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１．全体計画及び開園状況 

 （１）全体計画 

国営アルプスあづみの公園は、長野県北西部の安曇野地域に位置し、堀金・穂高地区

（100ha）と大町・松川地区（253ha）の２地区（合計 353ha）からなる国営公園

です。長野県内をはじめ、広く三大都市圏の人々の多様なレクリエーションニーズに対

応することを目的とし、「自然と文化に抱かれた豊かな自由時間活動の実現」を基本理念

として、「自然環境の保全」「広域レクリエーション」「景・文化の保全と創出」「交流・

地域活性化」「情報発信」「参加」の６つの基本方針のもと、新たな余暇時代のライフス

タイルを実現する拠点として、自然や地域の文化とのふれあいなど幅広い魅力ある活動

空間を提供する公園として整備を進め、平成２８年6月に全園開園しました。 

国営アルプスあづみの公園

大町・松川地区

国営アルプスあづみの公園

堀金・穂高地区

堀金・穂高地区（100ha） 

（長野県安曇野市）

大町・松川地区（253ha） 

（長野県大町市、北安曇郡松川村）
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（２）供用の経緯 

平成２年度に都市計画決定を行い、平成１０年度より両地区の工事着手、平成１６年

７月２４日に堀金・穂高地区の一部（約27ha）、平成２１年７月１８日に大町・松川地

区の一部（約 79ha）を開園しました。その後、整備を進め、平成 25 年に大町・松川

地区の一部、平成26年に堀金・穂高地区の一部を開園し、平成２８年6月18日に全

園開園に至りました。 

国営アルプスあづみの公園のこれまでの経緯 

年 月 日 項        目 開園面積 

平成 ２年１１月１９日 都市計画決定（約３５６ｈａ） － 

平成 ３年 ２月２０日 都市計画事業承認（約２５３ｈａ） － 

平成 ４年 ２月 ５日 用地買収着手 － 

平成 ４年 ５月１２日 都市公園を設置すべき区域の告示 － 

平成 ８年 ３月２１日 都市計画事業承認区域の追加（約１００ｈａ） － 

平成１０年１０月２２日 起工式 － 

平成１６年 ７月２４日 堀金・穂高地区一部開園 約２７ｈａ 

平成１９年１１月 ８日 都市計画変更（大町市） 約２７ｈａ 

平成２１年 ７月１８日 大町・松川地区一部開園 約１０６ｈａ 

平成２５年 ９月２６日 大町・松川地区一部開園 約１３１ｈａ 

平成２６年 ３月２７日 都市計画変更（約３５６ｈａ→約３４８ｈａ） 約１３１ｈａ 

平成２６年 ４月２６日 堀金・穂高地区一部開園 約１４８ｈａ 

平成２７年 ３月１２日 都市計画変更（約３４８ｈａ→約３５３ｈａ） 約１４８ｈａ 

平成２８年 ６月１８日 全園開園 約３５３ｈａ 
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（３）主な施設 

１）堀金･穂高地区 

ゾーン 施設名 写真 施設概要 

 あづみの学校

（テーマ展示

館） 

 環境共生時代を担う人材の支援・育

成を図るなど様々な体験学習活動の

拠点。理科教室、社会科教室、芸術教

室では体験学習、多目的ホールは企画

展示や休憩所などに利用できます。 

 ガイドセンター 総合インフォメーションとして、公

園の情報をはじめとして、安曇野の自

然・文化・観光・産業など、さまざま

な地域情報、みどころを紹介していま

す。 

 展望テラス  園内の写真スポットのひとつです。

雄大な常念岳や、眼下に広がる段々の

池、安曇野エリアが一望できます。ま

た、下階では水辺でゆったりとくつろ

げます。 

 池（だんだん

池） 

 北アルプスからの豊富な水が段々

に広がる池に注がれます。夏には水遊

び場として開放し、ニジマスのつかみ

取り等のイベントが開催されていま

す。 

 段々原っぱ  段々に広がる原っぱ。春から秋にか

けては季節の花が楽しめるほか、季節

限定レクリエーションとしてディス

クゴルフやミニサッカーの利用も可

能です。 

 穂高口ゲート  旧穂高町側からの公園への玄関口

となるゲート施設です。北アルプス常

念岳と蝶ヶ岳、その前山の山並みと調

和したデザインが採用されています。

 河畔の広場・マ

シュマロドー

ム 

 マシュマロドームは長野県内でも

最大級のエア遊具です（春～秋の利用

可）。一帯の斜面は、冬にはソリ広場

として遊べます。 

田
園
文
化
ゾ
ー
ン
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ゾーン 施設名 写真 施設概要 

