
「長野県は宇宙県」

大西浩次（「長野県は宇宙県」連絡協議会長）



新型コロナウイルス感染症への対策について



新型コロナウイルス感染症への対策について

新型コロナウイルス感染症に留意し会議の運営を行いますので、

参加される皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

感染が少しでも疑われる場合、または、単に体調が悪い場合、

自主的に途中からでも参加を見合わせるようお願いします。

マスクの着用を推奨します。

手洗い、人混みを避ける、咳エチケットの励行など

基本的な感染症予防にご協力ください。



長野県は美しい星空県



長野県は美しい山岳県

旧乗鞍コロナ観測所（松本市・高山市）



ようこそ 宇宙県へ

東大木曽観測所（木曽町）



105cmレンズ

150cm主鏡

トモエゴゼン
� 木曽105cmシュミット望遠鏡に搭載

� 視野 20平方度

� 84台のCMOSセンサ、計1億9,000万画素

� 毎秒2コマの動画

� 毎夜30テラバイト†のビッグデータ

� 可視光単色

� 運用期間 >10年 高感度CMOS動画センサ

世界初の天文用広視野動画カメラ

†30テラバイト：映画 1万本分のサイズに相当



長野県は宇宙県（Universe)

国立天文台野辺山（南牧村）



さきがけ (MS-T5) 

すいせい（PLANET-Ａ）

はやぶさ

ひてん

のぞみ
（PLANET-B）

あかつき（PLANET-C）

長野県は宇宙県（Space）



⻑野県といえば

多くの天文施設
国立天文台・野辺山宇宙電波観測所
東京大学木曽観測所
JAXA臼田宇宙空間観測所
電通大菅平宇宙電波観測所 etc.

美しい星空
多くのプラネタリウム・公開天文台
100年の天文同好会の歴史
さかんな航空宇宙産業
油井宇宙⾶⾏⼠の出⾝地！！

日本で最も”宇宙”が⾝近な地域

「⻑野県は宇宙県」の活動経緯



-2015/07  野辺山観測所でスタート
-2016/03 「⻲の恩返し」
-2016/07 天体観測研究施設会議 スタート
-2016/11 第1回「⻑野県は宇宙県」ミーティング
-2017/02 ロゴ決定
-2017/07-08 「⻑野県は宇宙県」スタンプラリー2017
-2017/11 ⻑野県天⽂愛好者連絡会
-2018/02 第2回「⻑野県は宇宙県」ミーティング
-2018/07 第1回⻑野県星空継続観察ミーティング
-2018/07-11 「⻑野県は宇宙県」スタンプラリー2018
-2018/11 第2回⻑野県天⽂愛好者連絡会
-2018/11 第2回⻑野県星空継続観察ミーティング
-2018/11 ⻑野県知事とランチミーティング
-2019/01 ⻑野県星空継続観察冬期
-2019/02 第３回「⻑野県は宇宙県」ミーティング

「⻑野県は宇宙県」の活動経緯



⻑野県は宇宙県
(2016.11.23 松本宣言) 

⻑野県がもつ「宇宙に近い」というすばらしい資産を
多くの人たちと共有し、 その魅⼒を広く伝えていく
ことにより、⻑野県の地域振興、⼈材育成、観光、
天体観測環境維持に寄与することを目的とする。ま
た、参加する団体・個人は、 この目的のために、お
互いの特徴を認めつつ、協⼒をし活動する。

「⻑野県は宇宙県」とは



美しい星空のもとに、みんなで天文（天文学）をKey WORDにした文化を作る

「⻑野県は宇宙県」とは



信濃町星空研究会
しなの星空散歩会きらきら
信州中野天文同好会
大町エネルギー博物館友の会 フォーマルハウト
天平の森天文同好会
ポラリス天文同好会
山形村ミラ・フード館天体協⼒者の会
朝日村天文同好会
塩尻星の会
Star Watching Club 北⽃
木曽星の会
飯⽥御⽉⾒天文同好会
上⽥星の会
◆研究施設、学校
国⽴天文台野辺山宇宙電波観測所
国⽴⻑野⾼専
信州大学
東京大学木曽観測所
◆公共施設、⾏政関係
⻑野県環境部水大気環境課
上⽥地域広域連合事務局 企画課 上⽥創造館
松本市教育文化センター
◆その他
マナスル山荘新館
星空案内のアステリズム
テレスコ工作工房

