
事業区分 事業数 ページ

 １　冠事業（市民） 23事業 1

 ２　冠事業（市） 43事業 2～4

 ３　市民提案事業（補助） 14事業 5

 ４　市民提案事業（協働） 5事業 6

 ５　特別事業 22事業 7

安曇野市制施行10周年記念事業実施計画（案）　予定事業一覧

市及び実行委員会等により新たに実施する単年度又は次年度以降も継続する事業。

内　容

市民の皆さまが、例年開催している事業に「市制施行10周年記念」の冠を付けて実施していただく事業。

市が例年開催している事業に「市制施行10周年記念」の冠を付けて実施する事業。

市民の皆さまの自主的な活動を補助金により支援する事業。
上限50万円、100％補助。
募集期間：７月１日～９月30日　応募数16事業（うち、不採用２事業）

市民の皆さまの創意工夫により、新たに実施する市との協働事業。
原則は、単年度事業。
募集期間：７月１日～９月30日　応募数８事業（うち不採用３事業）

平成27年３月５日　政策部　政策経営課　作成
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（冠事業（市民））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加

予定者数
実施団体・関係団体等

市予算額
（千円）

10周年記念
での増額分
（千円）

備　考
（増減内容）

政策経営課
第4回
あづみ野テレビカップゴルフ大会

冠事業として企画・開催 6月 あづみ野テレビ株式会社 0

政策経営課
あづみ野テレビカップ争奪　安曇野リト
ルリーグ第5回ティーボール野球大会

冠事業として企画・開催
9/末～
10/上

あづみ野テレビ株式会社 0

豊科支所地域課 アルプス花街道 冠事業として企画・開催
5月
（予定）

安曇野IC北県道ほか
市内9か所

1,600 人 アルプス花街道実行委員会 1,500

豊科支所地域課 童謡祭り 冠事業として企画・開催 5/5 豊科交流学習センター「きぼう」 300 人 童謡祭り実行委員会 500

豊科支所地域課 あづみ野祭り 冠事業として企画・開催
7/25
（予定）

豊科駅前周辺 3,200 人 あづみ野祭り実行委員会 4,000

三郷支所地域課 ふるさと夏祭り 冠事業として企画・開催 8/8 三郷文化公園ほか 5,000 人 ふるさと夏祭り実行委員会 1,500

堀金支所地域課 堀金地域家庭教育講演会 冠事業として企画・開催 8/22 堀金総合体育館 200 人 堀金地域家庭教育講演会実行委員会 30

堀金支所地域課 堀金綱引選手権大会 冠事業として企画・開催 1/31 堀金総合体育館 350 人 堀金地域体育協会 0

農政課
JAあづみ創立50周年記念　田んぼ
アート事業

冠事業として企画・開催 5～10月 安曇野スイス村西側ほ場 ― JAあづみ 0

農政課 第44回ＪＡあづみ大生活祭 冠事業として企画・開催 11月
JAあづみ総合事業基地、
生活センター烏川店

ＪＡあづみ 0

農政課 JA松本ハイランド川手地区収穫祭 冠事業として企画・開催 11月 アグリ資材センター川手
ＪＡ松本ハイランド
川手地区営農センター

0

商工労政課 新そばと食の感謝祭 冠事業として企画・開催
11/14、15
（予定）

穂高神社周辺 40,000 人 実行委員会 7,500

観光交流促進課 早春賦まつり 冠事業として企画・開催 4/29 穂高川右岸　早春賦歌碑前 500 人 早春賦まつり実行委員会 350

観光交流促進課 信州安曇野あやめまつり 冠事業として企画・開催
6/19～
6/30

龍門渕公園、あやめ公園 50,000 人 あやめまつり実行委員会 2,500

観光交流促進課 信州安曇野わさび祭り 冠事業として企画・開催 8/1、2 穂高駅前通り、穂高神社周辺 15,000 人 信州安曇野わさび祭り実行委員会 5,000 600YOSAKOI充実

