
26 年度 わがまち魅力アップ応援事業 第2回採択事業一覧表
№ 団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 内示額 区分

計 13,602,000

1 赤松小三郎顕彰会 伊東　邦夫
赤松小三郎に関する古書や古記
録の復刻と活用交流事業

上田市全
域

柴崎新一氏の著書を復刻することで、赤松小三郎に関する正しい
知識を後世に残していく事業。柴崎氏の復刻本の作成とともに、復
刻本の読解講座をボランティアで開催し、多くの市民の皆さんに赤
松小三郎の業績を知っていただく取組。

1 1,066,000 新規

2 上小経営者研究会 武藤　弘
真田三代・真田幸村ゆかりの地を
訪れる「四ヶ国語版」ガイドブック
の発行

上田市内
外

「真田丸」放映により増加が期待される外国人観光客のために、歴
史を中心とした上田市の4ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）
ガイドブックを製作し、放映後も引き続き多くの外国人観光客に訪
れていただくための事業。

1 1,522,000 新規

3
うえだ平和映画祭
実行委員会

直井 保彦
うえだ平和映画祭～映画を通じた
国際理解の推進～

上田市内

上田映劇を会場に、映像や討論を通じて世界で起きている様々な
問題に目を向け、国際青少年交流を図ることで、若者がより広い視
野を持ち、未来に向けた新たな活動の機会につなげていくための
サポートをしていく事業。2年目の今年は映画上映と若者による国
際会議、まちなか企画の開催。

2 500,000 継続

4
「信濃の国上田」
ダンス実行委員会

山邊　正重
「信濃の国上田」を楽しく踊りなが
ら上田市を元気な街に

サント
ミューゼ

「よさこいソーランまつり」の様な活気ある祭りを上田市でも開催す
ることで街全体を盛り上げていく事業。「信濃の国」の上田バージョ
ンを作成し、それに踊りをつけ、イベントや祭りを開催していく取組。

1 1,240,000 新規

5
商店街振興組合
うえだ原町一番街商店
会

畠中 俊哉
真田コンシェルジュ養成事業　～
「真田丸」街ぢゅうでおもてなし～

原町

「真田丸」放映による観光客増加を一過性のものとしないために、
全市民がおもてなしの心を持ち、地域全体の日常的な集客につな
げていく事業。真田コンシェルジュ養成のための問答集作成や講
座開催により、真田の歴史認識を確かなものとし、市民と観光客の
深いつながりにつなげていく取組。

1 702,000 新規

6
西部地域軽トラ市推進委
員会

鈴木 永 西部地域軽トラ市等推進事業 丸山邸
上田市では開催されていない軽トラ朝市を開催することで、地産地
消の推進に寄与するとともに、買物弱者の支援も期待される事業。
月に1回、事前登録制にて開催する取組。

1 227,000 新規

7
吉田自治会
好きです吉田会

吉池 友四郎 吉田いにしえ周遊道路の整備 吉田

・仙福寺境内地を借り受け、散策の休憩ポイントとして整備するとと
もに、この無住寺が地域とどのように関わって今日の姿になったか
についての看板を設置する
・農作業と『農と吉田の歴史』を学び、高齢者と子供の絆づくり
・平成27年5月に八十八夜祭を復活させ、住民融和を図る

2 793,000 継続

8 下之条自治会 関　久義 天白山石段手摺り設置事業
下之条
天白山

天白山石段（507段）の側面にチェーンの手摺りを設置し、安全性の
向上を図る。

3 310,000 継続

9 小さなサロン矢沢 渡辺　益男
住んで良かった地域づくり、小さな
サロン矢沢の家（区民交流の場）

矢沢（上
組きのこ
小屋）

当面月２回実施。談話をしたり趣味（囲碁、将棋、パッチワーク、絵
手紙、わら細工、水彩画の学習等）を行う。ＡＭ１０時～１６時位の
間、小屋に行けば必ず誰かが居て談話が可能とする。会員同志当
番制とし区民との交流をはかる。回覧等で区民に知らせ会員を増
やす、前が通学路になるので下校時の見守りも可能。

