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撮影：大西浩次	

大天井岳	
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☆第一回「長野県は宇宙県」ミーティング	
　– 2016年11月23日(祝) 12:00-13:30 @信大松本キャンパス	

  – 県内天文関係者(研究者、科学館、星の会など)　約100名が参加	
			– 各施設紹介と「松本宣言」	

長野県は宇宙県	

松本宣言	
長野県がもつ「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、長野県の地域振
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。	
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☆ 天文研究・観測施設	

1	 国立天文台野辺山宇宙電波観測所	

2	 東京大学木曽観測所	

3	 JAXA臼田宇宙空間観測所	

4	 JAXA入笠山光学観測所	

5	 名古屋大学宇宙地球環境研究所木曽観測施設	

6	 電気通信大学菅平宇宙電波観測所	

7	 信州大学観測天文学グループ	

8	 国立長野高等専門学校	

☆ 科学館・プラネタリウム施設	

9	 中野市立博物館	

10	 長野市立博物館	

11	 大町エネルギー博物館	

12	 上田創造館	

13	 佐久市子ども未来館	

14	 南牧村農村文化情報交流館ベジタボール・ウィズ	

15	 松本市教育文化センター	

16	 八ヶ岳自然文化園	

17	 茅野市八ヶ岳総合博物館	

18	 伊那市創造館	

19	 長野県伊那文化会館	

20	 飯田市美術博物館	

21	 志賀高原ロマン美術館	

☆	 公開天文台施設など	

22	 小川村星と緑のロマントピア(小川天文台)	

23	 うすだスタードーム	

24	 カフェ風のいろ	

25	 マナスル山荘新館	

26	 高ソメキャンプ場	

27	 おんたけ銀河村キャンプ場	

28	 スタービレッジ阿智	

☆ 天文同好会・星の会※	

29	しなの星空散歩会きらきら	

30	大町エネルギー博物館友の会フォーマルハウト	

31	信州佐久星空案内人の会	

32	野辺山星の会	

33	朝日村天文同好会	

34	塩尻星の会	

35	木曽星の会	

36	飯田御月見天文同好会	

37	信州衛星研究会	

※市役所などの自治体中心位置	

長野県内における、第一回「長野県は宇宙県」
ミーティングの参加者、その後主旨に賛同して
MLに加わった方の施設や団体の所在地	
(自治体、教育委員会、学校などは含まず)	
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•  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	

長野県といえば…	

全国星空継続観察(環境省)　　
H18夏季調査にて長野県阿智村
を日本一に選定	

日本で最も”宇宙”が身近な地域	

信州大学ぎんれいプロジェクト	
宇宙航空部品製作	

長野県は宇宙県	

南牧村が、天文学者が選ぶ
「日本三選•星名所」のひとつに	

•  日本の屋根	
–  平均高度、平均居住高度とも日本一	
	

•  さかんな航空宇宙産業	
	

思えばこれは２年半前。。。。	
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☆それまでの経緯	
　 - 2015年7月　野辺山観測所内にて発案	

　　　　　　信州大学、高等教育コンソーシアム信州にて提案	

　　　　　　来所された県会議員、地元国会議員にもPR	
   - 2016年３月　川上村「亀の恩返し」　野辺山所長（当時）と阿部知事	
   - 2016年５月　長野県プラネタリウム協議会＠佐久にて発表	
　 - 2016年７月　東大木曽観測所　　　 木曽観測所長と阿部知事	
　 - 2016年７月　天文研究施設会議　開始(野辺山、木曽から)	
　　　　　　　　　　　国立天文台本部へ周知	
　 - 2016年９月　長野県庁を訪問	
   - 2016年11月　第一回「長野県は宇宙県」ミーティング＠信州大	
　　　　　　           松本宣言	