観光交流促進課 安曇野花火 冠事業として企画・開催 8/14 御宝田遊水池周辺 21,000 人 安曇野花火実行委員会 7,600 1,000
打上12,000発から
13,000発の増

観光交流促進課 安曇野観光草競馬大会 冠事業として企画・開催 9/27 安曇野市牧運動場 2,500 人 安曇野競馬愛好会 500

文化課
藤井千秋展
～美術館はオトギノクニ～

冠事業として企画・開催 4/25～6/7 安曇野市豊科近代美術館 6,000 人 （公財）安曇野文化財団 2,000

文化課 第11回あづみの公園早春賦音楽祭 冠事業として企画・開催 5/4 国営アルプスあづみの公園 16,000 人
あづみの公園早春賦音楽祭実行委員会

国営公園管理センター
2,000

文化課 第25回信州安曇野薪能 冠事業として企画・開催
8/22
（予定）

明科龍門渕公園 1,000 人 信州安曇野薪能実行委員会 5,500

文化課 あづみ野ガラス工房30周年記念展 冠事業として企画・開催
9/15～
10/12

安曇野市豊科近代美術館 3,000 人 （公財）安曇野文化財団 1,300

文化課
安曇野ミュージアム・
ギャラリートークリレー事業

冠事業として企画・開催 10月頃
実行委員会に参加する
市内美術館博物館

5,000 人 安曇野市美術館博物館連携事業実行委員会 0

文化課 第5回田淵行男賞写真作品公募 冠事業として企画・開催 1～2月 田淵行男記念館 100 人 田淵行男賞写真作品公募実行委員会 1,383
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（冠事業（市））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加
予定者数

実施団体・関係団体等
市予算額
（千円）

10周年記念
での増額分
（千円）

備　考
（増減内容等）

総務管理課 平和のつどい及びアオギリの植樹 冠事業として企画・開催 11/21 サンモリッツ他 600 人 1,148 1,107記念公演の充実

危機管理課 安曇野市防災講演会 冠事業として企画・開催 7/12
堀金総合体育館
サブアリーナ

350 人 222 21講師の旅費

危機管理課 平成28年安曇野市消防団出初式 冠事業として企画・開催 1/10 穂高会館及びその周辺 1,000 人 1,074 948ホイッスル、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

