
 

令和４年 10月 市長定例記者会見次第 

 

 

日時：令和４年 10月 24日（月) 

午後１時 30分 

場所：市役所 共用会議室 306 

１ 開 会 

 

 

２ 会 見 

 

 

（１） 災害時等における相互支援協力に関する協定書締結式について 

 

 

（２） 安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー2022開催について 

 

 

（３)  「いちかわごちそうマルシェ」で農産物販売ＰＲについて 

 

 

（４） 秋の観光イベントについて 

 

 

（５） 安曇野市英語観光ガイドと箱根 DMO公認プロガイドとの交流事業について 

 

 

３ 質 疑 

     

 

４ 閉 会 



太田市長公約「住んでよかった！ ゆたかな安曇野」に関する主な取組 

（就任：令和３年 10月 23日～） 

 

○ ～守る～ 子育て支援をさらに充実させ、安全・安心な暮らしを守ります。 

○ ～創る～ 教育を柱に、文化、芸術、スポーツの振興を図ります。 

○ ～興す～ リーダー自ら先頭で AZUMINOの魅力を世界へ売り込みます。 
 

【主な取組項目】 

１ 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の推進 

２ 新型コロナウイルス感染症対策としての生活・事業者支援 

プレミアム付商品券、子育て世帯生活支援特別給付金（５万円）、制度資金利子補給・保証料補給金 

第６波事業者支援給付金（10 万円）、燃料費高騰対策支援（上限 20万円）、宿泊割引電子クーポン券 

観光復興イベント「あづみ野テラス」、畜産農家飼料高騰対策 等 

３ 国土強靭化地域計画の策定 （令和４年３月） 

４ 市内宿泊施設と災害時における避難施設の提供に関する協定を締結 （令和４年６月） 

５ 水害対策のための可搬式排水ポンプ、排水ポンプ車の導入 

（可搬ポンプ：令和４年７月）（排水ポンプ車：令和５年２月予定） 

６ 猿の後追い、GPS装置による行動把握等による害獣対策の強化 

７ レッドデータブック改定に着手 （令和６年３月公表予定） 

８ 里山再生の取組「さとぷろ。」の推進 

９ 多様性を尊重し合う共生社会づくり条例の制定 （令和４年４月） 

 共生社会フォーラム 2022、共生社会づくり広報紙きらり、共生社会づくり計画策定に着手 

 内閣府「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」に参加 

10 次期地域福祉計画の策定に着手 （共生型社会の仕組みづくりを検討） 

11 デマンド交通「あづみん」の充実  （令和４年 11月） 

AI 予約システムによる待ち時間の見える化等 

12 小児を対象としたインフルエンザ予防接種助成 （令和４年 10 月） 

13 令和４年児童クラブの受入れ拡大 （穂高北小、堀金小） 

14 待機児童ゼロを実現 （令和４年４月） 

令和４年 10 月 24日 

市長定例記者会見配布資料 

（裏面あり） 



15 医療費無料化を 18 歳まで延長 （令和４年４月） 

16 通学路の安全対策を優先実施 

17 松糸道路の建設促進、砂防治水対策等に関する要望活動 

18 サテライトキャンパス、アーティスト・イン・レジデンスの推進 

19 あづみの学校ミュージアム （小中学校出前展覧会） 

20 ミュージアムカードの制作・配布 （令和４年３月） 

21 安曇野市マウンテンバイクコースのオープン （令和４年４月） 

22 明科地域における過疎対策・地域活性化に着手 

23 株式会社モンベルとアウトドア活動の促進等に関する包括連携協定を締結（令和４年７月） 

24 小説「安曇野」を題材とした大河ドラマの誘致に向けた取組 

25 あづみの移住大使の任命など移住推進体制の強化 

26 あづみの Days in 銀座 NAGANO （地域の魅力発信と移住推進のイベント）（令和４年 10月） 

27 ものづくり振興ビジョン・観光振興ビジョンの策定に着手 

28 観光イベント事業「安曇野神竹灯」の拡充 （令和４年 12月予定） 

29 オール安曇野産のフルコースメニュー （「和食」お披露目会：令和４年 10月） 

30 安曇野市×あずさマルシェ （令和４年９月） 

31 いちかわごちそうマルシェ （令和４年 11 月予定） 

32 環境保全型農業の推進 

33 学校給食での地産地消の推進 （市・県内を積極的に使用。米は全て安曇野産） 

 

