
平成２３年３月 安曇野農業経営者の伒 伒報 

 

安曇野農業経営者の伒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■伒長あいさつ 

安曇野農業経営者の伒伒長  東本 卙之 

 

 伒報第２号作成にあたり 1 年間とりためていた記録ノ

ートをひっぱりだしながら作業しています。ー目で分か

る年間カレンダーに書き込まれた記載を見つめ、「よく

まぁいろいろとやったな」と我ながら思います。正直、ス

タートダッシュで気負い過ぎ、りんごの作業に追われる

夏以降息切れした感があります。個人的にはなんとか当

伒を盛り丆げようと地元に根差した企画をいろいろと

考えてきたつもりですが、結果的にいまいちまとまりき

らなかったと反省しています。当伒について私的に思っ

ていることがあります。その名の通り農業関連に携わる

ことを主たる目的とする伒ですが、若手と呼ばれる後

継者の仲間が力を合わせることにより、他分野において

も貢献できる団体でありたいと。つまりは世のため人の

ために役立つ活動を積極的に行っていける団体である

と。子育てに追われる新規就農者で決して余裕のある

自分ではありませんが、尐しでも人の役にたてないかと

常に考えています。 

 ３月１１日に起きた東北々関東大震災からちょうど一週

間過ぎた１８日にこの原稿をかいています。２０ｍとも言

われる大津波が集落はもちろん内陸の耕作地までをも

一瞬にして飲み込んで行きました。加えて原子力発電所

からの放射能漏れ事敀。これら未曾有の大惨事に戦慄

を覚えました。そこに営まれていた暮らしはもちろん、農

業分野も津波による塩害などの実質的な被害とともに、

放射能漏れによる風評被害も今後見适せません。義援

金や生活物資の支援も欠かせませんが、生かされてい

るいまを大切にそして誠実に生きていくことの大切さ

を改めて気付かされた気がします。まだ大混乱のさな

かなので今すぐではありませんが、個人的には当伒で

も応援できることが何かあればと思っております。 

 昨年度より合併にともない丅郷村の伒から安曇野市

の伒になりました。まだまだ旧丅郷村の伒員が多くりん

ご農家が中心といった感じですが、これからいろんな分

野と地域の伒員が増えますます活気ある伒に発展して

いくことでしょう。今後も創意と工夫によって頑張って

いきたいと思いますのでよろしくお願いします 

■年間主要事業 

平成 22年度 
大滝山登山道整備事業 
報告 伒長 東本卙之 
 

平成 22 年度の大滝山登山道整備事業について本伒伒

長東本氏の記事が季刉丅郷文化„１１４、２０１０秋、平成 22

年度 11 月 30 日発行‟に掲載されました。事業報告は丅

郷文化掲載内容に写真、図を加え

て加筆、編集した内容とさせて頂

きます。本事業実行までの流れ、

準備等は“その他活動報告”をご

覧万さい。„広報‟ 

 

１〄はじまり 

北小倉の交差点付近には、 “大

滝山登山口”というバス停の看板

が残っている。近年は登山客も尐なくなり、市町村合併

後には、登山道がますます荒れてきたと耳にした。７年

前、丅郷村が行った大滝山„2616m,図１.ルート概況‟登山

道整備にボランテゖゕとして登頂。豊かな自然と地元か
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ら北ゕルプスに通じるということに魅了された登山ルー

トだった。Iターンで入ってきた地域に、何か恩返ししたい。

農業経営者の伒伒長として、地元への貢献ができるプ

ログラムを検討していた。農業を営むものとして、自然

での活動を通じ、水源でもある地元の山に想いをはせ

ることは重要なことのように感じた。農村に滞在し農作

業や森林資源を活用するグリーンツーリズムなど、観光

と農業の結びつきへの発展も考えられた。そこで、「地

元の山を守っていこう」と農業青年仲間で有志を募り活

動は始まった。 

 

 

２〄 播隆丆人と大滝山 

大滝山の安曇野市側登山道は、江戸時代に槍ヶ岳

„3180m‟に初登頂したとされる念仏修行僧播隆丆人と

道案内人中田又重„南小倉‟が槍ヶ岳に向かうために通

った歴史ある道。歩き始めの南小倉から冷沢登山口まで

のルートははっきりしないが、冷沢～鍋冠山～大滝山は

現ルートを通ったらしい。中田又重の子孫中田信一郎さ

んが今回活動に参加され、この活動が歴史の一ページ

を刻んでいるな、と感慨深かった。 

 

３〄廃道寸前の登山道 

市町村合併後、登山道を廃道にするかどうか議論され

ていた。第一回登山道整備の２００９年の夏である。伒で

整備を行っていなければ地図丆から登山道が消えてい

た。偶然にせよ良いタミングで整備を始めたと思う。 

廃道間近というだけあって、ササに覆われ、いたるとこ

ろで倒木が道をさえぎっていた。特に鍋冠山から大滝山

へ東西に伸びる尾根丆は季節風が吹き抜けるのか倒木

が激しかった。ササや草本類、それに低木までもが我先

にと繁茂し、登山道を覆いつくしていた。倒木は全部で

９箇所。直径１０ｃｍのものから最大４０ｃｍのものまで様々

だった。大きく繁茂したササは大鎌や植木バサミなど

で刈り取り、倒木はチェーンソーとノコギリで伐採、なん

とか登山道の確保に努めた。 

 

４〄力を合わせて打ち立てた標柱 

第一回登山道整備では、案内看板の老朽化で、十分そ

の役割を果たしていないことが指摘されていた。第２回

登山道整備では案内看板の修繕々交換に重点を置くこ

とになった„図２〄活動地点‟。 

 

 

山頂直万稜線の重要な標柱の柱は、重さ約３０ｋｇ、長さ２〄

５メートル。一番の大物だ。肩掛けバンドを結び、腰に据

え、２～３人で運ぶ「バンド作戦」で運んだ。標柱以外の

案内板や工具類を抱えながらの登山は思いのほか厳し

く、道のりが長く感じた。通常の２倍以丆の時間を貹やし、

鍋冠山山頂到着。昼食後、もう無理だなという空気が漂

っていた。歩き始める前に「怪我だけはしないように」と

皆に伝えた。難しいかもしれない。でも、やり遂げて見せ

たい。作戦変更。 

背中の荷物は仲間に預け、二人が前後に分かれ肩に担

いだ。大成功。エッホ、エッホとかごやの様に、尾根道を

駆け抜けた。前方には高低差約４００ｍ、一番の難所とな

る急登だ。皆で呼吸を整え休息をとった。「足を滑らせ

て諏訪の御柱祭のようにならないように行こう。」「よ

し！」と一声かけた。バテてしまわないよう、５～１０分で

小刻み交代で担いだ。丸太の長さにも苦労した。つづら

折りとなっており、カーブを曲がるたび体勢が崩れ体力

を消耗した。いつの間にか心と身体が標柱と一体になっ

八丁ダルミ 

鍋冠山(2194m) 

● 

● 

冷沢分岐 

鍋冠林道 
展望台 

● 

大滝山北峰„2616m‟ 

● 

図１〄ルート概況 
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ていくのを感じた。そしてついに 10 時間の苦闘のすえ

稜線へ到着。 

 

穂高連峰を望む稜線に打ち立てたとき、標柱となる丸

太は魂を宿した我らの御柱となった気がした。予想以丆

の達成感で胸は一杯だった。 

 
大滝山山頂付近での標柱設置の様子。 

 

５〄おわりに 

山が好きでやってきた長野県。就農した当時より、山に

携わる活動がないものかとぼんやりと考えていた。「え

っ「農業の伒」が登山道整備？」とお思いの方もおられ

るでしょう。農業の経営改善、販売活動、栽培技術の向

丆などなど大切なことは山ほどありますが、環境や地

域社伒に寄り添って成り立つ業種であるということを

考慮すれば、自然と係わり地元地域に貢献していく活動

も意義あるものと考えています。 

 

大滝登山コースは、知名度が低く一般的にはよく知られ

ていません。しかし、幹周り２１０ｃｍにも達するダケカン

バ等の原生的な樹林帯、軽快な尾根道、お花畑、ハマ

ツ帯、穂高連峰を望む抜群な眺望、ひっそりとたた住む

大滝山荘など、体感どころ満載の優れたコースで、一度

登れば魅了されてしまうことでしょう。今後もこの自然

の姿を継承して行けたら良いと考えています。 

最後に、企画に賛同してくれた伒員、

大滝山荘、安曇野市の職員の方々

に多大なご協力をいただきました

こと、厚くお礼申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

々山小屋での様子 

 

山小屋に伒報をどうぞ～！ありがと～„笑‟ 

 

山小屋の主を囲んで大いに盛り丆がりましたよ！ 

 

６〄今後やりたいこと 

２年前に始めた大滝山登山道整備、今回も事敀なく無事

終えることができました。ご協力いただいたみなさんに

感謝です。さて昨年に引き続き大滝山荘では反省伒と

今後の課題について話し合いました。大滝山への道はと

ても魅力的な登山道です。せっかくなので、次回からは

「多くの方々に登っていただきたい。このすてきな山と

道を知っていただきたい」。という思いから一般公募を

行いたいと思います。また、今はやりの山ガールにあや

かって合コン登山を企画してはという意見もありました。

ひっそりとたたずむ大滝山荘を舞台に山での出伒いは

いかがでしょうか。農家の嫁企画にも役立てたいような

気がします。今後も皆さまのご協力よろしくお願いいた

します。 
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々倒木処理々草刈り地点„記録 東本‟ 

地点 写真 状況 内容 

St.１ 写真なし 

直径約 10ｃｍコ

メツガ倒木„生

木‟ 

ノコギリに

より伐採処

理 

St.２ 

 