人権男女
共同参画課

安曇野市男女共同参画フォーラム 冠事業として企画・開催 6月頃 未定 150 人 実行委員会 0

人権男女
共同参画課

人権のつどい 冠事業として企画・開催 12/6 未定 300 人
安曇野市・

安曇野市教育委員会
304

政策経営課 姉妹都市クラムザッハ訪日団受入れ事業 冠事業として企画・開催 5/23～30 市内、県内、都内 300 人 3,752 3,752事業内容の充実

政策経営課
第1回信州安曇野ハーフマラソン
友好交流都市選手招待事業

冠事業として企画・開催 6/6、7
ほりでーゆ～四季の郷

マラソン会場
36 人 686

環境課 安曇野環境フェア2015 冠事業として企画・開催 10/10、11 堀金総合体育館 2,000 人
安曇野環境フェア
実行委員会

2,604

豊科支所地域課 豊科さわやか市民運動会 冠事業として企画・開催 10/18 市営県民豊科運動広場 2,700 人
豊科地域体育協会
豊科公民館

710

豊科支所地域課 豊科地域文化祭芸能発表会 冠事業として企画・開催 11/1
「サントピア豊科」
ふれあいホール

200 人
豊科地域芸術文化協会、

豊科公民館
85

穂高支所地域課 穂高地域地区公民館対抗球技大会 冠事業として企画・開催
6/14
2/14

穂高総合体育館、
各グラウンド外

2,000 人 504

穂高支所地域課 穂高地域市民運動会 冠事業として企画・開催 10/18 穂高東中学校校庭 1,500 人
穂高地域市民運動会

実行委員会
756

穂高支所地域課 第11回穂高文化祭 冠事業として企画・開催
11/1～
11/3

穂高会館
（公民館、体育館）

1,500 人
穂高文化協会
穂高公民館

697

三郷支所地域課 三郷地域市民文化産業展 冠事業として企画・開催 10/17、18 三郷文化公園体育館 750 人
三郷地域市民

文化産業展実行委員会
920

三郷支所地域課 三郷地域市民運動会 冠事業として企画・開催 10/18
三郷文化公園
グラウンド

1,500 人
三郷地域市民運動会

実行委員会
489

三郷支所地域課 三郷地域市民ふれあいコンサート 冠事業として企画・開催 10/24 三郷中学校講堂 550 人
三郷地域市民ふれあい
コンサート実行委員会

133

三郷支所地域課 三郷地域市民芸能発表会 冠事業として企画・開催 11/7
三郷文化公園体育館

アリーナ
400 人

三郷地域市民芸能発表会
実行委員会

1,030

堀金支所地域課 みんなでスポーツin常念 冠事業として企画・開催 7/5
堀金多目的
屋内運動場等

180 人 堀金地域体育協会 114

堀金支所地域課 堀金地域市民運動会 冠事業として企画・開催 10/18 堀金小学校校庭 1,400 人
堀金地域市民運動会

実行委員会
270
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（冠事業（市））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加
予定者数

実施団体・関係団体等
市予算額
（千円）

10周年記念
での増額分
（千円）

備　考
（増減内容等）

堀金支所地域課 堀金文化祭 冠事業として企画・開催
10/30～
11/1

堀金総合体育館 未定 383

堀金支所地域課 堀金地域一周駅伝 冠事業として企画・開催 11/1 堀金地域 150 人 360

堀金支所地域課 堀金地域冬期スポーツ大会 冠事業として企画・開催 2/14 堀金総合体育館等 300 人 218

堀金支所地域課 学びのつどい 冠事業として企画・開催 3/5 堀金総合体育館 200 人 220

明科支所地域課 明科地域夏季スポーツ大会 冠事業として企画・開催 7/5 明科体育館他 700 人 377

明科支所地域課 明科地域市民運動会 冠事業として企画・開催 10/18 龍門渕公園運動広場 2,000 人
明科地域

市民運動会実行委員会
615

明科支所地域課 明科地域文化祭芸能発表会 冠事業として企画・開催
10/31～
11/1

明科公民館 800 人 明科地域芸術文化協会 190

福祉課 理解促進研修・啓発事業 冠事業として企画・開催 12/初
穂高交流学習

センター「みらい」（予定）
150 人 100

健康推進課 健康づくり講演会（食育講演会） 冠事業として企画・開催 8/9 堀金総合体育館サブアリーナ 200 人 170 138良い講師を迎える

健康推進課 こころの健康を考えるつどい 冠事業として企画・開催 12月頃
豊科ふれあいホール

（予定）
150 人 43

農政課 安曇野市農林業まつり 冠事業として企画・開催 11/14、15 穂高神社 40,000 人
実行委員会

（安曇野市農業再生協議会）
4,240 4,240事業内容の充実

建築住宅課
「安曇野環境フェア2015」参加
景観・緑化パネル展

冠事業として企画・開催 10/10、11 堀金総合体育館 2,000 人 432

生涯学習課 安曇野市公民館大会 冠事業として企画・開催 5/17 穂高公民館 300 人 安曇野市公民館 150

生涯学習課 第6回安曇野市民スポーツ祭 冠事業として企画・開催 6/28～12月堀金総合体育館他体育施設 3,000人 市民スポーツ祭実行委員会 1,500

生涯学習課 市民大学講座特別編 冠事業として企画・開催 7月
堀金総合体育館
サブアリーナ

400 人 540

生涯学習課 成人式 冠事業として企画・開催 1/10
安曇野スイス村
サンモリッツ

800 人
成人式
実行委員会

3,552

生涯学習課 安曇野検定 冠事業として企画・開催 1/31
市内3会場（交流
学習センター他）

150 人 1,197

文化課 夏季企画展「安曇野の伝統食・地域食」展（仮） 冠事業として企画・開催 6/27～8/30
安曇野市

豊科郷土博物館
1,600 人 649

文化課 第４回そば猪口アート公募展 冠事業として企画・開催

7/1～7/18
（受付）

10/10～11/15
（展示）

安曇野髙橋節郎
記念美術館

2,300 人
安曇野髙橋節郎
記念美術館

1,564
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（冠事業（市））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加
予定者数

