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調査の概要 
 
（１）調査の目的 

「安曇野市文化振興計画」策定の基礎資料とするために実施。 

 
（２）調査方法 

① 調査対象：住民基本台帳から、地域別・年齢区分別に、人口比率に応じて18歳以上の市民を無作為抽 

出 

② 調査期間：平成22年３月５日～３月17日 

③ 調査方法：郵送により配布・回収 

④ 回収結果：配布票数3,000／回収票数1,088／回収率36.3％ 

 

（３）集計上の留意点 

① 回答率（割合）は、小数第二位を四捨五入して小数第一位までを表記しました。このため、合計が

100.0％にならないことがあります。 

② 複数回答方式（ＭＡ）では、百分率の合計が100.0％を超えることがあります。 
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質問１ 「文化のかおるまち」という言葉からどのようなまちをイメージしますか。（○は３つまで） 

  人数 割合（％） 

教育施設や文化施設が整っているまち 367  33.7 

美しい文化的景観を持ったまち 611  56.2 

歴史があり伝統文化が受け継がれているまち 755  69.4 

観光資源やまち興しの発掘など、新しい文化を創り出しているまち 223  20.5 

お祭りやイベントが盛んで多くの人（観光客含む）が集まるまち 218  20.0 

市民が文化振興に積極的に参画しているまち 347  31.9 

地域の人々が助け合って生活しているまち 179  16.5 

多くの芸術家を輩出しているまち 156  14.3 

その他 26  2.4 

無回答 17  1.6 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 

「文化のかおるまち」のイメージ（総数1088、３つまで複数回答）
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お祭りやイベントが盛んで多くの人（観光客含む）が集まるまち

市民が文化振興に積極的に参画しているまち

地域の人々が助け合って生活しているまち

多くの芸術家を輩出しているまち

その他

無回答

％

「文化のかおるまち」という言葉からイメージすることは、「歴史があり伝統文化が受け継がれているまち」が約

69％で最も多くなっています。続いて「美しい文化的景観を持ったまち」が約56％で比較的多く、「歴史・伝統文化」

「文化的景観」が大きな要素となっています。このほか、「教育施設や文化施設が整っているまち」「市民が文化振興

に積極的に参画しているまち」などのイメージをもつ人も少なくありません。 
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質問２ あなたは、安曇野市が「文化のかおるまち」だと

思いますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

そう思う 99  9.1 

どちらかといえばそう思う 414  38.1 

あまり思わない 419  38.5 

思わない 100  9.2 

わからない 41  3.8 

無回答 15  1.4 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

 

安曇野市が「文化のかおるまち」だと思うかどうかについて、「そう思う」約９％、「どちらかといえばそう思う」約

38％である一方、「思わない」約９％、「あまり思わない」約39％と、ほぼ拮抗する状況となっており、市民の意識は二

分しています。 

 

質問３ 安曇野市で特に残したい文化とは何ですか。（○は３つまで） 

  人数 割合（％） 

四季の移ろいが豊かに感じられる自然環境 794  73.0 

山岳風景や田園風景、屋敷林などの景観 754  69.3 

先人から受け継いだ知恵（河川、こし井戸など） 207  19.0 

地域に伝わる芸能・風俗・行事などの伝統文化 550  50.6 

学術的価値や地域的重要性の高い文化財 220  20.2 

歴史的資料（古文書、行政文書、民俗資料、先人の功績など） 174  16.0 

美術館・博物館・郷土資料館・交流ホールなどの文化施設 282  25.9 

その他 12  1.1 

無回答 2  0.2 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

将来にわたって残したい安曇野市の文化としては、「四季の移ろいが豊かに感じられる自然環境」73％、「山岳風

景や田園風景、屋敷林などの景観」約69％という意見が特に多く、豊かな自然資源の恩恵を受けていることがわか

ります。また、「地域に伝わる芸能・風俗・行事などの伝統文化」が約51％となっており、人文的な資源も残したい安

曇野市の文化として意識されています。 

安曇野市は「文化のかおるまち」か

（総数1088、単位％）

無回答

1.4
わからな

い  3.8 そう思う

9.1
思わない

9.2

あまり思

わない

38.5

どちらかと

いえばそ

う思う

38.1

安曇野市で特に残したい文化（総数1088、３つまで複数回答）
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歴史的資料（古文書、行政文書、民俗資料、先人の功績など）

美術館・博物館・郷土資料館・交流ホールなどの文化施設

その他

無回答

％
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質問４ 残したい安曇野の風景はどんなものですか。（○は３つまで） 

  人数 割合（％） 

田んぼ（田植えあとや黄金色の稲穂）・れんげ田 539  49.5 

水を張った田に映る北アルプス 639  58.7 

わさび田 458  42.1 

湧水を湛えた川 421  38.7 

北アルプスを背景にした本棟造りと白壁の土蔵 230  21.1 

屋敷林（屋敷林に囲まれた家） 125  11.5 

道々に立つ道祖神や大黒様の碑 584  53.7 

糸魚川から続く街道に面した旧道の町並み 74  6.8 

その他 12  1.1 

無回答 4  0.4 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 

残したい安曇野市の風景とは（総数1088、３つまで複数回答）
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道々に立つ道祖神や大黒様の碑
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その他

無回答

％

 

将来に残したい安曇野市の風景としては、「水を張った田に映る北アルプス」約59％、「道々に立つ道祖神や大黒

様の碑」約53％が群を抜いているほか、「田んぼ（田植えあとや黄金色の稲穂）・れんげ田」約50％、「わさび田」約

42％、「湧水を湛えた川」約39％などが比較的多くなっています。単なる自然景観だけというわけではなく、地域の農

業や人文資源とあわせて地域景観をつくりだしていることがわかります。 
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質問５ 今後、安曇野市の芸術文化を発展させるために、市が行うべきだと思うことは何ですか。（○は３つまで）

  人数 割合（％） 

芸術文化の催しをもっと充実させること 303  27.8 

文化財の保存、活用をもっと進めること 374  34.4 

文化施設の改修や整備を進め、もっと使いやすくすること 257  23.6 

芸術文化に携わる人材の育成と確保、資質向上のための研修を行うこと 374  34.4 

芸術文化団体への資金的援助を強化すること 65  6.0 

芸術文化に関する情報をもっと発信すること 292  26.8 

安曇野の伝統芸能、民話などの保存、継承を進めること 351  32.3 

子どもたちが芸術文化活動を体験、学習できる機会を増やすこと 471  43.3 

建造物やまちなみ、文化的景観を保全すること 285  26.2 

観光振興との協働によるイベントを開催すること 132  12.1 

その他 26  2.4 

無回答 14  1.3 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

安曇野市の芸術文化発展のため市が行うべきこと（総数1088、３つまで複数回答）
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芸術文化の催しをもっと充実させること

文化財の保存、活用をもっと進めること

文化施設の改修や整備を進め、もっと使いやすくすること

芸術文化に携わる人材の育成と確保、資質向上のための研修を行うこと

芸術文化団体への資金的援助を強化すること

芸術文化に関する情報をもっと発信すること

安曇野の伝統芸能、民話などの保存、継承を進めること

子どもたちが芸術文化活動を体験、学習できる機会を増やすこと

建造物やまちなみ、文化的景観を保全すること

観光振興との協働によるイベントを開催すること

その他

無回答

％

安曇野市の芸術文化発展のために、市行政が行うべき施策については、「子どもたちが芸術文化活動を体験、学

習できる機会を増やすこと」約43％で最も多く、「文化財の保存、活用をもっと進めること」「芸術文化に携わる人材の

育成と確保、資質向上のための研修を行うこと」ともに約34％、「安曇野の伝統芸能、民話などの保存、継承を進め

ること」約32％などが比較的多くなっています。芸術文化を育み、守り、伝えることが重要であるという意識が強いと

いえます。 
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質問６ 安曇野市がまちづくりを進めるにあたって、芸術文化を特に活かすべきと思う分野は何ですか。（○は２

つまで） 

  人数 割合（％） 

学校への郷土資料の巡回展示、芸術家の派遣など教育分野との連携 333  30.6 

市内にある美術館や博物館、文化財等を地域資源とした観光分野との連携 572  52.6 

歌、舞踊、芝居を健康づくりに役立てるなど健康・福祉分野との連携 201  18.5 

芸術文化の情報提供や文化財等の記録、保存など情報通信分野との連携 307  28.2 

文化的景観の維持整備、歴史的建造物など都市計画分野との連携 452  41.5 

その他 13  1.2 

無回答 57  5.2 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

安曇野市のまちづくりで芸術文化を活かすべき分野（総数1088、２つまで複数回答）
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歌、舞踊、芝居を健康づくりに役立てるなど健康・福祉分野との連携

芸術文化の情報提供や文化財等の記録、保存など情報通信分野との連携

文化的景観の維持整備、歴史的建造物など都市計画分野との連携

その他

無回答

％

芸術文化をもっと活かしていくべきだと思う分野については、「市内にある美術館や博物館、文化財等を地域資源

とした観光分野との連携」が過半数の約53％を占めており、観光との連携を支持しています。このほか、「文化的景

観の維持整備、歴史的建造物など都市計画分野との連携」約42％のように、都市景観整備との連携を支持していま

す。このほか、学校教育との連携、情報通信分野との連携などを重視する声も少なくありません。 

 
質問７ 現在、ご自分で演じたり制作したり、日ごろ継続

的な芸術文化活動を行っていますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

活動している 142  13.1 

活動していない 911  83.7 

無回答 35  3.2 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

日ごろ、継続的に芸術文化活動を行っているかどうかに

ついては、「活動している」人は約13％と決して多くありませ

ん。今後の育成、取り組みの促進が必要といえます。 

日ごろ継続的な芸術文化活動を行っている

か（総数1088、単位％）

活動して

いない

83.7

無回答

3.2 活動して

いる  13.1
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質問８ 今後の活動として、どのようなことに参加したいと思いますか。（○は２つまで） 

  人数 割合（％） 

市内で一流の芸術・文化の鑑賞 603  55.4 

歴史や伝統文化、伝統芸能の学習（練習、稽古も含む） 269  24.7 

美術館や博物館での友の会活動や文化施設でのボランティア活動 261  24.0 

公民館事業やサークル活動 301  27.7 

市民が参加してつくりあげる舞台芸術などの創作活動 89  8.2 

その他 48  4.4 

無回答 110  10.1 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 

今後、参加したい活動としては、「市内で一流の芸術・文化の鑑賞」が約55％で過半数を占めています。このほ

か、公民館事業・サークル活動や歴史・伝統文化、伝統芸能の学習、文化ボランティア活動なども少なくありません

が、まず、「本物に触れたい」という意識が強いといえます。 

 

質問９ 現在、市内で芸術文化活動や鑑賞を行う上で、支障となっているものは何ですか。（○はいくつでも） 

  人数 割合（％） 

鑑賞、活動、施設などについての情報が少ない 547  50.3 

企画が少ない 327  30.1 

関心のある催し物、活動がない 509  46.8 

時間的余裕が無い 338  31.1 

施設への交通が不便 197  18.1 

チケットや入場料などが高い 166  15.3 

一緒に参加、活動する仲間がいない 223  20.5 

助言や指導をしてくれる人がいない 141  13.0 

適当な施設がない（規模・設備・利用時間等） 155  14.2 

特に支障はない 98  9.0 

その他 41  3.8 

無回答 48  4.4 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

今後参加したい活動（総数1088、２つまで複数回答）
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無回答

％
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決して多くない市民の芸術文化への取り組み状況ですが、芸術文化活動を行う上で支障となっていることについ

ては、「鑑賞、活動、施設などについての情報が少ない」が約 50％、「関心のある催し物、活動がない」が約 47％と、

特に多くなっており、情報不足と活動の多様性に大きな課題があるといえます。このほか、「時間的余裕が無い」約

31％、「企画が少ない」約 30％なども比較的多くなっています。 

また、市内の芸術文化関連施設の利用状況を点数化して加重平均値を求めたものみると、「碌山美術館」「豊科

近代美術館」の利用度が比較的高くなっています。利用経験者全体の比率及び 10 回以上利用経験のある繰り返し

利用者の比率を各施設と比較したものをみると、やはり「碌山美術館」「豊科近代美術館」の利用経験者が群を抜い

て多く、「豊科郷土博物館」「貞享義民記念館」「安曇野髙橋節郎記念美術館」「田淵行男記念館」などの利用経験者

は 30％程度となっています。しかしながら、10 回

以上繰り返し利用している人は「豊科近代美術

館」「碌山美術館」「豊科郷土博物館」などで２～

５％程度みられるにすぎず、ほとんどの施設が

何度も利用される施設とはなっていません。こう

したことから、企画・展示内容など、各施設にお

ける魅力づくりとともに、関連施設が連携・共同し

た企画（巡回ツアーや統一テーマによる展示・参

加型イベント企画など）による全体的な魅力づく

りを検討することが必要といえます。 

 

各施設の利用経験（単位％） 

施設名 
利用経験あり 

計 
うち10回以上

碌山美術館 77.3 5.1

井口喜源治記念館 15.9 0.3

豊科近代美術館 64.4 5.3

豊科郷土博物館 30.1 2.1

田淵行男記念館 28.8 0.7

安曇野髙橋節郎記念美術館 29.4 0.6

貞享義民記念館 29.7 1.0

臼井吉見文学館 18.1 0.3

飯沼飛行士記念館 19.6 0.0

穂高陶芸会館 16.9 0.8

研成ホール 8.3 0.7

穂高郷土資料館 13.7 0.4

三郷民俗資料館 10.0 0.2

堀金歴史民俗資料館 8.1 0.4

明科歴史民俗資料館 5.7 0.2

平  均 25.1 1.2

芸術文化活動上、支障となっているもの（総数1088、複数回答）

50.3

30.1

46.8

31.1

18.1

15.3

20.5

13.0

14.2

9.0

3.8

4.4

0 20 40 60

鑑賞、活動、施設などについての情報が少ない

企画が少ない

関心のある催し物、活動がない

時間的余裕が無い

施設への交通が不便

チケットや入場料などが高い

一緒に参加、活動する仲間がいない

助言や指導をしてくれる人がいない

適当な施設がない（規模・設備・利用時間等）

特に支障はない

その他

無回答

％
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質問10－ア 碌山美術館を今までに利用したことがあり

ますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 56  5.1 

３～９回 319  29.3 

１～２回 466  42.8 

ない 160  14.7 

無回答 87  8.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－イ 井口喜源治記念館を今までに利用したこと

がありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 3  0.3 

３～９回 17  1.6 

１～２回 153  14.1 

ない 737  67.7 

無回答 178  16.4 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－ウ 豊科近代美術館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 58  5.3 

３～９回 257  23.6 

１～２回 386  35.5 

ない 282  25.9 

無回答 105  9.7 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－エ 豊科郷土博物館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 23  2.1 

３～９回 88  8.1 

１～２回 217  19.9 

ない 602  55.3 

無回答 158  14.5 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

 
 

 

 

井口喜源治記念館の利用度

（総数1088、単位％）

３～９回

1.6

10回以上

0.3
無回答

16.4

ない  67.7

１～２回

14.1

豊科近代美術館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

35.5

ない  25.9

無回答

9.7

10回以上

5.3

３～９回

23.6

豊科郷土博物館の利用度

（総数1088、単位％）

３～９回

8.1

10回以上

2.1無回答

14.5

ない  55.3

１～２回

19.9

碌山美術館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

42.8

ない  14.7

無回答

8.0
10回以上

5.1

３～９回

29.3
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質問10－オ 田淵行男記念館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 8  0.7 

３～９回 61  5.6 

１～２回 244  22.4 

ない 614  56.4 

無回答 161  14.8 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－カ 安曇野髙橋節郎記念美術館を今までに利

用したことがありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 6  0.6 

３～９回 71  6.5 

１～２回 243  22.3 

ない 616  56.6 

無回答 152  14.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－キ 貞享義民記念館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 11  1.0 

３～９回 58  5.3 

１～２回 254  23.3 

ない 619  56.9 

無回答 146  13.4 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－ク 臼井吉見文学館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 3  0.3 

３～９回 23  2.1 

１～２回 171  15.7 

ない 717  65.9 

無回答 174  16.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田淵行男記念館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

22.4

ない  56.4

無回答

14.8

10回以上

0.7 ３～９回

5.6

貞享義民記念館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

23.3

ない  56.9

無回答

13.4

10回以上

1.0 ３～９回

5.3

臼井吉見文学館の利用度

（総数1088、単位％）

３～９回

2.1

10回以上

0.3
無回答

16.0

ない  65.9

１～２回

15.7

安曇野髙橋節郎記念美術館の利用度

（総数1088、単位％）

３～９回

6.5

10回以上

0.6無回答

14.0

ない  56.6

１～２回

22.3
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質問10－ケ 飯沼飛行士記念館を今までに利用したこと

がありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 0  0.0 

３～９回 13  1.2 

１～２回 200  18.4 

ない 713  65.5 

無回答 162  14.9 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－コ 穂高陶芸会館を今までに利用したことがあ

りますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 9  0.8 

３～９回 24  2.2 

１～２回 151  13.9 

ない 735  67.6 

無回答 169  15.5 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－サ 研成ホールを今までに利用したことがあり

ますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 8  0.7 

３～９回 29  2.7 

１～２回 53  4.9 

ない 813  74.7 

無回答 185  17.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－シ 穂高郷土資料館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 4  0.4 

３～９回 17  1.6 

１～２回 128  11.8 

ない 765  70.3 

無回答 174  16.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

 
 
 
 

飯沼飛行士記念館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

18.4

ない  65.5

無回答

14.9

10回以上

0.0 ３～９回

1.2

穂高陶芸会館の利用度

（総数1088、単位％）

３～９回

2.2

10回以上

0.8
無回答

15.5

ない  67.6

１～２回

13.9

研成ホールの利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

4.9

ない  74.7

無回答

17.0

10回以上

0.7
３～９回

2.7

穂高郷土資料館の利用度

（総数1088、単位％）

ない  70.3

無回答

16.0

10回以上

0.4
３～９回

1.6

１～２回

11.8
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質問10－ス 三郷民俗資料館を今までに利用したことが

ありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 2  0.2 

３～９回 11  1.0 

１～２回 96  8.8 

ない 804  73.9 

無回答 175  16.1 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問10－セ 堀金歴史民俗資料館を今までに利用したこ

とがありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 4  0.4 

３～９回 19  1.7 

１～２回 65  6.0 

ない 818  75.2 

無回答 182  16.7 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
 
問10－ソ 明科歴史民俗資料館を今までに利用したこと

がありますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

10回以上 2  0.2 

３～９回 9  0.8 

１～２回 51  4.7 

ない 846  77.8 

無回答 180  16.5 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

三郷民俗資料館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

8.8

３～９回

1.0

10回以上

0.2無回答

16.1

ない  73.9  

堀金歴史民俗資料館の利用度

（総数1088、単位％）

ない  75.2

無回答

16.7

10回以上

0.4
３～９回

1.7

１～２回

6.0

 

明科歴史民俗資料館の利用度

（総数1088、単位％）

１～２回

4.7

３～９回

0.8

10回以上

0.2
無回答

16.5

ない  77.8  
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質問10－タ 各文化施設の平均値比較 

（10回以上：４点／３～９回：３点／１～２回：２点／ない：１点として加重平均値を算出。最高が４点、最低が１

点） 

  回答数 平均値 

碌山美術館 1,001  2.27 

井口喜源治記念館 910  1.22 

豊科近代美術館 983  2.09 

豊科郷土博物館 930  1.50 

田淵行男記念館 927  1.42 

安曇野髙橋節郎記念美術館 936  1.43 

貞享義民記念館 942  1.43 

臼井吉見文学館 914  1.25 

飯沼飛行士記念館 926  1.24 

穂高陶芸会館 919  1.25 

研成ホール 903  1.15 

穂高郷土資料館 914  1.19 

三郷民俗資料館 913  1.14 

堀金歴史民俗資料館 906  1.13 

明科歴史民俗資料館 908  1.08 

 

各文化施設の利用度平均値比較（10回以上：４点／３～９回：３点／１

～２回：２点／ない：１点として加重平均値を算出）

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
碌山美術館

井口喜源治記念館

豊科近代美術館

豊科郷土博物館

田淵行男記念館

安曇野髙節郎記念美術館

貞享義民記念館

臼井吉見文学館飯沼飛行士記念館

穂高陶芸会館

 研成ホール

穂高郷土資料館

三郷民俗資料館

堀金歴史民俗資料館

明科歴史民俗資料館
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質問11 市内文化施設（問10にある公共施設）の整備はどうあるべきだと思いますか。（○は３つまで） 