シラビソ „ 生

木‟直径約 30

㎝ 

ノコギリに

より伐採処

理 

St.３ 

 

直径約 151ｃｍ

倒木 

チェンソー

及びノコギ

リにより伐

採処理 

St.４ 

 

直径約 60ｃｍ

倒木 

チェンソー

及びノコギ

リにより伐

採処理 

St.５ 

 

直径 100㎝ 

枯木 

チェンソー

及びノコギ

リにより伐

採処理 

St.６ 

 

直径約 10ｃｍ 

枯木 

ノコギリに

より伐採処

理 

St.７ 

 

直径４１㎝ 

ノコギリに

より伐採処

理 

々行動記録„7/２１分、記録 矢島‟ 

時間 内容 

５〆３０ Ｊ：小倉支所に全員集合の後発 

６〆２０ 冷沢着。自己紹介、整備内容についての確

認など 

６〆３５ 

7:25 

看板 □1  のつけかえ開始。 

設置完了 

７〆４５ 登山開始 

7:50 st.1倒木処理 

８〆05 

8:11 

st.2処理開始。 

処理終了。 

８〆１５ 休憩„１０分間‟ 

８〆４５ 

8:57 

看板 □2  つけかえ開始。 

設置完了。 

９〆0５ 看板 □3  設置 

９〆２１ 

9:25 

看板 □4  つけかえ開始 

設置完了 

９〆３５ 休憩„１０分間‟ 

１０〆１５ 休憩„５分間‟ 

１０〆３０ 

10:37 

看板 □5  つけかえ開始。 

設置完了 

１０〆４５ 休憩„５分間‟ 

10:46 

１０〆４９ 

看板 □6  設置 

設置終了 

１１〆０３ 鍋冠山山頂到着々看板□7 設置。 

１１〆０５ 昼食„２０分間‟ 

１１〆３５ 

11:40 

看板 □8  つけかえ開始。 

設置完了 

１１〆５５ 

12:00 

St.3倒木処理開始。 

処理完了 

１２〆３５ 休憩„１０分間‟ 

１３〆０７ 休憩„５分間‟ 

１３〆２０ 

13:25 

看板 □9  つけかえ開始。 

設置完了 

１３〆４０ 

13:45 

St.4倒木処理開始 

処理完了 

１３〆５５ 

14:00 

看板 □10  つけかえ開始。 

設置完了 

１４〆００ 

14:15 

St.5倒木処理開始 

処理完了 

１４〆２０ 

14:25 

St.6倒木処理開始。 

処理完了 

１４〆３５ 

14:49 

St.7倒木処理開始。 

処理完了 

１４〆３８ 看板 □11  設置 

１５〆０３ 休憩„１２分間‟ 

１５〆５０ 休憩„５分間‟ 

１６〆１０ 

17:32 

大滝山山頂到着々看板 □12  設置作業開始。 

設置完了。 

１７〆３７ 大滝山荘到着 
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々標柱設置状況„記録 中島‟ 

地点 設置前 設置後  

１ 

  

古い標柱を撤去し新しい標柱を同じ位置に設

置。古い標柱の看板 2枚は再利用。 

２ 

  

古い看板の横に杭を打って新しい看板を設

置。古い看板はそのまま使用。 

３ 写真なし 

 

地面に置いてあった看板を木に設置した。 

４ 写真なし 

 

地面に置いてあった看板を杭に固定して設置

した。 

1 

6 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

1 

2 

3 

5 

7 

8 
9 

10 11 

12 

● 

4 

▢ 

▢ 
▢ 

▢ ▢ ▢ ▢ 

St.1 

St.2 
St.3 

St.4 

St.5 
St.6 

St.7 

冷沢分岐 

鍋冠山 

大滝山荘 

ｓｔ.○ は倒木処理々草刈り地点 

  は標柱設置地点  

図２〄活動地点 
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５ 

  

木製の古い看板を回収しゕクリル製の新しい

看板を設置。 

６ 

  

古い看板を回収しゕクリル製の新しい看板を

設置。 

７ 

  

鍋冠山山頂。新しい看板を置いて設

置。 

８ 写真なし 

 

地面に置いてあった看板を木に設置した。 

９ 

  

木製の古い看板を回収しゕクリル製の新しい

看板を設置。 

１０ 写真なし 

 

地面に置いてあった看板を木に設置した。 

１１ 写真なし 

 

新しく看板を設置した。 
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１２ 

  

大滝山山頂付近。古い標柱を撤去しハマツ

帯を避けて最寄りの場所に新しい標柱を設置。 

 

々市民タムスの記事„平成 22年 7月 22日掲載‟ 

 
●参加者の感想 
ンタビューしたものを文字に起こしました。 

々野中由紀子さん 

私は大滝山に高校 1年生の時に初

めて登りました。1973 年だから 37

年前の事です。その時は丆高地か

ら入って徳澤園に泊まりました。昔

の綿の黄色いテントとシュラフを

背負って、ザックにスリングで鍋を

外側に付けてキャラバンシューズ

を履いて登ったんです。1泊目は徳

澤、2 泊目は大滝で 3 泊目は蝶ヶ

岳でした。それで長塀から降りて

徳澤にもう一回泊まって夜行で帰

ったのです。それで夜行で帰る前

に松本で夜、高校生が遊ぶ„笑‟

と！女子高生が内緒でパチンコやに入っちゃうとか！

松本駅の横にトレがあってそこにザックを隊毎に列を

作って並べたんですよ。当時、松本って平和な町だなー

って印象が残っていますね。それでその後、大学生にな

って燕山荘でゕルバトして、伒社に入って社伒人山岳

伒に入って岩登りと雪山を始めたのです。それで、結婚

して、結婚した相手の伒社が 18 年前にたまたま安曇野

市に移転したのです。それで安曇野に引っ越してきたの

です。で毎日、万から大滝山、蝶ヶ岳が見えるのですが、

あそこへ鍋冠山から登ってみたいなーとずっと思って

いたのが、登る事ができてとっても嬉しいです！ありが

とうございました。大滝山はとってもいい山です。だか

ら皆さんにも来てほしいです、今度は一般募集の登山が

出来たら是非お伴したいと思います。 

 

々岩垂和明さん 

丸太はやっぱり重かった!でも、

山頂に到着して丸太を立てた

ときは感動的！やってよかっ

た。 

来年も予定さえあれば参加し

たいです。ただ、来年も丸太を

担げるか、と聞かれるとけっこ

う微妙々々々笑。もう一回り小さかったらやってもよいか、と。

良い経験になったのでまたやってみたいです。 

 

々臼井良守さん 

去年は倒木の片付けがメンで、今年は看板の設置と

いうまた違う新たな目的で登れ

てよかったです。「看板を立てた」

という達成感があったし、形に残

すことができて、いい思い出に

もなると思います。丸太をしょっ

て登ると聞き、最初は「おかしい

んじゃないか？！」と思ったし

„笑‟、実際しょってみてこれ、「ほ

んとに丆まであがるんかな？！」

と丈安でしたが、無事に立てられて、それだけ皆さんが

頑張ったということですよね。来年もお声がけいただい

て是非参加したいです。 

 

請地誠さん 

自分は丸太を担ぐのが尐なかった気がするのですいま

せん々々々笑。今年の内容はとても濃かったと思いますよ。 

● 
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去年は登山される方が

この先、どのように進ん

でったらいいのかがわ

かるようになったし、今

年はどっちの方向で進

んで行ったらいいのか、

この道であってるのか、

という確認ができるよ

うになったので、そうい

う点で内容が濃かった

と。来年は是非、北方々南方に山頂の標柱を立てたいで

すね。一人や二人ではできることじゃないけど、今回と

同じくらいの人数であれば、簡単に作業も進むと思いま

す。人の力はすごい！！！ 

 

々中田信一郎さん 

去年もすごく大変で、登山道が見えない状態だったの

で、作業内容が充実してました。今年は１度万見をしてみ

て、荒れてはいなかったものの、

実際登ってみると倒木もけっ

こうあったし、本当にみんなよ

く頑張って丸太をあげれたと

思います。丸太が頂丆まで丆

がるかという心配もあったけ

ど、なんとかあがって稜線に立

った看板を見た時は、経営者の

伒の「宝」になると思いました、

今日はとても嬉しかったです。

来年は、南方々北方の看板を彫

ってまた担いで登りたいです。 

 

々矢島めぐみさん 

今日は本格的な登山が初めて

で、とにかく迷惑をかけないようにと思っていたので、

怪我がなくてよかったと思います。面白いな！と思った

のは、普段この伒は割とドラ、というかベタベタした関

係はないけど、今回、整備をし

ながら登っていくうちに、自然

とメンバーそれぞれの役割が

生まれていて、「この人、こうい

う動きするな」ってお互いに把

握できているような感じがして、

うまくバランスがとれてるな～

と思いました。普段見ることの

できない新たな一面を知るこ

とができて、この伒に入って良

かったと改めて思いました。と

くに山が好きというわけではな

かったけど、 

「むやみに整備するばっかりが整備登山じゃない」って

ことを知って、山に登る面白さを知る入り口になりまし

た。 

来年は保険の問題等もあるけど、できれば一般の方に

も参加してもらいたいです。伒としては３回目になるの

で、一般の人からみたら「３年も同じ山に登ってる」伒な

わけだから、登山中に見られる草木や花のガドなどを

できるようにして、来た人に尐しでも楽しんでもらえる

ようにするのが今後の課題ですね。„文字起こし〆矢島‟ 

 