実施団体・関係団体等
市予算額
（千円）

10周年記念
での増額分
（千円）

備　考
（増減内容等）

文化課 企画展「うるしのみらい（仮題）」 冠事業として企画・開催 7/18～9/13
安曇野髙橋節郎
記念美術館

2,000 人
安曇野髙橋節郎
記念美術館

2,563

図書館交流課 アンサンブル藝弦コンサート 冠事業として企画・開催

5/中
8/27
8/29

新本庁舎
明科「ひまわり」
穂高交流学習
センター「みらい」

360 人 461

図書館交流課 あづみの新進音楽家公開オーディション 冠事業として企画・開催 7/25
穂高交流学習
センター「みらい」

50 人 570

図書館交流課 図書館フェスタ 冠事業として企画・開催 9/12,13
穂高交流学習
センター「みらい」

3,500 人 605

図書館交流課
「ヒダノ修一with太鼓マスターズ公演」
～和太鼓の魅力～（仮）

冠事業として企画・開催 3/5
穂高交流学習センター

「みらい」
200 人 864
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（市民提案事業（補助））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加

予定者数
実施団体・関係団体等

政策経営課 穂高人形　飾り物展示
新本庁舎ロビーでの穂高人形、飾り物を展示し、安曇野の伝統文
化を披露する。

5月 新本庁舎 50,000 人
穂高人形・お船祭

保存会

政策経営課
Azumino.光のページェント
市制施行10周年記念イルミネーション

10周年を記念して記念樹を植えるとともに、小学生がアクリル板
へ将来の夢や希望を書き込んだものを記念樹に装飾する。作業
のため、一般市民参加の特別作業日を設け、市民間の交流を図
る。

8/1～
3/31

安曇野の里 30,000 人
Azumino.光の
ページェント
実行委員会

政策経営課 山雅後援会安曇野支部ホームタウン事業
松本山雅のアウェー試合の際にパブリックビューイングを実施す
る。

4～11月 堀金体育館外 3,000 人
山雅後援会
安曇野支部

政策経営課 子育て応援ビッグフェスタ
安曇野市内の子供達の成長を願って親子の交流を図る。教育に
関わる講演会、遊び場の提供、教育関連情報の提案、現地から
の生放送を行う。

6/6 スイス村 800 人
あづみ野エフエム
放送株式会社

政策経営課 安曇野ジブリ音楽会
市内のホール施設で、素人からプロのアーティストを招き、コン
サート、ライブ音楽会を開催する。

10/18 サンモリッツ等 800 人
安曇野にジブリの
世界をつくる会

政策経営課 市民で歌うふるさとの校歌
市内各学校の校歌に詠まれた歌詞に安曇野の素晴らしさを再発
見するとともに、校歌を通して一体感の醸成を図る。市内小中学
校の校歌を有志合唱団により演奏、記録する。

4～3月 市内 500 人
市民で歌うふるさとの校歌
実行委員会準備会

政策経営課
安曇野のシンボル穂高神社を
盛り上げる仲間

新本庁舎落成の祝賀イベントとして、庁舎壁面を利用したプロジェ
クションマッピングを行い、祝賀ムードを盛り上げる。

5～10月 新本庁舎 500 人 輝け安曇野の会

政策経営課 あの頃青春グラフィティ
毎週土曜日に生放送している当番組（FM世田谷）の出張公開生
放送を安曇野市で開催し、市の魅力を全国59のネット局を通じて
PRする。市の観光、物産等をPRする。

10月 市内（新本庁舎） 100 人
あづみ野エフエム
放送株式会社

政策経営課 安曇野イキイキ健康体操　普及・交流会
イキイキ健康体操を市内に普及させ、各地域の健康体操サーク
ルの活動報告、交流会を行う。

4～10月 交流会は堀金体育館 100 人
安曇野イキイキ健康体操
交流実行委員会

政策経営課 アマチュア無線記念局開設
アマチュア無線特別局を開設し通信を行うことにより、市制施行10
周年のPR、市の知名度アップ、観光のPRを図る。イベント等で公
開運用をする。

