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1　人材育成事業

　今後は、さらなるスキルアップに加え、旅行事業者や観光事業者を対象としていく。

事業名

有償ガイド育成事業

令和3年1月22日から2月18日までに4回に
わたり、文化財やストーリーを解説でき
るガイド養成に向けたスキルアップ講
座、現地視察等を実施した（14名参加）

事業名

上田市日本遺産認定記念シンポ
ジウム

日時：令和2年12月13日
会場：サントミューゼ大ホール
内容
・アトラクション（岳の幟・
　三頭獅子）
・基調講演：三國清三氏
　「食文化創造による日本遺産
　魅力発信～成功事例と成功へ
　の手順とは～」
・研究発表　長野大学「上田地
　域における日本遺産の取組」
・パネルディスカッション
（パネラー：石川県小松市、
　埼玉県行田市、長野県千曲
　市）
・アトラクション（信州塩田平
　・和願太鼓）
参加者：300名

市民向け啓発セミナー
令和3年1月、2月に2回実施予定だった
が、コロナ禍で中止した

-

令和2年度上田市日本遺産推進協議会事業報告

2　普及啓発事業

内容

　信州上田・塩田平を舞台としたストーリーのガイドとして活躍可能な人材を育成するため、文化財

活用部会員を対象に、スキルアップ講座や現地学習を実施した。

　当地域の日本遺産を普及させるため、日本遺産認定記念シンポジウムを開催した。

内容

講演会終了後には、新聞や広報誌に取り上げられるなど、想定した以上の広報効果が得られた。

　今後は、出前講座などを実施して、ストーリーの周知に努める。

〇魅力発信推進事業【文化芸術振興費補助金（国庫補助事業/補助率100％）】

第１号議案
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事業名

日本遺産調査研究事業

令和2年10月１日から3月19日まで、丸子
の西内地区で、「レイライン」「太陽と
大地の聖地」「龍とともに生きる」に関
連した構成文化財のほか、太陽信仰や農
業信仰、雨乞いのまつり、龍神信仰の分
布等について、丸子地域の西内地区を中
心に構成文化財の追跡調査を実施した

事業名

BS-TBS「日本遺産」番組放映、
ダイジェスト版（日本語・英
語）制作

令和2年12月27日13時～14時30分
BS-TBS番組「日本遺産」の番組内で上田
市のストーリーを紹介（15分）。上田市
は90分スペシャル番組の最後に登場。ダ
イジェスト版（日本語・英語）を制作し
た

内容

3　調査研究事業

内容

1　情報コンテンツ作成事業

「太陽と大地の聖地」「龍とともに生きる」に関連した構成文化財のほか、レイラインと太陽信仰等

の関係について丸子地域の西内地区を中心に構成文化財の追跡調査を実施した。

　今後は、追跡調査報告書を公民館や市立図書館等へ配置するほか、ホームぺージを活用し、構成文化

財等の情報を積極的に公開し、認知度向上を図る。

　制作した映像は、構成文化財の一つである別所線の上田駅やJR上田駅のほか、上田市観光会館、塩田

公民館等をはじめとする公共施設での上映・PRイベントでの上映•専門部会員への情報提供を行った。

　今後は、住民団体・自治会などから出前講座、小中学校の学校教材及びPＲイベントや日本遺産の日

出展イベント等での活用を図る。

〇観光拠点整備事業　【文化資源活用事業費補助金（国庫補助事業/補助率65％）】
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事業名

説明板等設置事業

構成文化財35箇所に説明板看板設置、別
所線上田駅・下之郷駅・中塩田駅・塩田
町駅・別所温泉駅、上田駅自由通路に案
内板を設置した

事業名

市場動向調査
コロナ禍の収束を踏まえ、観光客のニー
ズ把握に努めるため、施策に対するWEB動
向調査を実施した

〇補助対象外事業

事業名

上田駅前パレオ懸垂幕、駅・中心
市街地幟旗設置

日本遺産認定PRのため、令和2年7月に上
田駅前パレオに懸垂幕、中心市街地に幟
旗を設置した

構成文化財等幟旗設置
令和2年10月19日、35箇所の構成文化財へ
幟旗を設置した

内容

2　活用整備事業

内容

3　情報発信及び誘客環境の整備に向けた調査研究事業

　新型コロナウイルス感染症の影響から、今年度は観光客の来訪が見込みにくいため、東京都・埼玉

　構成文化財や別所線主要駅へ案内看板を設置した。

内容

ＷＥＢ調査した。

　次年度は、今回の調査結果を生かし、より戦略的で効果的な施策の展開を目指す。

　なお、次年度は、第二期分の案内看板を15基設置する予定。

県・長野県在住の方々を対象に日本遺産の認知度や各種施策に対する評価、誘客要因の可能性などを
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事業名