○ その他  

・ ゆたかの飛耳長目 （市政懇談会・計８回開催） 

・ 安曇野ナンバー導入に向けた取組み （令和４年 10 月県へ要望書提出） 

・ 日本郵便（株）安曇野市内郵便局との包括連携協定 （令和４年３月） 

・ 安曇野市組織改編 （令和４年４月） 

危機管理監・行革デジタル推進課・移住定住推進課・スポーツ推進課を新設 

子どもに関する業務を教育部に統合 



Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 ２０２２年１０月２４日 

安曇野市役所 

 

災害時等における相互支援協力に関する 

協定締結式を 10/27に開催 

安曇野市では、穂高温泉供給株式会社と「災害時等における相互支援協力に関する協定」

を締結いたします。つきましては、下記のとおり締結式を開催しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

1. 日 時  令和４年１０月２７日（木）午後２時３０分～ 

 

2. 会 場  安曇野市役所本庁舎 ３Ｆ 共用会議室３０５ 

 

3. 協定締結先 穂高温泉供給株式会社 

 

4. 協定概要 

安曇野市と穂高温泉供給株式会社との間で、災害時等における相互に所有する機材

の提供による被害拡大の防止、復旧・復興活動、避難所等への温泉水の提供による被災

者の心身の負担軽減を図ることを目的とした協定を定めます。 

 

 

以上 

問い合わせ 

長野県安曇野市 危機管理課 ： 課長 上野
う え の

清
きよ

岳
たけ

  担当 小林
こばやし

章
しょう

吾
ご

  

TEL：0263-71-2119（直通）  E-mail：kikikanri@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000番地  
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報道関係各位 

   

２０２２年１０月２４日 

安曇野市役所 

 

安曇野の食と魅力大発見！ 
スタンプラリー2022 

11/11（金）～2/28（火）まで開催 

安曇野市では、市内の店舗や美術館などの施設をめぐり、秋の安曇野の新そばと食を味わ

い、郷土の良さを実感できる秋のイベント「安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー2022」

を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１．場 所 安曇野市内 130店舗 
  （そば店、信州サーモン取扱店、安曇野林檎ナポリタン取扱店、美術館など） 
 

2.期 間 令和４年１１月１１日（金）から令和５年２月２８日（火）まで 
 

３.参加方法 
①冊子版 ②デジタル版 
参加店舗で 1店舗５００円以上の利用で１つスタンプを押せます。 
スタンプを 3店舗分集めて応募します。 
 

４．抽選会 
スタンプを集めて応募した方を対象に令和５年３月上旬に抽選会を開催します。 
（景品一例）あづみの宿泊飲食クーポン券、安曇野産詰合せセット 
 

 
※参加店舗など詳細は安曇野市商工会 HP（https://premium-azumino.com/）をご覧く
ださい。 

 
 

以上 
 

 

 問い合わせ 

長野県安曇野市 商工観光スポーツ部 商工労政課 商工労政担当：課長 小林
こばやし

俊夫
と し お

 担当 百瀬
も も せ

勝彦
かつひこ

 

TEL：0263-71-2041（直通）  E-mail：shokorosei@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000番地  

https://premium-azumino.com/
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報道関係各位 

   

 ２０２２年１０月２４日 

安曇野市役所 

 

いちかわごちそうマルシェ  

11/12・26の２日間 農産物の販売・PR を行います 

安曇野市では、長印船橋青果株式会社の協力で、市川地方卸売市場で開催される「いちかわご

ちそうマルシェ」で市内の農家の皆さんと合同で農産物の販売と PRを下記の通り行います。 

 

 

 

いちかわごちそうマルシェの様子 

 

安曇野市では、首都圏等において農産物の販売 PRに取り組んでいます。９月には JR新宿駅構内で「安曇野市

×あずさマルシェ」、10月には銀座 NAGANOや東京メトロ銀座駅で開催しました。 

 

概要  

【場 所】  千葉県市川市鬼高 4-5-1 市川地方卸売市場内 

 

【日 程】  令和４年１１月１２日（土）９時３０分～１５時３０分 

       令和４年１１月２６日（土）９時３０分～１５時３０分 

 

【内 容】  生産者等による農産物販売、アンケート調査等 

        出品内容（野菜、果樹、わさび、加工品など）  

 

 

 

問い合わせ 

長野県安曇野市 農林部 農政課 農業政策係： 課長 山
やま

﨑
ざき

 岳
たけ

志
し

 担当 鈴木
す ず き

 喜美子
き み こ

 

TEL：0263-71-2427（直通）  E-mail：nousei@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000番地 



廃線敷に、トリックアートが登場します。どんな写真が撮影
できるかな?