々大滝山登山道整備事業伒計報告„伒計 中田‟ 

 

 

伒ＰＲポスター制作事業 

報告 中島誠二 

 

今回のポスターの制作は松本空港内に

ある待合室に伒をＰＲする何かしらのもの

を展示させてもらい、県内外の空港利用者に広く伒活

動等を知って頂く機伒をつくりましょうという事がその

発端となってはじめました。 

当初は伒員の農作業風景の写真を編集して空港待合室

に貺ったらどうか等色々検討いたしましたが、予算や今

後の活用方法等を考慮してポスターが最適ではないか

との結論になりました。平成 22 年７月頃よりポスターの

制作をはじめました。デザンは安曇野市丅郷在住の

ラ ス ト レ ー タ ー 西 絢子 さ ん „ に じ 工 房 、 Ｕ Ｒ Ｌ 

http://nijikoubou.jugem.jp/‟にお願いしました。デザ

ンは様々な品目をつくる伒員が希望をもって農業に取

り組んでいる事をメージして作って頂きました。何度

か西さんにお伒いし、ポスターのメージ等を打合せ致

しました。11 月中旬頃に試し刷りしたものを丅郷市産業

フェスタ„リンゴ販売‟に持って行って頂いたのですが、

どこかにいってしまいました„笑‟。本刷りした完成品は

平成 23年 1月 26日に松本で開催されました農業青年

交流伒でお披露目となりました。ポスターは安曇野市各

◎事業名 大滝山整備登山 平成22年7月21～22日

収入 支出

6月23日 道標看板シール代 500 中田 山共建設㈱協力

7月16日 保険加入 2,640 中田 JA

朝・昼食、飲物 7,211 中田・矢島・東本 ジャスコ

朝・昼食（おにぎり） 5,719 中田・矢島・東本 セブンイレブン

常備薬 2,990 中田・矢島・東本 三溝薬局

7月21日 大滝山荘での飲食代 7,300 中田

7月21日 大滝山荘での飲食代他 30,000 中田

7月22日 下山後の昼食代 16,500 中田 ほりでーゆーにて

計 0 72,860

　＊標柱や案内標識等、登山道に設置したものについては、材料費として安曇野市より補助を

　　頂き、購入しました。製作については、東本・中島・加藤・中田が行ないました。

金　額
日　付 費　目 担当者名 備　考

7月20日
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支所„丅郷、明科、豊科、埼金、穂高‟に貺って頂くように

お願いに回りました。図書館の「みらい」はポスターが大

きすぎるとの理由でＮＧでしたので„笑‟、小さいものを

作り直しまた改めて貺って頂けるようお願いに行く予定

です。 

ただ、残念ながら当初の目的でした空港待合室にポス

ターを貺って頂く件は諸事情により実現できませんでし

た。関係者の皆様、またポスターを貺るのに各支所にご

同行頂いた西さん本当にありがとうございました。 

 

ラストレーター 

西絢子さんからのコメント 

 

はじめまして、にじ工房の西絢子です。丅

郷小倉に旦那と愛犬ピースと丅人で楽し

く暮らしてます。このたびラストを描かせて頂き本当にあ

りがとうございました。ポスターを依頼されたのは私も初

めての事だったので、自分でもどう仕丆がるか、出来丆が

るまでは心配で、時間もかかってしまいました。しかも私の

発注ミスで特大サズのポスターになってしまいました々々々 

それでも伒の方は『むしろ目立つのでいいですね！』と中

島さんをはじめ、伒のみなさんが明るく受け入れてくれま

した。ホントに嬉しかったです。明るく楽しそうで、誰もが伒

に入りたくなるようなそんなポスターを。という依頼で今

回描かせていただきました。伒にはとにかく沢山の職種の

専門農家さんがいるので、それをすべて絵の中にどう組み

込むかが一番悩みどころでした。りんごや桃、米、プルーン

がたわわに実る様子が伝わるように、まさに『豊作』という

テーマを置き描いてみました。このような形で、地域に尐

しでも貢献する事ができて、本当に嬉しかったです。この安

曇野の沢山の農家さんの元氣にがんばる姿が、美味しい実

りが、全国に！世界中に！広がっていくことを願っていま

す。 

松本空港関連事業 
担当 布山繁 
 

ＦＤ：関連の動きをまとめてみました。

„広報‟ 

 

々4月１２日„月‟ 長野県温泉観光課と協議 

空港利用促進についての協議１。松本市商工観光部観光

温泉課 14〆00～15〆0。出席者〆役員 

皆さんもご存知の通り、６月１日にフジドリームエゕラン

ズ„ＦＤ：‟が信州まつもと空港に就航しました。それにと

もない、我々も空港利用促進の手助けができないか、手

助けしたついでに我々の農産物のゕピール、販売もでき

たらいいなという思いを持って、松本市商工観光部観

光温泉課の課長補佐々観光担当係長の征矢野伸一さん

と、主任の鈴木幹彦さんのお二人と伒談をしました。お

二人の話された内容は以万のとおりです。 

 

空港の利用促進には、①地元松本周辺の方の利用の促

進と②九州･北海道のお客さんの利用の促進の２種類が

ある。①においては、信州まつもと空港利用促進協議伒

„県内全市町村、県内経済団体などで作られている‟に

おいて取り組みがなされている。②においては、松本市

が独自で取り組んでいるが、松本市周辺の魅力も合わ

せてゕピールしていくことがお客さんの増加につなが

ると考えている。昨年、松本市のそば祭りに飛騨高山の

グループが参加して松本を盛り丆げてくれたように、松

本市としても、安曇野市や飛騨高山などの魅力を伝え

ていきたい。なお、観光目的での空港利用者数は全体の

６０～７０％。昨年„Ｊ：Ｌ時代‟の空港関係のベントとし

て、ＲＫ；ラジオ祭り„１０月 24,25 の土日‟があった。来場

者数２０七人。長野県内からは、かんてんパパ、養命酒、

全農長野などの出店があった。全農長野でのりんごの
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販売個数１０００個？その他のベントとして、９月万旬に

松本のスカパークでスカフェステゖバルが開かれて

いる。来場者数４０００～５０００人。空港内、空港駐車場で

農産物を売るなら空港管理事務所へ。機内食などに農

産物を取り入れてもらうならＦＤ：へ。スカパークで売

るなら、指定管理者のＴＯＹ ；ＯＸへ。 

それを受けて、我々の感想。 

々ＲＫ；ラジオ祭りは、ちょうど昨年役員で出店した横浜の

祭りのような感じで、来場者はやたらと多いんだけどそ

の割りに売れないんじゃないか。１０００個ということだ

が、箱数にすれ２０ほど。たいしたことない。伒として次

につながらないのでは。 

々まずは小さいところから始めたらどうか。空港内や空

港駐車場で、機内で渇いたのどを潤すためのジュース

でも売ったらどうか。 

々とりあえず空港管理事務所へ話をしに行ってみるか。 

ということで、４月25日に空港事務所と話をすることを

決定いたしました。„報告 加藤‟ 

 

々4月 25日„日‟松本空港管理事務所と協議 

出席者〆役員、事業担当布山。 

 

空港利用促進についての協議２ 

長野県松本空港管理事務所 13〆00～14〆30 

出席者〆中島、中田、東本、布山、加藤 

 

長野県松本空港管理事務所の次長兼管理係長の宮田

俊秀さんと伒談しました。伒談目的は、前回„4/12‟の観

光温泉課との伒談同様、空港利用促進と安曇野の農産

物のゕピール･販売促進。 

 

協議内容は以万のとおり 

松本空港の周り„今井地区‟には、高い建物を建てては

いけない規制がある。その代わりとして、県や市が今井

の道の駅の建設貹を補助した。そういうことからも分か

るように、今井地区の農家と空港には深い関わりがあり、

そのためどうしても今井地区の農家の方が販売などで

は優先せざるをえない。現在、実際に今井の農家グルー

プが農産物を出品しているのは、スカフェステゖバル

„9月万旬 3000人くらい来場。とぶ様に売れるものでは

ない‟と、月 1回の空港見学伒„2010年 4月は 170人来

場‟。この時に今井地区と同じような品を出さないよう

にして欲しい。それに、空港で物を売るということだと

あまり売れないし、活動自体に広がりができないので

は？ 

それを考えると、九州の方への売り込みのほうが面白

い。九州方面への売り込みについては今井地区を気に

することはない。売り込み方法としては「りんごのもぎ

とり」が面白い。しかし、常時きちんとお客さんに対応で

きるかが問題。いろいろな補助金制度を使ったり、旅行

業者とからめて活動していくのも手„農協観光はすでに

ＦＤ：に働きかけている‟。 

九州の生産者と交流を持つのも面白いかもしれない

„商工団体はすでに動こうとしている‟。ただ、自貹で動

かないといけないところがつらい。実現したら、九州の

直売所に安曇野の農産物を置いてもらったり、その逆を

やったり々々々。 

りんごの試食を機内で出すのは無理。搭乗前に食べて

もらうことはできる。 

みやげ物屋に伒のポスターを貺ってもよい。ただ、おお

やけのポスターであれば無料だが、営業目的のポスタ

ーだと有料。 

空港の休憩室„管理はターミナルビルという伒社がや

っている‟の壁に伒の写真や絵を展示してもよい。 

地域を盛り丆げていくことで県が盛り丆がっていくので、

地域の皆さんにはどんどん空港管理事務所などに来て

いただいてお互いの利益向丆を考えて行きたい、とい

うことで、非常に好意的にお話をしてくださいました。

今後、伒としてどのようなゕプローチをしていくかは、

当日の 18〆30 から開かれた全体伒で話し合われました

„報告 加藤‟。 

この協議以降は事業担当の布山さんが中心となり、松

本空港内でのりんご販売や、空港事務所、FDAや JTBと

タゕップしたりんごもぎ取り販売の企画などを関係各

所と検討し、一部テスト販売を試みましたが、関係各所

でメリットが見えず、本格実施には至りませんでした。 

 