構成文化財等紹介パンフレッ
ト、ポスターの制作

令和2年12月1日納品
上田市の日本遺産のストーリーを解説し
たパンフレットの制作
①パンフレット
　サイズ：A3二つ折り
　部数：9,000部(増刷10,000部）
②ポスター
　サイズ：B2
　部数：300部

推進協議会HP設置
令和2年11月25日開設
上田市公式ホームページ内に、上田市日
本遺産推進協議会のページを開設

上田市日本遺産認定記念花火の
打上げ

令和2年12月20日
市内7箇所で認定記念花火の打ち上げ
(神川まちづくり委員会、塩田まちづくり
協議会と連携）

オリジナルロゴマーク制作

令和2年12月1日～3月中旬
各種プロモーションや商品ラッピング等
を通じて、日本遺産を活用した地域活性
化を図るため、オリジナルロゴマークを
制作した。同時に、ロゴの重複チェック
を行うとともに、出願申請した

日本遺産レイラインがつなぐ
「大日如来」特別公開

令和3年3月28日
信濃国分寺三重塔及び安楽寺八角三重塔
の「大日如来」を特別公開（１日限定）

行政チャンネル収録映像

上田市が制作する行政チャンネルにて日
本遺産を紹介する番組を制作
・ストーリーの紹介（全3回）
・シンポジウム（全2回）
・花火打ち上げ
・信濃国分寺・安楽寺「大日如来」　1日
限定特別公開

内容
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事業名 日時 備考

上田市日本遺産推進協議会 令和2年9月10日設立

第1回専門部会全体会 令和2年10月2日設立

第1回専門部会合同会議 令和2年10月2日実施

第2回観光振興部会 令和2年10月29日実施

第3回観光振興部会 令和2年11月10日実施

第2回文化財活用部会 令和2年11月26日実施

第2回情報発信部会 令和2年12月17日実施

商工会議所観光交通サービス部会 令和3年1月15日実施

第2回日本遺産推進協議会 令和3年2月3日書面開催

第3回情報発信部会 令和3年3月26日実施

事業名 日時 備考

第1回庁内プロジェクト会議 令和2年7月16日実施

第2回庁内プロジェクト会議 令和2年9月29日実施

第3回庁内プロジェクト会議 令和2年12月10日実施

（仮称）ビジターセンター整備事業会議 令和3年1月12日実施

信州の鎌倉ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ検討会議 令和3年1月14日実施

第1回専門部会部会長調整会議 令和3年1月19日実施

（仮称）ビジターセンター候補地現地視察 令和3年1月28日実施

第1回専門部会WG調整会議 令和3年1月29日実施

第2回専門部会部会長調整会議 令和3年3月11日実施

【庁内会議関係等】

【庁外会議関係等】
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 自　令和2年9月10日

 至  令和3年3月31日

収入金額

支出金額

　差　額

【収入の部】 単位：円

項　　　目 当初予算額 流用額 流用後予算額 決算額 差額 摘　　　要

負担金 11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 0 上田市負担金

補助金 25,500,000 0 25,500,000 12,647,310 △ 12,852,690
国補助金（文化芸術振興費補助金5,461,560
円、観光拠点整備事業7,185,750円）