  人数 割合（％） 

旧町村にある文化施設は現状のまま平等に維持する 400  36.8 

老朽化が著しい施設は取り壊す 187  17.2 

既存施設のいずれかを市の基幹美術館・博物館として整備する 305  28.0 

地域の郷土資料館等は最小限の維持補修に努め、収蔵庫としての機能を充実

させる 
307  28.2 

市内の空施設を文書館などに有効活用する 288  26.5 

私設美術館等との連携を図るため市内空施設の有効活用を検討する 249  22.9 

新たな美術館・博物館を建設する 21  1.9 

様々なイベントが可能な市民会館（市民ホール）を建設する 184  16.9 

新たな施設の建設は不要 492  45.2 

その他 59  5.4 

無回答 50  4.6 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

市内文化施設の整備のあり方（総数1088、３つまで複数回答）

36.8

17.2

28.0

28.2

26.5

22.9

1.9

16.9

45.2

5.4

4.6

0 10 20 30 40 50

 旧町村にある文化施設は現状のまま平等に維持する

 老朽化が著しい施設は取り壊す

 既存施設のいずれかを市の基幹美術館・博物館として整備する

 地域の郷土資料館等は最小限の維持補修に努め、収蔵庫としての機能を充実させる

 市内の空施設を文書館などに有効活用する

 私設美術館等との連携を図るため市内空施設の有効活用を検討する

 新たな美術館・博物館を建設する

 様々なイベントが可能な市民会館（市民ホール）を建設する

 新たな施設の建設は不要

 その他

無回答

％

市内の文化施設の整備のあり方については、「新たな施設の建設は不要」が約45％で、ハコモノによる財政的な

負担を回避するべきという意識が特に強いほか、「旧町村にある文化施設は現状のまま平等に維持する」約37％も

比較的多くなっています。このほか、各地の郷土資料館・民俗資料館の利用率の低さを反映した意見として、「地域

の郷土資料館等は最小限の維持補修に努め、収蔵庫としての機能を充実させる」約28％、「既存施設のいずれかを

市の基幹美術館・博物館として整備する」28％、「市内の空施設を文書館などに有効活用する」約26％、「私設美術

館等との連携を図るため市内空施設の有効活用を検討する」約23％などといった意見も比較的多く、「新たな美術

館・博物館を建設する」は約２％と少なくなっています。 
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質問12 公立文化施設の役割として重要だと思うことは何ですか。（○は３つまで） 

  人数 割合（％） 

文化財や貴重な美術品等を収集、保存すること 482  44.3 

文化や歴史、芸術等について調査、研究をすること 275  25.3 

入場料や施設使用料を民間より低廉に提供すること 268  24.6 

練習や稽古の成果発表など、市民に開放的で利用しやすくすること 342  31.4 

芸術文化活動に関わる人材を育成すること 231  21.2 

文化施設が連携して安曇野の文化を地域内外へ発信すること 426  39.2 

多様なジャンルの芸術や文化にふれる機会を提供すること 384  35.3 

親子で参加できるなど広く親しまれる事業を企画すること 316  29.0 

その他 20  1.8 

無回答 50  4.6 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

公立文化施設の役割（総数1088、３つまで複数回答）

44.3

25.3

24.6

31.4

21.2

39.2

35.3

29.0

1.8

4.6

0 10 20 30 40 50

 文化財や貴重な美術品等を収集、保存すること

 文化や歴史、芸術等について調査、研究をすること

 入場料や施設使用料を民間より低廉に提供すること

 練習や稽古の成果発表など、市民に開放的で利用しやすくすること

 芸術文化活動に関わる人材を育成すること

 文化施設が連携して安曇野の文化を地域内外へ発信すること

 多様なジャンルの芸術や文化にふれる機会を提供すること

 親子で参加できるなど広く親しまれる事業を企画すること

 その他

無回答

％

公立の文化施設の果たすべき役割としては、「文化財や貴重な美術品等を収集、保存すること」が約44％で最も

多く、「文化施設が連携して安曇野の文化を地域内外へ発信すること」約39％、「多様なジャンルの芸術や文化にふ

れる機会を提供すること」約35％、「練習や稽古の成果発表など、市民に開放的で利用しやすくすること」約31％など

が比較的多く、「保存・発信」と「市民との身近さ」を重視していることがわかります。 
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質問13 安曇野市の文化行政を進める上で、どのような機構が望ましいと考えられますか。（○はひとつ） 

  人数 割合（％） 

文化振興全般で中心的な役割を担う「総合的文化振興財団」 206  18.9 

文化施設の指定管理業務に加え、調査研究や支援業務など、文化振興を側

面的に支援する「文化振興支援・指定管理型財団」 
254  23.3 

文化施設の指定管理業務だけを行う「指定管理型財団」（当該文化施設の運

営管理、事業の企画・実施） 
77  7.1 

市がすべて直接行う 172  15.8 

わからない 306  28.1

その他 26  2.4 

無回答 47  4.3 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

市の文化行政を推進する機構（仕組み）として、総じ

て「わからない」が約28％を占めるなど、文化行政の進

め方の難しさがうかがえますが、文化施設の指定管理

業務に加え、調査研究や支援業務など、文化振興を側

面的に支援する「文化振興支援・指定管理型財団」を

求める声が約23％で比較的多く、文化振興全般で中

心的な役割を担う「総合的文化振興財団」約19％、「市

がすべて直接行う」約16％など、行政が果たすべき役

割への期待は小さくないといえます。 

安曇野市の文化行政を進める上で望ましい

機構（総数1088、単位％）

文化振興

支援・指

定管理型

財団  23.3

指定管理

型財団

7.1

市がすべ

て直接行

う  15.8

わからな

い  28.1

その他

2.4

無回答

4.3 総合的文

化振興財

団 18.9

 

 
質問14－① 回答者の性別 

  人数 割合（％） 

男性 472  43.4 

女性 589  54.1 

無回答 27  2.5 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

回答者性別（総数1088、単位％）

女性

54.1

無回答

2.5

男性

43.4

 



 17

 
 
質問14－② 回答者の年齢 

  人数 割合（％） 

10代 7  0.6 

20代 70  6.4 

30代 120  11.0 

40代 132  12.1 

50代 186  17.1 

60代 263  24.2 

70代 203  18.7 

80歳以上 100  9.2 

無回答 7  0.6 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問14－③ お住まいの地域 

  人数 割合（％） 

豊科地区 286  26.3 

穂高地区 384  35.3 

三郷地区 197  18.1 

堀金地区 107  9.8 

明科地区 105  9.7 

無回答 9  0.8 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 

 
質問14－④ 安曇野市での居住年数（合併以前を含

む） 

  人数 割合（％） 

５年未満 37  3.4 

５年～10年 74  6.8 

11年～20年 169  15.5 

21年～30年 195  17.9 

31年以上 591  54.3 

無回答 22  2.0 

回答者数（％ベース） 1,088 100.0 
 

 
 
 
 
 

 

回答いただいた市民の属性について、男女比は男性約 43％、女性約 54％で女性がやや多くなっています。 

年齢については、60 代が約 24％を占め、70 代、50 代なども比較的多くなっています。 

居住地域については、「穂高」約 35％、「豊科」約 26％、「三郷」約 18％、「堀金」「明科」約 10％となっています。 

市内居住期間は、「31年以上」が約54％と過半数を占め、「21年～30年」約18％、「11年～20年」約16％、「５年～

10年」約７％、「５年未満」約３％となっており、居住期間の長い人が多くなっています。 

 

安曇野市での居住年数

（総数1088、単位％）

５年～10

年  6.8

11年～20

年  15.5

５年未満

3.4

21年～30

年  17.9

31年以上

54.3

無回答

2.0

回答者居住地区（総数1088、単位％）

無回答

0.8
明科地区

9.7

堀金地区

9.8

豊科地区

26.3

三郷地区

18.1

穂高地区

35.3

回答者年齢（総数1088、単位％）

無回答

0.6

80歳以上

9.2

70代

18.7

60代

24.2
50代

17.1

40代

12.1

10代  0.6

30代

11.0

20代  6.4
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自由意見 

 

 

▽正直余り関心はないのですが、現在あ

る物は大切にしていく事を望みます。 

▽既存の施設を利用し、特にＴＶ・ラジ

オ等の公開を誘導。相互理解と経費節

約の上、市民・マスコミ両者の計画を

促進。全国的に他の都市に比し、この

方向へのアプローチ不足と思う。安曇

地区に住む人は全国的に有名なところ

と自負しているが、決して有名と思っ

ていない。もっと発信が必要。また県

外の人にも当市に対するアンケート調

査の計画を望みます。 

▽豊科文化財団の基本財産である村田コ

レクションがどの様な内容のものであ

るか、市民は解っていない。広く公開

し、意見を聞くべきである。 

▽市の財政状況を勘案した上で、予算化

を図っていただきたい。 

財政状況を無視したような文化振興策

は望みません。 

▽穂高地域の御船祭りの人形作りは高齢

者が多く、もっと若い方も積極的に参

加していってほしいです。 

▽芸術や文化歴史等に関わる組織や団体

（市の職員以外で）のメンバーが固定

化されている。いろいろな方に参加参

画してもらい底を広げていくことが文

化芸術を育てていくことになるのでは

ないかと思います。 

▽地域公民館の充実、強化、支援を推進

することで、活動を活発化できるので

はないか、それが市全体の文化振興の

発展につながると思う。（松本市の仕

組も参考に） 

▽安曇野市がまだまとまっていない感じ

がするので、豊科だ穂高だというくく

りが感じられないように、まとまって

よい方向へ進んでいってくれたらいい

と思います。 

松本が音楽で盛り上がっているので、

安曇野は美術や演劇など独自のものを

打ち出せたらなと思います。 

▽新たな施設の建設は不要。空施設等、

リフォームをして使用すれば良い。 

▽芸術文化といっても一日にしてならず、

代々つちかわれ、育まれて出来たもの

なのだから、社会人はその維持発展に、

若い世代はその継承をになう、という

ことになれば、地域の芸術、文化的な

教育を学校教育授業の中に組み入れる

ことも必要と思います。文化・芸術に

金を、箱物は利用・活用して、中味へ

の維持、保管、充実に金をかけるべき

だと思います。 

安曇野の美しい景観に先人の芸術家達

の心が動き、美しい景色とキレイな水、

澄んだ空気で育んだ人達が斗った民主

的な思考。我々が手本とすべき先輩で

はないか。 

▽特に施設をつくるのではなく、水田が

数多く残り、コンクリートがむき出し

にはなっていない、安曇野の原風景を

復活することが、観光等の面でも も

有効である。それが次世代に残すべき

安曇野の財産ではないでしょうか。 

▽正直、安曇野市において芸術・文化と

いうものについてイメージがわきませ

ん。私はもっとスポーツや健康につい

て力を入れてほしいです。せっかく大
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学で健康運動関連の勉強をしてきてい

るのに、それを活かせる場所が地元で

はあまりに少なすぎます。安曇野市の

文化はこの豊富な自然だと思います。

だから、もっと自然にふれあえる企画

や、自然の中で行える運動の企画等を

してほしいです。 

▽豊科近代美術館は駐車場への入口が狭

くて不便。もっと観光バスが入りやす

いように入口を広くするべきだと思う。

そうすれば、観光ルート線上に広範囲

の利用客がふえるはずだと思う。 

▽平日にすいている美術館などをみると

もったいないと感じます。もっとイベ

ント等を考えて有効に活用してほしい

と思います。（一般の人の絵・作品・

書道作品などの展示、児童・幼児の作

品の展示など）ハンドベルやギターな

どのサークルの発表会などに使用する

のもよいと思います。無駄に使われて

いると思うと市民も無駄な施設と思っ

てしまいますが、自分が利用すると意

識も違ってくると思いますし、芸術へ

の関心も高まるのではないでしょうか。 

▽自然豊かな土地なので、失わないよう

大切にしていきたい。 

▽子供が大きくなる時期、仕事が一段落

した年にはとても必要なことだと思う。

子供と親と参加したり、余暇ができた

らまた仲間とできたらすてきだと思い

ます。 

▽まだこの地に居住して日が浅いので、

なじみの少ない面が多々ありますが、

設問10で小さな文化施設が多い事に驚

きました。合併前に造られた物という

事情もあるかと思いますが、あまりに

規模が小さすぎ開店休業状態の所が多

いと思います。できたら一ケ所にまと

めてコーナー毎の展示にし、１コーナ

ー毎の特別企画を設けてアピールする

形にした方が、来館者が増えるのでは

ないかと思います。 

県外者からみた場合、“安曇野”とい

うブランドは大変高く、当方も一度訪

れたゴールドパックさん横から見た常

念岳のあまりの美しさに打たれて、永

住の地と決めました。屋敷林や季節毎

に姿を変える田園風景など、残しても

らいたいと思い、荒れた休耕地を目に

すると本当に残念です。屋敷林の維持

や、休耕地の活用に補助制度を設け、

休耕地を無くす組織を立ち上げて欲し

いと思います。 

▽安曇野市が一丸となって芸能発表の場

（交流の場）をもうけてほしいと思い

ます。 

▽現状、安曇野市の芸術文化に関わって

いる人はごく一部の人だけだと思うの

で、もっといろんな人が参加できるよ

うに何か考えてほしいです。今のまま

だと参加しづらいです。 

▽20代の私には理解しにくい内容でした。 

▽自然豊かな安曇町を大切にする行政 

地域の人々が助け合える市 

※お金（税金）を使わず、 小限にす

る中での文化的維持をすべき!! 

お年寄りをボランティアで活用すべき

だと感ずる。 

▽新たな施設をつくる必要は全く無いと

思う。感心されない活用の少ない施設

や美術館等、調査や研究をして活用度

を深める事が大事ではないか。 
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文化ばなれする若者達にも呼びかけ、

育成活動に力を入れて欲しいと思う。 

▽文化財を残すのは大事ですが、国の重

要文化財になる努力をして利用客を増

やす努力して下さい。赤字ではダメで

すよ。知らない施設を今回知りました。

もっとアピールしなきゃ！ 

▽昔に比べ県外又は国外からの居住者が

増え、又、家族構成などの変化で芸術・

文化に関する意識が多様化していると

感じる時があります。伝統として進め

るのか…進化として進めるのか… 

▽旧市町村の施設を空施設にしないで活

用する。新しい施設を作り過ぎるよう

に思う。税金の無駄遣いはしない方が

良い。 

▽現在の施設を有効利用することが第一。

箱物は破綻自治体が示すように悪です。 

▽現在、保有している文化・芸術資産を

歴史的にとか、ジャンル的にとか整

理・区分して、訪ねやすくするマップ

やパンフレットの作成が望ましい。 

▽問10にあるように施設が多すぎる。 

費用（経費）がかかりすぎている。 

今後は施設を少なくして、博物館１、

美術館１、資料館１程度まで集約する。 

各支所の空きスペースを利用して展示

することも一方法である。 

▽伝統的な芸術や景観を保ちながら、現

代芸術や次世代的な芸術の振興にも力

を入れ、総合文化都市としての地位を

確立していくべきだと思う。 

また、若年層に対して文化を発信して

いくことも大変重要だと考える。 

▽①自然景観と歴史的景観が融合する町

づくり 

②歴史・文化に精通し、後世に伝える

事が出来る人材の育成 

③次世代をになう子供に学校や地域で

郷土史や伝統芸能・自然景観の保全を

教育し、安曇野に住む事の価値観を認

識させる。 

▽利用率がどの程度なのか、各施設の数

字、費用を明確にお示しされたい。そ

のうえで、どうするのか方向性が出る

と思います。 

何が芸術文化に値するのか、難しいが、

先人達の功績をわかり易く発信された

らどうか。 

▽質問10の文化施設の半分は存在を知ら

なかった。知っている施設も、わざわ

ざ子連れで行く（子供が小さいため）

ように感じない。また、一つ一つの場

所がバラバラで規模も小さいように思

う。私は県外出身者なので、どう利用

していいかイマイチわからない。小学

生の子供がいるので、学校を介してい

ろいろ見学したりできればいいと思う。 

▽公立私立にかかわらず市民の入場料を

無償にすること。 

文化的な“催し”を市主催でどしどし

行って下さい。 

▽入館料をおさえる。（市民入館料割引

など） 

文化育成にもっと市が資金を出す。 

学校教育と文化施設の連携をはかる。

（児童の文化施設へ出向くのに市のバ

スなどを出すなど援助する。） 

市民の人的活用を行う。（市民参加に

よる研究活動などの広報など。） 

市内にある旧い民家などと観光、文化

の総合的活用を考える。各地区に文化
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ゾーンを見つけ、全市の文化資源の活

用をはかる。  

▽過去・現在・これからと、この地で生

活をした人々が、無意識のなかでつく

りあげた人間の姿が見当たらない。そ

こに安曇の文化が静かに静かに育って

いる。 

▽市内の芸術、文化活動は他人に頼るこ

とのないよう市の専門職員を育成し、

市民は元より外部からの観光客を案内

するような方式を取り入れていただく

事を望みます。 

▽かたちに見えない文化。新たに施設や

行政をつくる必要はないと思う。今あ

る育成会とかで、子どもたちに伝える

ことができるはず。人間関係の育成。

子どもたちに文化について興味をもた

せること。市では目の届かないことが

多い。各地区へおろし活動させればよ

い。 

かたちに見える文化。先祖様が残され

たものは、ある程度できるだけ管理し

ていく必要あり。よいものを子どもた

ちに見せたい。 

▽市で統一した文化施設（ホール等）が

無いので、既存施設の活用等も含めて、

何かしらの政策を打ち出して欲しい。 

▽特に穂高駅を利用していますが、観光

客等と話をする時があるけれど、鉄道

を利用して遠方より来られる人は、駅

を出てからの足がないとのこと。自転

車利用は遠くまで行く事ができない。

タクシー等を利用すると料金がばかに

ならない等、観光シーズン等によく言

われる事です。シーズン中等の時は市

が巡回バス等を出して、各方面を巡回

するように。お客様に再度来ていただ

く。観光客もリピーターも増えると思

いますので、是非、巡回バスの運行等

を考えてもらえると宜しいかと思いま

す。観光客が増える、お金が落ちる。 

▽市の今までほとんどの文化振興につい

て参加しておりません。地区では、城

跡保存会、公民館活動に参加しており

ます。文化施設は統合していった方が

良いと考えます。このような方針は区

長会、各議員から意見を吸い上げ決め

ていただきたい。 

税金を使ってこのようなアンケートを

第三者機関に依頼してやる事に反対致

します。 

▽これ以上、箱物は建てずに、今の施設

を使うように考える。若い人のためだ

けでなく高齢者のためにも考えてほし

い。 

▽もっと元気な時に色々と回って歩きた

かった。今では足腰が弱ってしまい残

念です。 

▽生まれた時からこの地域で育ちました

が、振り返ってみると、著名な人物た

とえば碌山がどんな人なのかというも

のを調べる機会はありましたが、その

作品を見ることはあまりなかったよう

な気がします。もっと子供の頃から芸

術作品に触れる機会があっても良いの

ではと思います。 

演劇作品について、観賞の機会が少な

いと思います。演劇祭のように身近に

感じることができれば良いと思います

が、施設がないのでしょうか。 

“みらい”の小ホールはとてもせまい

と思います。見学の際にもっと大きな
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ホールの計画もあると聞きましたが、

そんな計画もあるのでしょうか。財政

面のこともありますが、個人的には市

民劇場があって、いい劇を観たいです。

駐車場も必要だと思います。小学生の

子供もおりますので親子で芸術に触れ

る企画を希望します。 

▽山紫水明のあずみ野は口先だけで文化

を唱える方々によって文化から文徳の

町に変わっているように思います。私

はこの地を30年ほど離れておりました

のであずみ野の自然の素晴しさには畏

敬の念を感じております。その場しの

ぎのイベントやよその地の模倣をして

箱物や美術館を作るのではなく、あず

み野の自然を（山、川、草木）そして

何よりも美味しい産物を作り出すこの

大地を大切にし、地産地消の農業を充

実する事だと思います。 

市民一人一人がこのあずみ野の豊かな

自然を大切にし、子子孫孫まで続く事

願っております。 

▽古典文化の推進 

▽美術館、博物館、郷土資料館等の施設

がどこにあるか、また簡単な内容を入

れたマップを作っていただければあり

がたいです。 

▽質問10で文化施設が15ヶ所あるのに少

しおどろきました。（有名な場所は知

っていたのですが…）どんな物が展示

してあるのか、場所はどこにあるのか

…知りたくなりました。たくさん施設

があるので時間のある時にでも行って

みようと思いました。 

▽伝統工芸などは、若い人に伝えていか

なければいけないと思う。なので、そ

れを積極的に行える環境を整えていっ

た方がよいと思う。おそらく、私を含

め、「安曇野市の文化は何ですか？」

と聞かれても、しっかりした答えをす

る人は少ないのではないかと思うし、

そうゆう関心も少ない。若い人の関心

をひきつけ、それをより活性化し、次

の世代へ残せるようにしてほしい。 

▽安曇野市は広い。美術館、記念館等々

分散化しすぎている。又、各館とも作

品も少なく、内容も充実しているとは

思えない。よって一カ所か二カ所位に

統合し、見学しやすく、総合的に利用

できるようにすべきだ。併せて、内容

も充実させるべきと考えます。 

▽今後進むべき方向性とのことでありま

すが、芸術文化についてより苦しい財

源の中で市の行政のすべく優先順位で

すべき事は何か。高齢者が益々大勢に

なり、今や４・５年でないと入れない

状態のよう。家の隣組にも１人暮しの

方４・５人おり、交流センター20数億

円もの大金を掛けるなら施設なら何カ

所できることでしょう。市民の為の市

政を考えて下さい。 

▽ラジオ等から私的に運営している小さ

い所のニュースがよく流れており、活

発に運営しているようにうかがえます

（穂高の場合）。公的な所でも、一流

を目指すも結構ですが、誰でも参加で

きるように考えた方が良いかなと思い

ます。都会のように人口が多いわけで

もありません。大きな箱物等、立派な

ものでなくても中味だと思います。 

▽私を含む他地域から来たものにとって

は、安曇野市の風景観光名所はよく知
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られていてわかっているが、文化・歴

