真田地域協議会

H26.8.20分科会

NHK大河ドラマ放送決定に係る分科会協議まとめ
※ このまとめは、分科会・分散会で出た概ねの意見等ということでまとめてあります。
※ このまとめには、各分科会、分散会での協議状況の情報共有を図るため、自治センター長、課長等の発言内容も含めています。

区分

第2分科会

第1分科会

第1分散会

○語り部の会あるが、真田地域独自で語り ○郷土史研究会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで上田城址案内
部の育成検討 募集すればボランティアで集 している 依頼すれば真田でもやってもらえ
まるのでは 講座企画したらどうか、短期間 るのでは
でも間に合うのでは
○小中学生に歴史や地域のことを勉強して
○気持ち（お礼）を渡すような仕組みあれば もらい史跡案内どうか 地域全体盛り上がる
長続きするのでは

観光ガイド・
案内等

第2分散会
○史跡等への道がわからない 道路沿いに
花を植え史跡へ誘導するのはどうか
○ガイド地元の方がよいのでは
○語り部の会 だいぶ慣れてきた 複数の人
を育てていかなければ
○お年寄りや子どもたちが勉強しながらやっ
たら一石二鳥だ
○放送始まれば想像以上の人がくる 経費
的な工面しながら通年のガイド体制づくりを
○表裏に史跡の説明、絵地図などの印刷物
つくる 簡単な案内もでき、パンフにもなる

○旧婦人会の正副会長で簡単な案内できる ○ボランティアガイドになる方、知識を得たい
よう最低限の歴史の勉強している
という方について勉強会をしながら進めたら
（⇒教育事務所で机上、現地での勉強会計
○子ども向けの歴史小冊子の内容を知りた 画している 地域でも知らない場所ある）
い
○真田氏の歴史がわからないので、小学校
○横尾、真田自治会で作った自治会誌 夢 に配布する読本を家庭に配ったらどうか 多
工房に置いたらどうか
少話せるようになるし、意気も上がる（⇒小学
校等へ配布するものは教育委員会で考えて
いる 真田の中の主だったものを載せたネタ
本をつくり簡単な案内できるようにしたい）

真田氏の学
習等

○9月16日号のｾﾝﾀｰだよりからシリーズで真
田氏関係の記事のせる 最初は幸村公につ
いて 以後史跡等について）

お茶等おもて
なし

○語り部の会の話を聞いた後にお茶でのお ○旅したときの記憶 一杯のお茶で繋がる
もてなしあったら
特産品もつい買ってしまう 一杯のお茶のお
もてなしが大事
○信綱寺にいったとき古城庵で茶菓のもてな
しあった それが一番いい
○毎月長谷寺でお茶の稽古しているｸﾞﾙｰﾌﾟ
春には抹茶のおもてなししている 長谷寺の
おもてなしと付随して、（真田庵で？）抹茶の
ふるまい計画している
○夢工房 拡張はどこをやるのか 今は、
ちょっと寄ってお茶を飲み、何か食べるという
雰囲気ではない
○三つ頭獅子の舞いを見てもらう

○真田まつりのときの長谷寺での法要など
イベント 歴史に関心ある方集まる このとき
しかできない・普段見れない場所の公開など

○地元の特産品がよい 真田紐とか

○土産を買う場所ない 必要だ

イベント等
○ゆきむら夢工房 地域の案内、お土産の
拠点
○上田には土産屋ない 上田地域の人でも
東御雷電くるみの里にいってしまうと聞いた

○おもてなしTｼｬﾂやｼﾞｬｹｯﾄ（ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ） 見た ○歴史館での「ゆきむら市」 募集して3 団体
人がわくわくするような言葉を入れて
が野菜等出店 評判いい
○「真田」と入った土産品 記念になる

○メインとなる土産が必要

土産・名物・
特産品

○雁がねの紋をもっと使っては
○「ゆべし」はいいのでは もっと売り出せば
○そばを活かした商品開発を大学等とコラボ
してできれば そば収穫のための耕作面積も
必要となる
○菅平に菅平まんじゅうある おいらん豆で
なにか考えている お客様に出すと喜ばれる

○真田地域独自の土産あれば

食事

○真田庵でそばをやって欲しいという要望多 ○大型バスがきて食べるところない
い 配膳等してくれる若い人に入ってほしい （⇒ふれあいさなだ館の大広間の活用 その
○上田には大型バス停車して食事する場所
場で食べる弁当を検討中 バスは運動公園
ない
○ワンコインで食べられる「母ちゃん料理」み 周辺駐車場利用）
たいな田舎料理を出したい
○夢工房を土産買えるようにしたい
○信州そばはどこでも食べられる 真田の名
産がない 蕎麦がき、ﾃﾞｻﾞｰﾄなどﾃｲｸｱｳﾄで
きﾜﾝﾊﾝﾄﾞで食べられるようなものがよい
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区分

