
上田市真田地域について

10,337人 （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 158,420人

4,020世帯 （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 67,290世帯

32.1% （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 29.6%

人口

世帯数

高齢化率

２－2　対話の積み重ねから住民主体の取組へ

　　　  真田の郷
さと

まちづくり推進会議（上田市真田地域）

上田市真田地域地図

出典：上田市ホームページ

真田地域

真田地域中心部地図

長谷寺

真田の郷まちづくり推進会

議会長の宮下俊哉さんが住

職を務める

真田地域自治センター

真田総合福祉センター

真田中央公民館

真田の郷まちづくり推進会議

活動拠点
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〇 取組の概要

市町村合併により上田市となった旧真田町において、「地域内分権」の確立に向けた取組を目指す「真

田の郷まちづくり推進会議」

上田市真田地域にある寺の住職を中心に取組を進めているが、その道のりは決して平坦なものではな

かった。

本事例では、取組のキーパーソンとなる地元住民、ファシリテーター、行政の3者に対するインタビュー

を通して発見した「真田の郷まちづくり推進会議」設立までの過程や取組の分岐点などについて分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

・ 50年後、100年後も「誇れる真田の郷」を子や孫たちに引き継ぐため、地域住民が主体的に

取り組む組織づくり

・地域課題の自主的な解決や、地域の個性や特性を生かした、誰もがいきいきと暮らせる魅力ある

まちづくりの推進

２ 地域にある物語

・阪神淡路大震災のボランティア活動をきっかけに、社会活動の重要性だけではなく、他の団体等と

の協力の必要性や、自分から出て行ってアクションを起こす必要性を学んだ「真田の郷まちづくり

推進会議」宮下さんの物語

・話し合っているのは自分の世代の話ではなく、20年30年後に子どもたちの未来に向けて今何を

すべきであるかを地域住民とともに考え進めたファシリテーター役の東京大学新先生（平成28

年当時は信州大学に在籍）の物語

・「行政は本来条件を整えるのが仕事」という思いを持って、準備会から推進会議立ち上げにかけて

さまざまな調整を行った、上田市真田地域自治センターの宮崎さんの物語

３ 分岐点と判断

・ 平成22年（2010年）

地元住民を主体にしたボランティア組織である「ＮＰＯ法人ほこほコネクト」を立ち上げた宮下

さんの判断

・ 平成27年（2015年）9月

「地域経営会議設立に係る検討会議」の会長職を引き受けることとした宮下さんの判断

平成２8年（2016年）

・「真田の郷まちづくり推進会議」の前身である「真田地域のまちづくり準備会」会長に就任する

決意を固めた宮下さんの判断

・「地元だけで行政主導で進むよりも、外部の人の力も必要だ。」と感じ、当時信州大学に在籍さ

れていた新先生にファシリテーターをお願いした宮下さんの判断

・ただ新しい組織を立ち上げることに疑問を感じ、組織の必要性に立ち返った上で、中立的な立ち

位置でファシリテーションを行い、住民に気持ちを発散してもらうことを心掛けた新先生の判

断

・住民主導の組織立上げの動きを後押しする宮崎さんの判断
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（写真１ ヒアリングの様子（2018.2.24）） 

Ⅰ 地域の概要 

上田市真田
さ な だ

地域は平成 18年（2006年）３月に旧

真田町が上田市に合併したもので、36の自治会の中

に本原
もとはら

、長
おさ

、傍
そえ

陽
ひ

、菅平の４つの小学校区がありま

す。これは、旧真田町が昭和 33年（1958年）10月

に合併した旧村（本原村、長村、傍陽村）に１校ず

つ存在するものです。（菅平は長地区の中心部から

距離があることから、小・中学校が設置されている

ため、小学校区は４つ。） 

世帯数 4,020 戸、人口 10,337 人、高齢化率（65

歳以上）は 32.1％（平成 30年(2018年)３月現在） 

の地域です。 

平成 28 年（2016 年）度に放送された真田丸の主人公真田信繁（幸村）の生誕地として一躍脚

光を浴び、多くの観光客が訪れる観光地です。また、菅平は夏季の大学ラグビーの合宿、冬季の

スキー等スポーツのメッカとしても有名です。 

 

