目

トレッキングの名所

次
茅野市を知ろう！

車山高原エリア
草原一面に咲くニッコウキスゲの群落が見る者を圧倒する車山高原。
山頂からは 360 度開けた青空が広がり大パノラマが楽しめます。

届出・証明
税・年金・保険

福祉・健康
ごみ・環境・上下水道

出産・子育て・学校

星空とお散歩ツアー

サンライズ
雲海リフト

相

夜空を流れる天の川はもちろ
ん、普段は見ることが難しい星
座も、夜の高原の澄み切った大
気の中では、吸い込まれそうに
なるほど煌めいています。漆黒
の世界に広がる大自然の壮大
なプラネタリウムを心ゆくまで
お楽しみください。

談

朝一番に運行するリフトを利用
し、標高1925m の山頂でご来
光と雲海を見ることができま
す。5 月から11月にかけて、日
曜日や祝日を中心に運行されて
います。

暮 ら し

夏山展望リフト

車山気象
レーダー観測所

その他情報

日本百名山霧ヶ峰の主峰車山。
日本でも有数の展望を誇る標高
1925ｍの車山山頂まで、2 本の
4 人乗りリフトを乗り継いで約
15 分。上りは高原風景を楽しみ
ながら、下りは眼下の白樺湖・蓼
科山などを見渡せ、雄大なパノ
ラマを満喫できます。

日本全国で20箇所設置されてい
る気象レーダーのうち、一番高い
所に位置しています。
年に1度観測所の中が公開され、
パラボラアンテナが回っているとこ
ろものぞくことができます。

防
災

広告

施設ガイド

ちの横内上川沿い

茅野市桜めぐり

地

諏訪市から茅野市へと続く上川左岸の通勤バイ
パス沿いには、一直線に続く圧巻の桜並木を見
ることができます。
車で通るのも気持
ち 良 い で す が、
ゆっくり散歩して
みると、また違っ
た景色を楽しめま
す。

図
医療ガイド

P106 C-5
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P120 B-5

目

トレッキングで自然を身近に感じよう

次
茅野市を知ろう！

山麓から歩いて約 80 分の山頂からは、3000m 級の山々が一望で
きます。草原を歩くと、鳥のさえずり・風や水の流れる音などが耳に
心地よく、見上げると手の届きそうな雲と青い空がどこまでも続い
ています。新緑の春から、すすきが風になびく秋にかけて車山高原
では爽快なトレッキングを楽しむことができ、ここでしか見られな
いとっておきの風景が楽しめます。

届出・証明

霧ヶ峰外周コース
15 分

80 分

40 分

60 分

車山外周コース
5分

相

30 分

談

車山駐車場

15 分

車山中腹

30 分

夫婦岩

15 分

車山肩

車山山頂

暮 ら し

10 分

80 分

の観賞には最適です。

その他情報

車山駐車場

30 分

車山肩

60 分

沢渡

60 分

八島高原

50 分

物見岩

15 分

車山山頂

所要時間：3時間45分
特徴：霧ヶ峰高原全体を楽しめるコース。
一部を除いて全体的になだらかな下り。
八島湿原の広々とした景色と様々な花

車山駐車場

一日ハイキングモデルコース
霧ヶ峰外周満喫コース

車山駐車場

所要時間：1時間35 分
特徴：車山の外周を１周するコース
としてポピュラー。北側斜面の大自
然そのものの風景と車山湿原のな
だらかな起伏が印象的です。

出産・子育て・学校

車山駐車場

15 分

車山山頂

車山肩

車山駐車場

10 分

ごみ・環境・上下水道

お手軽車山外周コース
所要時間：1時間5 分
特徴：車山肩から山頂までは緩や
かな登りでちょっとした登山気分
が味わえます。山頂付近から車山
方面への下りは白樺湖が眼下に見
えて、迫力があります。