史、地域祭事などは知る機会が少ない

と思います。勉強不足もありますが、

ただ展示品だけの資料館というのは、

今後運営は難しいのかもしれません。

そこで市民参加型のイベントや特別展

示など企画してほしいと思います。 

▽国営アルプス安曇野公園（堀金地区）

にはワロタ。めちゃくちゃ人工じゃね

ーか。あんなの本当の自然とは言わな

い（つーか、あんなもんいらなかった）

逆に自然破壊。 

市会議員の給料高すぎ。あれも俺らの

税金だろ？ 

新しい図書館（正式名称不明）は金を

かけすぎ。しかも建てるところを間違

ってね？あと俺ん中で需要が無い（あ

れだけの大きな施設及び設備自体が） 

安曇野が（野）でなくなるのも、時間

の問題。未来→（Ａ：そう言えばこの

辺り、昔は安曇野って言われてたらし

いよ！自然が多かったんだって！Ｂ：

へぇ～、想像できな～い！Ａ：にして

も、カラスがこえ～な、容易にハンバ

ーガーなんか食いながら街歩けねー

よ！） 

虹の村診療所とかいう宗教団体をどう

にかしてほしい（つーか宗教法人と名

乗るべき） 

拾ヶ堰はすごいリスペクトしている 

碌山公園いらねー 

▽小中学生に芸術文化に関心を持てるよ

うな工夫 

各資料館の使用、資料に関わるイベン 

ト間近にホールがあり観劇が楽しめた

ら嬉しい 

▽安曇野市になって４年余、まだまだ市

がひとつにまとまっているという意識

にはなりません。ですが、こういった

アンケートなど、段々に準備していた

だいて、わかりやすい市政を示してい

ただきたいと思います。たぶん、新し

い庁舎が決定すれば、おのずとイメー

ジがわいてきて、文化行政に対しても

どこへどういった考えをのべたらよい

のか、やっとわかってくるのではない

でしょうか。観光地として有名な安曇

野でもあるし、個人も行政も財政厳し

い中では、多少なりとも観光におんぶ

して、文化を育てていく方向にならざ

るを得ないのではないでしょうか。 

▽文化施設がこんなにたくさんあるとは

知らなかった。学校の方でも、こんな

施設へ行く企画があればいいと思う。

楽しければ休日に親子で来たいと思う

ので…。施設でも気楽に楽しめるよう

工夫したらいいのでは…。ただぐるぐ

る回って眺めるだけでなく、寝ころん

だり座ったりじっくりすごせる空間づ

くりを。ただ見るだけでは、１回来て、

次回も来たいという気持ちにならない

と思う。夏休みの自由研究の資料協力

コーナーとか、いろいろアピールする

のもいいのでは…。 

▽西友のお店とかセブンイレブンのお店

がほしい。 

▽一部施設は有名だが、全体に知名度が

ない。 

地盤を固めた上で広くＰＲすべきでは

ないだろうか？ 

▽安曇野市に大規模なホールが１つは必

要だと思います。 
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▽統一された芸術、文化区間というよう

なものがあればいい。 

▽安曇野市には、合併してたくさんの文

化施設があるのにおどろきました。ほ

とんど行ってないです。バスツアーで

もあれば、全部の施設をまわってみた

いです。いままでにもあったのです

か？行ってみたいです。企画してくだ

さい。私などはそれから考えたほうが

良さそうです。 

▽屋敷林の高さを制限してほしいです。

風の強い時は眠れないし、下を歩くこ

とができない。枯れ枝が落ちて来る。 

広告塔の高さ制限。 

▽高齢のため、真の文化とは何をさして

いうのかわからない。 

▽優れた自然環境の中から、多くの文化

人が輩出したと思います。これ以上の

工場の建設、住宅地の拡大は自然環境

の破壊そのものです。田園風景、山岳

風景を維持できないのに、文化だの文

化活動だのとはいえないと思います。

市として今後は工場の建設、誘致、住

宅地の拡大建設を規制してほしい。こ

れ以上、田園風景を破壊しないでほし

い。人口の流入も規制してほしい。 

▽としを重ねた人々が、自分なりに描い

た作品を発表できる場所が存在するこ

とは幸せです。 

▽各施設がどのくらい活用（来館者数）

されているかわからないが、少ない場

合は続けていくのか、他の施設と合併

させていくのかなど考えてもよいので

はないか。 

地域に住みながらあまり利用していな

い。各施設の情報があまり入ってきて

いないようにも思う。 

▽豊科美術館はあまり見るべき物が無い

から各民族資料館を閉鎖して一つに集

めたらどうかと思います。あまり入場

者の少ない施設は統合など見直しても

らいたいです。沢山あり、財政難の一

因ともなっている現状を考えると見直

しのいい機会だと考えます。 

▽分館ごとに進めている文化活動を充実

させ大勢の方がそれぞれ入会して盛り

上げていくことが望ましいと思います。 

▽アンケートにあまりたよらず、委員

会・担当組織で自信と責任をもって進

めて下さい。 

▽安曇野の魅力は自然以外には何もあり

ません。かつては空にはヒバリ少し林

に入ればウグイスがさえずり、野には

チゴチゴ、キキョウ、オミナエシなど

いろいろな花が咲き乱れ、川にはイワ

ナ、カジカが泳ぎ、安曇野全体が清ら

かな川でした。そして曲がりくねった

道や自然の川。今ではあまりにも人の

手が加わりすぎ自然そのものが壊され

すぎています。ヨーロッパのある国は

三面張の川を自然の姿にもどしていま

す。直線で幅の広い道路も必要ですが

自然を少しでも残すことこそ安曇野の

財産です。沢を覗けばゴミの山、川や

堰を見ればゴミ、開発ばかりに目を向

けるよりこんな所に力を注がなければ

自然豊かな安曇野市は望めません。 

▽むずかしいアンケートでした。今後新

しい施設はつくらずに現在ある施設を

有効に使っていってほしい。 

▽現状を見ておりますと、個々の地域別

という感がしますので５地域それぞれ
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全てが良い文化財として全市民が利用

できるような連携の取れる仕組みがで

きたらと思います。具体的には説明が

出来ませんが･･･ 

▽商業、農業、工業、観光、ベットタウ

ン等、市として何を中心にしているの

か？市民に伝わっていない。全てを均

等に良くすることは難しいし、それで

は何も変化が起きるとは思えない。市

として何をメインに発展していくのか

を明確にして、それに沿った文化の保

存、自然保存、景観の保存を考えてい

くことが必要なのだと思う。全てを切

り離して考えてしまわずトータルで考

えていかないと何がしたいのか明確に

伝わらず、中途半端な市という印象に

なってしまっている。せめて、魅力あ

る地方都市ランキング50には入るよう

に目標をもってみては？松本市は８位、

軽井沢町16位、小布施町20位ですよ。 

▽安曇野市の拡大により分散した施設が

多くなり、逆に足を運ぶ機会が減りま

した。中央部地区に大型施設等を建て

多くの人を集客できればと思います。

又、イベント等、土・日曜開催が非常

に多く、自営業等の人々には残念なが

ら参加したくとも不可能です。様々な

催しや時間帯を考慮していただけたら

と思っています。 

日本の中央、知名度のある安曇野、も

っと多くの人々に知っていただけるよ

う、芸術、文化等、密度の濃い場にし

ていただきたいと思います。 

▽質問10にあるように、利用もしない無

関心な施設がたくさんあることに気づ

きました。以後はこのような無駄な税

金の使い方をせず、有効に使って下さ

い。 

▽市内文化財が集中していないため、交

通の便が悪い。 

施設間でのマップの整理。 

安曇野といえば景観、きれいな水、魚

が泳げる用水路など、安曇野でなけれ

ばあじわえないホッとする空間を構築

してほしい。 

▽3000人へのアンケートだけで全体の意

見になるとは思えない。（やるならも

っと多くの人のアンケートをとるべ

き） 

安曇野市になったといっても、実際は

今住んでいる地域以外の情報はほとん

ど入ってこないのでたくさんの美術館

があっても行こうと思わない。（どん

なものがあるかわからない。）そして、

わざわざインターネットで調べてまで

行こうと思う魅力もない。安曇野市民

特典など、分かりやすい魅力があり、

子供も楽しめる内容のイベントがあれ

ば、行く機会は増えると思う。 

▽私が子供の頃、ある施設をクラス別で

清掃した事がありました。毎日毎日、

清掃している内に、知らず知らず関心

を持ち文化財の大切さを知りました。

本当に良い経験をさせて頂きました。

大人も子供も施設の大切さ、歴史の大

切さを自然と身に付く方向にいけると

良いと思います。 

▽今ある文化施設を有効活用できるよう、

スタンプラリーなど企画してまず地元

の人から身近に感じてもらえるように

したら良いと思う。 

▽文化財の保護については現在の私達に
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課せられた義務だと思う（考える）。

義務を果たすには予算処置について特

別な配意が必要ではないでしょうか。 

▽ハード面の充実を目指すのではなく、

ソフト面の充実が図れるよう考えられ

るようにして欲しい。 

▽５市町村がいっしょになってもただ住

所が変わっただけなのでもっともっと

よい方向に進めてもらいたい。 

▽安曇野市住民が何千人も入場でき、観

劇や芸術鑑賞のできる市民ホールが必

要と感じる。地域に小さなものができ

ても意味がないと思います。 

▽自分たちが日常暮らしていくのにも大

変な時代、いろいろの物を作ると税金

がかかり、えらいです。よくいろいろ

考えてやって下さい。お願いいたしま

す。暮らしていくのにほんとうに大変

です。よろしくお願い致します。 

▽子供たちへの教育機会を多くして、文

化芸術に対する認識を高めてもらいた

い。 

▽箱物は必要ない。 

昔からの文化を大切に継承してゆく活

動や支援を望む。 

▽旧町村が個別に開設している施設を市

という単位で統合し、総合的に管理す

ることが望ましいと思います。 

▽課題となっているようですが、民俗資

料館は1ヶ所に集中させ、内容品も同種

の物は整理したらと思います。 

又、各種記念館も来場者も数少ない館

は、統合した展示の方法を検討したら

と思います。 

▽遠くからこの地に嫁いできて、早35年

になります。自然の美しさ、四季の移

り変わりに感激しながら寒さに負けな

いよう頑張っています。その当時に比

べますと、スーパーもできたりいろい

ろな生活面で便利な時代になってきま

した。反面、それがさみしくなること

もあります。昔の面影が全然残されて

いないからです。お祭りも屋台も出ず

（若い後継者が少なくなった為か？）

隣近所とのつきあいもなくなってきま

した。文化施設の催し物に 初はとて

も興味がありましたが、近頃はあまり

関心がなくなり公報も読まなくなって

しまいました。でもすてきな絵画をゆ

っくり観てみたいとの気持ちはありま

す。もっと行きやすく、情報満載のお

もしろいニュースを流して下さい。よ

ろしくお願いします。 

▽美術館や博物館など公共施設がバラバ

ラ（豊科の場合）です。又、中心に体

育館の建設を希望します。 

▽現状より一歩ずつ前進できればよいと

思う。 

▽地域ごとの企画物があっても市全体の

企画がない。旧地域の行事も大切だと

思うが、明科と穂高の花火大会が一緒

になったように地域を越えた市として

の企画がほしい。穂高陶芸会館や髙橋

節郎記念美術館等、交通の便が悪かっ

たり、利用方法がいまひとつわからな

い所も多い。地区の公民館旅行も市外

や県外へ出かけずに、「安曇野めぐり」

をして市民が全市を知ることから始め

ないと安曇野市はいつまでたってもひ

とつになれないのではないでしょう

か？ 

▽①市内にさまざまな文化施設があると
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のことですが、その事をあまり知らな

かったので、情報発信は重要だと思い

ました。また、各施設の役割を明確に

して必要なもののみを集約し、それぞ

れが連携していくべきだと思います。 

②歴史文化資源は県内で高いとのこと

ですので、何らかの類型化をして情報

発信や観光分野との連携、教育分野と

の連携をもっとはかっていければいい

と感じます。 

③４館の管理運営のみではなく、安曇

野市全体の管理運営をしていくべきだ

と思います。 

▽お金をかけずに文化活動を行う為には、

音楽・美術などの専門家が有名でなく

ても質の高いものを見る目を育み、そ

れを市民に提供すること。 

入れ物だけでは文化は育たない。建物

にかけるお金があったら人にお金を使

って下さい。現存の建物はほとんど倉

庫ではないでしょうか！ 

建物は維持費がかかります。 

▽『文化』という概念がハッキリしない

ので難しいアンケートだと思う。文化

自体が進化し、発展していくものであ

って固定的にとらえると社会から取り

残され形骸化し、現代生活している

人々の重荷になることも考慮しなけれ

ばいけない事項だと思います。 

▽あまりパッとした場所（記念館）がな

い。 

▽私は個人的に音楽が好きで、自分でも

楽器演奏を楽しんでいます。松本市や

塩尻市は、市民芸術館、松文、レザン

ホールといったすばらしいホールがあ

りますが、安曇野市は小さい規模のみ

らいとかはありますが、やはり安曇野

市民会館みたいに多くの市民のみなさ

んが集える施設がほしいと思います。

今後豊科にも穂高のみらいみたいな施

設ができるみたいですが、まとめて１

つ大きいのを作った方が良いと思いま

す。 

▽質問９の⑪その他に書いてあるように、

文化にふれられる機会が多くほしいで

す。私は施設に１度も行ったことがな

いので、是非見学してみたいと思いま

す。安曇野市として合併以来４年が経

過し、安曇野市らしいカラーを出して

文化財を守り、皆から愛される安曇野

市にと願っています。 

一般財団法人に移行とのことですが、

豊科文化財団を見本とした管理運営を

と思いますが！観光のお客様が多く来

てくださるように安曇野の魅力を伝え

てほしい。 

安曇野市の施設めぐりみたいな企画が

あったらいいですね。なかなか１人で

は行かないと思うので…皆で協力し

（豊科、穂高、三郷、堀金、明科）地

域、（古い安曇野と新しい安曇野）へ 

▽全体に情報が少ないように思います。 

▽市民の意識を向上させるため、高価な

入場料等の割引や、施設での催し物等

へ動員するための無料券等を発行する。 

地区別に参加者をつのって美術館や音

楽等の催し物へ参加する。 

美術館等の無料鑑賞をさせる。等々を

行って市民の興味、関心を高めるよう

にしたらどうか。 

又、民間の施設（安曇野コンサートホ

ール、蔵を利用している）へ援助支援
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をしたらどうか。 

▽もっともっとメディアなり使って全国

にアピールしましょう。 

▽資料にあるように安曇野には昔ながら

の文化資源も豊富で、多くの優れた文

化人も確かに存在しますが、それ程の

歴史はないにしても、この数年で特に

穂高・池田あたりには新進気鋭の様々

な分野の力を持つ作家の方々が山ほど

工房をかまえ、すばらしい芸術を楽し

ませてくれています。そういう方々を

集めた活動として始まった「安曇野ス

タイル」の活動は、今まで内外への情

報発信の面で大変遅れていたこの地域

の中で画期的な動きに思えます。安曇

野市は、当事者の方々が大変な努力で

立ち上げたこのような意味あるものに

もっと手を貸し、互いの情報交換をし

あい、別々の活動がバラバラに動いて

いる印象を払拭しなくてはならないと

思います。昔からのものと新しいもの

をうまく融合してゆける市になってい

ってほしいと切望しております。 

▽農業をやっている者には、ほど遠くて

興味がありませんのであまり行きませ

ん。 

▽比較的経済的にも余裕のある家庭が多

い安曇野市だからこそ、土日や夜に

人々が芸術や音楽などに触れられる場

所やイベントがあると良いと思います。

子どもを連れて親子で芸術文化を楽し

んだり、夫婦で出かけて行って芸術文

化に触れられるようなものが、さらに

多くなると良いと思います。 

▽地域に残る伝統芸能は、安曇野で暮ら

すうえでなくてはならないものです。

人々のつながり、生きる意欲も感じる

もので、ぜひ後世につたえ残るよう行

政に努力してもらいたいと思います。 

▽施設や活動があまりにも分散しすぎて

いる。従って情報もしっかり入ってこ

ないことが多く、後に知る結果となり

残念な思いをしたことが多々あった。

県外からも文化人、芸術家も住みつい

ていることもあり、個人的な交流もで

きています。もっと交流、向上できる

場とチャンスが欲しいと思います。 

▽安曇野市は、現在ある美しい自然、景

観、美術館、伝統行事だけでも充分文

化的であると思う。が、ＰＲが上手で

ない。芸術文化の今後の振興について

も、それ以外の産業の振興についても、

安曇野市は観光と共に進んでいく方が

良いと思う。そのためにはＰＲが必要

だ。そういった諸々の作業は市が直接

行うのがよい。実行するのはＮＰＯや

民間でもよい。例えば、須坂市はこれ

といった目玉もないのにハッチやひな

人形で全国の注目をあびている。今あ

るものを、どうやって知らせるかだ。

市民に対しても、観光気分で地元を盛

り上げるように、地元の魅力を再認識

させるようにしてほしい。いろいろな

機会にアイデア等、広く募集するとよ

い。賞品は地元のチケットやＰＲした

い品物にする。 

▽図書館は各地域に残して下さい。 

多くの施設があり、維持費が今後負担

になる。地域毎で集約すべきである。 

文化資料等は市の会報等で紙面をさい

て順次発表してほしい。新聞の小説を

読むように、市民が少しずつ郷土の文
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化遺産等を家にいながら学習すること