5～11月 市内 -
JARL

安曇野クラブ

政策経営課 安曇野かるたとり
安曇野を題材としたかるたとりを通じて、安曇野の良さを再発見す
るとともに、世代を超えた交流を図る。

未定 くるりん広場 100 人 安曇野大好き会

政策経営課 安曇野の文化と和の暮らし
安曇野で着物や和の文化を学ぶため、講演会の開催や安曇野在
住の着物作家の作品を展示する。

11/17～29 髙橋節郎美術館主屋 70 人 安曇野きもの集

政策経営課 安曇野で暮らしてみたらツアー
市外、県外から安曇野への移住に興味がある参加者を募り、市
民と交流しながら、定住者を増やすとともに、地元市民と参加者と
の出会いの場を提供する。

10/3 スイス村等 65 人 安曇野のウェディングを盛り上げる会

政策経営課 区民参加による桜並木建設事業
潮神明宮から廃線敷までの遊歩道に桜並木を作り、市民や観光
客に素晴らしい景観と集える場所を作る。

4～10月 廃線敷 80 人 潮区民

市予算額　　5,359　（千円）
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（市民提案事業（協働））

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加

予定者数
実施団体・関係団体等

市予算額
（千円）

政策経営課

国営公園の敷地を活用した安曇野の
美しい田んぼの風景とその周囲岩原
地区の自然や伝統文化を残しながら
コミュニティーレクリエーションを開発
する市民協働活動

コミュニティ団体参加のもと、国営公園の一角をはぜ掛け風景のス
ポットとして再現し、米作りを通じた「安曇野らしいコミュニティレクリ
エーション」を作り上げ、交流を図る。

4～12月 国営アルプスあづみの公園 未定
岩原の自然と文化を

愛し守る会
210

地域づくり課
安曇野市合併10周年記念
「ふるさと再発見リレーウォーク」

市民が旧町村の枠を超えて地域の良さを再発見するため、旧5町
村を巡るリレーウォークを開催する。チェックポイントを設け、歴史
文化の解説やクイズを行い、楽しく学びながら歩く。

10/31、
11/3

市内 300 人
NPO安曇野

ふるさとづくり応援団
923

生涯学習課 安曇野市芸術文化のステージ発表会 各地域の芸術文化協会の合同ステージ発表会を行う。 9月
穂高交流学習センター

「みらい」
200 人

安曇野市芸術文化
協会連絡協議会

0

生涯学習課
安曇野市子ども文化祭
（安曇野市子ども学芸クラブステージ
発表会）

各地域の子どもの学芸クラブが一堂に会したステージ発表会を行
う。

11/28
穂高交流学習センター

「みらい」
200 人

安曇野市子ども
学芸クラブ

305

文化課 あづみのフィルムアーカイブ事業

家庭で撮影された8ミリフィルムを中心とした映像を収集し、安曇野
市の暮らしや文化、風習を1本の映像作品としてまとめる。また、提
供者へのインタビューを織り交ぜる。完成作品を上映し、ＤＶＤの作
成を行う。

6月～3月 全市 50 人
あづみのフィルムアーカイブ

事務局
3,780
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市制施行10周年記念　予定事業一覧（特別事業）

所管課・関係課 事業名 事業概要 日　程 開催場所
参加

予定者数
実施団体・関係団体等

市予算額
（千円）

備　考
（増減内容等）

総務管理課 記念切手シート発行 市内の風景写真等を使い全国にPRする。 4/1～ ― 1,000 人 日本郵便株式会社 1,230

総務管理課 ふるさと寄附市制施行10周年特別記念品
市制施行10周年を記念して、高額寄附者に対しメイドイン安
曇野の記念品を贈呈することにより、地域経済、産業等の活
性化に寄与する。