 こどもの森 安曇野に伝わる民話「八面大王」

や「デーラボッチャ」等をモチーフ

にした７基の木製遊具や小さな丘な

どアスレチックが楽しめる森です。

 冒険の森  スラックラインやロープ渡りな

ど、木々の間にロープを張り、冒険

心をかきたてる遊具の森です。ブラ

ンコやハンモックもあります。 

 堀金口ゲート  里山文化再生エリアに位置する南

端の玄関口で、安曇野に伝わる民家

の形式｢本棟造り｣を特徴とし、里山

で育まれた文化・風習の体験学習や

自然観察会等の拠点です。 

 農家風あずま

や・水車小屋 

昭和 30年代の安曇野の農風景を

再生する「懐かしの風景エリア」に

あります。農家風あずまやは休憩所

として利用することができます。 

田
園
文
化
ゾ
ー
ン

里
山
文
化
ゾ
ー
ン
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施設配置図（堀金･穂高地区） 

田
園
文
化
ゾ
ー
ン
 

里
山
文
化
ゾ
ー
ン
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２）大町･松川地区 

ゾーン 施設名 写真 施設内容 

 インフォメー

ションセンタ

ー 

 公園や周辺地域情報の総合案内所で

す。森の自然をアートの視点で紹介する

｢森の美術館｣や、安曇野の自然の姿を伝

える｢キューブシアター｣等があります。

 レンタル棟 デイキャンプ場に面して建つ施設で、

冬期に歩くスキーやスノーシューなどを

貸し出す管理棟です。 

 空中回廊  林内に向かうデッキに足を踏み入れる

と、気づけば地面はデッキの遙か下に。

高い目線で自然と触れ合える、地形が織

りなす不思議な空中自然観察路です。（冬

季閉鎖）

 森の体験舎  森の恵みを使ったクラフトや季節の料

理体験が楽しめる体験プログラムの拠点

施設です。大屋根広場では竹巻きパン作

り等火を使った体験ができ、雨でも活動

可能です。 

 アルプス大草

原 

 かつて牧場として利用されていた空間

を活用した、コナラなどの木立の散在す

る芝生の原っぱです。軽スポーツやイベ

ントなどの場として利用できます。 

 大草原の家  屋内、屋外イベントに対応する多目的

ホールの他、ネットジャングルジムやボ

ールプール遊びの要素を各所にちりばめ

た建物全体が一つの遊具的な空間です。

 アルプス広場  アカマツやコナラの林に囲まれた空地

を利用して平坦な地形を活かした広場で

す。夏はサイバーホイール、冬はそり遊

びを楽しめます（円形トイレ冬期封鎖）。

 林間アスレチ

ック 

 いろいろなアイテムを楽しめる、傾斜

を活かした林の中に広がる、隠れ場みた

いなアスレチックです。（冬期閉鎖） 

セ
ン
タ
ー
ゾ
ー
ン

林
間
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
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ゾーン 施設名 写真 施設概要 

 河畔広場  大洞下堰堤の下段にあたり、河岸段丘

形成の過程や河道跡などがみられる広場

です。夏は、北アルプスの3,000m級の

山々から流れ出る渓流で川遊びができま

す。 

 渓流ピクニッ

ク広場 

素掘りで造られた「横溝堰」や、氷河

期に生成された巨石群、ツツジ群落など

が散在する広場です。夏には「フィッシ

ングガーデン（管理釣り場）」が開催され

ます。 

 マウンテンバ

イクコース 

 初心者から経験者を対象にしたバラエテ

ィあるマウンテンバイクのコースです。

・ポタリングコース（初級）約2.8km 

・フロートレイルコース（中級）約700m

・テクニカルトレイルコース（中級）約

1.8km

 マウンテンバ

イクトレーニ

ングエリア 

ＭＴＢ乗車時の体重移動やバランス感

覚の取得、向上やランニングバイク（ペ

ダルなし自転車）の練習ができるエリア

です。 

渓
流
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン

自
然
体
験
ゾ
ー
ン
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施設配置図（大町･松川地区） 