福祉・健康

50 分

霧ヶ峰

車山肩

30 分

車山駐車場

15 分

車山山頂

特徴：山頂からはなだらかな丘
をハイキング感覚で味わえます。
霧ヶ峰までは富士山や北アルプ
スなどの素晴らしい眺望が広が
ります。

車山駐車場

所要時間：1時間50 分

税・年金・保険

半日トレッキングモデルコース

防

広告

茅野市桜めぐり

施設ガイド

玉川古御堂

災

広告

玉川北久保にあるシダレザクラ。幹周約3.4メー
トル、樹高約20メートル、推定樹齢230年で、

地

市の天然記念物に

図

指定されています。
夜はライトアップ

有限会社 入倉米穀

◆蓼科精米センター
〒391-0013 長野県茅野市宮川4681
おふくろごはん
0120-029658
TEL.0266-72-2312 FAX.0266-73-1882
ホームページ http://www.tateshinaseimai.com
メールアドレス umaikome@po13.lcv.ne.jp

ことができます。
P113 E-4
P111 F-3
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医療ガイド

うまし米と安心をお届け

され夜桜を楽しむ

目

歴史の息吹を伝える

次
茅野市を知ろう！

縄文エリア

八ヶ岳山麓の美しく豊かな自然を舞台に、今から約5000 年前、この地に花開いた縄
文文化。茅野市の土中からは、縄文王国の名にふさわしく数多くの集落遺跡が発掘
されています。
数千年の時を経て、古代の人々の暮らしや文化を今に伝えてくれるそれらの遺跡群。
尖石遺跡は中でも学術的価値が高いとして、国の特別史跡に指定されています。

届出・証明
税・年金・保険

福祉・健康

5000 年前の縄文時代の代表的な遺跡

尖石遺跡 （とがりいしいせき）

八ヶ岳の西側、標高 1000 ｍ余の台地にあり、
ごみ・環境・上下水道

約 5000 年前の縄文時代の代表的な遺跡です。
台地の南斜面に「尖石」と呼ばれる三角錐形の
巨石があり遺跡の名前はこれに由来します。

出産・子育て・学校

相
談

国宝「土偶」（仮面の女神が出土）

諏訪大社を支えた土着神の末えい

縄文時代中期前半～後期前半（約5000 ～ 3500 年前）の集落跡。平成12年8月
には高さ34 ㎝で、顔が逆三角形の大形仮面土偶「仮面の女神」が出土。特徴として
は、胴部に施された手の込んだ文様と、はっきりと型どられた女性器があげられ、完
全な形をした国内最大級の土偶として平成 26 年（2014 年）8月、国宝に指定され
ました。

守矢家の先祖は諏訪土着の神・洩矢の神。諏訪大社の神職
として代々仕えることになりました。守矢家に伝来する鎌
倉時代からの古文書などの史料を展示しています。

中ッ原遺跡 （なかっぱらいせき）

神長官守矢史料館 （じんちょうかんもりやしりょうかん）

3 湖東 6407-1 他 ☎ 76-2386（教育委員会 生涯学習部 文化財課）

3 宮川 389-1 ☎ 73-7567 09：00 ～ 16：30
1 毎月曜日、祝日の翌日、12/29 ～ 1/3

暮 ら し
その他情報
防
災

広告

施設ガイド

株式会社
シオン・シオン音楽事務所

地

登録演奏家・アーティスト 60名在籍
ブライダル・パーティー・各種イベント・セレモニー・記念
行事・式典・コンサート等 様々なシーンに合わせて生演奏
致します。
音楽教室も行っています。

図
医療ガイド

（縄文の湯
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東隣）

P125 F-1



P125 F-1

諏訪大社上社
御柱祭「木落し」

茅野市を知ろう！

八ヶ岳や諏訪平を一望する茅野市宮川の高台にある。
本宮の祭神、建御名方神が諏訪に入り最初に居を定め
た場所で本宮の前身といわれています。

次

諏訪大社上社前宮 （すわたいしゃかみしゃまえみや）

目

国内最古の神社のひとつ

届出・証明

信玄公ゆかりの地

縄文の里エリアの名物

ごみ・環境・上下水道

武田信玄は北信濃の村上氏攻略や上杉謙信と
の川中島の合戦のため幾度も軍勢を率いて茅
野を通過しました。
「お茶清水」はそのルート
沿いにあった湧き水で、ここで休息をとった
信玄がこの水で、お茶を立てて一服したと伝
えられます。