4/1～ ― 400 人 1,437

政策経営課 ストライダーエンジョイカップin安曇野
ストライダーの全国大会により市への誘客及びPRにつなげ
る。

9/20 防災広場 1,600 人 873

政策経営課 安曇野市　山岳フェス
山岳観光による市のPRのため、国営公園が開催するアウト
ドアイベントと共催で実施する。

10/3、4
国営アルプス
あづみの公園

6,000 人 5,000

政策経営課 市民パレード
祝賀ムードを高めるとともに、市民に楽しんでいただくパレー
ドを開催し、近隣からの誘客にもつなげる。

10/10,11 新本庁舎周辺 50,000 人 10,217

秘書広報課 安曇野市制施行10周年記念式典 多くの市民の参加をいただき盛大に記念式典を開催する。 10/4 穂高会館 600 人 3,918

秘書広報課 広報あづみの「市制施行10周年記念号」発行
市制施行から10年の記録を振り返り、残すべき「安曇野の
姿」を年表や写真で綴る。

10/4 ― 1,763

市民税課 軽自動車オリジナルナンバープレート 原付等用の記念ナンバープレートを作成、交付する。 10/1（予定） ― 2,160

地域づくり課 光城山1000人SAKURAプロジェクト 市民協働モデル事業として実施し、桜の植樹を行う。 11/28 光城山
200～
500人

光城山1000人
SAKURAプロジェクト

7,925

地域づくり課 協働のまちづくりフォーラム
市制施行10年を振り返るととも、今後市のあり方を共有す
る。（講演会、PD）

未定 穂高会館 400 人 755

環境課 名水サミットin安曇野 サミットの機会に10周年をPRする。 8/28、29
サンモリッツ
（大・中ホール）

600 人
全国水環境保全
市町村連絡協議会

2,500

健康推進課 市歌に合わせた体操の作成と実践
・市民への市歌の周知を兼ねて、健康長寿のまちづくりの一
環として安曇野市オリジナルの体操を作成し、普及させる。

随時 市内 2,000 人 40

商工労政課 プレミアム商品券の発行 市内の商店で利用できるプレミアム商品券を発行する。
7/下～1/下
（予定）

市内登録店 安曇野市商工会 133,000H26年度：133,000

観光交流促進課 第1回信州安曇野ハーフマラソン 市内のコースでハーフマラソンを実施する。 6/7 市内 8,000 人
信州安曇野ハーフ
マラソン実行委員会

22,500
H26年度：4,000
H27年度：18,500

都市計画課 南部総合公園フェスティバル
子供とその家族が楽しめるイベントにより、公園の利用促進
を図る。

未定 豊科南部総合公園 500 人 1,186

上水道課 市の水道水をペットボトルに詰め記念に配布 市の水道水をペットボトルに詰めて記念に配布する。 8/20 ― 1,600

会計課 【市制施行10周年】文字入り封筒の作成事業 封筒に市制施行10周年と印刷しPRする。 5/7～ ― 1,237

学校教育課 学校給食で安曇野市誕生を祝う
安曇野市が誕生した年に生まれた学年（小４）を対象に安曇
野市らしい献立を考えてもらう。

10/1 小中学校、保育園 8,800 人 0

生涯学習課
第1回信州安曇野ハーフマラソン
嶋原清子ランニングクリニック（ランニング教室）

信州安曇野ハーフマラソン前に参加者向けのクリニックを開
催する。

4/26
5/10

堀金小学校体育館・校庭 250 人 551

生涯学習課 安曇野市１／２成人式 合併時に生まれた１０歳の子供による式典を開催する。 10/21 穂高会館 1,700 人 3,520

生涯学習課 ｂｊリーグ公式試合開催事業
穂高総合体育館竣工に合わせｂｊリーグ戦（プロバスケット
ボール）を誘致する。

10/24,25 穂高総合体育館 2,000 人 429

文化課 市立美術館博物館無料開放
文化施設の入館料を1週間ほど無料とする。また、期間内に
来館できない市民向けに割引券を発行する。

10/3～
10/12頃

市内美術館博物館 5,000 人 0
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