Ⅱ 市町村をめぐる動き 

平成７年（1995年）に地方分権推進法、平成 12年（2000年）に地方分権一括法が施行された

ことに伴い、地方分権改革が進み、平成 18年（2006年）３月に旧真田町は上田市、丸子町、武石
た け し

村

と対等な立場で地域のまとまりを大切にしながら、地域全体の発展を目指す「分権型合併」を行

いました。 

そのような状況の中、合併後の上田市では、①合併に対する住民の不安を払拭する体制づくり、

②住民の自治意識の高揚、③地域のまとまりを大切にしながら上田市全体の発展を目指す「分権

型自治」実現の体制づくりを目指しました。この取組を達成するために段階を設定し、「地域内分

権」の確立に向けた取組が始まりました。 

上田市の地域内分権に向けた段階的取組は、合併後の地域自治センター及び地域協議会の設置

から自治基本条例の制定などを経て、最終段階の住民自治組織の設立促進へと進んでいきました。 

平成 27 年（2015 年）９月に地域協議会委員と自治会連合会役員による「地域経営会議設立に

係る検討会議」を設置し、真田地域のまちづくり準備会の設立に向けての具体的な検討を重ね、

まちづくり準備会の骨格となる委員構成案や規約案、名称案等を決定し、平成 28 年（2016 年）

３月 23日に「真田まちづくり準備会」を設立し、議論を重ね平成 29年（2017年）７月１日に「真

田の郷まちづくり推進会議」が設立されました。 

 

Ⅲ NPO法人ほこほコネクトの設立 

「当初、全く地域づくりは考えていなかった。」真田の郷まちづくり推進会議（以下「推進会議」

という。）の会長宮下俊
とし

哉
や

さんは言いました。宮下さんは上田市真田の長
おさ

にある長谷寺
ちょうこくじ

の住職です。 

宮下さんの活動の原点は、曹洞宗青年会のボランティア活動がきっかけでした。青年会では人

口減に伴い檀家制度も変わっていく中で、青年僧は何をしていくべきかを考えました。 
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そうした中、阪神淡路大震災のボランティア活