9 

（４）年度別利用者数 

開園から平成27年度までの入園者数は約427万人となっています。 

テレビドラマのロケ地となり、その模様が放映された平成２３年度には利用者数が年間50

万人を超えました。その後、夏の天候不順や大町・松川地区でのツキノワグマ出没の影響な

どにより減少傾向にありましたが、平成 27 年度は約 44 万人の入園者にご利用いただいて

います。 

※数値は平成 27 年度末までの累計
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２．平成 32年度までの管理運営の方針 
（１）今後５年間の管理運営の重点事項 

本公園は、「安曇野地域固有の景観・文化」、「日本を代表する山岳地帯に抱かれた自然」

の魅力をもつ2地区で構成され、３０分の距離の間で100ｍの標高差を有し、2地区と四季

の組み合わせで様々な楽しみを提供できる施設です。 

 平成 32年度までの5年間は、整備当初の理念や方針をふまえつつ、既開園区域の魅力に

平成28年 6月の全園開園を契機にうまれた新たな機能も加え、２地区の魅力を引き出し、

情報発信し、安曇野地域における周遊や滞在等による地域活性化にさらに貢献できる公園へ

の発展を目指します。また、安曇野らしさの充実と新しい魅力づくりにむけた準備にも取り

組みます。 

１）全園開園のタイミングを活かした広域観光需要への対応 

・全園開園を契機に新たなマウンテンバイクコース、河畔のアクティビティ、地域固有の

花修景による演出、耕作跡地を利用した各種体験プログラム等を加え、連休期間等の利

用の選択肢を増やし、広域的な圏域からの観光需要も取り込み利用促進を図ります。 

・四季折々の花修景、イルミネーション等の創意工夫と全園開園を契機にした情報発信と

体験参加型のプログラムにより、地元来園者や県外来園者の増加を図ります。 

・健康長寿への関心が高まるなか、美しい景色や豊かな自然の中での散策、アクティビテ

ィなど多様な体験を活かし、ヘルスケアとしての効果を発揮するプログラムに力を入れ、

子育て世代の家族連れや団塊世代の夫婦やグループの来園促進を図ります。 

・これらの取り組みを通じ、堀金･穂高地区での田園・里山風景の体験学習、大町・松川地

区での自然を活かしたアクティビティなど多様なプログラムの実施により、来訪者を引

きつける魅力を発信しながら２地区それぞれの特色の強化を図ります。 

２）生物多様性の保全と利用者の安全・安心の確保 

・平成28年度の全園開園に伴い管理エリアが広がったことを踏まえ、生物多様性に富ん

だ自然的環境の保全と体験利用とのバランスを図りながらオオルリシジミなど希少な動

植物の保護育成、生育生息場所の維持、管理を推進します。 

・公園を含む北アルプス山麓はツキノワグマ等大型野生動物の生息環境でもあることから、

これらとの適切なすみわけを図るための環境管理と自然の中での過ごし方に対する理解

促進、利用者の安全・安心に配慮した運営に努めます。 

３）利用者サービスの質の継続的な改善 

・開園後の経年劣化や施設の陳腐化等の課題解決に取り組み、国営公園としてあるべき基

本的なサービス水準を確保しつつ、利用者のニーズ等もふまえた柔軟な視点も組み入れ、

施設と運営の両面から利用者へのサービスの質の継続的な改善を進め、利用者満足度の

向上を図ります。 
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・災害時における適切な避難誘導等はもちろん、平常時からの安全・安心な利用機会の確