借入金 25,500,000 0 25,500,000 25,500,000 0 上田市借入金

雑収入 0 0 0 13 13 預金利息

合　　計 62,500,000 0 62,500,000 49,647,323 △ 12,852,677

【支出の部】 単位：円

項　　　目 当初予算額 流用額 流用後予算額 決算額 差額 摘　　　要

○魅力発信推進事業

人材育成事業 3,400,000 △ 89,440 3,310,560 3,310,560 0 ・有償ガイド育成費

普及啓発事業 5,000,000 △ 3,314,000 1,686,000 1,686,000 0 ・記念フォーラム開催費

調査研究事業 1,600,000 △ 1,135,000 465,000 465,000 0 ・構成文化財調査

小　計 10,000,000 △ 4,538,440 5,461,560 5,461,560 0

○観光拠点整備事業

情報コンテンツ作成事業 5,200,000 300,000 5,500,000 5,500,000 0 ・プロモーション動画作成等

活用整備事業 18,700,000 △ 292,323 18,407,677 5,555,000 △ 12,852,677 ・説明板設置、調査分析等

小　計 23,900,000 7,677 23,907,677 11,055,000 △ 12,852,677

○補助対象外事業

認定記念花火打ち上げ事業 1,000,000 △ 320,060 679,940 679,940 0 ・レイライン上での花火打ち上げ

ＰＲ物品作成費 800,000 425,555 1,225,555 1,225,555 0 ・ロゴマーク作成、幟旗作成等

印刷費 300,000 60,800 360,800 360,800 0 ・チラシ、ポスター等

小　計 2,100,000 166,295 2,266,295 2,266,295 0

○事務費

日本遺産連盟会費 20,000 0 20,000 20,000 0 ・日本遺産連盟会費

需用費 330,000 35,681 365,681 365,681 0 ・消耗品、食糧費、大日如来特別公開事業等

旅費 300,000 △ 269,400 30,600 30,600 0 ・視察旅費

画像使用料 300,000 44,000 344,000 344,000 0 ・画像提供者への使用料

振込手数料 50,000 △ 19,860 30,140 30,140 0 ・振込手数料

小　計 1,000,000 △ 209,579 790,421 790,421 0

○借入金返済費

借入金返済費 25,500,000 0 25,500,000 25,500,000 0 ・国補助金交付までの市借入金返済

負担金余剰分返還 0 4,574,047 4,574,047 4,574,047 0 ・市負担金余剰分の返還

小　計 25,500,000 4,574,047 30,074,047 30,074,047 0

合　　計 62,500,000 0 62,500,000 49,647,323 △ 12,852,677

監事 氏名 ㊞　　　

氏名 ㊞　　　

令和3年5月20日

【監査報告】
令和２年度 上田市日本遺産推進協議会 会計帳簿証票類を監査した結果、収支ともに適正と認めます。

令和２年度　上田市日本遺産推進協議会　決算書

49,647,323　円

49,647,323　円

0　円

第２号議案
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第３号議案 

令和３年度 上田市日本遺産推進協議会 事業計画（案） 

 
〇地域文化財総合活用（魅力発信）推進事業【国庫補助事業 / 補助率 100％】 
 1 人材育成事業 

（1）有償ガイド育成事業 
  …文化財やストーリーを解説できるガイドを育成する 

  
2 普及啓発事業 
（1）日本遺産セミナー開催事業  
  …日本遺産への理解を深めてもらうための市民向けセミナーを行う 

 （2）日本遺産ストーリーPR 事業 
   …レイラインへの理解とシンポジウム及び日本遺産イベント等での PR 

活動を行う。 
（雨乞い行事「百八手」再現、岳の幟・三頭獅子等継承イベント・絵本・

かるた制作等） 

 
3 調査研究事業  
 （1）日本遺産調査研究事業 

 …日本遺産のストーリーを深めるため構成文化財の調査研究を行う 

 
○観光拠点整備事業 【国庫補助事業 / 補助率 65％】 
 １ 情報コンテンツ作成事業  
  （1）多言語案内パンフレット制作 
    …日本語・英語・中国語（繁体）の多言語パンフレットを作成する 
  （2）構成文化財紹介パンフレット制作 
    …構成文化財紹介パンフレット（第 2 弾）を作成する 

 
 ２ 活用整備事業  
  （1）（仮称）日本遺産紹介コーナー表示板等設置事業 
    …日本遺産を紹介する施設に案内看板を制作し、来訪者を誘客する 

（2）説明板等設置事業 
    …日本遺産の文化財やストーリーを説明する看板制作を行う 
  （3）別所線・バス車両ラッピング等事業 
    …別所線・バスの車両ラッピング及び別所線アバター対話システムの導入

を行う 
（4）観光商品等開発事業 

    …オリジナルロゴマーク等を活用し、商品化ワークショップを開催する 
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（5）誘客に向けた構成文化財の活用事業 

