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クラフトパークの
てるてる坊主芝生アート
( 池田町 )
標高 634 メートルの高台に位置する「あづみ野
池田クラフトパーク」は、
「信州のサンセットポイ
ント 100 選」や「信州ふるさとの見える丘」に認定
されています。
公園からは、北アルプスや田園風景のすばらしい
眺望を満喫でき、子どもたちが安心して遊べる「ち
びっこ広場」や各種イベントに最適な屋外ステージ
を備えていることから、天気のいい日には家族連れ
やスケッチ・カメラ愛好家が多く集います。
芝生広場に広がる芝生アートは、童謡「てるてる
坊主」を作詞した池田町出身の「浅原六朗」にちなみ、
公園管理者が７年ほど前から始めた取り組みです。
この芝生広場で毎年８月に開催する「てるてる坊
主アート展」には、全国各地から手作りの作品が多
数よせられ、個性あふれるてるてる坊主たちが勢ぞ
ろいする様は大変見応えがあります。

長野県調べ）

人 口 と 世 帯 人 口 ５７，５４９人
北アルプス広域圏

世帯数

２３，７９１世帯

主な内容

（令和２年３月１日現在

てるてる坊主アート展に集まった「てるてる坊主」
○広域連合議会11月・２月定例会
○令和２年度予算について
○ゴンドラを使った救助訓練
○春～秋のイベントカレンダー