保に努め、有事の際にも復旧活動の拠点としての機能を担ってまいります。 

４）地域の人材やノウハウを活用した特色ある「魅力」づくり 

～地域の人材確保と文化や技能の継承～ 

・多様化するニーズに対応しながら利用促進を図るため、安曇野地域の四季・風土を学び、

水田耕作等の里山の文化や技能を体験するプログラムや河畔探勝、歩くスキー、シャワ

ーピクニックなど一定の技量を必要とするアクティビティの運営に力を入れます。 

・これらを展開できる地域の諸団体や関係者との連携を強化しながら、有用な地域資源や

多様な視点からの人材活用に取り組みます。 

５）地域活性化への貢献 

・2地区を活用した催事･行事等の開催、滞在型観光の振興策との連携実績を活かしながら、

地元自治体等と協働した安曇野地域のブランド形成や情報発信を積極的に行い、地域滞

在型観光の促進に貢献します。 

・大町市での平成29年実施の北アルプス国際芸術祭、中信地域での平成31年度の全国

都市緑化信州フェア等、地域の大型催事･行事との連携も図り、緑豊かなスペースを活か

した地域活性化につなげます。
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（２）管理運営方針 

方針１．多様な体験･交流と美しい風景による魅力創出と効果的な発信 

○常に新たな発見、驚きの体験を提供できる公園となるための多様なプログラム、魅力的

な自然景観及び自然スケールを活かす風景づくり 

・「里山体験」の堀金･穂高地区、「ネイチャーアクティビティ・自然体験」の大町･松川

地区の特色を活かし、四季折々の多様で魅力的な情報発信 

・自然地形の空間を活かし、スケール感ある面単位の花修景による四季折々の開花リレ

ーを実施 

・雪氷等を活かした冬季の効果的な演出・集客と芸術性ある空間づくり 

・周遊滞在する観光利用者の立ち寄り先づくりにつながる効果的な催事･行事の実施（夏

の夜のイルミネーション等による「安曇野夕涼み」他） 

・自然のなかを散策できる公園としての特色を活かし、「健康体力づくり」に配慮したし

かけ、しくみづくり 

・地域固有の菜の花、蕎麦の花修景、イルミネーション等の一定期間で集客できるみど

ころ、地域と連携した行催事の開催に取り組みます。   

○公園及び周辺環境・景観地域・文化を活かし、広域的な誘客が期待できる行催事や体験

プログラムの提供 

・地域の多彩な自然・文化を学習、体験できる体験プログラムの提供 

・教育旅行をはじめ多くの団体客の利用による、安曇野の自然と文化の伝承・普及 

○花修景の魅力向上と効果的な発信 

堀金･穂高地区での周辺の風景と調和した花の景色の創出と SNS 等での効果的な発信。 

○川遊び・マウンテンバイク・ツリーイング等、多様なアウトドアアクテビティの充実

マウンテンバイクコース 

【今後の重点的取り組みのイメージ】 

自然の川、豊かな森の広がる大町・松川地区での自然体験メニュー、マウンテンバイクの

コースを活かしたイベント･講習の充実、運営体制の強化。 

川遊び （シャワーピクニック） 

里山文化ゾーンの花修景 田園文化ゾーンの花修景 
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○地域文化、自然環境を活かした体験プログラムの提供による地域貢献 

地域の多彩な自然・文化を学習、体験できるプログラムを提供し安曇野の自然と文化の伝

承・普及にも貢献。 

○季節ごと･地区ごとの特色の発信 

約 100m の標高の違いによる開花期の違い、里山と奥山などの環境の違いによるみどころ

の多様さを活かし、四季折々に両地区を訪れたくなるような情報発信に努め、再来訪を促す

取り組みを展開。 

凍り餅づくり体験(地域文化体験) 

北アルプスの山並みとレンゲ畑の風景 

○北アルプス山麓の豊かな彩りのある空間づくり 

スケールメリットを活かした花修景、北アルプス山並みと花の美しさで惹きつける風

景などを効果的に情報発信し、その価値を向上させる取り組みを展開。 

木立とチューリップの花修景 

冬の歩くスキー体験 

ツインイルミネーション 

大町･松川地区 大町･松川地区 堀金・穂高地区 

   ナノハナ花修景 

堀金･穂高地区 

つり体験 

デイキャンプ 

コスモスの花修景 

川魚のつかみ取り 

ソリ遊び 

林内のツツジ

春

夏

秋

秋晩 

初冬 

冬 

季節と地区の組み合わせで選べる楽しみの広報 
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方針２．地域の歴史・文化と生物多様性の保全に配慮した維持管理 

○里山を守り育てる文化・技術の継承につながる運営維持管理 

・各種体験プログラムの提供、適切な植生管理等を通じ周辺地域と一体となった良好な

景観の形成、地域の自然や文化、暮らし等に関する情報発信の取り組みを推進

 ・里山文化ゾーン（堀金･穂高地区）における地元住民・市民団体等と連携した里の環境

管理・文化継承プログラム、農産物栽培･収穫体験･収穫祭等の実施 

   ・自然体験ゾーン（大町・松川地区）における森林団体等と連携した森の管理、技術継

承に関するプログラムや研修体験機会の創出 

○生物多様性の保全に配慮した維持管理と利用者の安全確保のための対策 

  ・ツキノワグマとの偶発的遭遇の回避や自然の中での天候急変時の情報伝達等のインフ

ラの機能強化、緊急時施設の充実 

・ツキノワグマ等の大型野生動物の行動把握と安全管理への反映 

   ・希少生物のモニタリングと調査研究の継続による生息環境の保全 

   （オオルリシジミの繁殖環境の拡大と大学との協同による保全の実施等） 

田んぼの教室(田植え体験) 