動に参加し、そこで社会活動の重要性だけではな

く、他の団体等との協力の必要性を感じたそうで

す。その後、地元の社会福祉協議会ボランティア

センターの運営にも関わり、その活動の中でも全

国の被災地の復興支援活動に参加しました。 

被災地では、ボランティアが届かないところが

あり、一人暮らしの高齢者が、災害の発生で暮ら

せなくなっていました。「災害の起きていない自

分の地元も同様ではないか。もし、災害が地元で

発生したら、自分たちだけの力でやっていけるのか。学んだことを地元に還元しなければならな

い。」と感じたそうです。そこで、平成 22年（2010年）に全国社会福祉協議会との関わりで「Ｎ

ＰＯ法人ほこほコネクト（※）」を立ち上げました。 

ＮＰＯ法人を立ち上げた理由を宮下さんは、「人として生活している以上、共通の課題があって、

近隣の人だけではなく遠くの人との連携も大事である。」と考えたそうです。 

もう一つのきっかけは、活動に対する覚悟を決めるためとのこと。法人格を持つとルールに基

づいた運営をしていかなければならなくなります。そういう意味で、ＮＰＯ法人化による活動を

展開することが、活動に対して覚悟を持って取り組むことを意味しているのだと思いました。 

実際に様々な活動を行うには助成金や補助金が必要となります。そのためには法人格が不可欠

で、車両の所有や外部との折衝にも法人格が必要になります。設立時のメンバーに行政書士や行

政のＯＢ、若手の方がいて、行政手続等はそれらの人に任せました。 

こうして地域活動に積極的に携わっている宮下さんも、すぐに活動に関わったわけではありま

せん。大学卒業後は地元に戻らず、会社勤めを経て、地元に戻ったそうです。 

帰郷後、宮下さんは、「自分が住んでいるのは山の中なので、自分から地域に出て行かないと終

わってしまう、自分から出て行ってアクションを起こさなければいけない。」と思ったそうです。

それから、消防団をはじめとした地域活動に積極的に参加するようになりました。ほこほコネク

トのメンバーは、宮下さんの近所の方や知り合い、飲み仲間、それに、それぞれの付き合いの中

で集まったそうです。 

地域活動に携わる中で宮下さんが感じたことは、移住者の方は、地域になじもうとして地域活

動に積極的に参加してくださることです。それにより、受入側の地元の方と移住者の方との交流

が生まれ、活気ある活動につながっているそうです。 

また宮下さんは、「僧侶をしているので地域住民のいろいろなことがわかってしまう。」と言い

ます。そのため、相談を受けると、その事情にあった顔を繋げることができるそうです。 

「声をかけられたら断れないので、役を受ける。受けてやってみると、共通する面がある。学

校に行って話したことが民生委員の仕事やＮＰＯの活動にもつながることがある。地域のイベン

トに参画することで仲間が増える。」と宮下さん。さらに、ＮＰＯ法人の定例会は、お寺で開催し、

互いに親睦を深めていくこともあるそうです。こうして、仲間が広がっていきました。 

 

（※）ＮＰＯ法人ほこほコネクト 

（写真２ 真田の郷まちづくり推進会議会長 宮下俊哉さん） 

宮下さんを中心に地元住民を主体にしたボランティア組織。活動を通じて地域の人の社会参画や人の繋が

りを通じてあたたかい貢献を目的にしています。 
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Ⅳ 真田まちづくり準備会設立 

住民自治組織の機能を持つ「真田まちづくり準

備会（以下「準備会」という。）は、地域内分権の

取組の最終段階として、地域協議会を中心に設立

されたと、上田市真田地域自治センター地域振興

課の宮崎忠
ただ

博
ひろ

さんは説明しました。平成 27 年

（2015年）９月に「地域経営会議設立に係る検討

会議」を設置し、準備会の設立に向けて 10回ぐら

いの会議が行われました。そこで、地域で活動す

る宮下さんに会長になってもらいました。 

 

それまでに宮下さんは上田市との合併を契機に設置された地域協議会の会長を平成 18年（2006

年）から２期４年務めていました。上田市の他地域は、各地区の自治会長がメンバーになってい

て、毎年任期が終了して交代していました。 

検討会議では、上がってくる意見は行政に対する文句ばかり。「私も準備会の会長に就くことに

疑問を感じており、当初厳しいなと感じていました。」と宮下さん。「準備会の会長を仕方なく引

き受けたが、頼まれた委員が並ぶ中で、委員もどうしたらいいかわかりませんでした。地域の中

心になってくれと言われても委員は戸惑っていました。」と当時のことを振り返ります。 

検討会を踏まえ、平成 28 年（2016 年）５月に第１回準備会が開催されました。準備会の設立

に当たっては、行政的な色合いが非常に強くありました。そんな中、宮下さんは準備会の進め方

に大きな不安を持っていました。 

また、委員のなり手がいませんでした。既に、皆いろいろな役職を兼務していて、生産年齢の

人はまちづくりに関わる機会が多くありませんでした。生産年齢の人、充て職でない人、声掛け

の人は、自分に責任を感じるので、委員に最適と宮下さんは考えていました。充て職だと、その

職にある期間だけは責任をもって活動しますが、時期が来ると交代してしまいます。また、今後

を考えると、手上げの人か声掛けの人のほうが永く関わってくれると考えたそうです。 

 

Ⅴ ファシリテーター新
しん

先生の登場 

準備会を進めていく中で「地元だけで行政主導で進

むよりも、外部の人の力も必要だ。」と宮下さんは感

じるようになりました。真田の地域性で住民は理詰め

で話をするため、理論立てて話をすると納得するから

です。 

そこで、当時信州大学に在籍されており、現在は東

京大学の新雄
ゆう

太
た

先生にファシリテーターをお願いし

ました。宮下さんは、以前新先生が開催していた「地

域戦略プロフェッショナル・ゼミ―中山間地域の未来

学」の受講生だったのです。そのゼミの参加者とは今 

もつながっており、その縁から新先生にお願いしたそうです。それともう一つお願いした理由が

（写真３ 上田市真田地域自治センター地域振興課 
宮崎忠博さん） 

（写真４ 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 
特任助教 新 雄太先生） 
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ありました。それは、新先生が若い先生だったからです。 