日に

月定例会が開催されまし

月定 例 会 開 催

令和元年 月
た。
月定例会では予算案件４件の議案が上程され、
いずれも原案のとおり可決されました。

令和元年度補正予算について
人事異動等、職員配置の変動に伴う人件費の調整
のほか、主なものは以下のとおりです。

▼一般会計（第３号）
消防費において、女性専用室改修工事の内容変
更による工事請負費の減。

▼介護老人保健施設事業特別会計（第２号）
給食の提供体制変更による賄材料費の増及び大
町病院への給食提供委託料の減。

▼介護保険事業特別会計（第２号）
保険者機能強化推進交付金の配分額決定に伴う

一

般
山本

質

問
（要旨・抜粋）

みゆき議員 （大町市）

「北アルプスエコパークについて」
ご み の 分 別 方 法 の 周 知 に つ い て、海 外 か

らの観光客や移住者への対応は。
ごみ処理の広域化にあたり、３市村（大町

品目の分別方法について

市・白馬村・小谷村）が取り組む分別品目を、

品目に統一している。

は、３市村が、それぞれ作成した冊子等を配布し、ご
理解・ご協力をいただいている。移住された方には、

ることにより、いっそうの再資源化を図り、ごみの減

量化に取り組んでいく。

また、分別された資源ごみについては、それぞれ処

理業者に搬入し、プラスチック製容器包装類は、荷物

運搬用のパレットに、ペットボトルは、サッカーなど

のユニホームに、紙類は、再生紙や段ボールに再生加

工されている。

「北アルプス平日夜間小児科・内科急病
センターについて」

年々受診者は減少傾向にあるとのこと。

現在の周知方法は。

現在、広域連合と関係市町村のホームペー

することで周知を図っており、外国籍の方に対して、

伝用のポケットティッシュ、平成

る。利用者の減少が顕著となった平成

ジや広報紙への掲載により、周知を行ってい

大町市では、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語で

サイズのチラシ、平成

住民異動届が提出された際に、窓口にて冊子を配布

分別方法一覧表を作成し、白馬村・小谷村では、英語

を作成し、関係医療機関や、未就学児から中学生のい

年度には、宣

でごみの出し方パンフレットを作成することで対応
している。

高い稼働率への打開策は。また、分別され
た資源ごみはどのように処理されるのか。

年度には、カード

27

11

市町村への委託料の増。

年度には、マグネットシート

29

14

▼老人福祉施設等事業特別会計（第２号）
令和元年８月に実施した、ごみ質の測定結

種等の機会を利用し周知に努めていく。

等が行う小児健診や保健師等の訪問に加え、予防接

るご家庭に配布した。今後、各市町村の保健センター

30

11

給食調理員の業務を補うための調理補助業務委

％、ビニール類が ％、
％であり、紙類・ビニール類が高い割合を

果によると、紙類が
生ごみが

26

11

託料の増。

23

39

占めている。３市村がそれぞれ連携し、分別を徹底す

15
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問

答

議 会
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一

般
服部

質

問
（要旨・抜粋）

久子議員 （池田町）

「介護保険事業について」
介護保険料や利用料の負担軽減について

の考えは。
介護保険料の軽減については、住民税が非

課税である低所得者の保険料について、軽減

枠を所得段階の第３段階まで拡充した。また、当広域
連合独自の取り組みとして、グループホーム入所者
の家賃に対する助成や、社会福祉法人が利用者に対

的とされたことから、調整が進められている。

結果、市立大町総合病院で実施することが最も効果

事例の研究や、先進地の視察等を踏まえて検討した

て実施する方向となり、近隣地域における取り組み

ている。協議の上、北アルプス連携自立圏の事業とし

各自治体が取り組むべき必須の事業と位置付けられ

に施行された「子ども・子育て支援新制度」において、

客の増加により、ごみの搬入量が急増することが見

入れが可能と回答した。冬期間には、スキー等の観光

での処理能力を勘案して１週間に４トン程度の受け

る限り被災地への支援を行うこととし、エコパーク

請することとなっているため、広域連合として、でき

は、災害応援協定に基づき、他市町村等に、応援を要

市から、広域処理について照会があった。災害時に

込まれることから、受け入れの期限を 月末までと

営方法、さらには利用要件等について、具体的な調

あった場合、地元自治会のご理解を得ながら、できる

している。今後、災害ごみの受け入れについて要請が

現在、実施場所の選定や施設、設備の改修計画、運

整・検討が進められており、大北地域における病児保

限りの支援を尽くす。

進捗状況や今後の展望は。

「広域ＤＭＯについて」

育が早期に開始できるよう、圏域市町村が連携して

充拡議員 （小谷村）

取り組んでいきたいと考えている。

猪股

ＤＭＯは、地域の稼ぐ力を引き出すととも

に、地域への誇りと愛着を醸成する観光地経

営の視点に立つ、観光地域づくりの舵取り役と位置

付けられている。当圏域では、
「世界から選ばれる山

岳観光地域の構築」をコンセプトとして、大町市、白

防相互応援協定に基づく被災地長野市への応

とにより、国際的な観光地として、地域全体の水準を

」が設立された。関係機関や関連
VALLEY TOURISM
団体が密接な連携の下で受け入れ態勢を構築するこ

HAKUBA

援出動として、救急隊・救助隊等を派遣した。具体的

引き上げていくよう取り組まれることを期待してい

馬村、小谷村の３市村と索道事業者により、「

な活動として、特別養護老人ホームにおける孤立入

る。
リアにおいて居住者の安否確認等を実施した。
被災ごみの受け入れについては、県を通じて長野

－2－

11

居者の救出、重傷患者の転院搬送、赤沼地区の水没エ

消防本部からの支援については、長野県消

問
答

して行う利用料軽減に対する助成等を実施してい
る。

「台風 号で被災した地域に対する支援
体制について」
広域消防署の支援や被災ごみの受け入れ

19

等、現在までに行われた支援活動は。

問

さらに減免策を拡充するとなると、他の被保険者
の負担が重くなるという構図になり、一定の負担を
いただかなければならないことをご理解いただきた
い。

「病児保育施策について」
現在の取り組み状況は。
病児保育は、保護者が就労している場合で、

子どもが病気の際、自宅での保育が困難な場

合に、病院等で一時的に保育するもので、平成 年度
27

答

問
答
問
答

日に開催された２月定例会

２月定例会開催

令和２年２月 日・
件の

では、人事院勧告に伴う補正予算の報告案件４件、事
件案件２件、条例案件３件、予算案件 件の計
議案が提出され、すべて承認・可決されました。

広域計画の変更について
広域計画は、広域連合と関係市町村がともに目指
す目標や事務処理の方針を示すことを目的として、
地方自治法に基づき策定しています。本定例会では、
令和２年度から６年度までの第５次広域計画が可決
されました。