廃線敷の三五山トンネル内にSLが描かれたフォトスポット
が登場!! 非日常の気分で記念撮影を楽しもう♪

篠ノ井線開業120周年を記念したヘッドマークスタンプを
集めながら、廃線敷の歴史を紐解こう!! クイズに正解すると
ちょっぴりプレゼントがあるよ♪
お手持ちのスマートフォンに「SpotTour」アプリをダウン
ロード。「廃線敷」で検索

明科駅を起点に、旧国鉄篠ノ井線廃線敷のスポットをめぐる
「駅からハイキング」を開催。
お手持ちのスマートフォンに「駅からハイキングアプリ」を
ダウンロード、GPSで簡単受付！
2022.10.29㈯・30㈰ 「さぁ！異世界へ。ハロウィンイベント
開催中♪旧国鉄篠ノ井線廃線敷」コースもお薦めです

旧国鉄篠ノ井線廃線敷ウォークを
楽しもう♪

ハロウィン
パーティー

みんなで
ハイキング

冒険旅

フォトスポットで
記念写真

歩いて見つける安曇野の秋

―鉄道開業150年・篠ノ井線開業120周年記念―

篠ノ井線廃線敷がおもしろい

詳しくはこちら＞＞＞

駅からハイキング

モバイルスタンプラリー＆クイズ
幻のヘッドマークを集めよう!
よみがえる廃線敷の記憶

トンネル内でフラッシュフォト撮影!

トリックアートが登場!

詳しくは裏面を
ご覧ください。

さ  ご やま



第一白
坂トン

ネル

明北小

明科高

龍門渕公園

潮神明宮

安曇野 APPLE 
HALLOWEEN 会場

犀川

安国寺

三五山トンネル

漆久保トンネル

潮沢信号場跡
うしおざわしんごうじょうあと

廃線敷遊歩道入口

さ  ご やま

うるしくぼ

東平

旧第二白坂
トンネル

けやきの森
自然園

第二白坂ト
ンネル

第三白坂トンネル

明科駅

JR篠ノ井線

木
戸
橋

木戸木戸

19

19

302

403

三五山トンネルと
廃線敷から眺める安曇野

さごやま

うるしくぼ
漆久保トンネル

篠ノ井線開業120周年！限定写真スポット

みんなで
   楽しもう!

明科駅から徒歩約10分

★9:00～15:00開催イベント★ ★10:00～15:00開催イベント★
お楽しみイベント

安曇野にいる
りんごの妖精プルちゃんは
ハロウィンが大好き!
かぼちゃに負けじと、
りんごのハロウィンを

みんなに楽しんでもらおうと、
かくれんぼをしてみました。

今年も開催!
安曇野の新しい魅力がいっぱい!

昔は、どんな列車が走っていたのかな？
昔の時刻表も展示しているよ。

規格外りんご詰め放題! 、ご当地グルメ「安曇野林檎ナポ
リタン」、限定りんごスイーツ　、信州サーモンやニジマス
の加工品、安曇野市の特産品などを販売（数に限りがご
ざいます）。

制帽やヘルメットで仮装して記念撮影を楽しもう♪

各日先着100名様
会場内に隠れたプルちゃんを探して、「APPLE HALLOWEEN 
限定りんごスイーツ　」をゲットしよう!

地元で育てたカボチャを使って、園児と小学生がかわいい
おばけかぼちゃを作りました♪

旧国鉄篠ノ井線廃線敷
（遊歩道入口～三五山トンネル）

さ ご やま

旧国鉄
篠ノ井線
廃線敷とは

旧 国 鉄 篠 ノ 井 線 廃 線 敷 ウ ォ ー ク

仮装して来場された方には、ちょっぴりプレゼントを
差し上げます。

※新型コロナウイルス感染拡大状況や天候等により、予定
が変更または中止となる場合があります。事前にHP等
で最新の情報をご確認ください。

※写真・イラスト・地図はすべてイメージです。 
※このリーフレットの情報は2022年9月現在のものです。

●人と人との間はできるだけ2m（最低1m）あけよう
●人と会話する時はマスクの着用を徹底しよう
●手洗いは30秒かけて水とハンドソープでていねいに
●屋内や車内では十分な換気をしよう

