
 

 

 

 

 

                     平成 30 年度 VOL .1（７月） 

 

平成 30年度の一斉定植を行いました！！ 

平成 30 年度は、アルプス花街道実行委員会に７５団体の皆さんにご参加いただき

ました。実行委員会では５月２６日（土）を一斉定植日として、市内９か所で各区画

担当団体によりマリーゴールドを植栽しました。（参加団体の皆さん、大変おつかれ

さまでした！！）今後の生育管理は大変ですが、皆さんの思いが込められたマリーゴ

ールド。きっときれいに花を咲かせることでしょう。今から楽しみですね！！ 

 

マリーゴールドの生育状況について 

６月中旬で全ての団体による定植が完了しました。定植後の市内９か所の生育状況

についてお知らせします。 

区画 状況（H30.6.14現在） 団体数 

①安曇野 IC北エリア 
・一部、苗の衰弱箇所ありますが、全体的に生育

及び管理は良好です。 
34 

②堀金広域農道エリア 
・一部、苗の衰弱箇所ありますが、全体的に生育

及び管理は良好です。 
22 

③国道 147 号 
・一部、苗の衰弱箇所ありますが、全体的に生育

及び管理は良好です。 
6 

④田沢街道 ・全体的に生育及び管理は良好です。 2 

⑤日本アルプスサラダ街道 
・全体的に生育及び管理は良好です。（一部盗難被

害） 
1 

⑥たつみ認定子ども園西 ・全体的に生育及び管理は良好です。 1 

⑦穂高駅前通り 
・一部、苗の衰弱箇所ありますが、全体的に生育

及び管理は良好です。 
7 

⑧中萱堰東 ・全体的に生育及び管理は良好です。 1 

⑨国道 403 号 ・全体的に生育及び管理は良好です。 1 

 

今年度は、全体的に苗の間隔が狭いと思われる箇所がありました。マリーゴールド

は株が大きく育つため、間隔が狭いと生育を阻害してしまう場合がありますので、次

年度以降は７０ｃｍ程度の間隔をとって植栽することをおすすめします。 

また、現在のところ原因は不明ですが、苗が枯れてしまった箇所がいくつか見受け

られました。原因がわかり次第、皆さんにお知らせします。 

 



今後の生育管理について 

◎摘花と切り戻しを行いましょう！！ 

【摘花】 

・つぼみを残し、枯れた花や折れてしまった花を切り取りましょう。 

・はさみ等を使って茎の部分から切断しましょう。 

 ・枯れたり折れたりした花を残したままだと、マリーゴールドが弱ったり枯れたり

する原因になります。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手でちぎると左の写真のように空洞ができ、水が入って枯れる原因になるので、右の写真の

ようにはさみ等を使いましょう。 

 

【切り戻し】 

・花や伸びすぎた茎を切りましょう。 

・8 月末から切り戻しを行いましょう。 

・剪定ばさみなど清潔なものを使いましょう。ビーバーでは行わないでください。 

 ・切り戻しを行うことで、新しい花（つぼみ）に栄養がいきわたるようにします。 

 

 

 

 

 

 

                         

思い切ってバッサリ切ってください。 

 

 

 

 

 

きれいな花を長持ちさせるためには、きちんと管理していくことが必要です。 

暑い日が続きますので、無理のない範囲で、マリーゴールドのお世話をお願いします。 

（除草等が必要な区画については、随時ご連絡をさせていただく場合があります。） 



参加団体の皆さんへ資料提出のお願い 

◎「皆さんの活動を PR します！」提出のお願い 

 

本年度の実行委員会（5 月 12 日開催）で説明 

いたしました、「皆さんの活動を PR します！」で 

すが、提出期限が６月２５日（月）となっていました。 

 ご提出いただいた団体については、今後、市ホーム 

ページへ掲載し、紹介いたします。 

未提出の団体については、ご提出いただいた時点で、 

随時掲載いたします。 

 皆さんの活動の PR に是非ご活用ください！！ 

 

（市花街道ホームページアドレス） 

http://www.city.azumino.nagano.jp/site/hanakaido/ 

 

※安曇野市ホームページのトップページ検索欄で、 

「花街道」と入力して検索してください。 

 

◎平成 30 年度 アルプス花街道活動実績報告書提出のお願い 

活動実績報告書は、活動月の翌月 15 日頃までに、次ページ下、事務局補佐まで提

出をお願いします。 

 