長野県は宇宙県	
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☆それからの経緯	
　 - 2016年11月　第一回「長野県は宇宙県」ミーティング＠信州大	
　 - 2016年12月　ホームページ公開、ML作成、SNS開始	
　 - 2017年１月   毎日新聞長野版連載、星ナビ２月号記事	
　 - 2017年２月   ロゴ決定、阿智村訪問、設立趣意書作成	
 　- 2017年３月   天文学会、星空案内人シンポジウムにて発表	
　　　　　　　　　　　臨時コアミーティング＠佐久	
　 - 2017年５月   「サマースタンプラリー」のクラウドファウンディング実施	
　 - 2017年７月   「サマースタンプラリー」イベント実施	
　　　　　　　　　　　(信州DC、各種メディアにて告知しました)	
　 - 2017年９月   「サマースタンプラリー」アンケート集計	
 　- 2017年10月  「星空の街、あおぞらの街全国大会」信州南牧村　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事挨拶にて「長野県は宇宙県」言及	
　　　　　　　　　　　第２回コアミーティング＠野辺山　	
　 - 2017年11月  長野県プラネタリウム協議会＠長野　にて議論	
 　　　　　　　　　　  長野県天文愛好者連絡会(仮称)＠あがたの森	
                        「サマースタンプラリー」報告書完成	
　 - 2018年1月　 第３回コアミーティング＠TV会議	
　 - 2018年2月　 第二回「長野県は宇宙県」ミーティング＠長野高専	
	

長野県は宇宙県	
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広報活動	
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NHK	BS　コズミックフロント☆NEXT　　	
ナビゲータ：大西浩次氏(長野高専教授)	
•  「 長野県は宇宙県　冬・春・夏・秋」(各10min.)	
毎日新聞(長野版)	
•  2017年1月1日〜12日(全10回)「星空を見上げて」	

信濃毎日新聞	
•  2016年10月〜2017年3月の月曜	
　　「宇宙の目科学の目　知・究・学」(鳴沢真也氏)	
文化放送(キー)、信越放送	
•  2017年12月10日放送	
　　「峰竜太とみんなの信州」#10		(大西浩次氏)	
	
他にも、新聞や雑誌、ラジオなどにて取り上げられています。	
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講演活動	
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衣笠健三　　	
•  上田六中ふれあい天文学	
•  天文学会春季年会＠福岡	
•  星空案内人シンポジウム＠佐久	
•  長野県創業セミナー＠伊那	
•  塩尻ロマン大学＠塩尻市	

、、、、把握していません。	
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スタンプラリー	

第一弾イベント	
「長野県は宇宙県	
スタンプラリーイベント」	
2017.7.22〜	8.31	
	
スタンプを集めて商品を
ゲットしよう！	

約５０の施設やイベントが
協力して実施しました。	
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スタンプラリー	
クラウドファウンディング
2017.5.18〜	6.29	
目標額：270万円	
達成額：151.4万円(159人)	
その他、寄付など		
　　　　　　79.4万円(41団体)	

『長野県は宇宙県』サマー・スタンプラリー・イベント
クラウドファンディング実施中！

長野県は平均標高が日本一高く、宇宙に最も近い県です。天文宇宙に関わる研究施設や科学館などもたくさんあります。
そこで、「長野県は宇宙県」を合言葉に長野県の「宇宙」の魅力を広く伝えていく活動を始めています。
その一環として、県内各地の天文イベントや関連施設をめぐるスタンプラリーを企画しました。

現在、クラウドファンディングでスタンプラリーの運営資金のご協力を呼びかけています。ぜひ、ご協力をお願いします。

長野県は平均標高が日本一高く、宇宙に最も近い県として『長野県は宇宙県』キャンペーンを行っています。
その活動の一環として、県内各地の天文イベントや関連施設をめぐるスタンプラリーを企画しました。

現在、クラウドファンディングでスタンプラリーの運営資金のご協力を呼びかけています。
この夏、長野県で楽しく宇宙と遊びませんか？　ぜひとも、ご協力をお願いします。

「長野県は宇宙県」サマー・スタンプラリー・イベントを実施したい！
https://camp-fire.jp/projects/view/29544

企画全般の問い合せ先 ： 縣 秀彦（国立天文台天文情報センター普及室長）　h.agata@nao.ac.jp　
連絡協議会の問い合わせ先 ： 衣笠健三（国立天文台野辺山宇宙電波観測所）　
  kinugasa.kenzo@nao.ac.jp　0267-98-4300(代表)