条例の制定について
地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、
次の条例について制定又は一部改正を行いました。
◇北アルプス広域連合会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定。
◇北アルプス広域連合職員定数条例の一部改正。

▼介護老人保健施設事業特別会計（第４号）
事業実績見込みに基づく歳入の増。
▼平日夜間救急医療事業特別会計（第２号）
県補助金内示による歳入の増。

億５００

令和２年度当初予算について
一般会計と５つの特別会計の総額
５万円の予算が可決されました。
広域連合予算全体としては、白馬リサイクル
センター建設工事及びはしご付消防自動車の更
新などにより、令和元年度予算と比較して、３億
４８４５万１千円、３・８％の増となりました。

－3－
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◇北アルプス広域連合職員の互助団体に関する条例
の一部改正。

令和元年度補正予算について

22 億 6,225 万円

33.0 ％

介護保険事業
特別会計

67 億 6,900 万円

△3.2 ％

介護サービスに対する給付など、介護保険の保険者として、
介護保険事業の運営を行います。

2 億 8,942 万円

4.2 ％

市立大町総合病院に併設する介護老人保健施設虹の家の運
営を行います。

2 億 659 万円

1.9 ％

養護老人ホーム鹿島荘・グループホームひだまりの家の運
営を行います。

平日夜間救急医療
事業特別会計

1,722 万円

3.1 ％

平日夜間小児科・内科急病センターの運営を行います。

ふるさと市町村圏
事業特別会計

558 万円

△26.5 ％

老人福祉施設等
事業特別会計

11

各会計における主なものは次のとおりです。
▼一般会計（第５号）
▼介護保険事業特別会計（第４号）

※予算額は四捨五入して億単位で表示しています。

14

▼老人福祉施設等事業特別会計（第４号）

一般会計

一般廃棄物処理施設北アルプスエコパークの管理・運営、北
アルプス広域葬祭場の管理・運営、消防・救急活動、土木事
業に係る設計・積算、情報処理システムの共同設置・管理運
営等の業務を行います。

介護老人保健施設
事業特別会計

総 額

要
概
当初予算額

95

介護保険事業
特別会計
67.69億円
介護老人保健施設
事業特別会計
2.89億円

前年度比
（単位：万円）

会計名称

95.50億円
老人福祉施設等
事業特別会計
2.07億円

特別会計
一般会計

平日夜間救急医療
事業特別会計
0.17億円

一般会計 22.62億円
ふるさと市町村圏
事業特別会計
0.06億円

13

いずれも事業実績見込みに基づく歳出の減。

令和２年度当初予算

議 会

ふるさと市町村圏基金を利活用し、市町村の地域振興イベ
ントへの補助等を行います。

一
歳
3.8％
6.1％
8.8％

般

会

計

総額 ２２億６,２２5万円
歳

入
1.3％
3.4％

○使用料及び手数料：8,265 万円
収入証紙販売代金、ごみ焼却手数料など。
○財産収入：6 万円
土木事業基金利子。
○諸収入：300 万円
資源物売払手数料、自動販売機設置手数
料など。

13.0％

36.5％

○連合債：2 億円
施設整備等のために、国や金融機関から
借り入れるもの。
○分担金及び負担金：18 億 2,036 万円
広域連合規約に定められた負担割合によ
る、関係市町村からの負担金など。
○繰越金：1,750 万円
令和元年度からの繰越金。