道路美化活動について 

せっかく植えたマリーゴールドが、次々と生える雑草の勢いに負けてしまわないよ

う、アルプス花街道の道路美化活動という観点からも、花の管理と一緒に、担当され

ている区画の草とりにご協力をお願いします。 

事務局では、ビーバー（２台）の貸し出し、除草剤の配付、

作業中を示す看板（三角コーン）の貸し出しを行っておりま

す。除草作業を行う際は、是非ご利用ください。 

※ご利用される場合は、必ず事務局補佐までお問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

 



平成 30年度 アルプス花街道実行委員会参加団体を紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は、上記７５団体の皆さんと共に、「おもてなし」の気持ちを大切に、花街道

事業に取り組んでいます！！ 

【アルプス花街道実行委員会事務局】 （事務局補佐）〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地 

事務局長：若松 榮           安曇野市役所 地域づくり課 担当：金子 洋樹  

事務局次長：平倉 秀一          電話：71-2494（直） FAX：72-3176 

 

 

活動場所
団体
区分

団体名 活動場所
団体
区分

団体名

企業・
事業所 中日本高速道路㈱   松本保全・サービスセンター

企業・
事業所 （株）ジェイ・クエスト堀金店

企業・
事業所 大和ライフネクスト（株）　スワンガーデン安曇野　管理事務所

企業・
事業所 旬の味ほりがね物産センター組合

企業・
事業所 安曇野市社会福祉協議会

企業・
事業所 ＪAあづみ堀金地域営農センター

企業・
事業所 （株）あづみアップル

企業・
事業所 あづみ農協烏川支所

企業・
事業所 安曇野赤十字病院

企業・
事業所 あづみ野匠や

企業・
事業所 八十二銀行豊科支店

企業・
事業所 ㈱ベイシアあづみの堀金店

企業・
事業所 (株)西日本宇佐美　中部支店

企業・
事業所 烏川郵便局

企業・
事業所 長野県労働金庫あづみ野支店

企業・
事業所 とをしや薬局　堀金店

企業・
事業所 JAあづみ安曇野インターＳＳ

企業・
事業所 安曇野市社会福祉協議会　堀金支所

企業・
事業所 中部電力株式会社　安曇野営業所

企業・
事業所 三田郵便局

企業・
事業所 安曇野市商工会豊科支所

企業・
事業所 安曇野市商工会堀金支部

団体 アルプス桜の会
企業・
事業所 JAあづみ生活課

団体 NPO法人信州ふるさとづくり応援団
企業・
事業所 Honda Cars 松本南堀金店

団体 豊科農村女性学習会
企業・
事業所 株式会社芦澤商事

団体 寺所区　ひさご会 団体 扇町あすなろ会

団体 県道バイパス地権者会 団体 烏川体験農場

団体 重柳区 団体 安曇野総合型地域スポーツクラブ

団体 重柳地区公民館 団体 堀金ラージボール卓球クラブ

官公署 安曇野建設事務所 団体 民生児童委員　OB会

市役所 農林部　農政課 団体 安曇野市消防団女性消防隊

市役所 総務部 市役所 会計課

市役所 教育部　学校教育課 市役所 市民生活部　堀金地域課

市役所 ＲＭＧ38（H26年　同期会） 団体 長土会豊科

市役所 都市建設部　都市計画課・建築住宅課 団体 上鳥羽区

市役所 都市建設部　建設課・監理課 団体 下鳥羽区

市役所 財政部　税務課・収納課 団体 退職公務員連盟南安支部

市役所 政策部 団体 成相有志の会

市役所 商工観光部 市役所 市民生活部

市役所 市民生活部 団体 寺所四ツ家会

市役所 安曇野市職員労働組合局 団体 南農同窓会南穂高支部

市役所 教育部　文化課
企業・
事業所 安曇野市観光協会

市役所 教育部　生涯学習課 団体 穂高地区活性化総合プロジェクト

市役所 安曇野市議会事務局 団体 上手村ボランティア+α

市役所 福祉部 個人 丸山　様

中萱堰 団体 真々部みどり保全会 市役所 市民生活部　穂高地域課
たつみ認定
子ども園西

団体 飯田環境保全会 市役所 保健医療部　穂高健康支援センター

三郷サラダ街道 団体 三郷サラダ花街道 市役所 教育部　図書館交流課

国道403号 団体 国道４０３号花街道

穂高駅前通り

田沢街道

国道147号

堀金広域農道

安曇野IC北

【発行日】平成 30年６月 27日   【発行・編集】アルプス花街道実行委員会事務局 