クラウドファンディングは6月29日まで。 ご支援をお願いします。

ご支援いただいた方には、金額に応じて『長野県は宇宙県』イメージキャラクター「ほしくま」の
ステッカーやピンバッジ、天体写真のポスターやポストカード、協力施設の招待券、食事券などを
返礼として差しあげます。詳細は上記サイトをご覧ください。

ぼく、ほしくま。
長野の森に住んでるよ。

詳しくは
こちら

「長野県は宇宙県」
イメージキャラクター
「ほしくま」

長野県で、宇宙と遊ぶ夏休み。

こちら

応援してね！

© Tamayo Kawamura

参加人数推計	
参加総数：約16500人	
お楽しみシール：3900枚	
ステッカー：320枚	
ピンバッジ：132個	
星座早見：25個	
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野辺山特別公開2017	
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☆長野県は宇宙県	
　　　〜信州の星空は	

　　　　　　宇宙へのプロムナード〜　	
8月26日(土)	9:30-16:00	
																								受付は15:30まで	

第２回「長野県は宇宙県」ミーティング	February	3,	2018	



信州デスティネーションキャンペーン	
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宙ツーリズム	
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①秋⽥県
 (⼀社)あきた宇宙コンソーシアム

③⻑野県

④岐⾩県各務原市
 かがみはら航空宇宙科学博物館

⑤和歌⼭市加太

⑥⿃取県

⑧⿅児島県種⼦島
（南種⼦町）

●合同会社 科学成果普及機構
 （東京都三鷹市）⑨沖縄県⽯垣市

②千葉県御宿町

第２回「長野県は宇宙県」ミーティング	February	3,	2018	



18

①秋⽥県
 （⼀社）あきた宇宙コンソーシアム

◆⾼校⽣・⼤学⽣が利⽤できる、国内最⼤規模のロケッ
ト打上等の共同実験場を有する。「能代宇宙イベン
ト」として⻑年実施。

◆県内にはJAXA能代多⽬的実験場、三菱重⼯⽥代実験場
など、国内有数のロケット燃焼実験場を有する。

④ 対象地域の活動概要と写真等

③⻑野県
◆「⽇本の屋根」と⾔われる平均標⾼全国⼀位の⻑野県。
◆国⽴天⽂台野辺⼭宇宙電波観測所や東京⼤学⽊曽観測所、

JAXA⾅⽥宇宙空間観測所など、数多くの天⽂観測研究
施設を有し、阿智村や南牧村など、全国星空調査などで
選抜される美しい星空を持つスポットが数多くある。

④岐⾩県各務原市
 かがみはら航空宇宙科学博物館

◆国内最⼤規模の航空宇宙科学博物館がリニューアル中。
⽇本の航空宇宙技術史を俯瞰できる。

⑤和歌⼭市加太
◆関⻄以⻄で最⼤の⾼校⽣・⼤学⽣が利⽤できるロケッ

ト打上等の実験場を有する
◆「天空の城ラビュタ」のモデル地域の⼀つ「友ヶ島」

を有する

⑥⿃取県
◆「星の⾒えやすさ」で全国１位の夜空を持つ⿃取県。

２０１７年、新たに「星取県」としてブランディング
することにより、観光客の誘致を進める。

◆⿃取県には、夜の⿃取砂丘、⼤⼭に広がる満天の星、
星空を眺めながらの温泉露天⾵呂、さじアストロパー
クのコテージに宿泊しながらの本格的な天体観測など、
星空のショーを楽しむコンテンツがたくさんある。