情報

城跡活用

第2分科会

第1分科会

第1分散会

○真田氏ゆかりのお寺や史跡のパネル作成 ○どこで何をしているか情報発信必要
例えば長谷寺であれば「桜も有名」など
○料理めぐりもいいのでは
○花の見ごろ時期の情報提供 夢工房にﾊﾟ
ﾈﾙ設置し、開花時期情報を出す（一昨年の
魅力ｱｯﾌﾟで長谷寺の前に花を植えている）
（⇒花の情報 夢工房に看板だしている）

第2分散会
○観光客に来ていただくには旅行会社にも
来やすくしておく必要がある お土産 食事
場所

○市内城跡80ある ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰなどやったら
どうか 観光資源になる
○子どもたちに城跡などを巡る機会あったら
○大河ﾄﾞﾗﾏ放送後の地域紹介の場所をﾘｽﾄ
ｱｯﾌﾟするものもよい

見どころ
○花を植える

景観等

○真田丸が終わった頃、花で盛り上げられる
ようにすればいい

○御屋敷 土塁の保護必要 ツツジの整理、
拝殿前等をきれいに（⇒土塁保護やっていき
たい 雑木等伐採するなど地元と協議しなが
ら）

○真田地域を案内する大きい看板を作った
らどうか（⇒上田駅を起点に回遊できるような
統一看板計画という話出ている）

○説明看板 昔の姿の想像図等 地元自治
会等で魅力アップ事業等を活用して整備して
もらえたらと投げかけている
○さまざまな看板乱立している 現在、自治
センターで調査中 削るものは削り、大型バ
ス・乗用車向け看板等整理し統一的なものと
したい たたき台をつくり委員にもご意見をい
ただければ

看板

○自治会で魅力アップの補助を受け、看板
や説明板をつくるのはどうか
○夢工房のバス停 待機レーンがないが安
全か（⇒検討しているところ）

○巡回バスは放送終了後も続けて欲しい

○真田氏本城跡は旧有料道路沿いに駐車
場を整備し、汗をかいて登り、天空の城では
ないが上から景色をみてもらえばいいでは
（⇒旧有料道路沿い駐車場は県でもみても
らったが問題あり困難 循環バス、多少の駐
車場整備、車よけちがいの待避所数箇所と
歴史館に電動ｱｼｽﾄ自転車配置したい）
○松尾古城・日向畑遺跡 マニアの方が松
尾古城に登っている 駐車場は、もし借りら
れるような場所あればその時期だけ借りるこ
とも検討

交通手段
道路・駐車場

○駐車場は、恒久的なもの・借地によるその
期間の短期的なものと組み合わせてやって
いく
○下原 西友のところの右折レーン、夢工房
の前など県に見てもらった
○荒井の交差点 観光シーズン渋滞する
本線の信号機の時間が多少ながければ 警
察に相談

真田の名称
NHK大河ﾄﾞﾗﾏ
館

○外に向けての真田の呼び名 「真田の
庄」、「真田の郷」などどうか 真田氏発祥
の故郷ということをPRできる
○上田につくるのか

上田地域

○観光会館の場所わかりづらい 駐車場せ
まい なんとかならないか

先進地

○真田丸放送終了後が心配 会津若松
放送終了後も集客落ちていないと聞いた
見てきた方の話を聞いたらどうか

その他

○自治体で新築・既存施設利用等で作って
いる ドラマに使ったセット、衣装等のNHKか
らの有償貸し出し 元をとることは難しいよう
だ

○経済活動は推進協議会などがやっていく
ことになる その組織がうまくいっているとこ
ろは、経済効果大きい 民間も知恵を出し、
お金も出しやっているところが成功しているよ
うだ

○夢工房の電動アシスト自転車稼動 年間700〜800台
○真田氏歴史館入館者状況 増えている 31,000人ほど 夏が多く、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ、秋の紅葉ｼｰｽﾞﾝ多い 冬は少ない
○会津若松に佐藤議員視察に行かれた 話しを聞いてみたい
○夢工房で活動している部会に入るには ⇒夢工房に問い合わせれば、部会長の連絡先教えてくれると思う
○地域の中に残る活動、子どもたちに残るものをしたい
○示された整備箇所の図に広山寺が四角で囲ってない お北の墓がある
（広山寺は幸隆公が作った 長谷寺の末寺 お北は信綱公の正室
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