑群（大日石碑群）」
設置完了

産業・環境保全部会ZOO
M UP

部会員名簿欄 ◎は部会長 ○は副部会長

部会員／◎佐藤和男・○笠井　洋・近藤隆英・倉島今朝松・浅川供雄
　　　　柳澤　亨・森川貞夫・峯村秀男・青木辰夫・井出安俊・大友直史

東
條
橋
南
詰
石
碑
群

「神科歴史探訪」冊子とマップ

9月19日　「砥石米山城跡」現地視察

9月29日　伊勢崎城跡登山道の整備

9月29日　伊勢崎城跡登山道の整備

伐採前

伐採後

伊勢崎城跡の雑木の伐採
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　部会は3月まで7回開催いたしました。議題としまして、まちづくり
の総会、福祉・支え合い部会研修会、地域福祉講演会等行事の打ち合わ
せを行いました。行事の内容としましては下記の通りです。

●福祉・支え合い部会研修会
　日時：令和元年8月31日（土）、場所：上野が丘公民館において「自
治会と高齢者福祉のあり方」について、長野市中条地区住民協議会地域
福祉ワーカーの黒岩秀美先生に中条地区の先進的な組織づくりとその運
営について講演していただきました。
　出席者は60数名、講演の最後に数名のグループで講演内容および地
域のこれからを話し合いました。

●子供食堂の開催
　11月2日（土）上野が丘公民館において、神科小学校6年生の希望者30
名限定で開催いたしました。当日は、担任の先生や副担任の先生が見え
られて、みんなでワイワイと1時間ほど掛けて、お好み焼きを作って食
べました。大好評でした。
　教頭先生からは来年度も開催してほしいとの声も上がっております。

●地域福祉講演会
　11月23日（土）上野が丘公民館で開催しました。講師として長野県長
寿社会開発センターのシニア活動推進コーディネーターの下倉亮一先生
による『我が事で考える安心の地域づくり』と題して神科のまちづくり
について講演いただきました。

部会員／◎橋詰和政・○杉浦英夫・柳澤栄一・小林秋夫・小林広一
　　　　若林紀美子・金井正広・内藤　勤・坂口勝政・堀田芳子・浅川玲子福祉・支え合い部会ZOO

M UP
部会員名簿欄 ◎は部会長 ○は副部会長

地域福祉講演会

子供食堂 11月2日（土） 上野が丘公民館

8月31日（土） 上野が丘公民館

11月23日（土） 上野が丘公民館

研修会
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部会員名簿欄 ◎は部会長 ○は副部会長

砥石・米山城まつり実行委員長／佐藤和男編集後記 ｢まちづくり委員会だより｣第４号をお届けします。『今日もまたコロナコロナで日が暮れる』こんな川柳が
新聞に載ってました。暖冬の影響か今年は桜の開花も早かったのですが、新型コロナウイルス感染防止のため車座に
なってのお花見を中止した方も大勢おられたかと思います。
　今年の最大のイベント《東京オリンピック・パラリンピック》は約１年延期されることが決定しましたが、私たちの地
域で陳情を続けてきた第五中学校の新築事業については、遅れることなく前進することを願うばかりです。