⑦⿅児島県肝付町
◆「宇宙科学」を重要テーマとして、平成27年にスペー

スサイエンスタウン構想を策定。
◆地域活⼒を維持・増強していくために、射場を活⽤す

る取組み等を基本⽅針として「宇宙資源」をキーワー
ドに取組を進める。

⑧⿅児島県種⼦島（南種⼦町）
◆⽇本最⼤のロケット発射場・種⼦島宇宙センターがあ

る。ロケット打ち上げの時には、⽇本中から多くの宇
宙ファンが訪れる。

◆宇宙センターに象徴される最先端科学技術と、豊かな
⾃然や⽂化が出会い「⾃然と技術と⽂化の融合」の実
現を⽬指し、「種⼦島宇宙芸術祭」を開催。

⑨沖縄県⽯垣市
◆広い海に囲まれ、光害（ひかりがい）のほとんどない

暗い夜空が保たれている貴重な⾃然環境を有する⽯垣
島。

◆⽯垣島天⽂台は、⽯垣島・⼋重⼭地域の星空を活⽤し
た地域及び観光振興、市⺠や⼦ども達への天⽂学に係
る教育や⽣涯学習に寄与している。島の街灯をライト
ダウンして天の川を楽しむ「南の島の星まつり」等も
⾏っている

●合同会社 科学成果普及機構
 （東京都三鷹市）

◆国⽴天⽂台の持つ知財を活⽤し、三
鷹に天⽂台ブランド⼒を⾼めるため
設⽴。

◆国⽴天⽂台が開発した４次元デジタル
宇宙ビューワー「Mitaka」を⾝近に使
える「Mitaka 3Dポータブル」の販売、
プラネタリウム番組や展⽰等の映像コ
ンテンツ制作、出版や天体観望会等の
天⽂イベント事業を⾏っている。

②千葉県御宿町
◆⾼校⽣対象のロケットガール養成講座の合宿拠点。
◆東が太平洋であり明かりが無く都会に近い星空スポッ

トとして⼈気を博している。



19	

ライバル？	
「星取県」	
•  トップダウン体制？	
•  「星空MAP」、「星取県シンボルマーク」、アプリなど	
•  「鳥取県星空保全条例」(都道府県で初！)	
	

	

(	hQps://www.hoshitori.com/	より)	
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長野県は本当に暗いのか？	
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©国立情報学研究所	 Credit:	Falchi	et	al.,	Sci.	Adv.,	Jakob	Grothe/NPS	
contractor,	Ma=hew	Price/CIRES.	
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長野県は本当に暗いのか？	
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夜空の暗さを調べる試み	
•  環境庁、星空公団による全国キャンペーン観察	
•  阿智村(H18夏季調査にて日本一)	

•  塩尻星の会、県プラなどによる地域継続測定	
•  信州総合文化祭(2018年)にて高校生の発表予定	
	
•  一眼デジタルカメラ、スカイクオリティメータを使用	

長野県には夜空の暗いところはたくさんある。	
都市部では明るくても、自家用車で30分〜１時間圏内で	
夜空の暗いところに到着することができる。	
標高が高いと星の光が失われずに届く。	

第２回「長野県は宇宙県」ミーティング	February	3,	2018	



星空の街、あおぞらの街	
全国大会 in 信州南牧村	
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© 国立天文台野辺山  撮影者 林 厚志

主催：環境省、長野県、「星空の街・あおぞらの街」全国協議会　　主管：南牧村

全国大会 in信州南牧村

会場：八ヶ岳高原音楽堂

第29回

土 日
長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口2244-1
海ノ口自然郷別荘地内（                               ）

	環境省主催	
•  長野県内では４回目!!	
•  阿部知事も「長野県は宇宙県」に言及	
•  環境大臣賞など３賞を県内団体個人へ	

環境省、全国星空観察を再開へ！	
(環境省ホームページより)	
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撮影地/木曽郡王滝村　撮影/川村 晶	
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まとめ	
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「長野県は宇宙県」	
•  体制づくり？	
•  広報活動などを展開、どこまで周知された？	
•  スタンプラリーなどのイベント実施	
•  DCなど関連団体との連携	
•  全国各地にて動きあり、星空を文化へ	
	

	