馬耕の再現 やまこの教室（天蚕の学習） 

園内の森林を利用した間伐体験 

○技能や技術が継承できる参加体験型プログラム 

公園資源や地域の歳時に関する体験プログラム（さとやま楽校など）を通して、里地里

山の文化・技能の継承や景観の保全を推進。

【今後の重点的取り組みの参考イメージ】 
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○郷土種保全の取り組み 

開園以来、昆虫類、植物、猛禽類、大型哺乳類の貴重生物のモニタリングと調査研究を継

続し、貴重生物種の保全を推進。 

内に生息・生育

する貴重種 

環境省 

レッドリスト

長野県 

レッドリスト 

安曇野市 

レッドデータブック

植物 11 種 26 種 15 種

昆虫類 18 種 30 種 26 種 

猛禽類 9 種 11 種 6 種 

●モニタリング

・昆虫類（H9 年～H21 年）

・植物（H9 年～H21 年）

・猛禽類（H8～H22 年）

・大型哺乳類（H9 年～H27 年）

開園以来の貴重生物のモニタリング調査の状況 

○自然のなかでの安全管理 

ツキノワグマの行動に関するモニタリング調査を継続するとともに、園内巡視作業の一

環としてツキノワグマの行動を把握。屋外体験プログラムや河畔等ではスタッフの指導や

安全管理体制を充実。 

●貴重種に関する調査・研究 

・全国的に貴重なオオルリシジミの保護

区(約 1ha)を設置 

●オオルリシジミの保全技術の確立

・信州大学が公園内の調査によりオオルリシジミの天敵

の 1つであるメアカタマゴバチを特定 

●自然観察会、環境学習等への利用

・体験プログラムにより、地域の子供達にオオルリシジ

ミと触れ合える機会を提供

・天敵であるメアカタマゴバチの駆除に有効な「野焼き」

を大学と協同で実施 

貴重種のオオルリシジミの保護・育成 

ツキノワグマの行動把握 自然のなかでの安全対策･監視体制強化 

 （つり体験における安全監視と指導） 

環境省レッドリスト：絶滅危惧ⅠA類
長野県レッドリスト：指定希少野生生物 
安曇野市レッドデータブック：絶滅危惧Ⅰ類 

里山等の生息環境
の消失とともに減
少。現在日本では
安曇野市を含む 4
地域のみに生息
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方針３．公園施設長寿命計画等に基づく確実な改善 

○施設の安全確保と公園施設長命化計画等に基づく施設の修繕・更新 

・情報通信機器、木製施設等、アセットマネジメントの視点からの暫時改修、更新を計

画的に実施し、単年度の維持･更新コストを平準化 

・利用動向を踏まえ陳腐化対策を重点的に検討 

・建築物、橋梁施設の定期的な安全点検と補修（建築物、空中回廊等） 

・頻繁に利用される遊具、ベンチ、木橋等の継続的な安全点検と補修 

○利用者ニーズや評価の継続的な把握と運営管理へのフィードバック 

・利用者満足度調査を通じた利用者の評価の把握 

・花修景や遊具の充実要望への対応（２地区の特性を活かした開花リレー、繁忙期のア

クテビティエリア増設） 

・地域の特産品を使用するなどサービスの改善・充実（特産品活用、インフォメーショ

ンセンターなどの多面的活用） 

・イルミネーションなどの催事・行事の運営の継続的な改善 

○ユニバーサルデザインの観点から施設や案内サービスの充実 

・インバウンドに向けた対策（wifi 環境整備、多言語サイン、案内ツールの充実等） 

・わかりやすい園内案内への改善 

【今後の重点的取り組みの参考イメージ】 

○施設の経年劣化等への対応 

公園施設長寿命化の観点から健全度調査を行い、劣化施設の補修等を順次、計画的に実施中。

アップデートされていない展示設備 

空中回廊の点検作業 劣化の進む木製柵 

オーバーホール等が必要な空調設備 
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○各種利用者サービスの充実 