    …ストーリーに登場するため池などを活用した誘客事業を実施する 

 
〇補助対象外事業  
 １ 創作料理考案事業 
  （1）日本遺産大使と連携した創作料理講座、セミナーなどを開催する 
２ 構成文化財スタンプラリーの開催 
３ 認定１周年記念事業の開催 
 （1）構成文化財４施設を１日限定無料開放 
 （2）レイラインにちなんだコンサート 
４ 構成文化財を回るバスツアーの開催（２回） 
５ 市内小中学校・自治会向けに、出前講座の開催（随時） 
６ プロモーション用広報媒体制作（幟旗、パンフレット等） 
７ 他認定団体（千曲市・長和町等）との連携事業 



庁内担当課 関連団体

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 通年 通年

推進協議会
推進
協議会（6/1)

　11/13・14　日本遺産ｻﾐｯﾄ（小松）
推進
協議会

交流文化スポーツ課

全体 全体会 交流文化スポーツ課

人材育成 1 有償ガイド育成 生涯学習・文化財課

2 シンポジウム 　　　　　　　★9/26＠あいそめの湯ホール
交流文化スポーツ課、
生涯学習・文化財課

3 百八手 　　　　　　　★9/25＠舌喰池（地元主催で花火打上予定）
交流文化スポーツ課、
生涯学習・文化財課

塩田まちづくり協議会、塩田平た
め池を愛する会

4 パネル展 9～12月塩田公民館、市立博物館、神川地区公民館等（関連イベントでウォーキング実施予定）
交流文化スポーツ課、
生涯学習・文化財課

塩田まちづくり協議会

5 絵本制作 4月～　絵、原稿制作 納品 生涯学習・文化財課 下之郷在住絵本作家ほか

6 かるた・マップ制作 4月～　読み札・絵札募集 かるた大会（予定） 生涯学習・文化財課 塩田まちづくり協議会

7 おもてなしガイド 　　　★夏至　現地学習（生島）6/18 　　★現地学習（国分寺）9/10 　　　★冬至　現地学習（生島）12/17 生涯学習・文化財課 ゲートウェイ信州上田城下町

8 日本遺産セミナー 生涯学習・文化財課

調査研究 9 文化財調査 通年 生涯学習・文化財課 西内の歴史を学び伝える会他

10 多言語パンフレット 観光課

11 構成文化財パンフレット
交流文化スポーツ課、生涯
学習・文化財課

12 (仮称)ビジターセンター表示板
観光課、交流文化スポー
ツ課

13 説明板 観光課、交通政策課

14 別所線・バス車両ラッピング 交通政策課 上田電鉄・上田バス

15 創作料理考案 随時 観光課 信州上田観光協会

16 信州上田学 随時 学園都市推進室

17 出前講座・バスツアー 交流文化スポーツ課
塩田平ボランティアガイドの会、

施設7箇所

18 　スタンプラリー 交流文化スポーツ課 施設7箇所

19 1周年記念 　　　★6/20　構成文化財４施設１日限定無料開放（ 前山寺・中禅寺・安楽寺・常楽寺）／レイラインコンサート＠あいそめの湯ホール 交流文化スポーツ課