45.9％

介護保険事業特別会計
1.55％
14.8％

19.7％

25.5％

○衛生費：8 億 2,504 万円
葬祭場の指定管理料、一般廃棄物処理施
設の運営などに係る経費。

総額 ６７億６,９００万円

入

歳
2.5％
5.0％

○使用料及び手数料：16 万円
保険料の督促手数料。
○財産収入：53 万円
介護保険給付準備基金利子。
○諸収入：61 万円
保険料の延滞金など。
○繰入金：1 億 363 万円
低所得者の保険料軽減に係る一般会計
からの繰入金など。
○分担金及び負担金：9 億 8,570 万円
介護保険の給付などに係る関係市町村
からの負担金。
○繰越金：1,537 万円
令和元年度からの繰越金。

出

○総務費：1億5,411万円
保険料徴収、要介護認定審査会、社会福
祉法人等が行う利用者負担軽減事業な
どに係る経費。
○基金積立金：54万円
介護給付準備基金積立金。
○諸支出金：106万円
第1号被保険者保険料還付金など。
○予備費：1,406万円
○地域支援事業費：4億187万円
市町村へ事務委託している介護予防事
業、包括的支援事業・任意事業等の委託
料、介護予防・生活支援サービス事業に
係る経費など。

○保険料：13 億3,298 万円
第１号被保険者（65 歳以上の方）から納
めていただく介護保険料。

91.6％

○支払基金交付金：17 億 2,790 万円
支払基金（第 2 号被保険者（40 ～ 64 歳
の方）から医療保険料とともに納めてい
ただく介護保険料）からの交付金。
38.4％

○議会費：67 万円
議会運営に係る経費。
○総務費：1 億 7,956 万円
広域連合の業務全般事務、財産管理、市町
村業務システムの共同利用などに係る経
費。
○公債費：9,645 万円
借入を行った資金の返済に係る経費。
○予備費：1,750 万円

○消防費：10 億3,785 万円
消防・救急活動、はしご付消防自動車更
新などに係る経費。

※各予算額の四捨五入の関係から歳入歳出合計は総額と
一致しません。

歳

○土木費：2,910 万円
市町村が行う公共土木事業の施工管理・
設計の受託などに係る経費。
○民生費：7,608 万円
養護老人ホーム等入所判定委員会、低所
得者の保険料軽減事業などに係る経費。

○国庫支出金：1 億 1,989 万円
○県支出金：1,879 万円
特定の事業に対して、国や県から交付さ
れるもの。

81.2％

出

○国庫支出金：16 億 4,520 万円
○県支出金：9 億 5,692 万円
保険給付等の額に応じて、国や県から交
付されるもの。

○保険給付費：61億9,737万円
介護サービス（要介護1～5）
・介護予防
サービス（要支援1・2）の給付に係る経費。
【内容】
・居宅サービス：訪問介護、通所介護、短
期入所生活介護など。
・施設サービス：特別養護老人ホーム、介
護老人保健施設への入所。
・地域密着型サービス：地域密着型通所
介護、認知症対応型通所介護など。
※各予算額の四捨五入の関係から歳入歳出合計は総額と
一致しません。

－4－

広域消防からのお知らせ

ゴンドラを使った救助訓練

北部消防署では毎年、ゴンドラやリフト停止事故に備え

た索道救助訓練を実施しています。

今シーズンもスキー場のゴンドラ実機を使用した訓練

を行い、救助要領と注意点を再確認しました。また、無積

雪期のスキー場内で発生した救助要請に対して、航空隊に

よる救助が不可能な際の緊急手段として、ゴンドラを活用

した救助検証も併せて行いました。

内容は、点検用搬器に索道事業所の係員と救助隊員が搭

乗し、現場直近へ移動。ロープにより地上に降下して、担

この訓練によ

り、ゴンドラの

活用は、徒歩と

比較して救出時

間の短縮と大幅

な活動負荷の軽

減が図られ、安

全確保の面では

索道事業者との

連携が重要であ

ることが確認で

きました。

今後も安全か

つ迅速な活動を

目指していきま

す。

架に固定した要救助者を搬器内に引揚救出するものです。

消 防

北アルプスエコパーク から 大町市、白馬村、小谷村 のみなさまへ

「処理できないもの」についてのお知らせです。
お問い合わせをいただく中で、エコパークでは処理ができずお持ち帰りをお願いしているものについて、いくつ
か紹介します。