ができる。箱物でなくソフト面に力を

入れてほしい。 

一流芸術の鑑賞は松本へ行けば良い。 

▽市に合併する前から、各町村共通の道

祖神について祭事はそれぞれバラバラ

で、これを祭礼様式のような型を作っ

て統一してはどうか（これは一例です） 

▽市が中心になって管理・運営が望まし

い。 

▽安曇野市に住んでまだ日も浅いのです

が、この土地の文化は目立つ訳でもな

く、華々しい訳でもないのですが、地

味で素朴な屋敷林や田園風景がすばら

しいと思います。文化施設に力を入れ

るのもいいですが、自然環境を崩して

いかないように農業の担い手を何とか

しないと、田んぼがなくなり、安曇野

の風景があっという間に魅力のないも

のになってしまう気がします。 

地域の文化は、経済効果につながらな

くても残していかないといけないと思

うので、指定管理でなく、市が責任を

持って当たるべきだと思います。 

▽きれいで使いやすい図書館への建て替

えを望みます。特に豊科に関しては収

容人員も限られており、使いづらい。 

▽それぞれの文化施設は個々に役割を果

たしていると思いますが、一ヶ所で安

曇野のいろいろがまとめて見学できる

と足を運びやすいと思います。 

▽どこの美術館や文化施設でも全般的に、

とてもありきたりなモノばかりで古臭

いモノばかりだと思う。文化を守って

いきたいのなら、市民一人一人の意識

を改善させていく必要がある。その為

にも市がさまざまなイベントや、使い

やすく伝統を守りながらの近未来的な

文化共有施設を建てたりして、市民に

安曇野市の文化というものを根付かせ

る必要があると思う。 

▽なかなか難しい問題です。若年層の意

見も聞いて…市の発展を希望します。 

▽書き出してみると市の文化施設より民

間の美術館等のほうが利用しているこ

とがわかりました。魅力が少ないので

しょうか？又、利用しているところが

かたよっているようです。一度もいっ

てないところ、機会をつくっていって

みたいと思います。 

▽安曇野の文化・歴史についての知識を

広め、併せて市民の健康増進を図るた

め、春・秋などに「市民ウォーキング」

などの行事を考慮してもらいたい。市

外・県外からも参加できるようなＰＲ

も必要。 

▽安曇野市の南端に住む者は施設への交

通手段があまりにも無く、利用したく

ても利用出来ず、とても不便です。せ

めて土曜日・日曜日に乗る事の出来る

車（あずみん）のようなタクシーがあ

れば良いのですが。 

▽合併になって日もまだ浅いのか、地域

の力が強すぎると思います。もっと市

民としての自覚が必要と、自分を含め

思います。 

今、市の広報がその主な情報源だと思

いますが、イベント等の告知が少ない

のか、いくつかイベントを知らずにい

ます。情報の伝達方法がもっとあれば

と思います。インターネット、テレビ

局の活用など、お金を掛けずにできる
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のではと考えます。 

私は松本出身で、市内の開発には反対

でしたが、松本市民芸術館は少ない成

功例ではないかと思います。ただ市内

はあまり良いと思いません。豊科のシ

ャッター街と同じだと思います。文化

は歴史であり、それをうまく利用して

いけば芸術文化により市の発展につな

がると思います。 

▽全国に通用する一流の芸術家の輩出。

一般市民が楽しめる芸術文化の機会と

場所の提供。 

▽文化財などは今のままの外観を守って

いってほしい。 

▽芸術・文化行政等はもっとも大切な事

ですが、今の世の中では不況就職難で

若い人達には考える余裕がないと思う。

まず人間の命の大切さと、ゆたかさ、

ゆとりのある社会にしたい。まず子供

を皆さん達からもっともっと大切にし

て、しつけと生活能力を付けたいもん

だ。教育、教育 

▽歴史に興味あり、もっと歴史美術館が

欲しい。 

▽合併前の旧町村にはそれぞれ独自の文

化等（歴史）があると思う。それぞれ

を残して伝えていくことが大切。と同

時に共通の自然を大切にしていく方向

で。 

▽自慢出来る芸術文化面における優れた

人材の豊富さ、伝承・神話・祭事、す

ばらしい北アルプス、水、わさび田、

美術館、記念館。安曇野というネーミ

ング。これらを守る為にこれ以上の自

然破壊をしないこと。小さな都会にな

らぬよう安曇野らしく。 

▽こちらに来て年数も浅いので、碌山な

ど有名な人でないと、どのような活動

をしていた人なのかとかが分からない

ので、文化施設に積極的に行こうと思

う機会が少ない。できれば広報などで、

どのような活動をしていたとかの行っ

てみたいと思う紹介などがあると興味

がより湧くと思う。 

▽地域内外どんな人でも参加しやすい活

動を企画してほしいです。また、そう

いった情報を得やすくなったらとても

うれしいです。 

たくさんある文化財を大切にし、多く

の方に見ていただけたらいいなと思い

ます。 

昔の様子を知る方や、その研究分野に

ついて詳しい地域の方に先生になって

いただき、伝統を継承していけたらい

いなと思います。ぜひ、子どもたちに！ 

▽このアンケートがむずかしすぎる。 

▽質問10に出ている施設で内容のわから

ない所が多すぎる。もっと多くの人に

知られなくてはもったいないと思いま

した。 

▽小さい時からふれていかないとなかな

か育たない。学校の授業でもっとそう

いう時間をふやしていけばひろがって

いくと思います。 

▽安曇野市の文化を広めるためには、も

っと県外からの観光客を増やすＰＲ活

動をすべき。インフラ整備はその次。

“安曇野市”という名前は県外者から

見ると魅力的な呼名だと思います。“安

曇野市”“文化”というキーワードで

もっと県外にアピールすべき（例えば、

他県の役所にパンフレットを置いても
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らうとか）。安曇野市民も大切ですが、

内需を拡大する為に、県外からの観光

客が来たくなるようなイベントを企画

して欲しい。 

▽それぞれの施設が誰のために、何のた

めにあるのかが全くわからない。 

▽安曇野も、私が生まれた昭和40年代頃

から比べると、10年ごとに人口の増加

がいちじるしく、ベットタウン化し、

景観が大きく変化してきているように

思います。豊かな自然の中で生まれ育

ったからこそ感性豊かな芸術や文化を

はぐくむような人材が育ったと思いま

す。まずはアルプスが田園に映るすば

らしい風景を守るようにしてほしいで

す。財政が厳しい時代ではありますが、

後世に残したい文化施設はぜひ維持し

てもらうとともに、合併したことで似

たような郷土民俗資料館は一ヶ所に統

合するなどの見直しも必要だと思いま

す。 

▽特に今以上に活性化させる必要はない

と思う。現状維持でいいと思う。美術

館等の箱物もこれ以上いらない。それ

よりも、住みよさや実生活が大事。髙

橋節郎記念館とか、お金をかけすぎだ

と思う。文化とか歴史とか興味はある

けど、安曇野にはそれほどたいした文

化財はないから、自然とか景観に気を

つけた方がいい。とりわけ安曇野市の

芸術文化といって特別なものは思いう

かばないし、八面大王の民話を語りつ

ぐ程度でいいと思う。 

▽文化は人との交わりで変わり、発展す

ると思う。人が多く集まることを考え

ていくことだと思う。 

▽一流の芸術鑑賞は松本市に行けば良い

と思います。安曇野市はそれぞれの地

区にある歴史的文化施設をまとめ、維

持させていくだけで十分だと思う。 

▽先人が築いた美術などを中心に、小

学・中学時代の子供たちにもっと個性

的な教育をしたらよいと思う。 

音楽など鑑賞できる良い施設をつくり、

良い一流の芸術家たちとふれ合うよう

に市民全体が一体となり、又、芸術家

を育てるべきと思う。 

▽研成ホールで「清沢洌展」を観て感心

しました。その際の資料を遺族の方か

ら寄贈して頂ける？との話でしたが、

その後どうなったのか知りたいし、そ

の通り寄贈して頂いたものなら収蔵す

ると共に展示するようにお願いしたい。

研成義塾生でもあり、井口記念館では

手狭なこともあり、収蔵しかねるとの

話もありました。この地で生まれ育っ

た人でもあり、市としても顕彰してゆ

くことも大事と考えました。 

▽公共施設で２階以上に催物会場がある

所は、高齢者・身体に障害のある人の

ために、エレベーターの設置を希望し

ます。 

▽具体的な事はよくわかりませんが、良

い物は長く残していくべきではないで

しょうか。 

▽安曇野に移り住んで20年以上が経ちま

すが、第一印象が「何て住み易い、す

ばらしい所だろう」でした。それは今

も変わらない気持ちですので、このま

ますばらしい自然を生かしていただけ

ればと思います。又、市民が参加しや

すい方向で芸術文化活動が行われるよ
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う希望します。 

▽安曇野市が取り組んでいる芸術文化へ

の保護などは、他県出身の私から見て

もすばらしいと思います。豊かな自然

にも恵まれていますので、いちじるし

く景観を損なうものの建築などには

（看板も）、やはり規制が必要では？

と思います。又、子供たち（素直な子

が多い）への文化への継承も大切だと

感じています。 

▽「ハコもの」施設等（例えば市民会館）

を新たに作るのではなく、既存の建物

を活用するなど、費用対効果を考え、

ムダを少なく、芸術文化財の保存、育

成に向けてほしいと思います。 

▽ 近“信濃安曇族の謎を追う”という

本を読んで安曇のルーツを知りました。

先人の方達が残してきた文化、また、

すばらしい安曇の景観にいたっては、

東京の方達も憧れるすばらしいものだ

と思います。我々地元の人間がもっと

この安曇に興味を持ち、好きになり、

すばらしい街づくりが出来るよう、行

政が協力し、外に発信が出来れば、地

域の活性化につながり、自ずとそれが

継承につながっていくのではないでし

ょうか。 

▽自然環境、景観、伝統文化等、安曇野

市には誇るべき文化が限り無く存在し

ていると思います。それは長い年月と

自然の中から生まれてきたものだと思

いますが、政治からの圧力（減反政策

etc）や、利便性ばかりを求める考え方

により、近年、本当の大切な文化遺産

が人々の心から失われていく傾向にあ

ると思います。新しい開発や新しい建

物にお金を使うのではなく、日本でも

誇れる里山の自然・文化が、在るべき

姿で守られていく事を強く願います。

次世代を担う子供達の心の中に、手を

加えられた文化ではなく、受け継がれ

てきた真の文化を残してやっていただ

きたいと思います。 

▽施設の活用が少ないと思います。もっ

とＰＲをして意欲のある人材を当て、

活発に活動してほしい。 

イベント等は費用は掛かるが新聞等に

チラシを入れてＰＲを図ったら良いと

思います。（広報には載っていますが、

見ない人が多いと思われます。） 

▽安曇野市に点在する多数のマイナー施

設を集約するなどして、新たな観光も

兼ねた文化施設を設けるべきだと思う。

どれもこれもマイナーすぎてとても観

光向きとはいえず、他県から来た友人

等も連れて行くべきとこがない（少な

い）。 

▽質問11に関連して、 

①各地に散在する民具等資料館や縄文

土器等の資料館を統一し、縄文時代の

中心地として土器や人骨の多出した明

科に、縄文館を中心とし民具類も集め

た資料館を建設。安曇野の縄文時代の

様子（現県歴史館に預けてある多数の

人骨も収容し）を再現―学芸員を置く。

また、江戸～昭和時代の民具を展示し、

その時代を再現できるようにする。 

②豊科大口沢に、この地より出土した

新生代の化石を収容した化石館を建設。

展示すると共に、小・中学生を中心と

した化石学習の場となり、化石発掘の

実習ができるようにする。（学芸員を
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置き、各校で１～２日の学習の場） 

▽市が個人的な美術館ばかりを作るでは

なく、まだまだ大勢の人たちがいるの

だから、そういう人達の物を一同に集

めた美術館を作ってもらいたいです。 

▽入館料が高い。市内の方々には割引と

か、70才以上には無料とか、検討して

ください。 

▽安曇野市民としての一体感の醸成や、

文化意識の向上、また一流の芸術家等

の招聘には10万都市として、1,500人規

模の市民ホールが必要ではないか。箱

物はだめ！コンクリートより人だなど

というが、こういう人の集う施設がな

いと、人は育たないし、文化の向上も

あり得ない。 

▽現実的に大変むずかしい問題に思いま

す。よく考えてみます。早速の回答で

きず、すみません。 

▽行政の長の好みなど、今までの文化施

設は一般の市民に親しみ易いものとは

なっていない。松川村の「ちひろ美術

館」のような人を引きつける魅力をも

った内容のものが望まれる。必要 小

限のハコモノは止むを得ないとしても、

市民が行きやすい企画の施設にして欲

しい。基幹といっても一ヶ所集中は望

ましくない（美術館・博物館等）。 

▽「髙橋節郎―」と「研成ホール」は、

いらなかったと思います。なぜ市民の

意見に関係なく勝手にこういうものが

安易に作られるのか、平林町長の責任

を問いたいぐらいです。碌山美術館の

まわりに公園を含め、代表的な観光地

として整備していくのかと思いきや、

使われない公園（中途半端な池や、敷

地の設計の悪さ）、市民が気軽に使え

ない、何のためにあるのかと不満の多

い研成ホール、役に立つのは広い駐車

場ぐらいでしょうか。どうせ作ったの

ですから、ホールが役に立つように用

途を広げ、あまり規制をもうけず、み

なが使えるよう情報を広めてほしいと

思います。図書館の入った「みらい」

は何度も行きましたが、こちらは予想

外に使いやすく、いい施設だと思いま

した。ここで市民向けにいろいろな講

座や催しが行われるとまた役に立つし、

楽しいだろうと感じました。いずれに

せよ、市民が気軽に行ける、使って役

立つ、そうでないものは必要がないか

もしれません。 

▽市民全員に向けて年間どのような事を

して欲しいのか、まずはアンケートを

つのり、声をひろい、大きな事をする

のではなく、市民が何を望み、考えて

いるかをもっといっぱい知って、本当

に人に良い事をしていって下さい。も

う誰もありあまる豊かさはないと思い

ます。だからこそ、今すぐ必要なこと

と、今する事が未来の土台になり育つ

ことを、本当に見極めて進めていって

下さい。御期待申し上げます。 

▽長く安曇野市に住み、しかも催しには

積極的に参加している方ですが、利用

してない施設が多いのには驚きました。

しかし、文化財や資料の収集・保存は

とても重要だと思います。活用されな

い館の整理統合も視野に入れつつ、大

切に後世に伝えてほしいです。新しい

市民ホールは全く必要ないと思います。

穂高会館をはじめ、すっかりさびれた
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箱物を憂えています。市の規模からし

て1,000～2,000人収容のホールなどほ

とんど使うことはないのですから、松

本市にお願いすれば良いのです。くれ

ぐれも未来に禍根を残さないよう切望

致します。 

▽人口が減少していく時代に入っていく

これから、税金による市の収入が増え

るとは思えない。あるものをだいじに

使いたい。観光客や入場料収入の望め

る美術館はもっとピーアールをして、

資料館はまとめても良いと思われる。

今のうちに電子データにとっておいて

（古くなってしまわないうちに）電子

データで皆に見せるのもよいと思うの

ですが。 

▽どの文化施設も見たことがなく、名前

すら聞いたことのない所もありました。

25年以上住んでいる夫も知らない施設

があるそうです。小学校の社会見学等

やっていくことで親もどんな所なのか

感じをもつことができると思います。

まずは安曇野市に住む人に知ってもら

うことが大事ではないでしょうか。私

だけかもしれませんが、安曇野の芸

術・文化をよく知らないのでちゃんと

した回答ができなくてスミマセン。 

▽歴史に残る遺産を保護して、北アルプ

ス背景に屋敷林を整え、安曇野の素朴

さを売る。高家地区の屋敷林は都会・

他県の人に好評！史実にもとづき古刹

等紹介。（他県の好評地＝岩手の遠野、

山口の津和野、女性人気の大分の由布

院の実情と景観を学ぶべし!!開運堂の

工場が美観を損ねると他県人曰く。久

星の蔵久は礼賛!!）なお、安曇野にカ

ナダ・スイス等型式、色彩、看板は景

観保全の為規制すべき!!田淵・飯沼記

念館、碌山等は残し、他は廃却。税金

は適正に行使すべき（天下り施設反対）。

他県人の訪れない施設は無駄。文化を

担う子供（学校）、高齢者施設を整え

るべき！三郷トマトも寒冷地で他県人

は失笑!!トマトがまずい！ 

▽安曇野市の芸術文化には興味がないの

でわからないが、民話をもう少し知ら

れるようにしていけば良いと思う。 

▽明科は交通が不便です。ほとんど催物

が穂高豊科中心で自動車の運転ができ

なければ出かけられません。松本へ出

る方がかんたんなのです。現状課題以

前の問題です。交通不便を一刻も早く

解決してください。お願いします。 

▽明科地域押野に昔、しし舞いがありま

したが、現在活動していません。他の

地域にも、昔から保存され眠っている

物はないでしょうか？ 

▽安曇野市の芸術文化の現在までの流れ、

文化の種類など、私の場合、知ってい

るようで実はあまりよくは分かってい

ないと思う。今の年齢になって、実は

以前より関心が高まっている。けれど

障害者であることや日常の忙しさから、

ついそれらを学ぶことがおっくうにな

ったり、先延ばしになってしまってい

る。なので、もっと気軽に楽しく、か

つ、知りたい文化のことなど情報が開

かれて目にも耳にも入ってくると、学

びやすく、未来の安曇野市の芸術文化

について子どもたちに継承されていく

と良いと思います。 

▽観光客に向けて芸術文化を発信するだ
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けでなく、地元の人間が今、安曇野市

が何をやろうとしているのか理解する

ことが大切だと思います。現在、ブラ

スバンドに所属しているのですが、安

曇野市内で音が出せる公民館及び公共

施設は、松本市と比べ圧倒的に少ない

です（しかも安曇野市は有料で高額）。

地元の人間が日々取り組んでいること

に対して（芸術、音楽等）、もっと取

り組みやすい環境にするべきです。ま

ずは地元の人を巻き込んだ芸術文化、

これは安曇野市民の人が一生懸命取り

組んでいることに後押しできる環境を

整えてほしいです。 

▽観光資源が多い安曇野であるが観光案

内をするグループがバラバラである。

一本化する必要はないでしょうか。 

▽安曇野市には公設、私設の美術館など

多くあるので、今あるものを大切にし

ていくことだと思う。 

▽中央図書館みらいが盛んに使用され、

文化事業イベントも多く充実していて

すばらしいです。明科の場合、合併以

前からの文化施設が少ないが、文化財

としての神社仏閣はかなり充実してい

る。北アルプスから流れ出ずる水が豊

かで、水郷の町としての価値が高い。

明科廃寺が西暦500年代に河川運送業

が盛んだった時代を物語っていると思

う。各地域の特色ある文化財文化施設

は残し、発展せしめるべきだ。安曇野

市中央図書館「みらい」で優れた文化

人材100人展が開館当初行われました

が、これらの顕彰事業は短期間ではで

きない。10年間位かかって10人／年間

ずつ、しっかり人材顕彰事業を展開し

たらどうでしょう。市庁舎は、どうせ

建てるのなら2,000人位入れる演劇館、

松本市立芸術館のようなものを併設す

べきです。 

▽確実に現状維持。 

▽愚言。 

芸術・文化は人類の証、歴史であると

思います。御活躍を期待致します。 

▽長寿社会の現在、時間にゆとりある高

齢者が生き生きと暮らす為にも身近な

芸術文化にふれる事が大切だと思いま

す。その為に参加しやすくいろいろ工

夫して頂けると有り難いと思います。 

▽芸術文化、確かに大切です。しかし、

今私の生活は食べるので必死です。文

化伝承も大切なのは理解できますが、

できることなら上水道、下水道他公共

料金を少しでも下げて頂きたいと思い

ます。安曇野市の中にも生活するのが

精一杯という人間がいることを心にと

めて頂きたい。余裕ができてから他に

も目が向けられると思います。 

▽既存の美術館やホールや記念館の展示

の仕方やＰＲのやり方に、ぜひ工夫を

こらして欲しいです。常にリニューア

ルをしないと地元の人は足を運ばなく

なるので。 

また、若い人の中に優秀な人がいます。

引き上げていく仕組をぜひ作ってほし

いです。 

さらに学芸員の育成と増員をお願いし

ます。 

▽今まであまりにも箱物的なもの作り過

ぎではないかと思う。集合できるもの

はある程度、一ヶ所にと思う。碌山館

と髙橋記念館をひとつにまとめるとか。 
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▽すばらしい自然環境の維持、保全が

も大切です。自然環境が芸術文化の「ス

テージ」だと思います。 

▽安曇野といったら自然豊かな山岳、田

園風景とその文化だと思うので、中心

を決めて、そこに行くとホッとして気

持ちの落ち着くような場所でありたい。

また、過去でなく未来に向けて新しい

安曇野と共存を提案できるものを発信

できたらうれしいです。 

▽松本市などは音楽ホール（大ホール）

があるが、安曇野市は音楽活動をして

いる方々も大勢いらっしゃるので（小

ホールのみで）、ぜひ千人位入場でき

る会場の設立を願います。 

▽若者や子ども向けに芸術文化と触れ合

う機会を作っていただけたらと思いま

す。コンサートや伝統芸能など、チケ

ットも高く、託児なども充実していな

ければなかなか足を運ぶこともできま

せん。美術館でのコンサートや模写会、

参加型のイベント企画をお願いしたい

です。アイデアを募り、実行していっ

て下さい。よろしくお願いします。 

▽子供の頃からの安曇野の歴史、文化、

偉人等の教育活動が必要。もっと学校

の勉強のカリキュラムに取り入れてほ

しい。 

先輩の生活感や生活の道具、芸術文化

等も学校の勉強の場に参加して頂き、

話をして頂く。 

▽今あるものを大切にしつつ（自然、風

景など）新しい試みをしてほしい。 

①今あるもの…久しぶりに帰郷した時、

川がコンクリートの管を流れているの

が悲しかった。水はにごり、泡立って

いた。自然の美しさの維持にも力を入

れてほしい。 

②新しい試み…芸術に関心があっても、

またその技術を伝えたいと思っても、

そういう施設が少ないように思う。安

曇野からもっと芸術人を出してほしい。

（コンペとか定着させる。）安曇野で

得た豊かな感性を育ててほしい。また、

安曇野は硬い教育のように思う（堀金

小、中卒業）。もっと芸術に必要な「自

由」を受け入れられるような学校づく

りをしてほしい。その為には外部（他

県）の教育者を入れるのもいいと思う。 

▽今回のアンケートの質問内容は難しす

ぎて全くわからない。役所の質問を考

える人たちは普段より勉強しており専

門用語で考えるのでしょうが、若年か

ら年配まで誰でもが理解できるような

内容に表現方法を考えてもらうことは

できないのでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

▽芸術文化に親しむ心のゆとりや生活に

追われない余裕ある生活保障も必要か

と思います。この不況下、生活するだ

けで精一杯という住民も多いのではな

いでしょうか。（ちょっと的外れな意

見ですみません） 

よい施設がたくさんあるので、大切に

していってほしいものです。 

▽文化意識を高めるためには、子供の頃

からの教育が基であると思う。特に小

中学校における、芸術文化教育に安曇

野市独自の方法を導入し、費用負担（市

としての）が増加しても継続的に行っ

ていくべきと考える。 

▽芸術文化のサークルに入っていますが、
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公民館の使用料を安くしていただきた