平成２２年度 
埻玉県丅郷市産業フェスタ販売事業 
報告 岩垂和明 
 

11月 27„土‟,28„日‟に「丅郷市商工まつり」

にて、りんごの販売を行ってきました。以

万に、その報告をまとめました。 

々１１月１３日„土‟目揃い伒。 
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小倉多目的施設、19:00～。リンゴのサンプルは増田氏準

備。丅郷市へ持っていくのは、36玉以丆の軽度の実割れ

品„JA出荷レベルでオープン A程度‟または、36玉以丆

で軽度のサビ、変形があるなどの見た目が悪いもの。ま

たは、40玉の正常品。どちらについても一定以丆の熟度

があって、味の保証ができるもの。詳細な規格について

は実際にサンプルを見つつ検討を行った。 

 
目揃い伒の様子。 

々11月１９日„金‟ 

16〆00〆トラックにりんごを搬入。4t車 2台分。野箱 3○○

箱。 

々11月２０日„土‟ 

4:00〆集合。マクロバスにて出発。なおトラック部隊は先

行で出発。 

8:30〆現地到着。りんご販売のテントの前には既にお客さ

んの列ができていた。販売準備開始。 

9:30〆販売開始。3K袋詰め 1,000円。本来は 10時から販

売が開始されるが、列が長くなってきたので、他店に先

行して販売。 

10:00前後〆並んでいる人の数を概算し、列を打ち切る。

つまりこれ以降に来た人は既に買えない状態。 

11:00ごろ〆販売終了。„ホテル泊、丅郷駅前にて懇親伒‟ 

々11月２１日„日‟ 

8:30ごろ〆現地到着。やはり既にお客さんの列ができ始

めている。販売準備開始。 

9:30〆販売開始。 

10:00過ぎ〆新しく並ぶ列のお客さんには「もしかしたら

買えないかも」と連絡。 

11:00ごろ〆販売終了。 

ということで、両日とも 3t以丆のりんごが半日持たず

に売れてしまった。売る側としてはうれしい限りだが、半

日もたないのはお客さんに対して申し訳ない。販売終了

後は、売り切れになってしまったことを謝っている時間

の方が長かった。お客さんからは、「これだけ列になって

待ってるんだから、もっと持ってこいよ！」との声も聞か

れた。 

 

伒場入り口の様子。 

 

丅郷市販売状況。長蛇の列！すごい！ 

反省点と今後について 

々直前の持ち込み箱数の変更について 

直前になって割り当ての箱数を極端に減らす人が見ら

れた。持ち込み箱数に関してはできる限り割り当てを守

るようにし、難しい場合はできるだけ早い段階で調整す

るようにお願いしたい。 

々販売できる基準に満たないりんごが持ち込まれていた 

事前に目揃い伒も開催していたが出荷規格から外れた

りんごがあった。そのりんごは、伒が半額で買い取り、並

んでいたお客様に無料でお渡しした。長い時間をかけて

今日のようにたくさんのお客様が来るようになったの

だから、信用を無くさないためにも規格はしっかりと守

っていくべき„ツルから離れているような実割れ、内部

裂果、傷の腐ったものは要注意‟。また、規格外があると、

現地で再選果しなければならないというデメリットもあ

る。 

 

々袋りんごの販売コーナー以外での袋りんごの販売につ

いて 

一部袋りんごの販売コーナー以外の場所で袋りんごを

売ってしまい、長時間列に並んで待っていたお客さんに

丈公平感を三えるのと同時に混乱をさせてしまった。袋

りんご販売コーナー以外での袋りんごの販売は行って
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はならない。 

々当日の責任者と伒計係について 

当日は高額のお金を扱うことになるため、伒計と責任

者を同じ人に担当させると負担が大きくなる。当日の責

任者と伒計は別の人に担当させるのが望ましい。 

 

々次年度の持ち込み数量について 

本年も両日ともに半日ともたず袋売りのりんごが終了

してしまった。来年は、もう 1台トラックを増やすか、あるい

は８ｔ車+４ｔ車の 2台で行きたい。早めのトラック予約が必

要→早めに伒議して方針決定するべき。 

 

々増田出荷の化粧箱りんごの手数料は、以前は忘年伒貹

などに充てていたが、昨年から袋りんご出荷者へ分配

されるようになった。来年はどうするか再度話し合いが

必要。 

 

 

々量を増やすとなると、今年以丆に丅郷市へ行く人数が

ほしい。確保できなければ、現地でゕルバトを雇う手も

ある。基本的に、出荷する者は全員参加にした方が良い

のでは„自分のリンゴを最後まで見届けるという意味で

も‟。→そうすると荷が集まらなくなるかも。新規就農者

は働き手が一人なので行くのが難しい→早めに計画を

立てておけば問題ない→オーナー対応があるから、計

画を早めに立てたとしても行けるかどうか々々々„一部加藤

メモより‟ 

 

 

 

 

 

■その他活動報告 
 
●３月３０日„火‟ 平成２１年度 安曇野農業経営者

の伒 総伒ならびに情報交換伒。
フゔンビュー室山。 
 
総伒では例年通り、事業報告、決算報

告、役員改選、21 年度の反省等行い

ました。情報交換伒では宮澤宗弘市

長にご挨拶を頂きました。これから安

曇野の農業を支えていく伒員農家へ

激励のお言葉を頂きました。ありがと

うございました。 

 

 
●4月 2日„金‟ 役員伒 
オリザ 11:30～。花見の開催時期、光城山登山計画。 

今後の活動方向は 

･FDAとオリジナル商品開発 

･埼金物産センターとの販売について協議 

･ゕグリフードエキスポの参加について 

･ギャップ導入農場の視察見学 

･伒の安曇野市オリジナルガドブックの制作 

･海外販売状況 

･ブログ制作 

 

 
●４月２日„金‟安曇野市農政課„松枝課長、丸山係長、
櫻井主査‟と協議１４〆００～１５〆００ 安曇野市丅郷総合
支所にて 伒長出席。 
協議内容〆安曇野農業経営者の伒は、市内で最も活発に

活動している農業後継者の伒なので、丅郷地区だけで

なく、各地区の農業団体を束ねてひとつにまとめてい

ただきたいと市農政課から依頼あり。つまりは市全体と

しての意見集約の場が欲しいとのこと。それにより尐し

でも農業後継者問題、遊休荒廃地問題を解決していき

たい。この問いかけを４月１７日の情報交換伒にて話し合

ったが、市事務局が撤退したいま、伒への負担が大きく

困難であろうと保留となった。 

 

●4月１２日„月‟ 長野県温泉観光課と協議 

詳細は年間主要事業の松本空港関連事業をご覧くださ

い。 

 

●4月 7日„水‟安曇野市農政課と協議 
伒長出席 

 

●４月１７日„土‟ 伒員新睦光城山お花見登山ならび
に情報交換伒。光城山登山 14:00～17:00 
情報交換伒〆味処山麓 18〆30～22〆00 参加者１６名 

4 月 17日 ２家族で 14 時～17 時、無事登山終了しまし

た。桜は麓から4分の 1までしか開花しておらず、山頂は

蕾でした。前日の大雪で登山道がすこしぬかるんでおり、

幾度も転びましたが天気に恵まれ、子どもたちも元気に

楽しむことが出来ました。„東本‟ 
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「今年は桜の花が見られる頃に」という思いがかない、 

なんとかこの時期

にお花見伒を開催

することが出来まし

た。伒長からは、信

州まつもと空港の

利用促進の件、事務

局の伒への態勢変

更の件、全体伒の件

などについてお話

がありました。また、

野沢の丅沢さんが

伒に復帰してくださ

いました。 

山麓さんの料理は春の味満載で、更にそこに岩垂さん

のコブラ酒„？‟が加わり、宴は大いに盛り丆がったので

した。„報告 加藤‟ 

 

●４月１９„月‟丅郷小教育フゔームについて話し合い 
教育フゔーム事業１９〆００～２１〆３０ フゔンビュー室山に

て。バジルクラブ鈴木達也氏、内田副支配人(ﾌｧｲﾝﾋﾞｭｰ

室山)ほか７名 伒長出席。 

協議内容〆当伒伒員でもあるバジルクラブ鈴木達也さん

を中心に行われる教育フゔーム。丅郷小学校 4、５年生を

対象にゕガモ農法による米作り体験などを行う予定

とのこと。その詳細なプログラムについて話し合われた。

地元ボランテゖゕも参加する。伒としても今後の食育事

業などの参考になればと思い、打ち合わせに参加させ

ていただいた。 

 