これまで宮下さんが見てきた例の中で、年配の研究者だと自分のやりたいことだけをやって、

地元は調査に使われるだけという残念な事例もあったことが大きな理由でした。 

新先生の加入は非常に有効でした。精力的で若手ということが大きかったようです。「永く関わ

っていただくには若手の方がいいと思います。研究発表だけして離れてしまうのではなく、永く

関わっていただけることが重要だから。」と宮下さん。   

いずれ次世代に引き継いでいかなければならないので、若い方に関わって欲しいという思いが

強かったそうです。 

そもそも、準備会は設立されたものの、最初か

ら推進会議の立上げありきの会合でした。委員も

地区の役員などの充て職が主だったので、早く役

を降りたいという人が多くいました。宮下会長自

身もこの会が必要なのか迷っていました。同様に、

新先生も既存の組織ではダメなのかという疑問を

持っていました。そのため、新先生が最初に参加

した準備会で、先生が委員に「この会議、作る必

要ありますか？」と投げかけると、委員が皆頷い

ていました。新先生は、第三者的な中立的な立ち

位置で臨みました。宮下会長としては、地域にいる以上あまり好き勝手なことも言えません。そ

のため、バランスを取らざるを得ませんでした。また、委員同士も言いたいことが言える状況で

はありませんでした。そこで、新先生はワークショップの形式を取り入れ、ともかく最初は委員

に気持ちを発散してもらうことを心掛けたと言います。 

準備会を月２回のペースで開催し議論を深め、さらに、準備会で話し合いをしていてもその中

だけなので、住民懇談会における各地区や団体への説明を行い、延べ 900 人が参加しました。そ

の説明を準備会の委員が行いました。委員には消防団やＰＴＡの方もいたので、それぞれの選出

母体で委員が説明を行いました。今まで受け身であった準備会の委員が、今度は説明側にならな

ければならず、それを契機に委員の意識も大きく変わりました。「話し合っているのは自分の世代

の話ではない。20年 30年後を見据え、今の小中学生の未来に向けて、今何をすべきかだ。」と委

員たちも思い始めました。 

それでもまだ、毎回の準備会のアンケートで「立ち上げる組織とは何か」という疑問の声も多

く見られたそうです。 

 

Ⅵ 真田の郷まちづくり推進会議設立 

上田市内の他の協議会とは異なる独自のやり方により、16回の準備会を経て、平成 29年（2017

年）７月に「真田の郷まちづくり推進会議」の設立総会が開催されました。 

準備会は、最初全員充て職で始まりましたが、「ワークショップを行う中で、６名がまちづくり

推進会議のメンバーになりたいと言ってくれ、助かりました。」と宮下さん。メンバーにはなれな

いけれど、サポーターになるという人も現れたそうです。 

（写真５ ワークショップの様子） 
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「他地域の協議会と設立経過等が違っていて