いです。（スポーツのサークルにも入

っていますが、使用料を払っていま

す。）健康で生活するためには、とて

もいいことと思います。病気にならな

いために、芸術文化に参加することは

とてもいいことと思いますのに、使用

料が高いとあまり参加できません。 

▽安曇野市に引っ越してきて３年目に入

るところです。自然が豊かで、古くか

らの物が多く、とてもすてきな市だと

感じます。とてもたくさんの文化施設

があっても、どこに何があり、どんな

ことについてのものか、市民として知

る情報が少ない気がします。伝統文化

についても伝承していってほしいです

が、興味があってもよそ者にはその中

に入るにはかなりの抵抗がありますね。

すごくつまらないなあと思います。田

舎のシキタリなんでしょうか。昔から

いる人達同士は仲良くても、芸術文化

に興味があるにもかかわらず、いろん

なことに参加できません。もっとオー

プンにしていただきたいですね。 

▽公民館で行われる文化祭には足が向か

なくても、子供が関わるイベント（ス

ポーツ大会や音楽会など）には毎回多

くの父兄が集まります。文化的活動に

対し関心を持たせるには、子供を参加

させると効果的だと思います。次世代

に文化を継承するという意味において

も必要だと思います。私は「文化」と

は、生活そのものであると思います。

箱物を立派にするのではなく、人を育

てることこそ大切だと考えます。 

▽旧町村の地元意識が強く、まだ市全体

のまとまりに欠けています。時間はか

かると思いますが、信州人の“がんこ”

さを少しほぐしてまとまりのある、文

化の香り高い市になる事を願っていま

す。 

▽様々な職業の方達が転入してこられま

した。その方々にご意見をきき、参考

にされたらよいと思います。 

大きく目立つ看板は規制して欲しいで

す。以前県外に住んでいた時、147号線

沿いの道から眺めるアルプスの山々が

素晴らしいので、帰省する時にはわざ

わざ通ると話してくれた人がいました。 

▽集客出来ないと保存・維持が難しいの

で（税金の負担）宣伝・イベントなど

に力を入れてほしい。 

不況でお金を芸術に使うことは、よほ

ど興味がないとなかなか難しいので、

それでもお金を払い参加してみたいと

か観に行きたいと魅力を感じさせるよ

う、雰囲気づくり、あこがれを抱くよ

うな宣伝が重要だと思う。 

▽まだまだ知られてない歴史や文化が残

っていると思うのです。そこで観光客、

市長、小中学生たちに知ってもらうた

めに、ガイドを育成（試験を受けるの

ではなく）したらいいのではないでし

ょうか。市の歴史、文化、風俗などを

話し残していけたらば、もっと発展し

ていくと思うのです。市にはガイドさ

んがいないと思うのです。バスガイド

さんではなく。 

▽箱物はもう沢山。 終的管理は自分達

へ廻ってくる。言うは易し行うは難し。 

▽田淵記念館、飯沼飛行士記念館を豊科

近代博物館に移動すれば管理運営上良
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いと思います。 

▽穂高地域に住むようになってほぼ50年

になりますが、時々温泉郷や観光施設

を訪れる事があります。そこで一番が

っかりする事は、観光施設の従業員の

特産品、文化施設、文化的遺産、観光

地等の基礎知識のレベルの低い事で何

を聞いてもほとんど「知らない」「判

らない」の返事ばかりです。 

もし今後も「文化都市」を目指すなら、

住民一人一人の知識向上の努力と市の

教育委員会を中心とした文化関係者の

積極的かつ持続的な啓蒙、ＰＲ活動の

活性化を強く望みます。自分の住む町

が良くなる事、文化的遺産を後世に残

す事など、他都市との差別化を期待し

ています。その結果として地域を愛す

る心、家族を愛する心が育つ環境作り

だと思います。 

言葉が足りず理解できないと思います

が、参考にしていただければありがた

いです。 

▽安曇野市のみならず（行政区）松川村

のちひろ美術館を含む大安曇野平とし

て、芸術文化を広めて欲しい。観光面

からも効果があると思うのです。 

▽地域によっては車でなければ行けない

文化施設等に力を入れるのではなく、

忘れられている市の端々にあたる地域

（今はなにもない）等に車でなくても

行かれる施設を希望する。特に年齢が

高くなったものには学びたいものがあ

っても何もできないでいる。家にこも

ってしまう。中心の文化施設に行く事

ができない者のことを考えてほしい。

今までの公民館等の行事では満足でき

ない人がこれからは多く出てくると考

える。 

▽合併前の町村の文化は個々に受け継が

れている感がするが、安曇野市として

この様な調査を手始めに、各種の文化

の発掘、交流が進められる事を期待し

ます。 

▽市に文化施設が沢山あるのに見学出来

ていない事を残念に思いました。また

車の運転が出来ないので地域の人達と

集って行けたらと思います。 

▽このアンケートは具体的にどの施設は

どうした方がよいか、またこの文化活

動は知っているかとか、どんな活動を

していてどう思うかとか、残していき

たいか否かという質問形式でないとあ

まり意味がないのではないですか？自

然以外に安曇野に何があるのか、やた

らアパートを建てて、文化といわれて

も何かありますか？守るべきどんな文

化があるのか知りたいものです。 

▽日本の信州が誇るべき安曇野を子供達

と守っていきたいと思います。朝夕見

える山々や森や林の緑、厳しい自然の

中でいつまでもこの美しい風景、人間

の営みを残して下さい。私達も一生懸

命頑張ります。 

▽合併前の他地域の事（文化財）は名前

は知っているが、詳しい事は判らない。 

田園都市、屋敷林等に市は力を入れて

いる様に思えるが、現実は部分的な物

で保存も必要だけど、それと関係のな

い人達の方が多い事も忘れないで欲し

い。 

▽合併してすでに４年経過しています。

今までのすべてをチェックして市民が
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住みよい街づくりをし、不安なき先の

見えることをし、常に優先順位を考え

て下さい。生活、教育、嫌疑なき事象

など安心安全な安曇野によりなってほ

しいものです。 

▽特に関心がないが田園風景は文化なの

でしょうか。安曇野の風景だからと田

を残せというが、田作業に従事してい

る者のうち、米栽培でうるおっている

人がどの位いるのでしょうか。景観を

一番に考えるのではなく、時代に合わ

せていく事も必要ではないでしょうか。 

▽各地に分散している施設は古くなった

ら出来るだけ一ヶ所に集めていくこと

が必要である。 

管理についても１～２団体位にまかせ

るべきだと思う。 

▽老若男女、幅広い年齢層で楽しめる、

時には観劇、コンサート等も企画して

くれれば、外からも人が集まって活気

のある町になっていくのでは… 

市内の記念館、資料館など静まってい

る状態（近郊の人達は複数回行く人達

は少ないし閑古鳥状態） 

▽一流の人の音楽を子供達に聞かせてほ

しい。 

実際に子供達や学生達に指導してほし

い。 

全市、市内シニア合奏団など立ち上げ

てほしい。楽器など気楽に合奏できる

場がほしい。 

空いている建物を芸術の学習などに利

用できるようにしてほしい。 

演劇や映画などを小・中・高で観せて

あげてほしい。昔の巡回映画のように。 

▽現状維持だけでなく教育も必要だと感

じます。「子ども・若者育成支援推進

法」が施行されることもあるので、そ

ういった活動も文化（地域）で何かあ

ればと思います。市民型で。 

▽貴重な文化遺産伝統文化を未来に向け、

これからの人達のためにも知的資源を

伝えていくことが私たちの責務だと考

えます。 

▽今の安曇野は豊かな芸術文化があるが、

70～80歳になって車に乗れない人も多

いので何とかお年寄りに優しい施策を

行い、巡回バスなどで無料で見物や見

学などをきめ細かくしてほしい。大阪

では70歳以上は福祉パスで市バス、電

車は無料パスで乗れます。穂高は広く

て大変。タクシーは高いし、市長にま

た議員に伝えて下さい。もっとお年寄

りを大事にしてほしい！ 

▽一部の人だけが活動する様子が見える。

住民全体に行き届く様指導してもらい

たい。 

▽文化の維持には教育機関との連携が必

須。市民が使いやすいアイデアも欲し

い。さらに文化財産を市外にも発信し、

観光にも利用されるよう長期ビジョン

を作成し、徐々に変えていったらどう

か。行政と連携して、安曇野の文化を

維持・発展させていって下さい！ 

▽合併後、全てに渉り旧町村のまま発展

していない。一つにまとめるよう行政

が推進すべきと思う。 

▽昔からある物を大切に残して欲しい。

広報などにのせて下さい。 

▽文化施設の所在地、内容等、細目の情

報を一覧表等にして欲しいと思います。 

▽例えば農家にとって便利な川とはホタ
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ルには決して住みよい環境ではなかっ

たり、先日建設されたアズミノ公園で

はヒメシジミなどの数少ない種の生息

地であったりする。“公園”が自然を

テーマにしているのに、その“自然”

を破壊していては本末転倒ではないか

と思う。そういった実情ではなく一部

の見識のある人にしかそういったこと

は知られていない。本当はそれが問題

なのだと思う。里山という形態は日本

独特のもので海外などでも注目されて

いる。利便追求では“現在の農業”で

は、日本や世界に誇れる安曇野なんて

まずありえないだろうと思う。一部の

原生林や戸隠の奥社の様な一部の観光

地で満足ならそういう選択肢もありな

のだし、善光寺の様な文化的魅力も私

は否定はしないのだが、自然との共生

のほかに豊かな子どもの感性は育たな

いような気もするし、今ではありのま

まの自然に近づける技術も研究開発さ

れていて、そういった見識のある行政

の方がいるのかと私は疑ってしまう。

このままでは、大切な財産といえる安

曇野の自然は絶望的だろう。 

▽高齢者は市内の文化施設を足がなくほ

とんど利用出来ないのが現状です。質

問10に記載の施設がある事も知られて

いない所があります。周知が不十分で

はないでしょうか。地区毎に希望者を

募ってバス等で施設巡りを企画したり、

市内居住者には入場料の割引券を配布

したりして欲しいです。 

▽すばらしい文化や文化施設がたくさん

あるのに、あまり利用されてこなかっ

たり、知られていないのでもっと広め

ていく必要があると思います。 

▽いままで行ったことのある芸術文化施

設の少なさにびっくりしました。ほと

んどある場所さえわからないので、せ

っかく安曇野市になったのだからなる

べく一ヶ所にまとめて、何度も足を運

べるよう低料金で（できれば安曇野市

民は無料とか）入れるようになると、

子供といっしょに散歩がてら見学に行

けて、小さい頃から安曇野市の文化に

ふれることができていいと思います。 

▽芸術部門・文化部門の専門分野の人材

を育成してはどうか。２部門の発展は

市の発展につながると思う。 

▽文化財を守ることは大変なことと思い、

ご苦労様と申し上げます。未来子孫に

残すことが大切です。頑張って下さい。 

▽文化施設の運営・管理も大切で、継承

も重要だと思うが、施設の維持よりこ

れからのこども達に文化に対する指導

教育をすることで文化に関心を持たせ、

興味を生ずる様な方向に向かってほし

い。 

▽文化を保存することももちろんだが、

市内外へ知ってもらう機会をもっと増

やして、市の発展に生かしていくべき

だと思う。そしてそのやり方も大事で、

計画性のないことに金をつぎ込むこと

はしてはならない。東京で安曇野のポ

スターを見かけたことがあるが、あれ

は印象がとても良い。ホームページを

もっと活用することもできると思う。 

▽芸術文化活動について興味のある活動

がないというか、どういう活動をして

いるのかさえわからない。 

▽現在は価値観が多様化しており、いわ
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ゆる地域の文化人（様）をあがめたて

まつる不要な投資等は行う必要なし。

市民が何か文化活動、運動等を行う使

い易い施設等の整備に投資していただ

きたい。市からの文化的価値観の押し

付けはやめていただきたい。 

▽後世に借金を残すような物（箱物建物）

は作らない。税金の無駄使いはやめ、

こもりの出来るだけで十分と思います。

本当に百年後に喜ぶ事を考えて下さい。 

▽今は不景気で税収が落ち込んでいるの

で芸術文化に関係する予算は 小限に

抑える。金のかかる事は景気が上向き、

税収が増えてきてから行うようにする。 

▽安曇野市は美術館などが多い地域とし

て県外の地域の人に知られています。

しかし、住民自身はあまりその価値に

気付いていないように思います。今、

安曇野市は豊かな景観などがあり、住

んでみたい地域としてとても注目を浴

びていると思います。景観だけではな

く、せっかく多くの美術館があるので、

それらを市として全面にアピールして

ほしいと思います。小･中学校の時に美

術館など見学する機会があったのはと

ても良かったと思います。身近にある

利点を生かして子どもの頃から親しん

でもらいたいと今も思います。市民に

情報を提供し、イベントを開くなどす

ることで、まずは市民に親しんでもら

いたいです。そして県外などの観光客

が来てくれることで市民が価値を再認

識でき、美術館などがもっと活性化す

ることを願っています。 

▽他の事業体はレベルが高いです。学芸

員を採用するのではなく、市の職員が

勉強して学芸員になるべきです。民間

企業では勤務のかたわら勉強して学芸

員も行います。 

▽文化施設をできる限り開放し、文化活

動（市民）の場に活用する。 

期間を決めて無料開放する。 

利用率を高めるためもっとＰＲが必要。 

▽安曇野市になる時希望をとってバスで

回ったように自分の目で確かめて見て

回りたいです。自費で日曜日に希望し

ます。 

▽大きな計画より、小さな事でも確実に

実現できる計画をして頂きたいと思い

ます。 

▽大上段に振りかぶらないで基礎調査か

ら始めたらいかがでしょう。例えば忘

れられている集会場、地域公民館等の

絵馬の調査・保存、歴史的背景等しっ

かり保存したいものと考える、温故知

新でいこうではありませんか。参考の

為に地域の絵馬は風雪にさらされ、大

分損壊しており、待ったなしのところ

が多い為、今こそその機である。 

アンケート調査の結果や審議会の意見

も参考の一つと思われるが、専任の職

員が委員を配置して、専門分野を調査

研究して、数例をあげ選択したらどう

か、なかなか難しいと思われる。 

▽古い考えだけでなく、新しい事も受け

入れて取り入れる事も大事だと思いま

す。「昔は○○だった」も大切だけど

それプラス現代的な要素を入れたらも

っと良い結果が出ると思います。 

▽小学校・中学校での文化学習の場でし

か関わる機会がありません。イベント、

催しなどの情報がないのは確か。文化
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を守りたいという気持ちはすごくある

のですが、機会がなかなかないという

のは残念です。 

▽安曇野市内の美術館や博物館、記念館

などの場所や道案内やどのような物が

展示してあるのかなどのパンフレット、

マップなどが入手できる所を設置して

いただければと思います。 

▽今の安曇野の景色が一番大切だと思い

ます。だからこそ芸術文化が生まれた

と思います。歴史文化の継承は大切に

していきたいと考えます。 

▽施設は分散しておく。老人、子供に行

き易い。 

金をかけるなら中身を充実するように。 

外観はレトロの方が親しみ易く懐かし

く行き易い。 

▽以前松山千春さんや杏里さんを呼んだ

真夏のコンサートがありました。“ア

ップルコンサート”とか呼ばれ、三郷

にいなかったのに三郷に見にきました。

友だちを呼んで。とても楽しみにして

いましたが、もう復活はしないのでし

ょうか。アップルマラソンもありまし

たね。あれも応援によく行きました。

そういったものをもう少し取り入れた

ら楽しみも増えそうですが…。 

▽四季を通じての自然の美しさの情報発

信（特に川そしてアルプスの高山ばか

りではないまわりの手軽に楽しめる

山々） 

果物や野菜の情報発信。 

安曇野由来の調査とイベントの充実と

補助。 

▽若者が集まる町へ。 

▽ 各施設入りにくい雰囲気があり、気軽

に入れるよう工夫をした方が良い。ま

た、地元の小中学生と地元市民で連携

したイベントを行えば、活性化につな

がると思う。 

▽現状、情報、企画、運営等市民にはほ

とんど届かない。 

市民タイムズを見ても松本、塩尻の情

報のみである。 

▽５つの地域が一つになって安曇野市に

なった訳であるが、それぞれの地域が

連携して一つにまとまって事業を行う

べきである。まだまだ「自分の地域に

有利に」という意識が強く、安曇野市

全体として、とらえていないように思

う。若い人々がもっと中心になって活

動できるように工夫してほしい。 

▽文化は人だと思います。どんなに良い

企画や施設があっても様々な人が集ま

らなければ文化行政は失敗だと思いま

す。安曇野市は観光事業が大切なのは

分かります。でも地域に住んでいる

人々の継続的な参加が得られなければ、

地域に住んでいる人々が集う施設でな

ければ、文化を伝えていくことは出来

ないでしょう。より市民に開放するこ

とが大切です。昨年穂高に出来た図書

館は良い手本ではないでしょうか。頭

の固い義務感で運営している博物館や

美術館。地域に住んでいながら一度も

訪れたことがない施設が多いのはなぜ

でしょうか。まず、市内にある市が運

営する文化施設を市民に無料開放する

ことを強く希望します。閉館時間を延

長することも。 

▽学校で生徒を文化施設へ引率してほし

い。 
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▽小さな民俗資料館など多数あるが、市

になったからといって取り壊したりは

しない方がいいと思う。 

▽個人が行う文化活動に多彩なものが見

られる安曇野市でありますので、新た

な創造活動は個人に任せ、市としては

文化財の保全等の管理業務に集中して

頂ければ良いかと思います。施設の整

備については、本来の合併（町村合併）

の趣旨からしますと、新たな建設はす

べきではなく、既存の施設も集約して

できるだけ費用をかけない、また予算

を削減する方向で考えて頂きたいです。

郷土資料館や美術館は必要ありません。

それより、個人の創造活動で特に安曇

野市の文化として大きく貢献すると思

われるものについて助成するなどの方

向が良いかと思います。 

▽「文化」には文芸、芸術、ものづくり

等が含まれると思います。アンケート

内容を見ますと文芸は別のセクション

に追いやられ、自然環境という辞書の

定義では文化に含まれないものが大き

な要素となっています。市民の文化活

動を活発にして文化振興を行うのか、

観光などのために公共文化施設を振興

したいのか、どちらが真の文化を市民

に定着させることができるかを考えて

（もう一度「文化」を定義して）取り

組んで頂きたいです。 

▽有明地域以外は魅力がない。小規模な

記念館等がいくつもあり、交通の便が

良くない。碌山美術館以外は興味がな

い。いかにリピーターを増やすか。自

然はこのままに。 

▽北アルプス連峰と釣合の取れる田園風

景をいつまでも（取り戻しつつ）残し

たいと切に思います。 

▽「芸術文化」という定義そのものが曖

昧ではないか。 

みんなで寄ってたかって自然を破壊し

ない。掘り起こした所から腐ってくる。 

黙って野におけ道祖神。道祖神は腐ら

ない。 

観光と文化の融合は情報だけでは成立

しない。歴史と伝統が必要だ。 

お宮とかお寺等がもっと祈りの場とし

て住民の中に浸透できないか。例えば

中東のモスクのように。（葬式会社で

はなく） 

合併後も行政面で「信濃教育会的」な

１つの流れがあるのではないか。単に

頭でっかちな教育だけで文化、芸術が

生まれるとは思えない。もっと地道に

静かに勉強する人を大事にすべきであ

る。 

傷ついた野はやがて亡びていく。やた

らに掘り起こさない。 

▽それよりも急速に進む高齢化に備え、

福祉施設の充実や人材の確保が重要で

先。それらが無いと芸術文化の今後の

担い手側に負荷が累積する事になり本

末転倒。 

▽北アルプスの景観と田園風景を何より

も大切に街づくりをしてほしい。 

▽穂高のみらいホールは子供の発表会等

で幾度か使わせてもらっていますが、

とても良い所だと思います。また図書

館も家族揃って利用しています。本当

にすばらしい場所が出来て喜んでおり

ます。入りやすい事がいい所です。 

▽たくさんの文化施設があるのだから、



44 
 

小中学校の社会見学などで活用したら

良いのでは（数を増やす）。市営バス

を利用してツアーを行えば良いのでは。 

▽ただ留守番をしているだけの所がある

と思います。もっと活気があり、また

利用する人が多くなるとよいと思いま

す。 

▽記念館・資料館など市内に沢山ありま

すが、実際何を展示しているか、何の

記念館かという事がわかりにくく、入

りにくい。（何をやっているかわから

ないのに入館料が高すぎる） 

文化活動に参加したくても情報が少な

い。遅い。 

市外・県外から、文化振興計画が成功

している所の担当者を呼んでワークシ

ョップを開いてみては？ 

▽行きたいと思う施設がない。どういう

美術館で誰の記念館なのかわからない。

地元民が行きたくなるような定期的な

催し物や、観光客が巡りたくなるよう

な興味をひかれる展示等をしてほしい。

そしてそれを発信してほしい。すべて

の文化施設の案内が載ったパンフレッ

トを作るとか、横のつながりをもって

の運営が必要ではないかと思う。 

▽安曇野市には、芸術文化施設がたくさ

んあり、興味のある人はたくさんいる

と思うのですが、情報発信が少ない気

がします。観光と併せて広く情報発信

していただけたらと考えます。 

▽子供が小さいので今はまだ連れていく

には不適切だと思い、あまり施設を利

用していません。こちらに越してきて

３年ほどですので、自分自身文化に触

れたいなあと思っております。市内県

内に限らず、日本や世界に向けて文化

を発信できたら良いですね。土地それ

ぞれの文化に誇りを持ち、内外にアピ

ール、認められる事によって個人個人

の文化に対する思い入れや積極的な文

化活動への活発化などに効果があると

思います。 

▽市内の公民館等で、練習する会場にピ

アノがないのに会場費を高く取るのに

反対します。私はボランティアをして

おります。無料で練習できる会場がほ

しい（たくさん）。また印刷したりす

る様な時はなるべく安くできる様な

（コピー等）ところもお願いしたい。 

▽質問４が私にとっては大事です。他県

を歩いて他の欄は多々ありますが、４

だけは１から８まで大変大事な項目と

思います。他の項目は皆様にお任せで

す。 

▽安曇野市の芸術文化の知識が少ないた

め情報が広まらない。だからもっと公

開した方が良い。 

▽安曇野の美しい自然（風景）を 大限

に残しつつ、文化、芸術については市

民が平等にふれることが出来る環境が

整うことを望みます。各施設は誰もが

使い易いことが重要で、民俗資料館な

ど類似した施設については一ヶ所にま

とめてもいいかもしれません。開いて

いるのか使用可能なのかわからない施

設は不要です。 

▽ギスギスしたストレス社会では高い芸

術文化は育たないのではと思われます。

まずは生活を安定させ、気持ち的に落

ち着いてやっと心が育ち心が豊かにな

り文化の面に目が向いていくのではと
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思われますから、箱物を借金で建てる