満足度調査等で要望の多い遊具、遊び場、補助交通･食提供などのサービス、イルミネ

ーション等の継続型の催事･行事は、随時改善策を検討し対応中。

繁忙期における仮設施設による遊び場の増強 

イルミネーション時の花火や記念撮影サービスの実施 

施設案内誘導の補強 地元産食材の販売等 
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方針４．多様な主体との連携と効率的な運営 

○多様な立場や世代からの参加を幅広く取り入れた運営維持管理体制の充実

・全園開園に伴い新たなプログラム開発として地元市民の協力者の継続的な確保、専門

技能や技術を有する協力者の確保、育成 

・あづみの公園ボランティアとの協働等の継続、次世代育成、人員拡充 

・地域の市民団体等の専門的技術、ノウハウの有効活用、特色有る取り組みとの連携 

・公園パートナー、サポーター以外の参加型ボランティアの充実 

（里山文化継承、野外アクティビティ、花･野草、森林管理等に「楽しみを得ながら維

持管理に協力いただける市民」の協力者を確保） 

○広大な環境管理等の面での企業等との連携協力（とくに植樹、花修景等）の模索 

・H31開催される全国都市緑化信州フェアにおける連携  

・里山文化ゾーンにおける棚田のり面を活用した遠景からの風景としてのみどころづく

り（地元団体や企業と連携した花木植栽･育成等） 

・企業団体等の研修農園としての活用 

【今後の重点的取り組みの参考イメージ】 

○民間ボランティアとの協働等による公園の魅力アップ 

本公園が地域の自然・歴史・文化の継承を担い、また安曇野に住む人・訪れる人への

リピートを目指し、民間ボランティアとの協働による体験プログラムの企画・運営に

より、地域らしさの演出・拡大を展開中。 

食体験、竹巻きパンづくり 森の自然散策体験

社会科教室での生業学習夏休みの自由研究の教室



19 

○地域の市民団体等の取り組みとの連携 

・堀金･穂高地区では地域の保護団体と連携して、貴重種であるオオルリシジミの自然 

発生を阻害するメアカタマゴバチの駆除のために春期の「野焼き」を実施。 

・安曇野市内の市民団体等との協働により、里山の自然学習を継続して展開する「さと

やま楽校」の展開、新規開園区域のガイドツアー運営も実施。 

・大町･松川地区では、伝統文化（和太鼓）の育成、芸術祭や美術作品の展示のため会場

として活用。 

○記念行事、企業や団体との連携による多様なサービスの実施 

  山の日制定にあわせて、山岳をテーマにした催事･行事の展開、地元に生産拠点をも

つ種苗事業者との連携により水辺の花修景をすすめる等の取り組みを通じて利用者へ

のサービスを展開。今後開催される全国都市緑化信州フェアや大町市での北アルプス国

際芸術祭等を通じた地元企業などとの連携も重要な取り組み。 

写真インスタレーション展示 
（食とアートの廻廊 2014） 

オオルリシジミ、野焼き 里山文化ゾーンガイドツアー

  地元に生産拠点をおく種苗生産事業者 
との連携による水上花壇 

山岳フェスティバルでの山ごはん 
クッキング教室（2015 年） 

北アルプス奉納太鼓 
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方針５．地域活性化をもたらす体験交流の取り組みの強化 

○周辺地域への回遊・滞在を誘発する取り組みを通じた地域活性化への貢献 

・熱気球係留飛行体験、農家民泊等の宿泊業者との連携による公園利用をセットにした

滞在ツアーの促進 

・地域に定着した大型催事･行事（早春賦音楽祭、北アルプスフェア等）の継続と内容の

充実 

・２地区を活用した広域イベントの実施 

・周辺施設、地方公共団体との連携による地域交流拠点としての充実 

・スポーツ系催事･行事の推進とスポーツツーリズムへの発展 

・固有の景色、自然森林を活用した健康体力づくりや新鮮な食材による公園発のヘルス

ツーリズムの推進 

○地域周遊につながる効果的な情報発信･場の提供 

・両地区のインフォメーションセンターにおける積極的な情報発信、本公園の HP、

Facebook などの SNS を有効活用した観光情報をはじめとする多様な情報並びにト

イレの提供や休憩機能の強化

【今後の重点的取り組みの参考イメージ】 

○回遊・宿泊を誘発する取り組み 

・「農家民泊」の取り組みと本公園利用との連携を展開しており、「食育」や「グリーンツー

リズム」が注目される中、大都市圏の学校に対して農家に泊まり農業を学び、安曇野を

知る機会を提供中。 

・大町・松川地区では、北アルプス山麓の景色を空から楽しむことができる熱気球係留飛行

搭乗体験を実施。熱気球搭乗券と公園周辺の宿泊施設への宿泊をセットにした旅行企画

の開催を各旅行エージェント通じ実施中。 

農家民泊での体験 熱気球係留飛行体験 
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○地域交流拠点としての期待