20 ＰＲ品、ノベルティ等作成 随時 交流文化スポーツ課

21 ビジターセンター
交流文化スポーツ課、庁
内WG担当課

22 プロモーション映像・アプリ
交流文化スポーツ課、庁
内WG担当課

23 商品開発等
観光課、交流文化スポー
ツ課

上田商工会議所、信州上田観光
協会

24 オリジナルロゴマーク 　広報4月16日号にて周知→マーク使用受付、活用　　　 交流文化スポーツ課

25 フォトコンテスト等
広報シティプロモーション

課

26 先進地視察 随時
交流文化スポーツ課、関
係課

専門部会

27 千曲市ほか 千曲市シンポジウム
9/26　上田市シンポジウム

10/30　千曲市講演会（予定）

交流文化スポーツ課、生涯
学習・文化財課、関係課

文化庁 28 前年度報告書
交流文化スポーツ課、事
業担当課

事業項目 事業名組織 会議区分

令和３年度上田市日本遺産事業計画一覧（案）

R３年度

他団体

推進協議会、日本遺産サミット

先進地視察

連携事業

その他
(３部会・事務局連携）

部会

文化財活用部会

事務局

補助対象外
(３部会・事務局連携）

情報コンテンツ

活用整備

情報発信部会

観光振興部会

事務局

普及啓発

実績報告次年度補助金応募 次年度補助金申請

年間で座学３回、現地学習３回

初級１クール3回×2（9/5・9/12・9/19、10/30・11/13・11/20）、中級1クール3回（7～8月）

日本語、英語、中国語（繁体）の３種

構成文化財紹介パンフレット第２弾

市内施設７箇所に設置（信濃国分寺資料館・上田市観光会館・道と川の駅・別所線下之郷駅・別所温泉駅・塩田の館・とっこ館）

15基設置

別所線とバスのラッピング、多言語導入システム（3箇所：上田駅・下之郷駅・別所温泉駅）

R4年度補助申請に向け、事業設計・協議・調整

再検討

6月～3回実施（予定）

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾊﾞｽ旅行商品造成

議案第３号

出前講座（随時）、市民バスツアー（2回:6/26、8/21 市内7箇所）

オリジナルロゴマークを活用した商品開発・紹介サイト立上、開発商品促進セミナー実施、クイズに答えて日本遺産関連商品プレゼント企画（会議所/県元気づくり補助金活用)

文化財スタンプラリー（1回:4/24～6/27）

読売新聞パノラマ広告、フォトコンテスト（上田市/地方創生推進交付金活用)
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 自　令和3年4月 1日

 至  令和4年3月31日

収入金額 55,173,000  円

支出金額 55,173,000  円

差　　額 0  円

【収入の部】 単位：円

項　　　目 本年度予算額(a) 前年度予算額(b) 差額(a-b) 摘　　　要

負担金 8,100,000 11,500,000 -3,400,000 上田市負担金

補助金 23,472,000 25,500,000 -2,028,000 国補助金（交付申請額）

借入金 23,600,000 25,500,000 -1,900,000 上田市借入金

雑収入 1,000 0 1,000 預金利息ほか

合　　計 55,173,000 62,500,000 -7,327,000

【支出の部】 単位：円

項　　　目 本年度予算額(a) 前年度予算額(b) 差額(a-b) 摘　　　要

○地域文化財総合活用推進事業(魅力発信推進事業)

人材育成事業 4,448,000 3,400,000 1,048,000 ・有償ガイド育成費等

普及啓発事業 4,879,000 5,000,000 -121,000 ・シンポジウム、セミナー開催費等

調査研究事業 1,507,000 1,600,000 -93,000 ・構成文化財調査

小　計 10,834,000 10,000,000 834,000

○観光拠点整備事業

情報コンテンツ作成事業 3,090,000 5,200,000 -2,110,000 ・多言語パンフレット作成等

活用環境整備事業 16,356,000 18,700,000 -2,344,000 ・説明板設置、車両ラッピング等

小　計 19,446,000 23,900,000 -4,454,000

○補助対象外事業

認定記念花火打ち上げ事業 0 1,000,000 -1,000,000

ＰＲ事業 500,000 800,000 -300,000 ・幟旗、チラシ、ポスター作成等

イベント事業 225,000 300,000 -75,000 ・スタンプラリー、バスツアー等

小　計 725,000 2,100,000 -1,375,000

○事務費

負担金 20,000 20,000 0 ・日本遺産連盟会費

需用費 100,000 330,000 -230,000 ・消耗品、食糧費等

旅費 200,000 300,000 -100,000 ・視察旅費

使用料 200,000 300,000 -100,000 ・画像提供者への画像使用料

役務費 48,000 50,000 -2,000 ・振込手数料

小　計 568,000 1,000,000 -432,000

○借入金返済費

借入金返済費 23,600,000 25,500,000 -1,900,000 ・国補助金交付までの市借入金返済

小　計 23,600,000 25,500,000 -1,900,000

合　　計 55,173,000 62,500,000 -7,327,000

令和３年度　上田市日本遺産推進協議会予算書（案）

第４号議案
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上田市日本遺産推進協議会規約 

 

（名 称） 

第１条 この協議会は、上田市日本遺産推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、上田市の歴史文化の特色である晴天率が高く降水量が少ない風土の中で育

まれた文化を物語る日本遺産を通じ、文化遺産の保護、観光振興、まちづくり等を行うこと

で、地域活性化につなげることを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 情報発信、人材育成に関すること 