のではなく、知恵を絞り現在有る建物

を利用したら良いと思います。例えば

人の多く集まるワンコーナーなどに貯

蔵品などを展示したら良いのではない

でしょうか。 

▽年々、税収の減るなか、施設の建設や

文化芸術の充実を考える前に、少しで

も945億円という莫大な借金を減らす

事の方が先決だと思います。 

▽今後も交通、通信の発達により益々都

市化（混雑）が進むものと考えられる

ので、安曇野市独特の芸術文化が生ま

れるとか発展することは無理があろう。

2007年に５町村が合併して市になった

ばかりで“安曇野市の文化伝統とは何

ですか”と市民以外の人々に問われて

も、私も含め市民一人一人が早く答え

られないであろう。これには十分な年

月を掛け、旧５町村の重要な有形無形

の文化伝統、芸術を市民に保育する必

要があり、全市民が共有することが出

来るようになった時点で初めて安曇野

の過去の文化、今の文化について説明

することが可能になると考えられます。 

▽景観についてです。「電線の地中化」

は検討できないでしょうか。電柱や電

線がある事により、安曇野の景観が大

変に悪くなっています。町の中の電

線・電柱だけでなく、北アルプスの方

向に見える大型の送電線のタワー（山

の上を通っている大型の電線）が大変

気になります。どこの電力会社の物か

知りませんが、大変に不満です。北ア

ルプスの写真をとった時に“絵になり

ません”。 

▽小さな文化施設が各地にありますが、

それがバラバラすぎて多くの人に見て

もらえないと思います。一ヵ所に集め

て展示したりすると見に行きやすいと

思います。文化ゾーンを作ったらどう

でしょうか。 

▽各文化施設の情報が少なく利用できな

い。特に合併してからは他地域の施設

がまったくわからない。９月に開館し

た穂高交流学習センターについては目

的もわからない。もっと市民に、施設

にふれあう機会を提供してほしい。例

えば合併する前にあった各施設に入れ

るチケットの配布や、広報で各施設の

特集をするなどやってみてはどうかと

思う。また各学校の生徒がもっと利用

できるようにして、子どもたちに伝統

文化を学ぶ機会を増やしてほしい。新

しい施設の必要はないと思う。今ある

ものを大事にしていってもらいたい。

また安曇野といえば自然を思い浮かべ

る人が多い。特に県外者はそれを目的

に来ている人も多いと思う。今ある田

んぼや湧き水を大事にしていってもら

いたい。 

▽人口の多くない土地でも観光と文化を

もっと大事にし、街並の良さを作って

いかないと、一部の景色の良い所にし

か人は寄りつかないと思います。面倒

くさいと思ってやっている事業は全て

やめて、作っている側が楽しいと思え

る事業をやっていかないと、全てお金

のムダになってしまうと思います。ム

リかなと思うことでも、その先に楽し

さや未来が見えることをどんどんやっ

ていっていただきたいです。 
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Ｐ．Ｓ．私は本当に電柱と電線が地中

に埋まればいいのにと、小さい頃絵を

描いていて思っていました。 

▽「文化のかおるまち」などという良さ

そうな響きの流行りのキャッチフレー

ズなど止めましょう。もうその時点で

その街の文化のうさん臭さを感じます。

住民の文化的意識が低い街には文化の

薫りなど漂いません。新しく移り住ん

で来る人も含め、住人が皆地域に愛着

を持つ事が基本です。この地域の大切

な自然と暮らしのたたずまいを守り、

伝統行事や文化を継承しながら、生活

の中に芸術・文化とのかかわりが広く

深く生まれる様な体制を希望します。

ありきたりのイベントなどは希望しま

せん。先に立つ方々の意識レベルが問

題だと思います。この地域の宝は自然

の景観です。商業施設への高さ規制、

色規制や看板の規制などに、市として

き然とした規制を設けるべきです。水

源を守る為の規制もしっかりやってほ

しい。大量の水を使う企業が来る事は、

市の首を絞める事になります。この大

切な自然・景観を守ろうという市の行

政の意識レベルがどの程度のものであ

るかを問いたいです。 

▽親子で参加できる講座や入場の割引制

度など廉価で楽しめるような工夫をお

願いします。 

▽施設の場所がわからない所があるので、

安曇野市の施設一覧（地図）、チラシ

などを作り、駅や店などに置いてもっ

とアピールしていった方が良いと思う。 

▽この事は関係ない事かもしれませんが、

神社が傷んでいる様に思えます（有明

神社など…）。お祭りだけにお金をか

けるのではなく、もっと建物にお金を

かけた方がよいといつも感じます。目

に見えない物をうやまう事も文化だと

思います。今心の文化を育てていかな

いと愛が消えていってしまうような気

がします。ニュースで子供の世界のい

じめを知るととても淋しく思えてなり

ません。 

▽農村の風景、特にれんげ田、秋の取入

れ作業。 

▽芸術を主体として文化都市を目指すこ

とは非常に難しい。観光振興を目的と

するならば、世界的な著名芸術家の作

品を１点でもよいから購入した美術館

が一番手っ取り早い。郷土の芸術家だ

けでは、地元民だけの美術館で終って

しまう。 

▽これ以上必要のないものは建てない。

もっと市民が行きたくなる様な企画を

考えた方が良いと思う。１回行けば次

はもういいという所がいっぱいある。

フリーマーケットなどをやったりして

若い人も子供も行きたいと思える所に

なってほしい。 

▽年ですので、芸術・文化も大切だと思

いますが、介護の方に力を入れて頂き

たいです。今後老人が生きていく事が

大きな課題です。 

▽安曇野市が文化のかおる町にしたいか

どうかが問題である。私はこの自然（北

アルプス）を生かした安曇野市という

イメージが全国の人達からうらやまし

がられていると思っている。この山と

空の下に来ただけで喜んで帰ってもら

える…そんな自然環境を壊さないで守
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っていくにはどうすることが一番大切

か、もっと考えて欲しい。人工公園を

作ったり多くの木を切って開発するこ

とはどこの町にでもある姿に変わって

いくだけで、安曇野のイメージを落と

すことになるだけ。 

農業のやり方も変わっていくとは思い

ますが、もっと農家の人にレンゲ田を

残すように協力してもらったり、東山

の山野草を保護したり…大勢の人がそ

の場所に入ると自然環境が変わってい

くetc。芸術文化というのは個人差が大

きいのでわからないが、建物に頼って

成果をみるのはまずい。あくまで人が

作っていくものであると思う。知人の

出ている音楽発表や県展での美術の関

係しか見に行ったことがないし、また

他に地元の素晴しい芸能があるのかも

わからないので、この程度の意見です。

すみません。 

▽望む事はいろいろあるけれど、厳しい

状況の中では経済性が一番気になると

ころ。建造物保護、景観保護等、いた

ずらに出費が多くならない様お願いし

たい。 小限維持で良いと思っていま

す。 

▽「文化のかおるまち」という打ち出し

方（コピー）が分かりにくいと思いま

す。「○○の文化かおるまち」「○○

と文化のかおるまち」等、安曇野市に

絡めたものが良いと考えます。 

▽文化振興等の補助金をふやしてほしい。 

▽あちこちにあり、分かりづらい。これ

からの若者が見に行こうとは思えない

ものが多い。 

本当に必要か、考えて欲しい。 

一箇所にまとめて経費削減を図る。 

時代を見て下さい。 

▽車に乗れないので行ってみたいと思っ

てもなかなか１人で行けません。年に

何回かまわるコースが有ればと思いま

す。 

▽誰が見ても楽しめる施設なら良いです

が、ムダ遣いではないかと思われる施

設が沢山あります。その為に税金がか

かる様では払う気もなくなります。一

つにまとめて、何度行っても楽しめる

施設があれば是非行ってみたいと思い

ますが、今のところ行きたいと思える

所が残念ながらありません。 

▽安曇野市の持っているイメージの更な

るＰＲが必要と思っています。 

▽市内各所にある文化施設を巡る定期バ

スを走らせて、観光に力を入れていっ

たらと思います。 

▽この調査自体、外部に委託しているの

ですか？この文化課とは何をする課な

のでしょう？税金の使い道間違ってい

ませんか？ 

▽芸術文化については全くわかりません

が、市民のみんなが使いやすい施設や

観光に来てもらえるような魅力のある

町作りを希望します。 

▽文化施設を使用する時、市職員は親切

に、自分の施設をかせるような顔をし

ている者がいる。気を付ける事。 

▽不景気、時代の流れ、合併してから地

域的にイベントの数も減って以前より

も少なくなったため、関心もなくなっ

ています。アンケートの内容から市内

全域にはまだ利用したことのない様々

な文化施設や重要文化財があるのでは
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ないかと思いました。現在あるものは

「安曇野文化施設めぐりのツアー」と

か重要文化財に興味が持てるような場

所や企画があれば利用してみたい、活

動してみたいという気持ちにもなり、

未来へ向けて伝えていくためには、遠

足や観光などにももっと利用できそう

な気がします。安曇野の風景は皆残し

たいものばかりです。 

▽安曇野市とはいえ、知らないことだら

けでした。 

▽長野県は東京の次に美術館・博物館が

多いそうですが、展示物の数・質、施

設のレベルから見ると料金が高すぎま

す。 

質問10の施設の半分程しか見ていませ

んが、別々に見て回るより集合した施

設で見られるようになれば入場者も増

すのではないでしょうか？（現在の展

示は地域・個人の考えで展示されてい

るのでしょうが、こんなものまでと思

うものもあり、説明文も整理が必要と

思います） 

髙橋節郎美術館には旧友を数回案内し

ましたが、一人として名前を知ってい

る人がいませんでした。愛知県に主要

作品を集めた美術館がすでにあり、二

番手の美術館としては施設が立派な割

に展示が淋しすぎます。（友人から「残

り物･忘れ物美術館か」と笑われまし

た。）文化とは見えないコストのかか

るものと承知していますが、髙橋節郎

美術館のカラの駐車場の前を通る毎に、

納税者として仕分けの必要性を感じま

す。 

安曇野から文化の発信などと派手な背

伸びをせず、地道な「文化を育むまち」

を作って下さい。 

▽芸術文化というものが身近に感じられ

ない現状です。絵画など嫌いではない

ですが、子供を連れて行く…というま

ではいかず、美術館など一回もいって

いません（近くにあっても）。保育園

や学校で子ども達が描いた絵や作った

作品などを美術館などで数日間展示し

ていただいたり、一般市民の作品コン

クールのような催しをやってもらえれ

ば、美術館へ足を運ぶ回数が増えるか

な…とも思います。自分の子どもの作

った作品、絵など親なら絶対見たいと

思います！ 

▽一年中で良かった事（花火大会）でし

た。 

▽美術館・博物館など建物も大切かもし

れないが、もっと市民生活の中にある

道祖神など、暮らしの中にある伝統を

子供達に伝えることも大切なのではな

いかと思う。風俗、風習など芸術では

ないが、形になくても忘れ去られない

ように残すことが安曇野市の文化を残

すことにつながると思う。文明に流さ

れることのない文化はどこの土地にも

あるが、その文化は芸術に勝るように

考える。 

▽まず市内にあるサークル活動全般を把

握する。（個人的に活動しているもの

も含む。）古い形・新しい形にとらわ

れず、その上で活動の現状を見ること

から始める。 

▽質問10にあるような文化施設をはっき

り言って今まで１度も利用した事があ

りません。理由としては興味がないか
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らです。10代、20代になるとそういう

方は多いと思います。難しい話はよく

分かりませんが、そういう興味がない

と思っている人に、行ってみたいとか

見てみたいと思ってもらう事が大事な

んじゃないかと思います。 

▽文化施設の運営が公益財団法人に移行

するのはとても良いと思いますが、

個々の個性を出しながら進む方向性等

は市でリードしていったらと思います。

“安曇野検定”を取り入れ、市民が気

軽に参加し、ＰＲしたらと思います。 

▽文化財、施設の保存宜しくお願いしま

す。 

▽施設の建築物を新たに建てるよりも、

今あるもので市民に親しまれる活動を

始めて財政の健全化に努めたほうが良

いのでは？質問10の施設に魅力のある

ものが少ないと思います。 

▽芸術文化のかおる市というのは、どこ

の土地へ行っても魅力的なものですが、

地域に住んでいる人が住みよい、地域

外から来る人が一度は行ってみたい、

年代的に若者は活気のある街、中高年

は美しく楽しい街、観光的な面からは

見るだけでなく触れたり感じたり出来

ることなどだと思います。全国的に安

曇野は名が通っているのですが、実際

にここに来て何を感じるのでしょう。 

山並みをバックにした撮影ポイントが

あってもよい 

山麓線にトロッコ列車が走っていても

いい 

堀金用水路沿いの道路は花桃の並木を

作って健康、ウォーキングの散歩道に

してもいい 

街道沿いに農家の野菜の直売所やレス

トランがあってもいい 

市全体の人がいつでも楽しめる多目的

施設があってもいい 

そこへ行けばいつも多数のサークルが

あり情報の交換又は思いついたことな

ど市民の声ＢＯＸがあって今後につな

げられたらいい 

などなど色々思っています。 

▽豊科の南部公園のようなもう少し小さ

くて良いですが、各地区にほしいと思

います。 

▽あまりよくわからないのですが、今後

も安曇野市に残るすばらしい文化を守

っていってもらえればと思います。文

化に触れるという機会が私にはあまり

なかったように思います。私みたいな

あまり文化に関心のない人たちにも、

文化に触れられるような情報やコンサ

ートなどの企画を、市をあげて提供し

ていただけたら興味を持つ事が出来る

かもしれません。特にメジャー級の歌

手等を安曇野市に呼んでいただければ

有難いと思います。収容人数が多く入

る事が出来るコンサートホールを作っ

て欲しいとは言いませんが、既存のホ

ールを使用し、人を呼ぶ事が出来ると

思います。例えば 近完成した総合学

習センター「みらい」などを利用する

とかお願いします。 

▽旧町村にある資料館は整理統合したほ

うがよい。美術館や記念館は連携・ネ

ットワーク化して強力に発信・宣伝に

努め、集客をはかるようにしてほしい。 

▽安曇野市になってから市内の文化施設

を知らない事に自分でびっくりした。
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もっと市民にアピールして利用する機

会を多くするようにしたい。 

▽村田コレクションの価値が私にはわか

らないが、展示する価値があるものな

らば早期に展示するべきだと思うし、

ガラクタならばさっさと返して処分す

べきと思う。 

▽質問1、質問3の美しい自然、景観、環

境等既に失われたものの多い中、安曇

野という名前だけが一人歩きしている

感がある。南安曇郡に生まれた者とし

ては、安曇野という名称はなじめない。

せめて現状保全を前提とした強力な施

策を望む。 

▽むだに税金を使わず、今のままでいい。

子供を優先して、もっと美術館や資料

館などを子供が身近に感じられるよう

に、学校などで連れて行ってほしい。 

▽「安曇野＝道祖神のあるのどかな風景」

というイメージが私にはあります。文

化という言葉を履き違えずしっかりと

残していただきたいです。何もないこ

とが魅力ということもあります。 

▽箱物、建物ばかり建てるのではなく、

地域の住民が使いやすい料金や管理に

してほしい。 

▽安曇野でなければないというものを大

切に保存・継続して欲しいと思います。

次世代に残すことは大切だと思います。 

▽文化というと堅苦しくなりますが、昔

から地域に残る風景、祭り、知恵、言

い伝え、その他出身の文化人、知る事、

知っている事、大切だと思います。子

供の頃から自然と知って身につけてお

けば、それもまた自然と文化として残

って行けるものかと思います。私も年

配者となり、この地に転入し、時間的

余裕ができ、この地を知らなければな

りません。こんな我々にも入門しやす

い窓口を作って頂くのも地元文化の広

がりにもなるのでは… 

▽芸術文化進める上で交通の便をよくし

てほしい。 

▽質問11の10に書いてしまいましたが、

その大公園を、一家が朝から晩まで１

日中過ごせる（文化施設めぐりをしな

がら…）場所として想定して、食事し

たり買物したりする場所も作り、それ

らからもお金を貰って維持管理すれば

いいのでは…と思います。見学に疲れ

たら公園でゆっくりして元気を回復し、

また次の施設の見学に行けますし…。

魅力的な場所に出来るのではないでし

ょうか？ 

▽考えた事が全くない。よく分からない。

が本当に必要な所に税金を使って欲し

い。ごくろう様。 

▽古い芸術の保存と共に新しい感覚の

（若者が興味を示す様な）物も取り入

れていけばどうですか。 

▽芸術文化活動、またはサークル活動等

に直接参加していないのでよく分から

ない。仕事からも離れ、楽しむ時間が

持てるようになったら少しずつ目を向

け利用させてもらう事になると思う。

身近な所からと誰もが思うと考えるの

で、特に大きな物でなくても良いと思

う。 

▽既存の施設を 大限活用すること。新

たな箱物は必要ないと思う。 

▽この間長峰山に（明科の）友達と遊び

に行きました。お天気も良く長峰山か
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らの（アルプス、安曇野）の風景が忘

れられません。何とか長峰山の開発は

できないものでしょうか。長峰山から

の安曇野一望の景色は本当にすばらし

いものだと感動しました。 

▽旧５町村という合併も情報もバラバラ

で何となくまとまりがありません。そ

れぞれの地区で立派に公開されている

行事も中々参加することが出来ず、や

はり旧態勢の方が良かったかと思って

おります。安曇野市は子供たちに伝統

文化を継承していくことが県下で一番

おくれております。何か一つでもいい、

よりよきものを伝えていく方向へもっ

ていっていただきたいと切に思います。

それが安曇野市の発展へとつながって

いくことと存じます。現状はそのまま

大切に伸ばしていけるものと思います。

行政関係の方と一般の方との融合が大

切だと思っております。 

▽質問６に書いたようにアルプス、水田、

古民家の景観を台無しにするような建

築物を規制してほしい。また、屋敷林

が徐々に減ってきているということだ

が、維持のために助成をしてよいので

はないでしょうか。 

市庁舎もない安曇野市には当分無理な

ことだとは思うが、1000人位は収容で

きるホールが必要では？ 

▽県外の知人曰く、安曇野は「とても美

しい街でうらやましい」とのことです。

何か我々のイメージよりもとても美し

く思っている様です。文化がその内容

の一部ならば、人、芸術、建物、自然

を上手に後世に残さなければならない

と思いますし、それが文化だと思いま

す。目先の利益優先ではなく、長い目

で計画を立て事業を行えば、きっとも

っと美しい街になると思いますし、そ

うすべきだと思います。もっともっと

住民の知恵を出していかなければなら

ないと思います。 

▽年に１～２回文化施設を開放して見学

したい。 

▽素敵な景観や自然環境を今後ともずっ

と残していくため、今できることをし

っかりやっていくべきだと思います。

「安曇野」というブランドが確立して

いる現在、空室の目立つ賃貸物件が気

になります。田園風景を残すため新し

い建築物は慎重になった方がよいので

は、と感じます。限りある天然資源を

個人会社などが無制限に利用している

例（地下水など）もあり、安曇野の環

境に取り返しのつかないことが起こる

のではないかと心配です。 

▽皆さんに親しまれる（交通の便利）行

きやすい所。若い人老人等にも喜ばれ

る場所。 

▽安曇野市が文化のかおる町といわれて

も、正直ピンときません。情報が少な

くて判断も難しいです。情報の発信も

もっと工夫が必要ではと思います。 

▽各分野のイベント企画開催において、

先に立つ方々がその分野に全く精通さ

れてない場合、とてもやりにくい事が

あります。 

▽多くの文化施設がある事に改めて気付

きました。しかしこれらの施設を利用

する機会がほとんどありません。利用

できる「機会」をもっと積極的に作る

事が重要だと思います。例えば各公民
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館活動やサークル活動あるいは各種の

