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内容	

0. はじめに　〜経緯から〜	
1.	「長野県は宇宙県」への要請	
2.	今後を見据えての体制づくり	
　　　- 代表、事務局、会計など	
3.	今後の活動	
　　  - スタンプラリーについて	
4.	その他	
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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	

第２回「長野県は宇宙県」ミーティング	February	3,	2018	



「長野県は宇宙県」への要望①	
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阿部知事　(木曽移動知事室にて	2016.7)	
	
•  地域観光振興のために「宇宙県」をすすめていきたい	
•  長く継続するものとして	
•  長野県への窓口として一本化できないか	
•  長野県の天文研究機関の連携	

•  「長野県は宇宙県」の客観的な根拠	
•  映像コンテンツ	

　　　→　野辺山、木曽の連携から開始	
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「長野県は宇宙県」への要望②	
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長野県プラネタリウム協議会　(2017.11)	
•  連絡協議会の役割を明確にする	

•  マネージメントなどの役割	
•  情報共有やハブ的な役割など	

•  イベントならば各実行委員会をつくる	
•  既存イベントを取り込むのもあり	

•  情報を集約するサイトが欲しい	
•  PAOナビのように	

•  長野県だけのものを取ってくるようなイメージ	
•  星取県サイトもある	

•  スタンプラリーだけで終わりたくない	
•  あるくま、ほしくまの番組を作ってもいい	

•  まとめ役？	
•  質の違う人たちをうまく使う	
•  それぞれの活動、横のつながりをつくる	
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「長野県は宇宙県」体制づくり	

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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「長野県は宇宙県」連絡協議会　体制イメージ	

長野県天文研究施設連携	
(コアメンバー)	

長野県	
プラネタリウム	
連絡協議会	

A星の会	

B星の会	

C公開天文台	α個人	

疑問点・問題点	
•  規約？	
•  会員はどうする？	

•  入退会管理？	
•  施設、個人？	

•  そもそも研究施設の	
　　　リードでよいのか？	
•  長く継続できるのか？	
•  会計管理に難あり	

ゆるやかな会	
でいい？	



長野県は宇宙県マップ	
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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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「長野県は宇宙県」体制づくり	
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提案する体制イメージ	

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	

A星の会	

長野県天文	
愛好者連絡会	
(仮称)	

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については今のまま	
　　賛同する有志で構成	
	

「長野県は宇宙県」	
連絡協議会	

長
野
県	



長野県は宇宙県」体制づくり	
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連絡協議会会長(代表)	
長野県の事情に精通し、県に対しても話せる方　　	

　　　大西浩次氏(長野高専教授)	
	
連絡協議会事務局	

他になければ、	
国立天文台野辺山　　	
																(ただ、会計ができない、、、、)	
	

連絡協議会会計	
　　通常収入はない。CFや寄付金などの外部収入のみ。	
　　イベントごとに各実行委員がやるか？	
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今後のイベントなどについて	
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スタンプラリーをどうするか　　	
•  景品はそのままでよいか？	
•  スタンプラリー実行委員会の体制	
•  長野県からの応援、県からの働きかけがほしい	
•  スポンサー企業、パートナーシップの呼びかけをしたい	

星空スポット地図作り？	
•  本日キックオフ	
•  ウェブにてさらに情報収集	
	
夜空の明るさ調査	
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その他	
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