■編集委員：委員長 柳澤　亨・副委員長 齊藤隆文・委員 尾美槇二・佐藤和男・関　和弘・塚原富夫・橋詰和政

　本年度も学童・生徒が安全で安心して登下校が出来るよう通学
路の交通安全確保と地域の交通安全対策に取り組んでまいりま
した。
　具体的には
　歩道が設置されていない通学路の安全確保の為、グリーンベル
ト（コロペタ塗装）が4月以降で5地区で総延長1,243ｍが実施さ
れました。
　8月には長年の懸案事項である、神科第一保育園前と旧道との
交差点の改善について神科地区選出の各議員さんを始め警察関
係、市県の役所関係、地域の各代表者等を含め20数名が出席して
現地確認と意見交換を行い、その内容を基に具体的な改善策へと
展開されつつあります。
　また、歩道は有るが、特に夜間は車道との識別がしにくい場所
には視線誘導・路線標示マーカーを縁石に設置し、歩道と車道が
明確に見えるようにしました。
　さらには、カーブミラーは設置されているがサイズが小さく、
また冬期には見えにくくなる。特に危険な場所ではミラーの交換
等の改善を進めてきました。
　そして、市への改善要望については、グリーンベルト（コロペタ
塗装）の延長、幹線道路の改良、歩道の設置、街路灯の設置、信号機
の設置、国道144号線バイパスの早期促進等を含め継続と新規を
合せて12項目を要望しフォローをしてまいりました。
　まだまだ問題は山積していますが、これからも神科地域が安全
で安心して過ごせるように、各自治会の皆さんを始め関係部門と
連携を取りながら、活動を進めて参りたいと考えています。

道路・交通部会ZOO
M UP

通学路のグリーンベルト

地権者の協力により
見通しが良くなりました

金井自治会館前

金井地区

神科まちづくり委員会交付金の増額等に関する要望

　令和元年10月3日、神科まちづくり委員会は三役と地元選出市議会議員で、市に交
付金の増額の要望をいたしました。
－要望内容は－
　当委員会が市内のモデル地区として発足以来5年を経過し、その間地域住民の自
主的活動として各種事業を推進してまいりました。その中で、当委員会を運営する
中で予算が当初より一定に限られ、活動が進展しない現状です。
　また、年々各部会（5部会）の活動も広範囲となり、現在の交付金の額では十分な活
動ができない状況です。つきましては、これからの活動内容、予算書をご覧いただ
き、まちづくり団体への交付金を活動に見合うように増額を要望いたします。

部会員／◎尾美槇二・○深町　茂・金井公雄・細谷勝夫・茅野　毅
　　　　滝澤和男・竹内親吾・久保田正夫・唐澤　和・井出聖男・堀内邦夫
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　令和元年6月21日、第1回教育・文化部会開催。今年度の活動目標を、「放課後児童の居場所でもある、児童クラブ
の職員、保護者との懇談を通じ連携を深めて行こう。」に決定、令和元年度をスタートしました。
　放課後児童の居場所として活動をしている、「放課後児童クラブ」について、現状の課題、問題点等詳しく聞き、
話し合って見ようと、神科地域の児童が通う神科小学校、東小学校、北小学校と神科児童センターの管理者、保護
者の方々8名と部員で一同に会して話し合う場所を設けました。

　等々皆さんからの意見が多く出され、児童クラブは地域で考え、協力していく必
要があると感じる情報交換会になりました。
　令和2年3月、神科小学校の西庭（1年生のドッチボール場）は駐車場になってい
るので凸凹になっています。PTAの皆さんに協力を仰ぎ、砂を入れ平らに整備を
しました。
　来年度は、地域の皆さんと連携を図りながら、「地域の子どもは地域の皆で育て
る。」「伝統文化・芸能を紹介しよう。」を活動目標として進めてまいりたいと思いま
すので地域の皆さんの協力を、宜しくお願いします。

【施設・環境】
●利用者が多くスペースが足りない。
●スペースが狭いため3か所に分散して運営をしている。そのため施設間の移動
が児童に危険となっている。
●3か所に分散のため、学年別に活動をしているが、本来は全学年が一緒に過ごす
ことが望ましい。
●施設が古く、床の歪み、雨漏りがする。
●スペースが足りないために、廊下で勉強したり昼食を交代で食べたりしている。
●支援を要する児童について学校との情報共有がなされていないため、情報の共
有が必要であると感じている。
●職員（指導員）が不足している。

【その他】
●施設間での情報交換が出来て勉強になりました。2回3回と開催してほしい。
●怪我などの応急処置、救急救命の研修に携わる全ての方に受けてほしい。
●今後、放課後児童クラブへの入所者は増加する。待機児童はどの様にするか、放
課後児童の居場所を考えておく必要がある。