教室（大正琴、ダンス、踊り、書道や

生け花…等々）の発表の場や催し物の

場として提供・開放できないものでし

ょうか？美術館でお茶会（茶道）とか、

記念館で伝統芸能の発表会など、市民

が文化施設をもっと身近に感じて利用

できるようにしていかれればいいなあ

と思います。“モノ”を充実させるよ

りも“人”を育てる事が安曇野の文化

を育てることになると思います。是非

ご一考下さい。 

▽観光を多く入れると自然文化が壊れて

しまう。宅地化をあまり進めると？過

ぎたるは？ほどほどに？ボランティア

的文化振興支援の推奨に期待。 

▽自然豊かな安曇野は多くの人に知られ

ていると思います。そのすばらしさと

共に、文化・芸術も広めていかれたら

と思います。今はインターネットなど

情報がすぐわかる便利な時代ですので、

もっと活用していくとよいのではない

でしょうか。 

▽行政と市民が一緒になって芸術文化を

行っていく必要があると思う。また文

化施設同士もう少し連携していく必要

もあると思う。 

▽色々の文化活動の計画は立てていただ

いても中信からはずれていますので年

齢的にもなかなか出かける事は出来ま

せん。小さい催しでもあったら、たま

にでいいですから近くでお願いします。 

▽分散している博物館、美術館等、芸術

文化施設を何箇所かに集中することに

より、見学者・観光客が訪れやすくな

ると思う。 

地域の文化伝統を語りつぐ先輩が少な

くなっています。今のうちに知識を残

す事をしていただきたい。 

▽車イスでも楽に利用できるように望む。 

▽年代により質問の理解に苦しむものが

ありはしないか。 

▽家族で訪ね歩く文化施設を充実してい

く。既存する文化施設を維持していく

とともに、歴史文化を併せて広報して

いく。 

▽地域の伝統文化を次の代へ伝える取組

の強化 

▽安曇野市内の文化施設はあまり行って

ませんので意見を言う程考えておりま

せん。行けば感動は有ると思いますの

で、これから努めて見学しようと思っ

ております。安曇野めぐりバスツアー

とかいろいろな施設（文化）を１つで

なくて２つや３つ回れるバスツアーが

有ったら便利でしょうね。 

▽私は短歌を生きがいとしています。今

後も脳を活性化させるため、趣味とし

ていきたいと思っています。下手です

が、老人の生きがいとして頑張りたい

と思います。 

▽芸術をもっと幅広い範囲で考えて欲し

い。もっともっと色々な場所や芸術と

触れる機会が増えるようなことをして

欲しい。安曇野は自然豊かで感性も豊

かな人たちが多いと思う。もっと楽し

め、親しめるような（芸術に）機会が

増えるといいですね。 

▽子供たちが芸術や文化に触れる機会が

少ないと思うので、もっと学習する時

間があった方が良いと思います。 

▽とにかく触れる機会が少なすぎると思
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います。小スペースでもいいので芸術

に少しでも多く触れられるような企画

が増えるといいと思います。また制作

活動などをしている人が気軽に発表で

きる場も少ないと思います。今まで発

表したいと思ってもブースなどを借り

るのにとてもお金がかかるので、すご

く大がかりなことになってしまいすぎ

て、なかなかそこまでやる気になれな

いという人も結構いるような気がしま

す。とにかく手軽・気楽に芸術を楽し

めるようになったらいいと思います。 

▽安曇野市の芸術文化と問われてもあま

りピンとこない（子供時代を安曇野市

で過ごしていないためか…）。質問10

に上げられている施設よりも私設美術

館の方が良く知れ渡っている気がする

し、私自身も利用したことがある。 

▽松本市に隣接しているので安曇野の独

自性と連携とのかねあいはどうですか。 

居住者と観光客誘致（滞在型のスタイ

ル） 

教育施設（学校などの誘致）の充実で

若人、教育関係者を招く政策は大きす

ぎますか。 

▽とにかく知ってもらうことが大事だと

思います。 

▽不要な施設等を作る事はやめてほし

い！箱物行政はやめる。費用対効果の

ある行政に徹することを希望します。

効果は数値評価できるもので検討して

ほしい。これ以上の施設は不要である。

市の財政状況から無理がある。 

▽安曇野の自然を生かしての芸術文化活

動が大切と思う。 

文化の切り口は多方面にある。その調

査、まとめを行政と市民一体で継続的

に追及することが出来ないか。 

▽この地に住む様になって10年ばかり、

暖かい地方から事情があって移って来

たのですが、美しい自然、緑の山々、

吹き渡るさわやかな風、心身共にリフ

レッシュし、いやされてきました。安

曇野の美しさを多くの人々に味わって

いただきたいと思います。この町も近

年都市化が進んで、田園風景が徐々に

姿を消し、美しい風景が寸断されてき

ているのは悲しい限りです。人が流れ

込んでくれば家が増えるのは止むを得

ないとはいえ、守るべき地区を守らな

いとやがて安曇野の魅力は失われてし

まうでしょう。この美しい文化的景観

を守る事を中心に据えて、地域の人に

も外部から流れる人にも喜びと楽しみ

を与えられる安曇野である事を願って

います。安曇野市文化振興計画が真に

市民の実質的な益となる事をお願いし

ます。 

▽箱物は要りません。展覧会やクラシッ

ク音楽のコンサートなら松本市あるい

は長野市に行きます。地域特性とは思

いますが、安曇野市になったからとい

って、文化行政に大きな期待は寄せら

れません。今まで居住地区の芸術文化

と改まって言われても薪能だけ…？普

段の生活の中に芸術文化の意識は希薄

です。（役場の中に担当部署はあるの

かもしれないが、何をしているのか知

りません。）企画しても集客の問題が

あります。今や大都市でもチケットが

完売できるのはごく一部の芸能人だけ

なので、お金の使い道は本当に良く考
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えてもらいたいです。 

個性のある五つの地域の、放っておけ

ば埋もれてしまう伝統芸能を次世代に

つなげること→その選定をどうするの

か？地域毎の縦割りでない横のつなが

り＝温度差や格差をまずなくしていか

ないと、スタートしてもすぐポシャる

と思います。住民の意識upにも時間が

かかるでしょうし。近隣都市の真似で

ない何か→これまた時間がかかりそう

です。そうした速効性のない事業に毎

年予算はつくのでしょうか？東京某市

の公民館事業をずっと見ていますが、

縮小の一途です。まずリーダーとなれ

る人材の育成が急務と思います。 

▽無学無能な私にとってはあまりにも難

解な問題ですので、ここへ記載すべき

知恵を持ち合わせていません。悪しか

らずお願い致します。 

▽文化施設が沢山あり、驚きました。今

後利用していきたいと思います。場所

もわからない所もありました。 

安曇野は四季折々の自然が豊かで風景

が大変美しい所なので、サイクリング

やハイキングコースの充実と、歴史や

文化も学べるような施設の位置づけが

あれば、より多くの利用者を望めるの

でしょうか？今後もっと深く考えてい

きたいと思います。 

▽有明区新屋にある曽根原家所有の筆塚

が、道路の拡張等で埋没（低下）して

景観上良くないので、基部を上げ道路

の高さにもっていく様配慮を願いたい。 

▽アンケートは情報を操作する手段にな

りそうで好みませんが、合併してから

大きな地域に吸収された感があります。

施設や伝統文化行事の大小で判断する

ことなく、本当に大切なものを選択で

きる行政であってほしいと願います。 

松本市は博物館の日があり、全館無料

で見学できる時がありますので、その

日に家族で見学に行きました。その後

県外の友人に紹介しています。 

▽私は安曇野市に住み20年以上になるが、

質問10の文化施設の大半がどんなもの

を展示しているのかわからないし、ま

たその施設がどこにあるのかすら分か

らない。まずは安曇野市に住む人々に

対して情報を発信すべきだと思う。住

民が文化に対して関心を持たなければ

文化都市にはなれない。まずは施設の

無料化やイベントの強化、また子供た

ちに文化に触れる機会を持たせるため

に地域の小中学校とも連携すべきだ。

外部への文化発信に関してはネットを

活用すべきだし、ドラマや映画の舞台

としてもどんどん売り込むべきだと思

う。 

▽子供を中心とした市民全員が親しめる

様に考えて欲しい。 

美術館の場所等よく知られていない。 

▽新しい文化施設を建設する必要はない

と思う。今現在の施設を充実させ、季

節ごとに訪れてみたいと思うような樹

木など（花）周りの景観も大切にして

ほしい。 

▽安曇野市の芸術文化が向上することは

すごくいいことだと思うから自分なり

に協力したい。ただ、昔ながらの地域

の風習とかならわしとか現代にマッチ

しないことが多すぎてわずらわしいし、

そういうことはやめてほしい（庚申と
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か同姓祭りなど）。 

▽安曇野の文化は川（水）を中心に発展

してきたものだと思います。 

▽各旧町村にはそれなりの施設はありま

すが、市としての行事他、鑑賞などに

必要な規模の施設があってもいいので

はないでしょうか。 

▽山岳、田園風景を大切に残していきた

い。自然の山林整備は自然動物との共

存の為にも必要だと思う。 

▽新たな施設の建設等は不要。血税は有

効に活用して欲しい。 

「安曇野」のイメージの良さを大事に

育てていって欲しい。 

▽私にはよくわからないが、気持ちの上

で音楽は欠かせないものと思います。

人生にはゆとりがなければ生きていけ

ないと思いますが、いかがでしょうか。

昔の人間だからでしょうか？以前は絵

と音楽を私なりに楽しんでいましたか

ら。 

▽安曇野市の特色をもっと全国的にＰＲ

して、もっと多くの方に安曇野の良さ

を知ってもらう。又、安曇野市民も入

場した事がない美術館なども多いので、

無料開放して地元の人にももっと良く

知ってもらう。 

▽美術館めぐりがスムーズに出来るよう、

交通、パンフレットを整備して欲しい。

市で運営している所だけでなく、個人

のギャラリー等も含めた総合的なパン

フレットを作成し、わかりやすくまと

めて欲しい。 

自然を活かした観光と連動した方法を

考えて欲しい。穂高温泉（宿泊客）、

ワサビ田、美術館、風景を活かしたＰ

Ｒの充実を望む。 

▽各地区にある芸術文化を他の地区の者

は知らないことが多くあると思われる。

そのため行政で文化祭的な行事を開催

し、その機会に市民に紹介して頂きた

い。安曇野市民皆の芸術文化となる。 

▽文化のかおるまちのイメージは、美し

い景観を持ち歴史あり伝統的な芸能が

ある、他では真似できない独自の文化

がある…ですが、私はあえて、市民の

知的レベルが高く、落ち着いた生活が

営まれている町…を目指したい。ゆく

ゆくは安曇野市からノーベル賞受賞者

や知識人が数多く誕生するくらい。 

 現実は、まず生活の安定第一。ゆとり

のない生活に文化などありえない。知

人の多くは共働きの上、休日は農業、

それに寝たきりの老人介護…そんな生

活の中で文化など考える余裕などない。

美しい風景のひとつ 大きな農家と屋

敷林も使い勝手は不便だろうし屋敷林

も維持するのにお金がかかる。点在す

る文化施設もあまりレベルが高いとは

言えないようなものが多い。地元の人

も見向きもしないものを県外の人がお

金を出してわざわざ見に来るとも思え

ない。この際、要・不要をはっきり分

け、まとめられるもの（特に資料館的

なもの）は一箇所にまとめ比較対照で

きるようにする…本当に飾る価値があ

るのならば…維持費がもったいない。

税金は適切に大切に使って、無駄なこ

とにはお金をかけないようにしてほし

い。 

 今後はお金をかけず市民の知的レベル

を向上させる。知らないことには何も



56 
 

始まらない。知る楽しみ、学ぶ楽しみ

を生活に密着させる。意識改革。ミニ

知識や情報を広報誌等に掲載したりフ

リーペーパーの配布。安曇野市独自の

文化を作り上げる。穂高神社で雅楽の

ミニコンサート。湧き水、田園風景、

道祖神の有効利用。不便さに負けずが

んばれる意識改革と屋敷林維持の補助。

美しい農村風景を残すなら、地域を限

定し、北アルプスを含めた景観条例を

作る。フォト・スケッチポイントにす

る。額縁を設置するのも一案。無料の

コンサートや講演会。実費だけのおい

しい漬物講習会の開催。特においしい

漬物は伝承すべき。白鳥シュークリー

ムや道祖神もなか（わさびあん）等、

名物スイーツの開発、うんちく・へり

くつ自慢大会。ダッシュ村のような里

山を作り農業・林業体験…後継者を育

成。幼い頃からいろいろ教える。お金

をかけず、手間隙をかけて作る…知識

と知恵の習得。新たに施設を作らず、

既存のものを上手に使う。地産地消の

おいしいレストラン。スポーツ施設充

実、将来のオリンピック選手育成。農

村の文化、保存食・おやつ・漬物自慢

大会。畑の畝たて選手権（スピード・

芸術点）。草刈選手権。農業会社（会

社員のように農業に従事する。勤務時

間・休日あり・月給制）。朝どり野菜

収穫ツアー。安全なサバイバル体験。

生き抜く力をつける。 

 安曇野市の文化を考えると、どうも農

村のイメージになってしまう。 

 安曇野市の事業は横のつながりを密に

して無駄を省きトータル的に考えてほ

しい。どうせアンケートをとるなら、

一部の人だけではなく、市民全世帯に

問うべき。形式的に取り組むのではな

く、真剣に取り組み、結果をだす。 

 安曇野市民全員が意識レベルを上げ、

向上に取り組む。特に、市役所の職員

の知識と意識レベル・マナーの向上を

強く要望したい。訪れる人の服装等に

より話し方が違うのもおかしいし、知

っている人は優先的というのもおかし

い。とにかく態度が悪い。文化を語る

なら、まず職員のレベルアップが不可

欠だと思う。 

▽文化施設を利用してみたいが、身近す

ぎて機会がない。何か興味の持てるイ

ベント等があれば利用する機会も増え

ると思う。文化施設がこんなにあると

は正直思わなかった。どこに何がある

かが全くわからないので、何かの形で

発信してほしい。 

▽交通機関、駐車場、御検討いただけた

らと思います。出入口わかりにくい等。

（現在私は車の運転もできますが、乗

れなくなったりした時） 

▽長い間、故郷を離れていたため、未だ

具体的なことはわからないが、近隣市

町にくらべ、文化的なものの発信が少

ないように思える。他市町への参加の

方が多い現状である。停滞感を感じて

いる。力強さが伝わってこない。 

▽文化についての基本的提言を市として

進める必要がある。 

行政では常に財政難を口実に事業等助

成を打ち切る事が多い。そんな中では

文化は語れない。 

安曇野市は、５地域それぞれに考え方
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が違う。ものごとの決議の場合にも声

の大小により方向が変わる場合が多い。 

▽「文化かおる」といって絵画・建物を、

芸術文化といって演奏会やイベントを

起こすだけでなく、古くから行われて

いる地域の風習、慣習、行事等も大切

にしてほしい。 

▽豊科にもっと大型店ができた方がよい

と思います。 

▽芸術文化と言っても、色々な人の考え

方でどこまでが芸術や文化か？との温

度差が有りすぎるのは時々感じます。

沢山の芸術家の方々がこの地にはいら

っしゃいますが、全ての方は知りませ

んけれど、もっと色々な年代の方に知

って頂けるように、芸術家と名のりを

上げてらっしゃる方々の努力も必要な

のではないでしょうか？行政、他の方

のレールにのっかるのではなく。中に

はしっかりと自分達の活動をアピール

している方々もいます。そういう方々

の活動には協力出来る事は協力してい

きたいと思いますし、コラボ等も良い

かなとも。そうする事で全国からの誘

客も考えられると思います。豊かな自

然、人、素晴らしいものは発信してい

けたら良いですね。 

▽すばらしいものがたくさんあるのに意

外と知られていない、知らない事が多

い。もっと市民へのＰＲが必要だと思

う。 

▽素晴しい安曇野の芸術文化をこれから

も継承していってほしい。ただ、今あ

る空間を有効に使用してほしい。（老

朽化が著しく危険なものは除く。） 

自分も含め大勢の人に地元の芸術文化

にふれてほしいが、時間がタイトで忙

しい現代、やりたくてもできない事も

多い。それを押しつけ（にではなくて

も）ては、人は余計に離れていくと思

います。忙しくても行こうかな、やろ

うかなと思わせる魅力があると、みん

なが興味を持つのではないでしょうか。 

▽市は公民館活動の一環としてある程度

取り入れることも大切だと思う。多様

なグループの存在は、どうかと思う。

旧町・村別に施設の集約が必要と思う

し、新しく建設することは反対だ。 

▽今ある郷土資料館のようなものは、も

っと何かの形をとって、展示しておく

だけでは魅力がない。何か活用してい

けないか考えて欲しい。市民館のよう

なものも、いずれ一つは欲しいですね。

今はあまりにもあっちこっちに似たよ

うな中途半端な施設が建設され、それ

らは使い勝手が悪いと思います。市民

館や他の施設を作るにしても、まず建

設ありきではなく、どんなものが望ま

しいかよく検討。その上で建設計画を

たてて欲しいと思います。 

▽子供達が大きくなるまでに沢山の芸術

にふれられるように、子供の美術鑑賞

は無料にして、つきそいの大人も半額

になれば、集客にもなり、豊かな文化

のはぐくみにもなり、よいと思います。 

▽子供（小学生）と一緒に参加できる催

しがあれば参加したい。また、主催者

側にボランティアとして参加したい。 

▽基本的に新しい文化施設（ハコモノ）

は望まない。 

文化文化といたずらに大上段に構えた

りしない。但し、保護育成は必要だと
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思う。 

芸術文化というより生活文化を高めて

欲しい。 

▽アンケートされるまで芸術文化につい

てあまり真剣に考えたことがありませ

んでした。大切なものという思いはあ

ります。でも沢山の施設があるのに全

く足を運んでもいなかったことにも気

付きました。生きるのに精一杯で心が

むかなかったという言い訳をしてしま

いそうですが、芸術文化は心の栄養と

してとても大切なものだと思います。

是非こちらにもお金をかけて充実させ

守っていただき育てていただきたいと

思います。お願いします。 

▽安曇野の自然を生かしたイベントを開

催して地域の良さを全国的に啓発して

いく。 

▽質問10のような文化施設には、あまり

ミリョクを感じない。こんなにちらば

っていて人が行くのかなー？ 

○○財団って何だ？ 

自然は一度こわしたらもとにもどすの

は大変だ。よく考えてからやるように。 

▽安曇野に残したい芸術文化等、多くあ

ると思うが、私は安曇野に移って30年

くらいになりますが、昔とちがい、風

景が大きく変わってしまいました。昔

のままでとは思いませんが、田園風景

の中に大型ショッピングセンターがど

んどん出来てくるこのごろです。ある

場所で一線を引き、ここから先はその

ままの姿を残すという方向にもってい

ってもらいたいです。安曇野公園は造

られたものです。もうこれ以上の開発

は、よいのではと思います。 

▽イベントがあっても、交通の便が悪す

ぎる。 

どのイベントでも、駐車場がなさすぎ

る。 

もっと子供達が行きたいと思うイベン

トがなさすぎる。 

もっと、イベントをやる時は、市民に

声をかけた方がいい。子供が「行きた

い」と思うイベントは、親も付き添い

で行くので、イベント計画をする時に、

子供達の意見をとりこむといいと思う。 

▽小学校・中学校の時に自分で作ったり

して作品にふれる機会は沢山あるが、

美術館へ行って鑑賞する機会が少なす

ぎると思う。有名な作家の美術館が多

くあるのにもったいない。地元にいる

小・中学校のうちにそういった作家の

作品を見て興味や知識を持っておく事

が大事だと思う。 

▽芸術文化、とても大事だと思いますが、

こういう時節、できるだけお金をかけ

ないように 善を尽くして頂きたい。 

▽安曇野祭りにしても、商工会の自己満

足に終わらせるのではなく、いろんな

地方の祭りからも学ぶべき。歴史の継

承は第一ではあるが、魅力を見出さな

ければ継承自体難しくなる。若者が参

加したいと思う祭りにしなければなら

ない。 

文化施設にしても地方の人気施設に学

ぶやり方はないのでしょうか？民意を

聞いて下さい。私たちも変わりましょ

う。 

▽各部落に残っている神社をもっと活用

すべきだと思う。舞台などはとても良

いものが残っているのだから、そこで
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催し物などやっても良いと思う。カラ

オケだけでなく。 

▽個人所有の有形芸術・文化財について、

個人の管理保管が不可能な物は公的所

有を検討する。 

無形文化財等についてはその重要性、

歴史、文化的価値等を伝承者、地域に

定着するよう援助する。 

天下り先の確保に利用してはならない。 

単にハコ物づくりにしてはならない。 
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各設問のその他 

 

 

問１ 「文化のかおるまち」という言葉

からどのようなまちをイメージしますか  

▽田舎の臭いがして住みやすい所 

▽卓越した芸術家がいる地域 

▽どこにでもあるキャッチフレーズとい

う印象 

▽抽象的でぼけた感じのする囲みで心に

訴えがない感じ 

▽都市化が進みすぎて昔のような近所の

助け合い等がうすれている。高齢化が

進むので、より助け合い等が必要と思

う。 

▽素朴な町 

▽キャッチフレーズだけで中身がない 

▽松本市のマネ 

▽市民の意識が文化に向かっていること 

▽田舎くさいイメージがある 

▽７と重複するが、近隣家庭が茶飲み談

笑する明るいまち。 

▽上記設問にあたる項目なし！都会・他

県の人が狭い範囲に施設多しと失笑!! 