（２） 普及啓発に関すること 

（３） 調査研究に関すること 

（４） 公開活用のための整備に関すること 

（５） 『日本遺産を通じた地域活性化計画』の評価、検証に関すること 

（６） その他、協議会の目的を達成するために必要なこと 

 

（組 織） 

第４条 協議会は、別表に記載する団体で構成し、各団体から選出された者が構成員となる。 

２ 構成員の任期は３年とし、補欠構成員の任期は前任者の在任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会 長 １名 

（２） 副会長 ２名 

（３） 監 事 ２名 

２ 会長は、上田市長をもって充てる。 

３ 副会長の内、１名は上田市教育長を充て、他の１名及び監事は、会長が指名する。 

 

（オブザーバー） 

第６条 協議会にオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、その専門性等を考慮し、必要な個人または団体を会長が指名する。 

３ オブザーバーは、会長の求めにより、会議に出席し、意見を述べることができる。 
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（職 務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

３ 監事は、業務の執行状況及び会計について監査する。 

 

（会 議） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集することとし、会長は、会議

を主宰する。 

２ 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。尚、オブザーバーは議決権を持たない。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことがで

きる。 

 

（財 務） 

第９条 協議会の運営及び事業実施に要する経費は、負担金、補助金、寄付金及びその他の収

入をもってこれに充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の運営及び事業実施のため、上田市政策企画部交流文化スポーツ課に事務局

を置く。 

 

（解 散） 

第１１条 協議会は、所期の目的を達した時、構成員の総意に基づき、解散するものとする。 

 

（委 任） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この規約は、協議会の設立の日から施行する。 

２ 令和２年度の会計年度は、第９条第２項の規定に関わらず、協議会の設立の日から令和３

年３月３１日までとする。 



【敬称略】

団　体　名 役職等 氏　　名

会長 上田市 市　長 土屋　陽一

副会長 上田市教育委員会 教育長 峯村　秀則

副会長 塩田平文化財保護協会 会　長 西澤　恒幸

委員 上田市自治会連合会 会　長 中村　彰

委員 上田市文化財保護審議会 会　長 児玉　卓文

委員 長野県上田地域振興局　商工観光課 課　長 小林　信彦

委員 長野県教育委員会　文化財・生涯学習課 課　長 久保　友二

事務局 上田市政策企画部 部　長 小相澤　隆幸

上田市教育委員会事務局 教育次長 小野沢　和也

上田市政策企画部交流文化スポーツ課 課　長 小林　和彦

　同上（教育委員会生涯学習・文化財課兼務） 政策幹 竜野　秀一

同　上 係　長 古平　浩之

上田市政策企画部交流文化スポーツ課 係　長 清水　一郎

上田市政策企画部交流文化スポーツ課 主　査 弓掛　拓人

　同上（教育委員会生涯学習・文化財課兼務） 主　査 谷口　弘毅

上田市政策企画部交流文化スポーツ課 主　事 渡邉　彩佳

上田市日本遺産推進協議会　名簿
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別所線復興プロジェクトの取組

①ふるさと寄附金ポスター ②ふるさと寄附金ポスター ③東急 制作ポスター ④東急Ｇ　別所温泉送客パンフレット ⑤別所線全線開通記念ロゴ
　 2019.12～東急沿線駅等に掲出 2021.1月～東急沿線駅等に掲出 2021.1月～2021.3月 2020.10.1～2021.3.31 2021.3.28

⑥別所線開業100周年記念ロゴ
2021.6.17（2020.11公表）

⑦サザエさん オープニング映像 ⑧日本遺産 プレ・ビジターセンター　上田駅びゅうプラザ ⑨日本遺産スタンプラリー ⑩日本遺産 ラッピング車両 信州観光バス（県市・商工費補助）
Ｒ3.4～Ｒ3.6 2021.4月.～5月 2021.4.24～6.27 2021.4.27出発式

⑪日本遺産（文化庁補助）車両ラッピング ⑫ストリートピアノ（別所温泉駅） ⑬テレビ信州特番「アートはうたう」 ⑭東急ホテルズ/日経カルチャー
2021.6.19出発式 Ｒ3.6.17～Ｒ3.6.28 2021.6収録、7.　県内放送（全国放送）予定 ろくもん＆別所線 貸切乗車

2021.6月～8月
・別所線

・上田バス・信州上田レイライン線

資料1