設⽴総会
2017年11⽉25日（土）
松本市あがたの森文化会館

第2回連絡会
2018年11月23日＠ブリーズベイリゾート塩尻かたおか

第3回連絡会
2019年11月9日＠塩尻総合⽂化センター

「⻑野県は宇宙県」とは
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「長野県は宇宙県」の連携体制

長野県天文研究
施設連携(仮称)

長野県
プラネタリウム
連絡協議会

長野県天文
愛好者連絡会

C公開天文台

α個人

連絡協議会
• ハブ的な組織として

• 3団体からの何人か
の代表で組織

• それぞれのニーズ
が反映できる

• 会員制でない
• 長野県(や外部)との

窓口役と調整役

• MLについては
賛同する有志で構成

「長野県は宇宙県」
連絡協議会

長
野
県

「⻑野県は宇宙県」とは



「⻑野県は宇宙県」スタンプラリー (2017〜 )



７２地点の測定を達成！ 236地点の測定を達成！

2018年度夏季測定状況 2018年度冬季測定状況

⻑野県星空継続観察(2018〜 )

長野県星空継続観察ワーキンググループ

https://uchuuken.jpn.org/keizoku/



Key:諏訪天文同好会

長野県は、どうして「宇宙県」なのか？

• 多くの天文施設
– 国立天文台・野辺山宇宙電波観測所

– 東京大学木曽観測所

– JAXA臼田宇宙空間観測所

– 電通大菅平宇宙電波観測所 etc.

• 美しい星空
• 多くのプラネタリウム
• 油井宇宙飛行士の出身地

⻑野県天文文化研究会(2019〜)



長野県は、どうして「宇宙県」なのか？

• 多くの天文施設
– 国立天文台・野辺山宇宙電波観測所

– 東京大学木曽観測所

– JAXA臼田宇宙空間観測所

– 電通大菅平宇宙電波観測所 etc.

• 美しい星空
• 多くのプラネタリウム
• 油井宇宙飛行士の出身地

長野県に古くから天文文化が有った

1921年：天文同好会諏訪支部
三沢勝衛（諏訪中学校）

1922年：諏訪天文同好会設立

子供たちを集めて、市民の天文同好会とし
て誕生したのである。

関西派（花山天文台, 山本一清）と
関東派（東京天文台, 神田茂）との交流を

深め、日本における近代天文学の黎明期
から発展期に至るまで強い相互作用を及
ぼしてきた。

⻑野県天文文化研究会(2019〜)



⻑野県の天文学文化の歴史
三澤勝衛 国友一貫斎

諏訪天文同好会創立１９２２年

�２０２２年に日本の天文同好会１００年を祝う会を行いたい！

⻑野県天文文化研究会(2019〜)



茅野市 八ヶ岳総合博物館にて

⻑野県天文文化研究会(2019〜)



「⻑野県は宇宙県」⻑野県星空ガイド養成講座（2019年〜）

（１）⻑野県内の研究施設の基礎知識
（２）⻑野県の地質・地理・植⽣・風土
（３）⻑野県の天文学文化の歴史
（４）各地域（各館）の星空の案内法

「⻑野県は宇宙県」



「⻑野県は宇宙県」⻑野県星空ガイド養成講座（2019年〜）



⻑野県は
宇宙県

地域振興

観光 ⼈材育成

観測環境
維持

「⻑野県は宇宙県」
スタンプラリー (2017〜 )
「宙ツーリズム」？？

「⻑野県は宇宙県」
ガイド養成講座
(2019〜 )

⻑野県星空継続観察
(2018〜 )

⻑野県天文文化研究会
(2019〜)

商品開発
プロジェクト？

産業

まとめ







天文学と社会とのつながり
持続可能な社会（SDGs）における
天文学/天文教育の意味

国際天文学連合（IAU)戦略計画2020－2030

目標３ 発展の手段としての天文学
目標４ ⼀般市⺠の天文学への関わり
目標５ 教育での天文学の利⽤



台風19号の浸水被害（長野市）
（2019年10月13日）