●4月 25日„日‟松本空港管理事務所と協議 

詳細は年間主要事業の松本空港関連事業をご覧くださ

い。 

 

●4月 25日„日‟ 第 1回全体伒議 
味処山麓、18〆30～ 夕食を共にしながら全大伒を行い

ました。参加者 16人。 

 

Ⅰ.直面している個別議題 

①松本空港管理事務所との打ち合わせ報告と今後の事

について。→とりあえず、空港の休憩室に伒で写真„絵‟

を展示することは決定。その他のことについては 5 月

20日„木‟に再度全体伒にて話し合う。 

②市職員の事務局撤退にともなう今後の事務処理方法

等について。通知方法→メールで行う。メールがない方

のところへは郵送。プリンター→白黒レーザープリンタ

ー„値段が安い。敀障が尐ないため‟を購入。中島宅で

保管。伒議場所→多目的センター、南北小倉公民館、こ

むぎ亭、フゔンビューなど臨機応変に。 

③担当役員を増やした方がいいか 

→実際に今の体制で動いてみて現役員の負担が重いよ 

うならその時考える。 

④役員手当てをつくるか 

→役員は現在、自腹でガソリン代や印刷代などを払って

いるので作った方がよい。10,000円/年 

⑤ブログの作成について 

→外部の人に伒を紹介し活動内容を理解してもらって 

新しい伒員の確保を目指すためにあったほうがよい。た 

だ、継続できるようにできるだけ簡素に。 

⑥安曇野市の農政課の要望について 

要望の内容は 

々安曇野の農業発展のために協力して欲しい。 

々遊休荒廃地･後継者問題･田園都市構想･集落支援事業

など。 

々市全体を統括する農業者連絡協議伒組織づくりと並行

して、その傘万に各市町村に当伒のような各種農業者

組織をつくり地域を活性化させてほしい„農政課課長‟ 

→とりあえず農政課の人に伒の伒議に来てもらって話

を聞こう。 

⑦自動引き落としの件について 

→面倒なので、Ｊ：温と小倉の方以外は現金で払うこと
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にする。 

⑧布山さんからｓｓ整備伒、ドリフト防止説明伒„４/２６‟と

農薬勉強伒„４/２７‟のお誘い 

 

Ⅱ.基本的な年間事業への要望 
①鈴木達也さんが、教育フゔームという名のもと小学校

で野菜の栽培などを教えている。この伒でもそれに乗

っかってみないか。遊休農地でじゃがいも々たまねぎ々に

んじんを作り、それでカレーを作ったら子供の思い出に

残りそう。 

→年に 1回でもいいから、地元の学校給食を全て安曇野

産の農産物でまかなえないか。食材を出すだけではな

く、実際に生産者が教室に出向き、児童生徒とかかわる

と更によいのでは。すでに地場産を取り入れる流れには

なってきているが、どのくらいの割合が地場産かは分か

らない。まずは教育委員伒と話をしてみよう。 

②きのこ狩り交流をしたい。外部からも人を集めた方が

面白い。丅才山手前の国有林がいいのでは？整備され

ているし、きのこも採れる。„布山さんから情報‟ 

③キャンプ交流をしたい。もう尐し時期が近づいてから

考えよう。 

④フゔンビューの宿泊者にりんごのもぎとり体験をし

てもらったり々々々。各自でもう尐し具体的案を考えていこ

う。 

⑤2009 年に直売所甲子園で優勝した道の駅とよとみ農

産物直売所„山梨県‟に見学に行きたい。 

 

●5月１３日„木‟ 安曇野市産業建設課産業振興係及
び農政課と協議。 
今後、行政が経営者の伒とどう関わるかについての話 

 
丅郷総合支所相談室 17〆00～18〆30  

出席者〆 東本、加藤、中田、中島 „報告 加藤‟ 

安曇野市役所産業振興係係長の山崎さん、農政課丸山

さん桜井さんのお話を伺いました。話の内容は以万のと

おりです。 

々平成１７年１０月１日安曇野市ができた時に、行政が外部

団体の事務作業をするのはやめにしようという方針が

出された。もし、すぐにやめにできない場合でも、５年間

のうちには徐々に調整してやめようという決まりだった。

ところが、経営者の伒の事務作業に関しては、５年間の

うちに調整が全くされず突然事務作業をやめることに

なってしまい申し訳ない。 

々経営者の伒は、市にとっても必要な伒と認識している。

新規就農者が横や行政とのつながりを持つためにはな

くてはならない伒。だからこそ今まで補助金を出してき

た。今後は、市全体の農業者に呼びかけ、様々な作物を

作る人たちも伒に引き入れてほしい。 

々今後行政が伒の活動に手出しをすることは無くなるわ

けだが、だからといって好き勝手な活動をしていいわけ

ではない。税金を使って活動しているという意識は必

要。 

々行政撤退にともない、伒の規約３「事務局を産業建設課

におく」はおかしくなった。削除してほしい。 

 

行政が事務から関わらなくなったといっても、今までと

同様、伒に協力してくださることもあるとのこと。具体

的には 

々夏祭りのポン菓子の機械の貸し出し 

々伒宛に市役所に来た通知、情報の伝達 

々役場の伒議室の使用 

々丅郷市産業フェスタの手伝い„姉妹都市間の交流で、丅

郷市長から安曇野市長宛に要請が来るため‟です。それ

以外の、文書発送、補助金の申請などは経営者の伒の

方でやってくれとのことでした。 

伒でプリンターを購入しました。„報告 中島‟ 

伒でモノクロレーザープリンターを購入しました。これま

で市事務局で行っていた配布物等の印刷は伒で行う予

定です。プリンターは広報担当の中島宅で管理します。

プリンター左側面に伒の名称と購入年月日を書いたテ

ープを貺りました。 

プリンターの内容です。 

メーカー〆キャノン 

機種〆レーザービームプリ

ンター 

 Satera LBP 3000 

価格\11,767。トナーカート

リッジも 2 本分合\5,880

わせて購入致しました。(平成２２年５月１３日購入) 

 
●5月 20日„木‟ 第 2回全体伒議 
小倉多目的センター１階小伒議室、19〆00～。出席者〆大倉、

加藤、坂野、佐藤、津村、中島、中田、東本、布山、丅沢、矢

島 
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①５月１３日に行った役員と行政担当者との協議 

„報告加藤) 

②伒の連絡･通知についてのお願い。 

メールで伒議などのの出欠をとることにする。欠席の場 

合はメールに返信をすることとする。„案‟ 

伒員に連絡するときにかかる事務貹として中島広報担

当に年 5000円を支給する。 

③ＦＤ：利用促進協力事業 

観光もぎとり→旅行伒社とＦＤ：と協議･計画書づくり。 

参加希望〆岩垂々大倉々坂野々鳥羽々中島々東本々布山 

④ＦＤ：と並行してフゔンビューとの連携によるもぎと

りについて。 

参加希望〆岩垂々大倉々坂野々鳥羽々東本々布山 

⑤松本空港休憩室の壁面利用について 

伒のＰＲの場にならないだろうか。 

⑥ＩターンやＵターン者が抱える問題など 

土地、除草剤、人間関係などに関する問題が多々ある。 

毎回伒議ごとにこのことに関して話し合ったらどうか。 

１回この問題のためだけに伒議をしてもいいかも。 

ゕンケートを匼名で行えば、プラバシーが守れてよい

のではないか。 

⑦事業ごとに担当者を決めたい。 

々ＦＤ：もぎとり事業 布山、大倉(他、利用促進事業に参

加するメンバー) 

々松本空港ＰＲ事業 中島、加藤„伒全体でやってもいい

かも‟ 

々ササ刈り登山事業 東本、矢島、中田„他、ササ刈りに

行くメンバー‟ 

々食育事業 丅沢、中田 

⑧その他 

々丅郷市産業フェステゖバルのことについて、早めに産

業振興係の山崎係長に話しをしておいた方がよい。 

々伒報を市の図書館、ひつじ屋、地球宿、安曇野市役所の

各支所に置くことにする„個人情報には気をつける‟。 

々８月３、４日にゕグリフードＥＸＰＯが東京ビッグサトにて

行われる。 

々２、３月に研修旅行をしたい。 

 

●６月２日„水‟ 平成２１年度安曇野市丅郷地域営農
支援センター総伒。１３〆３０～１５〆００ 安曇野市丅郷総合
支所にて 伒長出席。 
協議内容〆主に平成２１年度の事業並びに伒計報告と次

年度の事業計画並びに予算案について話し合われた。

東本は来年度よりとりやめとなる農作業支援事業に関

して、その詳細な経緯について回答をもとめた。派遣法

に抵触することを理由に挙げていたが、許認可をとれ

ば行えると東本は指摘した。そのためには月に１度の講

習伒など、余裕がないというなんともすっきりとしない

回答で終わってしまった。今後の協議に期待したい。 

 

●６月９日„水‟ 大滝山登山道整備について安曇野
市観光課と協議。参加者、伒から東本、中田、中島、矢島。
市観光課から臼井、赤羽。 
実施日程、参加数を役場と確認。今年は観光課が送迎を

担当してくれる事になった。役場からの参加は他団体の

山道整備事業の兼ね合いから参加できないとの事。 

概ね 5 七円を限度に市からの援助もあるとのこと。チェ

ンソーの替刃、ノコギリの替刃等に利用できるだろう。 

 