教育・文化部会ZOO
M UP

部会員名簿欄 ◎は部会長 ○は副部会長

今後について
　令和2年度当初予算に改築関連費用が計上されていないが、市技術職員が中心となり、①配置計画、基本設計を
行う。②教職員をはじめ、学校関係者並びに地域等関係者と「協議の場」を設けるなどして進めて行く。③第五中学
校改築が、今後の学校施設整備における「標準的なモデル」となるよう事業を進めて行く。
　神科まちづくり委員会としても、平成29年、30年と2回開催した第五中学校改築推進委員会を令和2年度も開催
し、意見交換を行い基本設計等に提案を行っていきます。

2.

第五中学校校舎改築に向けての経過と今後
上田市平成３１年度一般会計予算の経過
　耐力度調査費として1,400万円の予算が盛り込まれていた経過については、耐力度調査は国の補助金に対して
の必要事項で行為の是非を問うものではなく、予定通り進められております。

1.

ピックアッ
プ

部会員／◎関　和弘・○竹内延人・井出　操・永本明美・神谷政雄・渡邉久子
　　　　塚原美恵子・清水町子・金井幸一・高木拓也・宮島久幸・大矢文雄・宮嵜華行

グラウンド整備

児童クラブ おやつ風景

児童クラブ入口
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研修の実施
　令和元年度事業として、令和元年10月8日、平成16
年新潟県中越地方で震度7の強い直下型地震が発生し
た小千谷市のおぢや震災ミュージアム「そなえ館」を
視察しました。
　「そなえ館」は災害体験の伝承、防災学習の拠点とし
て平成16年「中越大震災の経験と教訓を蓄積し、後世
に伝え、地域を担う防災人材育成を支援すること」「防
災・復興の研究や防災学習交流の場となること」を目
的にオープンしました。
　NPO法人防災サポートおぢや理事・語り部の風間
久二氏から中越大震災を語る（震災を伝え・学び・活か
す）防災講演と防災学習体験をし大変有意義な視察研
修となりました。
　参加者は、防犯防災部員及び消防12分団員、神科自
治連役員、公民館計18名です。

防犯・防災部会ZOO
M UP

部会員名簿欄 ◎は部会長 ○は副部会長

講師から学んだこと
　１　災害時無事でいるということは、それだけ大き

く地域に貢献できる「助けられる人から助ける
人に」「自助は最大の共助である」

　２　避難行動　
　　　ア　電気ブレーカーを切断
　　　イ　ガスの元栓を締める
　　　ウ　家の防犯対策
　　　　　大きな災害が発生した場合は、必ず窃盗団

が入ってくる。
　　　　　昼夜の防犯パトロールを実施する。
　３　地震災害で最も重要な持ち物はたくさんある

が一番は「笛」
　　　語り部風間氏の体験から

台風19号による避難
　台風19号による神科地区の一部に避難指示が発令
され、上野が丘公民館に約150名の方が避難されまし
た。初めてのことなので大変ご苦労されたと思います。
　避難された方にアンケートを実施しました。その中
で上野が丘公民館には、テレビ、ラジオ等がなく情報
が入らなくて困った。と言う御意見が多数ありまし
た。そこで部会で検討した結果、大型テレビを購入し
ました。

防災資機材の配布
　中越大震災で被災された皆さんの教訓から格言集
が作られました。それをプリントした防災風呂敷を自
治会に配布しました。自治会館等に掲載して普段から
防災等に関心を持っていただきたいと思います。

研修会 10月8日（火）

台風19号による被害

防災風呂敷

防災風呂敷避難者アンケート

部会員／◎塚原富夫・○堀田征宏・齊藤隆文・堀善三郎・三井嘉弘・清水隆俊
　　　　平林秀和・甘利浩司・倉島有弘・長谷川忠男・菅沼久美子

新屋堰 新屋堰

堀越堰 堀越堰

神川護岸崩落 神川護岸崩落復旧工事