品

名

処理、排出の方法

ソファー、ベッドマットレス

スプリングなどの金属類が入っているものは、焼却炉では燃やせま
せん。市村の拠点回収、もしくは処理業者へご依頼ください。

畳、柱、壁材、窓枠、板ガラス、養生シー
ト、石膏ボード、塩ビパイプなど

建築廃材の扱いになります。処理業者へご依頼ください。

長さ１８０センチ以上、あるいは厚さ、 破砕が困難なため、この寸法より小さく切っていただくか、市村の拠
点回収、もしくは処理業者へご依頼ください。
太さ５センチ以上の燃やせるもの
温水洗浄機能付き暖房便座
(ウォシュレットなど)
反射式ストーブ(電池で点火するもの)

市村の拠点回収、もしくは処理業者へご依頼ください。
金属類としても、小型家電としても、エコパークでは引き取ることが
できません。

インスリン自己注射器など

処方を受けた薬局、医療機関などへお問い合わせください。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣料用乾燥機

販売店で引き取ってもらう。(家電リサイクル法施行により小売店業
者で引取りが義務付けられていますので、小売店、販売店等へ引渡し
てください。）もしくは、処理業者へご依頼ください。

●ごみ、資源物の排出については、全戸に配布しました「ごみ分別区分の手引き 2018年７月保存版」
（大町市）、
「ごみ減量作戦」（白馬村）、「ごみ・資源物回収カレンダー」（小谷村）を再度ご確認ください。
北アルプスエコパークで引き取りができないものについては、民間の処理業者へお問い合わせください。ご協力
をよろしくお願いします。

■お問い合わせ先・・・ 北アルプスエコパーク
大町市平４６０８番地２
０２６１－８５－５３１１
０２６１－８５－５３２２
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地域の活性化、行政の効率化を目指して
大北５市町村がつながる！助け合う！

ཤͺσίΑႲࠈুၛ࠷

私たちの北アルプス地域が、いつまでも元気で安心して暮らせる地域、多くの人々が訪れる地域になる
ために、大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村が力を合わせて、さまざまな事業に取り組みます。
【令和２年度の取り組み】 １１分野２５事業を実施予定
分

野

主な取り組み

若者交流・結婚支援

圏域の若者が交流できるイベントを開催して、若者の定住・結婚を促進します

子

援

病児保育の開始により圏域全体で子育てしやすい環境づくりを推進します

育

て

支

移

住

交

流

「北アルプスの麓に暮らす」を合言葉に、都市部で積極的に移住相談、情報発信を展開することに
より、移住希望者を圏域内へ誘導します

広

域

観

光

観光による経済波及状況を把握することにより、圏域内の経済循環の促進を目指します

就

労

支

援

学生向けの企業説明会等を通じて圏域内企業への理解を深め、地元での就職につなげます

祉

成年後見支援、消費生活相談、障がい者相談支援、認知症初期集中支援等、住民生活に関わる各種
相談・支援を圏域で一体的に行います

健

こころ・法律・仕事の相談、健康づくり講演会、未就学児の眼科屈折検査を通じて、圏域住民の健
康づくりを推進します

圏域マネジメント
能 力 の 強 化

行政職員の各種研修や交流、地域課題の調査研究、行政事務の効率化に取り組むことにより、職員
の能力強化、圏域全体の行政力の向上を図ります

公共施設の利用促進

市町村図書館の資料を圏域住民が利用しやすくするなど、公共施設における住民の利便性を高めます

地域を支える人材の
育
成・確
保

地域ファシリテーター（話し合いをスムーズに進める能力を持つ人材）の養成により、地域やグルー
プ活動の活性化を図ります

自然と暮らしの調和

森林の基本情報を圏域全体でデータ化して森林管理に活用するなど、自然環境の保全、住民生活の
維持を図ります

福
医

療・保

「北アルプス連携自立圏」とは… 北アルプス地域全体の活性化、生活機能の確保・充実を目指して、
大北５市町村が連携して各種事業を展開しています。詳しくは「北アルプス連携自立圏」で検索。