●６月１１日„金‟役員伒 婚活サポート助成金の検討。 
参加者 東本、中田、丆条、中島。オリザ 12:15～14:00 

国の婚活サポートの助成金申請をするかどうかの検討。

申請〆切が６月中に延期せられるなら全大伒にかけて

担当者、ベント内容を検討する。そうでなければ中止。

実施するならば１〃２月が良いとの結論。 

 

●６月 17日„木‟ 第 3回全体伒議。 
丅郷総合支所第４伒議室、19〆30～ 
①補助金申請書の提出報告(東本) 

②大滝山登山道整備について„中田、東本、矢島‟ 

実施日は７月 21～22日の予定→農協の着果点検の日に 

ちとの兼ね合い要確認。登山道までの送迎は観光課で 

やってくれることになった。大滝山荘の宿泊貹は蝶ヶ岳 

ヒュッテのご協力により無料。杭や看板、チェンソーの 

刃、燃料代等は安曇野市より実貹を補助。食貹、医薬品 

代は伒で支払う。お酒代は個人負担。 

出席〆岩垂„？‟、大倉、帯刀„？‟、坂野、中田、中島、東 

本、布山、矢島、臼井(耕地林務課)等。 

③ＦＤ：利用促進協力事業(大倉、布山) 

りんご価格が安い現在、利益は出ないかも。経営者の伒 

と安曇野フルーツマスターが提携して行うこととす 

る。８月～１１月末までの事業展開を考える。3ｋｇ箱に満タ 

ンに詰めてもらって２０００円～２５００円。袋„1～1.5ｋｇ‟に 

詰めて売るのもゕリ。冷蔵庫にある貯蔵物も売る最低人 

数やお客さんに畑に来てもらうかどうかなどに関して 



平成２３年３月 安曇野農業経営者の伒 伒報 

 

16 

 

は旅行伒社と話し合い。７月頭に長野県松本空港管理事 

務所の次長兼管理係長の宮田俊秀さんと話し合いを持 

つ。 

④九州の農業青年たちとどういった交流がしたいか(東

本)→伒の研修旅行で福岡に行って九州の農業青年と

一緒に飲むとか々々々 

⑤ＦＤ：と並行してフゔンビューとの連携によるもぎと

りについて。→ほりでーゆ～も頼めばできるかも。７月頭

に長野県松本空港管理事務所の次長兼管理係長の宮田

俊秀さんと話し合いを持つ。 

⑥婚活サポート事業(国の補助事業)について(東本) 

→広告代など出してくれるのは魅力的だが、それに 

見合った企画を立てるのは無理→やめ！ 

⑦宅急便„クロネコヤマト‟を伒員が皆利用することで

運賃が安くなるか。→ほとんどの伒員が既にクロネコヤ

マトを利用している面から考えて安くならないだろう。 

⑧丅郷市産業フェスタについて。 

々市としての担当先は総務課都市交流係„係長 望月 

71-2000‟。都市交流係が産業振興係„係長 山崎‟や農 

政課 庶務担当„係長 南‟に指示を出して動かしてい 

く形。経営者の伒が産業フェスタに関して相談する場合 

は、産業振興係か農政課庶務担当へ。 

々今年の市役所職員の手伝いは、農政課から２名、産業振

興係から２名、計４名来てくれる。 

々マクロバスは市で出してもらえる。 

々産業フェスタで使う袋やテープなど(夏祭りのポン菓子

の袋)は、現在産業振興係の倉庫の中にあるはず。発見

次第加藤が保管することとする。 

 

●６月１８日„金‟ 新規就農者激励伒ならびに松本地
域青年農業者交流伒 第 1回実行委員伒 
１５〆１５～１６〆４５ 松本合同庁舎 東本„伒長‟出席 

○新規就農者激励伒 

新規就農者の紹介ののち講師の講演が行われた。講師

は(有)信州フゔーム荻原の荻原昌真氏。演題は「農業青

年だからこそできる農業革命」。安曇野市からは塚田雄

一さんが新規就農者として出席されていたので、さっそ

くその場で伒に勧誘しその後めでたく入伒していただ

いた。 

○第 1回松本地域青年農業者交流伒 実行委員伒 

今年の平成 22 年１月に開催された第 1 回松本地域青年

農業者交流事業を無事に終え、来年１月に開催予定の第

２回交流事業へ向けた実行員伒の第 1回目。松本地域に

11 団体ある青年農業クラブにより主催される。今回は新

役員さんたちの顔合わせ。 

 

●6月 20日„日‟ 大滝山登山道整備の現場万見 
参加〆伒長、事業担当者。 

 

●６月２８日„月‟ 安曇野市丅郷地区ふるさと夏祭り
出店者打合せ。１９〆３０～２０〆３０ 商工伒丅郷支所 伒
長出席  
打合せ内容〆７月１日の実行委員伒にむけ出店者の打合

せが行われた。出店団体と出店内容の確認。また、各団

体の伒場内での配置とテント、机、椅子など備品の利用

希望調査が行われた。当伒は例年通りポン菓子配布。備

品はテント一張り、長机２つ、パプ椅子６つを希望した。 

 
●6 月 30 日„水‟ 大滝山登山道整備担当者による
ミーテゖング。 
 
●７月１日„木‟ 安曇野市丅郷地区ふるさと夏祭り実
行委員伒協議。１９〆３０～２０〆３０ 商工伒丅郷支所 伒
長出席 
協議内容〆第 24 回ふるさと夏祭り事業報告及び伒計報

告。第 25 回ふるさと夏祭り実行委員伒組織や花火寄付

金々協賛金の集計、事業計画々予算などの報告のほか、役

割分担などを確認した。その他、警察と消防より安全対

策について報告をうけた。 

 

●7月 11日„日‟ 大滝山登山道整備担当者によるミ
ーテゖング。参加者〆伒長、事業担当者。 
 

●7月 13日„火‟ 伒ポスター制作打合せ。 

詳細は年間主要事業の“伒ＰＲポスター制作事業”をご覧

ください。 

 

●7月 15日 弟 4回全体伒議及び情報交換伒 
こむぎ亭、18〆00～„その後 19〆00から暑気払い‟ 

出席者〆伒員他、安曇野市役所農政課桜井氏、耕地林務

課中村氏、松本農業改良普及センター石川氏  

 
々新しく塚田雄一さん„二木‟が入伒されました。 

々農政課の桜井さんから、市からの新規就農者に対する

助成金に関しての話がありました。 

①草刈り登山について 

②経営者の伒のポスター作製について 

③市から届いた書類について 
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④丅郷市産業フェスタについて 

 

●7月 21日„水‟、２２„木‟ 大滝山登山道整備 
1泊 2日、大滝山荘泊。詳細は年間主要事業の“大滝山登

山道整備事業”をご覧ください。 

 

●7月 31日 安曇野市丅郷地区ふるさと夏祭り 
恒例行事のポン菓子配布を今年も行いまいた。皆さん

ご協力ありがとうございました。8 月 1 日„日‟夏祭り後

片付け„伒長出席‟。 

 

 

●８月２日„月‟ 環境省丆高地自然保護管事務所と
協議。環境省丆高地自然保護管事務所„丆高地‟ １６〆０
０～１７〆００、安曇野市観光課同行。 
環境省 広野自然保護管、安曇野市観光課 赤羽係長、

丸山観光ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ、東本„伒長‟ 

協議内容〆大滝山山頂近くの大滝山々蝶ケ岳分岐点の支

柱及び看板付け替えに関する事案。国立公園特別保護

地区のため観光課職員が電話で自然保護管に確認を行

ったうえで実施されたが、結果的に伒の認識の甘さから

軽微とは言えない改変行為を行ってしまった。説明責任

を果たすため自然保護管事務所に赴いた。協議の結果、

経過説明資料の提出ということでお許しをいただい

た。 

 

●９月１３日„月‟ 松本地域青年農業者交流伒 第３
回実行委員伒。松本合同庁舎、１９〆００～２０〆３０。伒長出
席 
前回開催時の内容と収支報告を受けたのち、今回開催

される内容について簡単な検討が行われた。開催場所

や講師を招いての講演々パネルデゖスカッションが検討

され、講師の候補者があげられた。 

 

●9月 24日„金‟ 弟 5回全体伒 
小倉多目的ホール １階 19:00～ 

丅郷市産業フェスタ関連について検討。 

々レンタルトラックについて 

今年からトラックの運転は伒員の負担軽減の為にプロド

ラバーにお願いしてはどうかと提案があり、その方向

で調整する事になりました。布山氏が運送伒社 4社に問

い合わせ 11月20～21日の丅郷産業フェスタにトラックと

ドラバーを手配出来る伒社はゕヒンだけとの事でし

た。ゕヒンで 4 トン車 1 台ドラバー込で約 8 七円„燃

料代、高速代込、宿泊代抜き‟。ゕヒンは社内の安全規

定で4トン車には2.7トンまでしか積載できないとの事で

した。昨年は 6.8 トンのリンゴと約 200キロの資材で約 7

トンの物量でした。昨年はオリックスから 3 トン車 1台と 4

トン車 1台で対応しました。 

昨年と同じ物量をゕヒンに依頼する場合 4 トン車 2 台

と 2 トン車 1台の 3台が必要となり、コストの問題やベ

ント伒場の駐車場„現段階でトラック 2 台分のみ申請‟の

手配があり、もう尐し調整が必要である事を確認しまし

た。 

々出荷者々出荷量について 

今回の全体伒出席者でベント参加可能な方は 

丆條、増田、帯刀、布山、大倉、岩垂、坂野 

リンゴの出荷のみの方が 

東本、中島、加藤、中田 

でした。出荷量については次回の全体伒議で調整する

ことになりました。 

また、ベント 1 週間前には品質を揃えるために目揃い

伒を行い、さらに参加者の最終的な出荷量の確認を行

う事になりました。 

･宿泊場所について 

昨年までは浅草方面での宿泊でしたが今年は伒場最寄

りの東横ンとなりました。 

 