信州版
新たな旅のすゝ め
感染防止の基本

安曇野 
APPLE HALLOWEEN
にお出かけの皆さまへ

篠ノ井線は、1902（明治35）年に西条～塩尻間が開通し全通開業しました。
この付近は地滑りが発生しやすい地帯でもあり、それを解消するため篠ノ井線の新線が1988（昭和63）年に開通しました。
その後、旧国鉄篠ノ井線は地元有志の方々の手で遊歩道が整備され、トレッキングコースに生まれ変わりました。
錦に染まる旧国鉄篠ノ井線廃線敷には、まだまだ知られていない魅力がいっぱいです。

篠ノ井線思い出ギャラリー

隠れプルちゃんを探せ　ゲーム

出張松本駅!なりきりJR社員

廃線敷マルシェ

おばけかぼちゃ
（ジャック・オー・ランタン）の装飾

さぁ！思い出づくり!ワークショップ

ミニSLも登場するよ♪
キッチンカーも来場するよ！

りんごのワークショップ
各日先着50名様
りんごでジャック・オー・ランタンを作っちゃおう!
列車とハロウィン ぬり絵体験
ご参加者さま特典
列車やハロウィンの絵を好きな色で、ぬりぬり♪

影絵オブジェ
トンネルまでの道のりに影絵オブジェが出現!!
トンネル内でフラッシュフォト☆
SLが描かれたフォトスポットで記念撮影を楽しもう!
トリックアート
何これ、どうなってるの? ワイワイ写真撮影しちゃおう!







Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 ２０２２年１０月２４日 

安曇野市役所 

 

ブラッシュアップ講座「安曇野・箱根交換留学」

ガイドツアーを 10/29・30に開催 
―安曇野と箱根の英語観光ガイドが初交流― 

 安曇野市では、地域通訳案内士制度を導入した英語観光ガイド養成の一環として、資格取得

者を対象としたブラッシュアップ講座を下記の日程で行います。 

今回は、初の試みとして、本市と同様に世界水準の英語観光ガイド養成に取り組む、神奈川

県箱根 DMO公認プロガイドと交流し、互いのガイド技術を高めあう「安曇野・箱根交換留学」

ツアーを安曇野市内で行います。 

 

記 

 

１ ．日 程  令和４年１０月２９日（土）、３０日（日） １泊２日 

２ ．場 所  安曇野市内 ※行程の詳細は別紙 

３ ．参加者  箱根 DMO公認プロガイド ５名  

安曇野市地域通訳案内士 ６名（令和３年度修了者） 

４ ．内 容  安曇野市地域通訳案内士がホストとなり、市内ツアーの考案、手配から当日のガ

イドまでを行います。訪日外国人旅行者への対応を想定し、全行程、英語での対

応を交代しながら行います。来年 1月には、箱根側がホストとなりツアーを実施し、

互いにフィードバックすることで、ガイド能力の向上を図ります。 

５．その他  取材される場合は、１０月２８日までに観光課へご連絡ください。天候等により行程
が変更になる場合があります。 

 

以上 

問い合わせ 

長野県安曇野市 商工観光スポーツ部 観光課 観光促進担当 ：課長 下里
しもさと

強
つよし

 担当 延本
のぶもと

琉伊
る い

 

TEL：0263-71-2０５３（直通）  E-mail：kankokoryu@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000番地  

【安曇野市地域通訳案内士制度】 

・令和３年度から国の制度を活用し、英語で対応できる登山ガイドとまちあるきガイドの養成を開始。外

国人旅行者から選ばれる観光地を目指して、海外のガイド資格取得者を講師に世界水準での養成課

程を取り入れている。現在、英語登山ガイド（６名）、英語まちあるきガイド（１９名）が合格。 



「安曇野・箱根交換留学」ガイドツアー日程表

時間 内容 場所

11:00 穂高駅着

11:15～12:15 わさび収穫体験 石田農園（穂高）

12:30～13:50 そばランチ、収穫したわさびを摺る 蕎麦処吉盛（明科）

14:00～16:00 長峰山ハイキング

17:00 チェックイン ほりでーゆ～四季の郷

18:00～20:00 安曇野産食材を多く使ったディナー ロティスリーボヌール板花

8:30～10:00 森林浴 烏川渓谷緑地水辺エリア

10:30～11:00 りんご収穫体験 安曇野観光果樹園

11:30～13:00 サイクリング ほりがね道の駅～大王わさび農場

13:00～14:30 大王わさび農場見学、ランチ

14:45～15:30 穂高神社

16:00 穂高駅解散

※行程は変更になる場合がございます。

※サイクリングを除き、全ての行程はバス移動です。

10/29(土)

10/30(日)