▽京都 

▽文化のかおるまちは胸をうつネーミン

グでない 

▽文化でメシは食えない 

▽文化の定義が不明確 

▽文化にきめつけていてピンとこない！ 

▽市民の文化、芸術的意識が高い町 

▽住んでいる市民に文化への意識が高い

こと。市民それぞれの中に文化への意

識が低いところには文化は薫らないと

思います。 

▽やまなみを基準とした景観に市全体色

を考えて、建物やカラーに気をつけて

欲しい 

▽２を大切にしている町 

▽「文化のかおるまち」と言われると、

妙に気恥ずかしいとか、きまりが悪い

感じがする。あまり文学的・情熱的な

「かおる」ではなく、施策大綱の「人

と文化を育むまち」のほうがわかりや

すい。 

▽古い建物が多くあるまち 

▽住んでいる人の知的レベルが高いまち 

歴史的建造物や遺跡が多く、大切にし

ているまち 

 

問３ 安曇野市で残したい文化とは何で

すか  

▽合併前の各地区に文化施設等があるが、

バス等を巡回させて観光客等に見せた

り、とにかく自然そのもの（手付かず

の）。 

▽文化も大事だと思うが、俺は自然主義 

河川の自然の姿 

▽市にはまだ多く芸術家がいると思いま

す。その人たちの事も考えてほしいと

思います。 

▽１と２の中で道路沿いの大型店（食事

も含む）、移住の為の山沿いの宅地化

はもう限界ではないでしょうか。 

▽１、２に○印は付けたけれど文化です

か？具体的に何かを書いてないとこれ

ではどんな文化が安曇野にあるかわか

らない 

▽田園を守る（農業を）守る人たちにも

区画を制限して宅地にあまりさせない

ように。 

▽もっと７番を充実させる 



61 
 

▽選択肢１、２を残したいが、文化とは

思わない 

▽子供達に地域の民話のような地名の由

来として話すことのできる授業をもう

けてほしい 

▽７は文化ではない、単なる建物である。 

▽古い土蔵 

 

問４ 残したい安曇野の風景はどんなも

のですか  

▽写真誌にのる風景 

▽穂高駅西に開発された宅地等。５０棟

くらい建設されるようだけれど、駅か

らの景観が気になる。 

▽あぜ道や土手 

▽どれもこれも大切です 

▽とにかく自然そのもの（手付かずの） 

▽山紫水明の自然の利を活用する。 

▽白壁の土蔵もよいが、赤壁の土蔵が私

の心からはなれない。 

▽看板、電線、高層建築等を除き、自然

景観に近づける。 

▽里山の文化 

▽名もない、小魚のいる小川 

▽自分が参加までしてやりたい気持ちが

ないので無理 

▽並木道 

▽田んぼの中にある昔ながらの舗装して

いない道 

▽高い所（山など）からながめる安曇野

の景色風景 

 

問５ 今後、安曇野市の芸術文化を発展

させるために、市が行うべきと思うこと  

▽人為的に手をかけ加工したものは訴え

るものがない。 

▽芸術・文化の振興に市が関与する必要

はない。 

▽市民の文化（財）に対する意識の向上  

市として把握している昔からの芸術文

化だけでなく、新しく入ってきている

山ほどの芸術家の才能を、市の財産と

して生かす形で情報交換すべきだと思

います。（→質問 15 へ続く） 

▽道路整備 

▽1,000 人くらい入るホールの建設 

▽雇用促進、企業誘致に力を入れるべ

き！ 

▽施設や美術館ばかり作るきりで、実際

に市民が見たり使えるかというと全く

問題外。気軽に訪れられるよう無料券

配布や、行く機会を増やすイベントな

ど、いくらでもできることがあると思

います。 

▽次々と箱物を造るのではなく、今現在

あるものを見つける努力、それを守る

こと、市民の税金（血）を一滴も無駄

にしない！年間無理矢理使い切ってき

た時代は終わっていますよ。 

▽いずれの項目も必要と思うが順位を決

めて一つ一つ進めて欲しい 

▽もっと他の事を考えるべき。市にそん

な余裕があるのか。あるならもっと有

効活用を。 

▽工房等の誘致と、環境整備（木工なら

木材の供給方法等、陶芸なら土、作家

なら散策できる道？など） 

▽税金のムダ使いをやめること 

市の新庁舎などの建物は中止して、今

ある施設を充実させないと周辺の地区

は活性しない 

▽相当数入る施設を作ること 
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▽自然環境の維持 

▽文化芸銃というと箱物に結びつけがち

だが、それより中身を充実させるべき

である。特に教育が大切。 

▽一般に興味や関心がないので苦になら

ない。 

▽市民への芸術文化振興の意識共有※ア

ンケートが来なければ知らなかった。 

▽これからの時代。 

▽小中学校の授業でもっと地域の事を教

える時間をとるべき。 

▽催しをするにしても松本や長野のよう

な施設がなさすぎる。 

▽長野県は全国で２番目に美術館、博物

館が多い県になります。市が何ヵ所も

美術館を持っているのは無駄だと思う

ので、一ヵ所にまとめた方が良い。こ

れ以上無駄なことはやらないでほしい。 

 

問６ 安曇野市がまちづくりを進めるに

あたって、芸術文化を特に活かすべき分

野は何ですか  

▽無理をしなくていい。 

▽２として、鉄道利用者のために巡回バ

ス等を使えるように現在自転車かタク

シーの利用をしている。 

▽金を使わない。 

▽何を行うにしても、30 年～50 年先どの

ようになっているかを明確に全てを決

めて欲しいものです。 

▽文化の維持と未来の計画との上手な共

存。必要な物や事がらはなにかの選択。 

▽芸術文化も大切だが今の生活がもっと

大切。 

▽地域に芸術家、工房、職人が多数いら

っしゃる特異性の宣伝を全国に向け発

信し、誘客・ブランド化に力を入れる。 

▽自然を残す。 

▽２も少し。 

▽安曇野の景観を壊す色（あざやかな黄

色など）の（ラブ）ホテルおよび民家

を条例で規制してほしい。 

▽自転車道・歩道の整備。 

▽都市居住者に対して（観光客）美しい

環境を楽しんでもらうような活動。 

 

問８ 今後の活動として、どのようなこ

とに参加したいと思いますか  

▽スポーツ・健康関連の活動 

▽年をとりすぎていてどこにも参加でき

ない。 

▽特に参加したい事は無い 

▽見学会 

▽参加できる環境づくりができていない

のに今この段階にないと思う。 

▽高齢につき不参加 

▽体験・学習のイベントに参加 

▽別に何もしない 

▽昔祖母に教えてもらった工夫や工作等、

今忘れかけているものを再現してもら

いたい。（つるし雛作り、しめ縄作り

等々、参加しやすいように声をかけて

ください。） 

▽文化（生活）―産業―製品（工業） 

▽里山文化活動 

▽活動に進んで参加したい 

▽市内で一流でない芸術・文化の学習、

鑑賞 

▽参加したくはない。 

▽したくない。 

▽年齢的に無理 

▽歴史や文化財等を研究したい。 
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▽自然環境の保持、景観の保持への協力 

一般に働いている人は、働くことに精

一杯で、そんなゆとりはないと思いま

す。 

▽特に参加したいと思わない 

▽市内にどんな文化があるか、気軽に楽

しく学べたらよいと思う。（テレビ、

雑誌などで） 

▽各地域の公民館事業に市内文化を鑑賞

する時間設定 

▽思わない 

▽体調悪く参加できない（足が悪い） 

▽年配にて参加などできない 

▽高齢者のサークルなど地域へのきめこ

まやかな援助をしてほしい。 

▽今や病弱で活動したくとも出来ない 

▽創作活動・自然を語る 

▽世界中の音楽祭、舞踏祭の情報発信 

▽歴史、文化財等を調査、記録に残した

い。 

▽今病気中で動けない為、外出等する気

力がありませんのですみません。 

▽一日体験としての創作活動、歴史探訪

など 

▽現状時間不足で活動できない。鑑賞が

中心となる。 

▽「まちづくり」への提言 

▽カラオケ活動 

▽年齢的に無理です 

▽子供達への教育ボランティア 

▽生活にかかわるような事。地域に伝わ

る四季の伝統的な行事や料理、つけ物

など。 

 

問９ 現在、市内で芸術文化活動や鑑賞

を行う上で、支障となっているものは何

ですか 

▽いい企画がなさすぎる。 

▽しようとは思っていない 

▽施設内で展示物等の説明をして頂ける

人が少ない。 

▽大きな施設をつくるばかりでは皆が活

動できるわけがない。もっと身近に感

じるものを各地区等で考えていく必要

あり。 

▽土・日以外の日にも行ってほしい。 

▽詳細で年令に合致した情報 

▽一流の絵画展を開催できる施設がない。

特に油絵等。 

▽プロとアマを峻別しプロの仕事を一般

市民に提供することができるスタッフ

を教育すること。 

▽安曇野市の文化にふれる機会がほとん

ど無いので市で企画して資料館や記念

館、美術館 etc、市民全員が安曇野の文

化を知るため、参加できるようにして

もらいたいです。 

▽80 才なので何もわからない 

▽施設やガイドが古くさい物ばかりで目

新しくないこと。 

▽日曜日勤務のためなかなか参加できな

い。 

▽中学・高校の芸術文化活動の協力によ

い。若い時から仲間をつくっていかな

いと大人になってからだと活動する仲

間をつくるのが難しいと思う。 

▽思う日に会場が取れない 

くだらない施設が多く、馬鹿げてる！

▽身障者にも利便性なし。貴重な小穴家 

を食亭化し、美術品収蔵なくくだらな

い催しで参集している。国営公園も同

じ！ライトアップには、タヌキ、熊も
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びっくり。カナダ風に自然を残せ！金

と建物でくだらない！ましてや餅つき

とは低能では！ 

▽障害者でも利用しやすい施設などがも

っとほしい。（駐車場、出入口など） 

▽考える余裕なし 

▽碌山の広場のような無駄なスペース作

りの資金をへらすこと 

▽年配者により参加できない 

▽小さな子供がいるが、どこに預けてい

いかわからないため。 

▽もう少し上質な催し物を。本物を見た

いと思います。 

▽高齢者への送迎を細かく実施してほし

い。「この活動は無料パスがあります

よ」とか「巡回バスで送迎しますよ」

などお年寄りにやさしいイベントを！ 

▽画材屋が心細いくらい品揃えが陳腐

（ネットを利用するのも辛い） 

▽安曇野の歴史が知りたい 

▽もっと宣伝すべき 

▽駐車場がない 

▽「行きたい！」と思うような企画がな

い。また、いつ行っているかわからな

い。 

▽船頭多くして船山に登らず。あまり偉

い人ばかりが多すぎる。子供も老人も

自然に参加できるように 

▽歩行困難な為 

▽小さな子どもを連れていけない 

▽市民に対し、美術館の入場無料の日を

月 1回程度開催するなど、芸術文化に

興味を持つための動機作りをする努力

をしてみては？もし既に開催している

なら、広報（広告？）が足りないと思

う。 

▽芸術文化活動に関わる事をすると、そ

れを知った近所の人の中に悪口を言う

人がいて活動しにくい。それが田舎の

悪いところだと思う。 

▽施設等の駐車場が小さい。 

▽土日以外にも催し物をしてほしい。外

の事と重なってしまって行きたいのに

行かれない。 

▽ボランティア活動として、仲間の高齢

化で減少化深刻 

▽施設が多すぎる為、何処か一ヵ所一番

大きい施設に美術館などまとめてしま

った方が良い。 

 

問 11 市内文化施設の整備はどうあるべ

きだと思いますか  

▽立派な野球場を作ってもらいたい。 

文化に使う予算があるならもっと別の

事にまわすべき。特に子供にお金がか

かるので子供に予算を使ってほしい。 

▽小さな資料館等は１つにまとめた方が

良いと思います。 

▽子どもたちに文化を伝えるのであれば、

身近に施設をおくべき。５つの町村か

らあるので文化も違うはず。さらに旧

町村の中でも大切な文化がある。 

▽現有施設に何が収蔵されているのかの

リストアップ。その上でそれらの評価

を行った上で施設収蔵を判断。 

▽来館者数が少ない所は存続させるか検

討する。またはどこかと合併させるな

ど。 

▽広範囲でなく歩いたり、公共バス、自

転車等で回れる状況を作ってほしい。 

▽現存の施設の実態を調べて対応する。 

▽経費がかさむ施設は、類似の施設と統
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合すべき。 

▽市内の中心になにか１つ、大きな施設

があった方が良いかもしれません。（松

本市民芸術館のような。←でも予算が

無理ですかね！） 

▽施設建設が多すぎ安曇野がくずれかか

っている。日本中同じ町になってしま

う。素朴さが良いのでは。 

▽１か所に集めて大きな施設として展示

する。 

▽穂高会館の大ホールが、観劇・コンサ

ート等に中途半端なので、防音・照明・

音響などを考慮したホールに改修する。 

▽社会保障費に少しでもまわして、税

金・保険料を安くして!! 

▽文化施設にはお金不要。もっと他の方

に補助を。 

▽入場数が少ない、維持管理費がかかる

ものは存続を検討すべき！ 

▽市民税を安くしてほしい。文化とは人

が暮らせてこそのものではありません

か。助け合うことこそ人間として大切

な文化と思います。 

▽老朽化した施設は電子データとして残

して映像として見せるようにしたら、

箱物にお金をかけることはなくなるの

ではないのかな。 

▽他県の笑い物！集客の為くだらない行

事を催している。集客率の悪い施設は

廃止すべき！ 

▽老人、子供、障害者も、利用しやすく

…どんな市民も利用できるようにすれ

ば、活用度合いが良くなると思う。（教

育、雇用の面にも良いと思う。） 

▽今すぐの施設は必要と思わないが、い

ずれ市民ホールなどは必要になるかと

思う。 

▽とりあえず現在使っている施設を生か

していくのが良い 

▽バラバラな施設を統合する。 

▽赤字だらけの自治体なのだから経費は

最小限にして住民にサービスをするよ

うに。 

▽碌山美術館のようなおもむきのある施

設をどうせなら作ってほしかった。 

▽市民ホール等無用の出費は不要。 

▽可能な限り統合し、一ヶ所で多くの展 

示・行事ができる様にする。近くにあ

っても中身が無ければ行かない。 

▽新たな施設は不要だが、各施設連携を

行ってイベント等を行うことが必要。 

▽郷土資料館や民族資料館は、一つにま

とめた方が良い。美術館も統合した方

が良い。 

▽利用者の少ない施設は統合又は廃止す

れば良いと思います 

▽有明地区などに魅力的な個人美術館も

あるので行政がこれ以上お金を使うべ

きではない。 

▽みらいホールはいろいろなイベントに

適しています 

▽あまりありすぎる 

▽天下り等人件費のかからない方法を取 

 る 

▽市民全体が知らないうちに色々な箱物

ができていて、その維持にむだな経費

が使われている。もっと声を聞いてほ

しい。 

▽市と市民（多分、隔たりがあると感じ

ます。）の考える、必要性に応じた整

備（予算）。 

▽よーく考えよ、お金は大事だよ。 
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▽美術館と博物館を別々にする必要があ

るのか？美術館と博物館を一つにまと

め、季節毎に展示を変える等の工夫を

して、量よりも質を上げてほしい。 

▽老朽化した施設の中身は基幹の館へ。

▽郷土資料は一括（５町村） 

▽安曇野市には誇るべき文化施設が数多

くあると思うが、それらは点在しアク

セスは良好とはいえない。また一つの

所を観たり見学するのに要する時間も

１時間内外のものが殆んどである。以

上の理由から安曇野の各文化施設を大

公園を中心にして周囲に点在させ、歩

いてその多くを回れるように出来ない

ものだろうか？場所的統合である。運

営は今のままとし、建物自体に意義が

ある場合は解体移築してはどうか？

『文化のかおるまち』と名乗るのなら

ば、長期の全市的計画と、先行投資が

必要と思いますし、それこそが有益な

税金の使い方だと思います。 

▽税金のムダ使い反対 

▽市の財政事情による。特に８番等 

▽他の県からきたものにはあまりどこに

何があるか説明が無いし、情報があま

りないので場所がよくわからない！自

分が行った所は良かったです。もっと

色々な市民ホールがほしいです。 

▽いろいろな年齢の人が利用したくなる

ような場所にする。 

▽合併による行政施設活用大いに検討が

まず先 

 

問 12 公立文化施設の役割として重要だ

と思うことは何ですか  

▽よく分かんねー 

▽２の事等の調査・研究等の発表の場を

設ける。 

▽教育施設として文化講座を行う。 

▽気楽に参加できる雰囲気づくり 

▽活用しやすい状況の整備 

▽私設のホールにまけず、旧町村にある

ホールで芸術、音楽、講演会等を企画

すること。 

▽重要と思わない。 

▽他県から見学者が多い施設が本当の価

値あり。統計をとり、参集無い公の施

設は廃止、職員整理（税金の無駄使い） 

▽税のムダ使いはやめ、現生活の底上げ 

 を。 

▽税金をかけないで以上のことをやるこ 

と。 

▽何しろ何回もいうようで悪いですが、

お年寄りが最後の人生を楽しくすごせ

るように、無料で招待したりしてほし

い！ 

▽わからない 

▽それぞれの習い事をしている団体の人

達の発表の場はたくさんあると思う…

が、それを見に行く人が少ない。施設

の話の他である。 

▽小中学生に文化施設の活動に関心を持

ってもらえるような工夫をする。 

 

問 13 安曇野市文化行政を進める上で、

どのような機構が望ましいと考えますか  

▽文化振興係は必要ないかと思う。 

▽やる気を重視して、義務的ではなく、

その仕事を心から大切に、好きである

人に管理運営して欲しいです。 

▽一人ひとりの意識を高めるための団体 

市民に任せる 
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▽市民を中心に財団は作らないで市とで

進める事が出来たら理想ですね。 

▽財団＝天下りとならないように 

▽他県に誇れる物だけ存続！他は整理、

廃止。税金の無駄使いやめること。美

観を整えて安曇野風景を残す！ 

▽税のムダ使い 

▽役所の人が昼間暇そうにしてるから役

所の人 

▽財団を増やすのも形だけになりそうだ

し、市が行うとやる気のない人だと活

用する手段さえ考えられないし、上記

以外でないものですかね？ 

▽財団等を作って不要な人員を配置する

必要なし。無駄な人員削減を優先して

下さい。 

▽機構に任せると任せっぱなしになる。

従ってチェック部署として市の課のも

とに置いた方がよい。それにより市が

関わっている事になる。 

▽市の人がやるのでは中途半端だと思い

ます。もっと専門の人が入りやる気の

ある人がいいです。 

▽市民より知恵を拝借した後 

▽民間委託 

▽学識経験者や文化的なことにたずさわ

っていた人達が、ボランティアで世の

中に色んな意味で残しておく為に協力

的に行動するよう市の方からお願いし

てやって頂く。 

▽天下り財団を作らない運営管理の形で、

最小限維持。 

▽美術館などは５年位の長期展望による

企画ができるよう学芸員の確保と長期

在籍が必要。企画展が欲しい。 

▽財団とやらを作らなければならない理

由がわかりません。人件費がかさんで

しまうのでは？ 

▽できるだけ多くの市民が望ましいと考

えるものがよい。 

▽民間に委託した方が良いのでは。市が

何かしてもお役所仕事になるだけだと

思いますので、無駄だと思います。 

▽財団でもなく、行政と市民との共同で

何か出来ないものかとも思うし･･･。 

▽天下りにはなってほしくない 
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