●１０月１３日„水‟ 松本地域青年農業者交流伒 第４
回実行委員伒。松本合同庁舎、１８〆３０～２０〆００。伒長出
席。 
第２回交流伒の開催日は１月に、伒場はＪ：中信伒館伒議

室に決定。第３回実行委員伒にひきつづき講師候補が検

討された。 

 

●10月 17日„日‟ 丅郷運動伒々文化産業展への参加
„農産物販売‟ならびに情報交換伒。場所〆安曇野市丅
郷文化公園。販売時間〆8〆30～12〆30 

 
丅郷祭販売の様子。 

今年は、塚田„雄‟と加藤が出品しました。販売個数、金

額は以万の通りです。 

 

◎事業名 三郷夏祭り 平成22年7月31日

収入 支出

お米代 784 加藤 アップルランド

おにぎり、お茶等 17,265 加藤 アップルランド

8月2日 ガス代 2,500 加藤 野本商店

計 0 20,549

7月31日

日　付 費　目
金　額

担当者名 備　考



平成２３年３月 安曇野農業経営者の伒 伒報 

 

18 

 

商品名 価格 個数 

シナノスートはね出し 198円 12袋 

シナノスート 500円 32袋 

シナノスート小玉バラ 50円 32個 

りんごジュース„ふじ‟ 500円 6本 

合計 22,976円の売り丆げがありました。 

一昨年が 26,900円で昨年が 33,000円の売り丆げだっ

たので、おそらく今までで最も尐ない売り丆げでした。

その原因は、なんと言っても品物の種類の尐なさにあ

ると思われます。もっと沢山の方が色々な種類の農産

物を持って来ることが販売額の増加につながるでしょ

う。 

とは言っても、全

部で 2 七から 3

七円ほどの売り

丆げしかないと

ころに 10人以丆

が品を出しても

困ってしまうと

いうこともあり、

「この際やめた

らどうか」という

意見もちらほら

出ています。そ

の一方で「やめるのは簡単だけどせっかく継続してきた

んだから々々々」という意見もあります。私自身は、正直、販

売のみの目的でこのベントを続けるのは厳しいのかな

あと思っています、。販売はおまけで、丅郷の皆さんに当

伒の活動内容などを知ってもらうことを目的として続け

ていくのも手ではないかと考えています„活動内容が

わかるように写真を掲示したりして‟。なお、場所をグラ

ウンド西側通路に移したのは正解でした。„報告 加藤‟ 

々情報交換伒„収穫祭‟ 

丂福食埽 18:00～ 

参加者 加藤、中田、中島、丆條、小松、鳥羽 

 

●10月 21日„木‟ 第６回全体伒議 
日時〆10月 21日„木‟19〆00～21〆00 

場所〆丅郷総合支所 ３階第４伒議室 

議題 

１、丅郷祭の反省 

２、丅郷市産業フェスタについて            

①日程 

市から提出された日程表では出発が５時になっていた

が、それでは丅郷市９時着は丈可能。４時１５分発に変更

することを要請する。トラックのみ早め„前日２３時とか‟

に出発する。詳しい時間はドラバー任せ。 

②車両関係 

„コンテナ車４ｔ２台オリックスレンタカー穂高支店 東本

予約前払い、マクロバス‟より沢山持っていくためにハ

エース„布山所有‟も出す。コンテナ車のドラバーに

は前日、穂高まで行ってトラックを取ってきてもらわなけ

ればならない。マクロバスは市の産業振興係が準備

„特に伒が要請する必要なし‟。バス運転手手配、運転手

委託貹、運行貹、運転手宿泊代すべて市が負担。 

③参加者 

伒員〆丆條、増田、帯刀、鳥羽、布山、岩垂、大倉、大蔵、坂

野„９名‟普及センター〆石川„２０日だけ‟Ｊ：あづみ青年

部„事務局‟〆吉澤、トラック運転手〆埼内、市職員〆山崎„産

業振興係‟、丸山„農政課‟、臼井„総務課 71-2000‟、安

曇野ワナリー、畠山醸造から 4名、合計 19名。 

普及センター、青年部事務局、農業士協伒には伒長から

正式に参加要請の文書を出した。青年部員に関しては

文書は出さず、電話にて出欠を聞いた。 

④出荷者 

丆條、増田、帯刀、鳥羽、布山、岩垂、大倉、坂野、塚田、中

島、東本、小川、小松„１３名‟。参加者は３６箱、出荷のみ

の者は１８箱持っていく„計３７８箱‟。化粧箱に関しては増

田任せ。 

⑤その他 

々保険 

Ｊ：傷害保険„３５０円‟に入る„普及センター石川も‟〆中

田 

々ホテル 

東横ン埻玉丅郷駅前 048-950-1045 

参加者数を市役所臼井に連絡。伒員以外の参加者数を

臼井から聞き、全参加者数を把握〆加藤。駅前の居酒屋を

予約〆岩垂 

々土産りんご 

今まで安曇野市役所の柴野係長から産業フェスタの場

で丅郷市商工伒、丅郷市、農業伒議所の３か所に贈答用

りんごを手渡ししてもらっていた。今年はその役を大蔵

が行う。今後のことを考えると、複数の人間が相手の顔

を知っていたほうが良いということから、岩垂、丆條、増

田も大蔵に付き添う。 

々袋„リンゴを詰める袋と手提げ袋‟、消耗品„ウェットテゖ

ッシュ、シーラーのテープ‟。綿半穂高店にて丄夫な手提

げ袋購入可能。シーラーのテープは、黄色や赤色が品

質が良いとの説あり。赤を買うことに決定。購入者〆加藤。

シーラーは、伒の物以外に増田、帯刀、大倉の物も使う。

はかりは、増田、布山、坂野の物を使う。 

々現金引き落とし、当日現金管理担当、引き落とし〆中田、

当日現金管理〆岩垂 

々コンパネ、看板。コンパネは加藤宅で保管。看板„「安曇

野みさとりんご」と書かれたもの‟は特に伒のものでは

ないので市役所の倉庫に保管しておく。 
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々目揃え伒„モデルのりんご‟、出荷数最終確認。１１月１３日

１９時小倉多目的施設にて開催。モデルりんごの準備〆増

田 

々前日積み込み。丅郷支所道路挟んで南側の砂利の駐車

場にて１６時より始める。１日目売るリンゴを１台のトラック

に、２日目売るリンゴをもう１台のトラックとハエースに

積み込む。りんごが均等に売れるように、各々２台のトラ

ックに分けてリンゴを積み込む。リンゴが売れ残った時の

ことを考えて、２日目売る方のトラックには、それぞれの

リンゴが均等に取り出せるように工夫して積み込む。 

 

●１１月１日„月‟ 松本地域青年農業者交流伒 第５
回実行委員伒。松本合同庁舎、１８〆３０～２０〆００、伒長出
席。講師は田舎伒社東京支店代表 中原知里さんに決
定。パネルデゖスカッションのテーマとパネラーを検討。 
 

●１１月１３日„土‟ 丅郷市産業フェスタ２０１０ふじリンゴ

目揃い伒。詳細は年間主要事業の“埻玉県丅郷市産業フ

ェスタ販売事業”をご覧ください。 

 

●11 月２０„土‟、２１(日)日 丅郷市産業フェスタ２０１０出

店。詳細は年間主要事業の“埻玉県丅郷市産業フェスタ

販売事業”をご覧ください。 

 

●１２月１５日„水‟ 松本地域青年農業者交流伒 第６
回実行委員伒。松本合同庁舎、１８〆３０～２０〆００、伒長出
席。本番当日における各青年クラブの役割分担とパネラ
ーが検討されその場で決定。 
 

●１２月１６日„木‟丅郷市産業フェスタ２０１０ 反省伒お
よび情報交換伒„味処山麓 忘年伒‟山麓、18〆30～ 
丅郷市産業フェスタの反省は年間主要事業の“埻玉県丅

郷市産業フェスタ販売事業”をご覧ください。 

 
久しぶりの出席者もおり、大いに盛り丆がりました。 

 
●１月１８日„火‟ 松本地域青年農業者交流伒 第７
回実行委員伒。松本合同庁舎、１８〆３０～２０〆００、伒長出
席。 
各青年クラブの役割分担々タムスケジュールなど最終

確認。パネルデゖスカッションのテーマは「今青年農業者

が発信したいこと々すべきこと」に決定。 

 

●1 月 26 日„水‟ 第 2 回松本地域青年農業者交流
伒 

開催場所〆Ｊ：中信伒館。開催時間〆１４〆３０～１７〆００ 
参加人数〆１０７名„経営者の伒より６名‟ 

開催内容〆 

々講演／田舎伒社東京支店 

代表 中原知里 

「農から始まるコミュニテゖ々トレード」 

 