「住宅用火災警報器取付けサポート」を行っています
住宅用火災警報器の設置義務化から１０年が経過します。電池切れや電子部品の劣化が懸念されること
から、１０年を目安に火災警報器の交換をおすすめしています。
北アルプス広域消防本部では、設置及び交換の促進を図るため、ご自身で用意して
いただいた住宅用火災警報器の取り付け又は取り替え作業の支援を行っています。
消防職員は住宅用火災警報器の販売を行いませんので、必ず事前にご自身で準備
をしてからお申し込みください。
■詳しくは…北アルプス広域消防本部のホームページ
http：//www.kita-alps.omachi.nagano.jp
消防本部総務課予防係（電話：0261-22-0166）までお問い合わせください。
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北アルプス平日夜間小児科・内科急病センター

TEL 0261-

26 - 6199

診察日時：月曜日～土曜日 午後７時～午後９時
住
所：大町市大町1601-2 フレンドプラザ内【大町市文化会館のとなり】
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Ｇｒｅｅｎ Season

北アルプスエリア

EVENT CALENDAR

【市外局番 ０２６１】

４４４月月月

詳しくは、各市町村または各市町村の観光協会・観光局・観光連盟等へお問い合わせください。

５５５月月月

４月４日（土）～
６月21日（日）

日本山岳画協会 北アルプス展望美術館展
～山に魅せられた画家達～

総展示数85点！100号以上の大きな絵画26点が
展示されます。

５月16日（土）～
24日（日）

北アルプス展望美術館（池田町立美術館） 62-6600
音楽フェスや野外での映画上映。ヨガやMTBレッスン体
HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL
験も。
白馬観光開発㈱岩岳営業本部 72-2474

５月下旬

ちひろが愛した安曇野・まつかわ
北アルプスパノラマウォーク春

ちひろのスケッチポイントを巡る８㎞のコースです。舟
方遊歩道を歩きながら眺める水鏡の絶景は見事です。地
元ガイドの案内あり。
白馬連峰の山開きを告げる開山祭。安全祈願の神事の後は、山
案内人のガイドの下「白馬大雪渓」までトレッキング。

松川村観光協会 62-6930

６６６月月月

５月30日（土）

第54回貞逸祭・白馬連峰開山祭
白馬村観光局 72-7100

標高約1,900ｍの栂池自然園で可憐な花を咲かせる水ばしょう
を楽しめます。期間中、振舞いや特産品の販売も行います。

６月１日（月）～
２日（火）

栂池自然園水ばしょう祭り

６月６日（土）～
７月19日（日）

第28回夢農場ラベンダー祭り

６月６日（土）
７日（日）

“カミツレ”
第32回いけだまちひろつカミツレ花まつり 土づくりからこだわってカミツレ畑を開墾。

７７７月月月

６月７日（日）

小谷村観光連盟 82-2233

４haの広大な斜面に広がるラベンダー畑。ラベンダーの
摘み取り体験もできます。

夢農場 62-5510

の良さを存分に感じることができるイベント。

八寿恵荘 62-9119

第63回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き） 北アルプス登山の先駆者である百瀬慎太郎を偲び、針ノ木大雪渓
で開山祭、針ノ木峠への記念登山、自然観察会などを行います。