地方公共団体や地域の団体等との連携により、早春賦音楽祭や北アルプスフェア等の催

事･行事を開催し地域交流拠点としての充実を推進中。 

○２地区及び周辺環境施設との相乗効果による地域活性化 

本公園は、北アルプスエリアと松本や首都圏を結ぶルートに位置することから、周辺

観光施設との相乗効果により、①北アルプスエリアへの誘客、②公園及び周辺への誘

客、③松本周辺の観光施設とのセットでの誘客による地域活性化が可能。 

相乗効果を発揮するため、２地区を活用した「アルプスあづみのセンチュリーライド

（サイクリングイベント）」などの広域催事･行事を継続して毎年開催。 

春の風物詩・早春賦音楽祭 秋の北アルプスフェア 

●２地区を活用した広域イベントの開催 

【広域イベントの例】 

アルプスあづみのセンチュリーライド（サイ

クリングイベント） 

・地元住民と協力し、

園内で地元食材等の

補給地点を運営 

・参加者は、安曇野～

白馬地域（往復約

160km）まで広く地域

の魅力を体感。H28

年度は、1,519 人が参

加 

２地区及び周辺環境施設との相乗効果 
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３．事業の効果 

管理運営方針に基づいた諸施策を実施することにより、次のような事業効果が期待されま

す。 

① 多様なレクリエーション需要への対応 

・日本の原風景でもある北アルプスの麓、安曇野地域に位置する本公園は、歴史、文化など

の豊富な観光資源とも連携し、自然や里山の景観を情報発信することで多様なレクリエー

ション需要が見込まれます。 

・北アルプス山麓に位置する堀金･穂高地区での田園・里山の体験、大町・松川地区の野外で

の本格的アクティビティを体験できるツインパークを定着させ、潤沢な水や緑と四季の美

しい風景を愉しめる公園としてのより一層の魅力を高め、田園・里山風景や自然森林の中

での自然体験・野外教育（体験学習やスポーツに親しむ）、安曇野の原風景に触れ合える空

間として利用者の多様なライフスタイルのニーズ等に対応します。 

② 観光振興や周辺への滞在･周遊促進による地域活性化 

・１００ｍの標高差のある本公園２地区と周辺観光施設との連携や四季折々に様々な催事･

行事の期間設定等により、滞在、周遊による地域活性化の効果を生み出してきています。 

・全園開園（平成28年 6月）により、周辺施設への立ち寄りや夏季を中心とした宿泊利用

者等の増加が期待され、また、今後のインバウンド需要も踏まえ、宿泊施設や周辺観光施

設との連携による多様なプログラムやツアー構築を通じ、安曇野での周遊促進や民泊を含

めた宿泊による地域活性化が期待されます。 

③ 希少な自然資源、緑環境の保全・継承 

・本公園は永続的に土地を担保し、適切な管理を行うことにより、緑豊かな環境と地域景観

や貴重な動植物の生息生育環境を包括的に保全することができます。 

・昭和３０年代の風景の面影が色濃く残る堀金・穂高地区の里山文化ゾーンでは、オオルリ

シジミなどの希少な動植物の繁殖環境の保全や穂高地域の特産品である天蚕の飼育、加工

の取り組みを通じ、生物多様性や地域固有の環境、これらを支える技能･技術の保全の効果

が期待されます。 

・さらに、多様な体験学習などの機会を通じて様々な人々の交流を生み出す効果が期待され

ます。 

④ 安曇野地域の風土や文化の発信・継承と防災への貢献 

・全園開園を契機に豊かな自然と地域文化を活かしたプログラムの内容等を充実させていく

ことで、多くの利用者及び地域の次世代に安曇野の風土や文化を発信し、継承する一翼を

担うことが期待されます。 

・大規模災害の際には広い敷地を活かした後方支援拠点としての役割を担っていることから、

施設の維持管理や防災機能の強化を図り、有事の際の安全安心の拠点としての効果を発揮

できます。 

なお、本プログラムは、事業の進捗状況などをふまえ、適宜見直しをしていくものです。