々パネルデゖスカッション 

「今、青年農業者が発信したいこと、すべきこと」 

＜パネラー＞ 

青柳まどか氏、塩原恵市氏、中島誠二氏、斉藤岳雄氏、

土肥寛幸氏 

 

々情報交換伒 

開催場所〆翠香園松本店 

開催時間〆１７〆３０～１９〆００ 

参加人数〆１０６名„経営者の伒より６名‟ 

 
松本地域の農業青年部クラブ１１団体が集まり、昨年に続

いて２回目の交流伒が行われました。 

昨年は各クラブの活動報告が主でしたが、今年はゲスト

による講演や参加者がパネラーとなってのデゖスカッシ

ョンなど、内容の濃いものとなりました。中原さんの講演

では、田舎へのンターンをきっかけに、規格外野菜の

販売やベントを通じて、都伒と田舎をつなぐ事業を立

ち丆げたその経緯や苦労を伺いました。また、農の６次

産業化を「コミュニテゖ々トレード」と称し、様々なスタル

で農や田舎と関わることで、人と人の繋がりを生み出

すことのできる仕組みづくりを今後も事業の軸にして

いくという展望をお聞かせいただきました。 

パネルデゖスカッションでは、各々の就農の経緯、日常の

取り組みの紹介に始まり、講演の内容でもあった６次産

業化についての意見が活発に飛び交いました。 

伒からは中島氏がパネラーとなり、ご自身の農園の理

念々経営方針を熱く語りました。 

また、パネラーのみならず、伒場の参加者も頻繁に意見

を交えるという進行スタルで、伒場全体が各々の視点

を発表、提案することができました。 

交流伒では普段なかなか接点のない、他クラブのメン

バーとお酒を酌み交わし、大きな仲間の輪が広がりまし
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た。„報告 矢島‟ 

 
●3月２１日„月‟ 役員伒 
伒計中田氏宅。19:00～21:30〄役員出席。 

総伒に向けての準備、打合せ。 

 

■平成 22年度 新伒員の紹介 

々4月入伒 百瀬謙斗さん 

リンゴとナシを１町５反ほど栽培していま

す。趣味はスポーツ々ウゖンタースポーツ々

ゲーム々ネットです。 

よろしくお願いします。 

 

々６月入伒 塚田雄一さん 

はじめましてツカダユウチで

ございます。丅郷でりんごを作っ

てます。去年の松本地域青年農

業者交流伒で東本さんからのお

誘いでこちら安曇野農業経営者

の伒お世話になることになりま

した。自由気ままにここまで来ましたが、結婚してお婿

さんになってしまったので、そろそろ腰を落ち着けよう

かと思います。今は義理のお父さんが趣味で始めたりん

ごを手伝っています。なので、まだまだ生活できる規模

ではありませんがこれからは尐しずつ面積も増やして

いって愛する奥さんと専業農家になりたいのです。りん

ごどころか農業はまーったくの素人で最初は秋映もヒ

コバエも畑に出る害虫の名前だと思っていたくらいな

ので、みなさんに色々教わりたいのです。コミュニテゖ

も狭くなりがちなのでバーチャルな知り合いだけでな

くリゕルなお友達も貴重です、是非お友達になってくだ

さい。 

■普及センターより 

松本農業改良普及センター 

丅郷地区担当 石川和卙 

 

 開店１時間前だというのに長～い行

列を作って待ってくれているお客さ

ん々々々埻玉県安曇野市産業フェステゖバ

ルでの農産物販売に始めて参加した時

のあの光景は忘れられません。「これも長年の積み重ね

の成果なんだよ、最初は売れなくて持ち帰ったことも何

度もあった々々々」こういう経過を語り継いでくれる人が伒

の中にいるというのは非常にありがたいことだと思い

ます。 

 さて、この伒の特徴の一つは、いろいろな人が集まっ

ているということだと感じます。そのことが、バラエテ

ゖーに富んだ、そして地域に役立っている活動を行って

いる原動力になっているのだと思います。一人ひとり何

人もの別の人とのつながりがあるので、10 人いれば数

十人、数百人の人のつながりができます。一方、一人ひ

とりおかれている立場、状況が異なります。伒員全員で、

いい面を活かしながら、お互いに理解しあって補いなが

ら、一歩一歩進んでいかれることを期待します。 

最後に々々々４月から北信地方事務所農政課に転勤にな

ります。伒の皆様には大変お世話になりました。本当に

ありがとうございました。皆さん、頑張ってください！ 

 

■編集後記 

伒長 東本卙之 

いや～この１年長かった。伒報作成によりやっと肩の荷

が万ります。事務局撤退により伒報や個々の伒員には見

えない雑務が思いのほか多く、正直尐し疲れました。安

曇野市から助成金をいただいていることもあり、活動内

容やお金のやりくりにも気を使いました。いずれにせよ、

手探りのなかなんとか無事任期を終えたといった感じ

です。昨年に引き続き広報担当の中島君に伒報の編集

をしていただきました。ご苦労さまでした。また、安曇野

市職員の方々をはじめ多くの方々に多大なご協力をい

ただきました。この場を借りてお礼申し丆げます。ありが

とうございました。 

 

副伒長 加藤秀樹 

今年から、市職員の方の手助けなく我々

だけでこの伒を運営しなくてはならなく

なりました„元々それが当たり前なんです

が‟。また、その事実が今年の４月中旬に

なって初めて明らかになったため、東本

伒長は大変ご苦労されたように見受けら

れました。１年間お疲れ様でした。来年の伒長さんにもぜ

ひ頑張っていただきたいのですが、全ての仕事を伒長

さんが行うのは大変なので、分担できる仕事はみんな

で分担して行こうではありませんか。 

話は変わって、安曇野農業経営者の伒の将来々々々今、行事

が「丅郷&りんご」に偏っているので、それをもっと多方

面にも広げて行ったら面白くなるのかなあなどと考え

ています。 

 

伒計 中田信一郎 

昨年度伒計を担当した中田です。建設伒社に9年ほど勤

め、今年で就農して丸 2年になります。 

伒社勤めの頃より、経営者の伒には賛助伒員として在籍



平成２３年３月 安曇野農業経営者の伒 伒報 

 

21 

 

していましたので、伒員になってからは 10年程が経つと

思います。「伒計をやって欲しい」というオフゔーがある

までは、「賛助」伒員なのだから、丅役になることはない

だろうと高を括っていたのですが、ご愁傷様、昨年より

経営者の伒と、ガップリ四つで向き合うこととなりまし

た。いざ真剣に向き合ってみると、これがまた面白い、

何が面白いって、それは勿論、今までになかった人間付

き合いであります。 

今年は、戦中戦後を経験していない世代の、食と農に関

する概念が、大幅に見直される年となることでしょう。

そんな節目に、農に関する従事者でいられることを幸と

して。 

 

監事々広報々伒報編集 中島誠二 

今年は誤解を恐れずに言うと、市の事務局が撤退して

本当に良かったと思いました。これまで我々が当たり前

だと思っていた事、例えば助成金申請や文書作成配布、

総伒準備、伒場設定等コマゴマした業務がどれだけ事

務局に負担を強いていたのか良く理解できました。今年

3月にＰＯＰ勉強伒を普及センター石川氏より情報を頂き

企画致しましたが、震災の影響で実現しませんでした。

しかし伒員、伒員外の方を含め 30 名近い方が参加希望

して万さり、やる気と課題を持った農業経営者が丅郷周

辺に大勢おられる事も再認識いたしました。勉強伒を通

した品目、業種を超えた交流というのもいいなぁと個人

的に思っています。無理して背伸びをしない、けれども

決して手を抜かないそんな団体に成長し、続いていくこ

とを個人的に期待しています。最後に様々な情報を提

供頂いた普及センター石川さん、北信に行っても“適度

に”頑張って万さい！ありがとうございました。 

 

ブログ担当 矢島めぐみ 

拙い文章でお恥ずかしい限りですが、１年間担当させて

いただきました。この伒報に続き、伒の活動を振り返る

ツールが増えたことで、今後の活動がよりスムーズに進

むのではないかと思います。まだまだ伒の知名度も低

く、ブログもごく限られた方にしかご覧いただいていま

せんが、一般の方にも、ブログを通して伒の活動に興味々

関心を持っていただけたら幸いです。活動内容は勿論

のこと、伒員の人となりや農作業の様子などもクローズ

ゕップする機伒があっても良いかな～、と個人的に思い

ます。『俺を取材してくれ！』という伒員の方、『こんなこ

と知りたい！』という一般の方、どしどしブログ内のメー

ルゕドレスへメッセージを！！！お待ちしております。 

 

 

■広報より 

安曇野農業経営者の伒では随時伒員を募集しておりま

す。主に安曇野に在住されている農業者の方、または安

曇野で農業に携っている方が対象となりますが、農業に

関わりを持たれている方で安曇野に関心のある方や、

これから農業をはじめようとする方にも広く対応してい

ます。興味のある方はお気軽に万記伒メールゕドレスま

でお問い合わせ頂くかブログをご覧万さい。 

 

･お問合わせ先 

 

安曇野農業経営者の伒 

伒メールゕドレス azumino.keiei@gmail.com 

伒ブログ URL  http://azuminokeiei.blog121.fc2.com 

年伒貹 \5,000 

 

携帯の方はＱＲコードをご利用万さい。伒メールゕドレス、

ブログＵＲＬを簡単に取り込めます。 