大町市観光協会 22-0190

７月４日（土）～
８月30日（日）

癒しのブルームスクイーズ展 ～HighQualityFeel～

７月中旬～
８月下旬

栂池自然園【MIKKETA！】

７月18日（土）
19日（日）

第23回白馬スノーハープクロスカントリー大会

北アルプス展望美術館（池田町立美術館） 62-6600
白馬観光開発 栂池営業所 83-2255
白馬村生涯学習スポーツ課 85-0726

７月18日（土）～
10月10日（土）の土曜、祝日
７月23日（祝）～
８月23日（日）

㈱五竜 75-2101

白馬自然体験村2020
白馬グリーンスポーツの森 72-4755

７月23日(祝)～
10月10日（土）の土日
７月25日（土）
26日（日）

白馬五竜ナイトゴンドラ

８８８月月月
９９９月月月

８月28日（金）～
30日（日）
９月５日(土）
９月12日（土）
13日（日）
９月中旬

国立公園内で動植物や自然について学べる教育プログ
ラム。
小学生以上どなたでも参加OK。駅伝「ファイヤーマン」
の部では、消防団や消防士の皆様の気迫に満ちた走りに
圧倒されます。
夜のゴンドラに乗り標高1515ｍへ。体が包み込まれる
ほどの星空に出会えるかもしれません。
魚のつかみ取りやおもしろ自転車の体験、ヨガも開催。

星空の観察や講習会を楽しむことができます。
白馬観光開発㈱八方営業本部 72-3280 ８月１日～23日の間は毎日開催します。

天空の天体ショー

信濃大町若一王子祭り
若一王子神社社務所 22-1626

７月28日(火)
流星群観察会
８月11日(火)・12日(水) 白馬観光開発㈱八方営業本部
72-3280
10月24日(土)
８月15日（土）

こどもから大人の女性に大人気のスクイーズが集
まります。

可愛らしい稚児行列や、大きな舞台の曳き揃え、全国で
も珍しい子供流鏑馬などで賑わう伝統的なお祭りです。
流星群を一晩中楽しむことができる観察会です。
（朝食付き）

盆供養や安全祈願などの願いを込めて流す色とりどり
の灯籠や、輝くスターマインなどの花火が湖上に映って
大町市観光協会 22-0190
幻想的な美しさです。
アート作品の鑑賞、売店・体験など会期中限定の催しが
第14回いけだまちてるてる坊主アート展
行われます。
池田町観光協会 62-9197
参加証となる酒器を購入し、大町市内 本通り周辺を歩きつつ、３つ
北アルプス三蔵呑み歩き
北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会 の地酒蔵を呑み歩くイベントです。様々なもてなしが受けられま
23-7511
す。昨年から地ビール「北アルプスブルワリー」も参加しています。
伝統のかまど神社例大祭の前夜祭として奉納花火大会
竃（かまど）神社例大祭
が開催され、打ち上げ花火やスターマインが大町の秋の
若一王子神社社務所 22-1626
夜空を彩ります。
提灯片手に行灯の光に導かれ、野生のすずむしの音色を
すずむしヒーリングナイトツアー
聴きながら、すずむし公園まで1㎞歩きます。
松川村観光協会 62-6930

木崎湖灯籠流しと花火大会

９月26日（土）～
10月４日（日）

栂池自然園 紅葉まつり

９月末～
10月初旬

小谷きのこ祭り

小谷村観光連盟 82-2233
サンテイン・おたり 82-2228

山々が美しく彩る栂池自然園で一足早い秋を満喫！来園者と一緒
に楽しむ餅つきや、キノコ汁の振舞い、特産品の販売を行います。
天然舞茸の品評会やキノコの販売、キノコ料理のバイキングなどキ
ノコづくしのお祭りです。秋の味覚を十分に楽しむことができます。

新型コロナウイルス感染症の集団感染防止のため、イベントが急遽中止となる場合があります。
開催の可否等、事前にイベント主催者へお問い合わせをしてからご参加ください。
■編集･発行 北アルプス広域連合 ■印刷 北辰印刷
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