行政と対立していると映るかもしれないが、そこ 

は十分理解しているつもり。行政は本来条件を整

えるのが仕事だと思います。」そう語る宮崎さん

は、準備会から推進会議立ち上げにあたり、上田

市と住民の間に立ち、各種調整を進めてきました。

「あえて板挟み役となって行政との調整を行っ

てくれる宮崎さんが来てくれたことで、準備会の

雰囲気がガラッと変わったと感じています。」と

宮下さんが振り返りました。 

「さなぎは、幼虫のうちは中がドロドロしている変態生物。変態という言葉を使ったら怒られ

ましたが。さなぎの中で分化していて、体の組織を作っていく。今はさなぎの状態でいいかなと

思います。」と立ち上がったばかりの推進会議について宮下さんは語ります。 

「立ち上げてからもいろいろな意見が出ました。個別に手紙をくれる人もいたり、行政の言い

なりはだめだとの意見があったり。現在、行政、自治会からの依頼も多い状態です。まだ、うま

くいっていない。立ち上げたはいいが、後ろを決めて強引に立ち上げたので、この先を地域で考

えることになっています。現在の課題は、メンバー同士に意思疎通の場がないことで、生産年齢

の人を多くメンバーにしたので、日程的になかなか集まることができないことです。」これが現在

の宮下さんの思いであり、推進会議の現状です。 

「組織基盤整備を平成 29 年（2017 年）度に謳い、今後活動を模索しています。理事会では、

充て職は理事に入らない、その代わり地域協議会には地域の代表に入ってもらい、チェック機能

を果たすことでやっていく。若手の委員もどう活動していくのか、どう作り上げていくのか、ミ

ッション、ビジョンがわからない。みんなが模索している途上です。それを本来は地域全体で考

える場が必要です。今後どう運営していくのか、どう厚みを持っていこうか、どの方向に向かっ

ていくのか。結論は出ないと思う。どう意思疎通を図って行くか、連絡を取るのも難しい。情報

伝達も難しい。苦しむ中で生まれるものがあると思っている。もっともがいていいかなとも思っ

ています。」と宮下さんは言いました。 

なお、今回ヒアリングを行った日には、推進会議主催による「真田の郷タウンミーティング」

が開催されました。タウンミーティングを通して、課題を地域全体で共有し、関係する各種団体

の横の連携を図る取組が始まったところです。 

今後は、横の連携を活かしながら各種団体との協働により課題を解決するため、宮下さん達の

挑戦は続きます。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 30年(2018年)２月 24日、場所：上田市真田総合福祉センター】 

（写真６ 当時の様子を語る 
（左から）宮崎さん、新先生、宮下さん） 

） 
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上田市真田「真田の郷まちづくり推進会議」設立までの取組のポイント 

 

 

 

 

○ 地域に縁のない、新先生が行政と住民の間に立ち、住民側と行政側の考えを理解した上で、

住民対話型のワークショップや住民懇談会等をプロデュースした点 

○ 地域に縁がないからこそ、しがらみがなく、地域のことを一生懸命考える姿勢を住民に見せ

ることで、住民の信頼感・親近感を上げることができた点 

○ 住民一人ひとりがアウトプットを行う機会を創出し、そこから地域の強み・弱みを住民自ら

が捉え、強みや課題を生かすための取組を行いたい住民が生まれ、想いが繋がっていった点。

（住民曰く、「先生、僕たちを育てたでしょ」） 

○ 対話のポイントを「子どもたちの未来を考える」こととし、住民のやる気を引き出した点 

○ ワークショップ等の際は、新先生が内容を分かりやすく解説し、意味付けをした上で、発散

と収束を繰り返しながら合意形成を進めた点  

 

 

 

○ ワークショップ型の対話の場を時間をかけてじっくり・継続的に実施した点 

（１年間で 21回実施、延べ 22団体・900名を超える住民と懇談会を開催） 

○ 会議を「受け身」で終始することなく、頭と体を使って考え、一人ひとりがアウトプットし

続ける「生み出す会議・決めない会議」を実践した点 

（いわゆる「発散」と「収束」を繰り返しながら進め、ワークショップに来てもらったら「発

散」してもらい、発表することで共有ができ、そういう中で合意形成（「収束」）されていくと

いうやり方で進めた点） 

○ 対話の後にはアンケートを実施し、一人ひとりの思いや言えなかったことをしっかり記述し、

次回にその意見を紹介することで、住民一人ひとりが活動に参画しているという満足度を上げ

た点 

 

 

 

○ ワークショップ型の対話を通じて、様々な視点で地域を見ることにより、地域に宝が溢れて

いるということに気づいてもらうことができた点 

○ 地域に溢れている宝を子どもたちのためにどう活用するかを考えてもらうことで、地域全体

で取り組む機運が生まれた点 

（機運が生まれた後は住民から様々なアイデアが出されるようになった。） 

○ 他の地域運営組織の活動を視察し、その中心メンバーと意見交換を行ったことでその後の活

動のイメージを住民が共有した点 

【ポイント１】 ファシリテーターの存在 

【ポイント２】 対話の積み重ね 

【ポイント３】 活動や思いを地域で共有し、取組に対する機運を醸成 
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上田市真田地域 真田の郷まちづくり推進会議 関係図（活動展開図）

上田市真田地域 真田の郷まちづくり推進会議のこれまでの歩み
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