2 250,000 継続

10 豊殿地区振興会 神田　友夫 市民の森利用促進推進事業
上田市
芳田「市
民の森」

第２回鷲場まつりの開催。１１月１日実施。 2 1,000,000 継続

11 豊殿地区振興会 神田　友夫 地域特産品開発事業
上田市
殿城「味
磊工房」

委員会として適宜、食品開発事業を行う。自治会単位での実習を
積み重ね「コンテスト」を開催、多くの人たちに食して頂き、数種類
のブランド食品（加工品）を決めて行きたい。

1 1,000,000 新規

12 砥石米山城跡保存会
木島　登喜
男

歴史遺産を活かした魅力ある地域
づくり

金剛寺地
籍、砥石
城・米山城
探勝コー
ス、西山連
郭、柏山
連郭

１　名所、史跡の高札、方向札の整備
２　登山道の整備
３　自然探勝コース、名所、史跡などのマップ追加作成

3 265,000 継続



№ 団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 内示額 区分

計 13,602,000

13
砥石米山城まつり実行
委員会

栁澤　亨
２０１６年「真田丸」放映決定　真田
三代の居城砥石米山城をアピー
ル

神科地域
９月　……　のぼり旗・懸垂幕・ガイドパンフ制作

１０月　……　のぼり旗・懸垂幕の取付、パンフレット印刷
１１月　……　砥石米山城まつりの来場者にパンフレット配布

1 1,058,000 新規

14 中野自治会 小野　正明
中野の文化遺産保護の記録編集
事業

中野自治
会

薬師堂の解体から建築完了までの記録写真を基に当時の建築様
式、材料、工法など専門業者の見解を加えながらこれらの資料を
編集し、冊子とする。

1 900,000 新規

15
ナチュラリストクラブ うえ
だ

清水　忠 憩の公園プロジェクト

自然運動
公園一
帯・東山
トレッキン
グコース

自然運動公園内の花壇の造成及び管理、東山トレッキングコース
の整備及び自然観察会を兼ねたトレッキングイベントの開催

4 138,000 継続

16 浦野自治会 櫻井　彰人
浦野の歴史散策道と健康ウォ－
キングロ－ドづくり

浦野

ふるさとの里山である天神山、秋葉山の整備を協働作業で行うこと
により、地域の絆を深め、また、遊歩道を四季を通じて活用し環境
保全ばかりでなく健康増進に役立ち、さらに次世代に引き継ぐこと
が出来る。

5 500,000 継続

17
川西地区自治会連合会
浦里支部

横尾 仁四郎
希望の里・憩の里　浦里ポケット
パーク事業

浦野

旧川西地域自治センター跡地を、地域住民の手により樹木・花の
植栽や水飲み場・ベンチを設置し、地域住民が気軽に集うことがで
きる憩の場として、地域住民のふれあい・交流を図る。また、記念
碑設置や記念事業により、この跡地が果たしてきた役割・功績を後
世に伝え、地域住民の郷土愛を育てる。

2 474,000 継続

18 川西地区自治会連合会 白鳥　公
川西地域自治センター竣工記念イ
ベント

川西地域
自治セン
ター

川西地区住民が、川西地域自治センターを川西地域の拠点とし
て、魅力あふれるまちづくりを推進するために、川西地域自治セン
ター完成記念イベントを実施してきました。本年は最後の環境整備
の記念事業を行います。

3 152,000 継続

19 下和子素浪人の会 山本　進 地域の史跡整備と伝承
下和子地
区

地域の命と生活を支えてきた、湧水地や史跡等の正確な由来を調
査・研究し、周辺整備を行い看板等を設置する事業。住民の地域
への愛着心向上と、世代間の相互交流を目指す。

1 439,000 新規

20 鹿教湯商工会 牧野　勇二
鹿教湯里山セラピー公園活性化
事業

鹿教湯地
区

長野大学および丸子修学館高等学校の知恵や技術と、地元住民
との協働で、ノルディックコースやマウンテンバイクコース、お休み
処の整備と子ども里山教室などを開催する事業。子どもから高齢
者、鹿教湯を訪れる観光客の皆さんまで親しめる公園を目指す。

1 1,066,000 新規