column

福祉・健康

お茶清水 （おちゃしみず）

税・年金・保険

諏訪大社で唯一
御柱が 4 本全て
見られます

将軍家に献上したと伝えられる

寒晒しそば （かんざらしそば）

風除けの松 （かざよけのまつ）

相
談

風除けの松は約 300 年ほど前の江戸時代に
八ヶ岳山麓の水田を風害から守るためつくら
れた赤松が立ち並ぶ防風林で、今も水田を風
害から守っています。松並木越しに蓼科山を
見ることができ、右手には八ヶ岳、後ろを振
り返れば南アルプスが見える抜群の眺望で
す。

寒晒しそばは、江戸時代に諏訪の高島藩か
ら夏の土用そばとして献上されていました。
秋に収穫された玄そばを
「大寒」
の時期に
清流に浸し、
「立春」
の時期に寒風に晒し夏
まで土蔵で保存します。
地元の農家、製粉業者、そば店が一体とな
り復活させたこだわりの手打ちそばです。

出産・子育て・学校

茅野市の景観重要樹木第一号

暮 ら し

茅野市天然記念物

だいもんじ・亀石周辺の
カタクリの群生

（だいもんじ・かめいししゅうへんのかたくりのぐんせい）
生産高日本一

寒天 （かんてん）

防

天然角寒天づくりは、長野県を代表する
地場産業で、茅野市は自然製法による角
寒天生産高で日本一の規模を誇ります。
天然角寒天は食物繊維が豊富でヘル
シーなノンカロリー食材として、料理か
らデザートまで幅広く使われています。

その他情報

「西茅野のカタクリ群生地」として知られて
います。約 2ha の広さに約 2 万株が自生して
おり、春に華麗な赤紫の花が咲き乱れます。

災

広告

施設ガイド
地
図
医療ガイド

P121 D-1、P125 E-1、P126 A-4、P119 E-5、P135 D-2

39

目
次

美術館・博物館をめぐる

茅野市を知ろう！

茅野市には数多くの美術館・博物館が点在しています。
数が多いだけではなくそれぞれの館が個性的な展示をしているのも特長で、
鑑賞に教育にと多くの人が訪れています。八ヶ岳山麓の風土が生んだ作品を鑑賞してみませんか。

届出・証明
税・年金・保険

福祉・健康
ごみ・環境・上下水道

出産・子育て・学校

相
談
縄文時代の遺物を展示
暮 ら し

尖石縄文考古館

その他情報

国宝「土偶」

国宝「土偶」

出土日：平成12 年（2000 年）8月23日
国宝指定日：平成 26 年（2014 年）8月21日
顔に仮面をつけた姿を思わせる形であるこ
とから「仮面の女神」の愛称をもつこの土偶
は、茅野市湖東（こひがし）の中ッ原遺跡か
ら出土した、全身がほぼ完存する大形土偶
です。高さは 34 ㎝、重さは2.7kgあります。

出土日：昭和61年（1986 年）9月8日
国宝指定日：平成 7 年（1995年）6月15日
縄文時代中期に製作されたとみられる土
偶。妊婦を象っており、高さは 27 ㎝、重
さは 2.14kg です。ふくよかな体つきが特
徴で、
「縄文のビーナス」の愛称で親しま
れています。

仮面の女神

（とがりいしじょうもんこうこかん）

八ヶ岳山麓に栄えた縄文時代の文化を紹介。
2 体の国宝「土偶」
（縄文のビーナス・仮面の
女神）を中心に、土器や黒曜石で作られた石
器など2000 点余りの縄文時代の遺物を展
示してあります。
（入
3豊平4734-132 ☎76-2270 0 9：00 ～17：00
館は16：30まで） 1毎月曜日、祝日の翌日、
12/29 ～1/3

縄文のビーナス

防
災

広告

施設ガイド

全国菓子大博覧会

金賞受賞

地

くるみかれん
Kurumi Karen

図

縄文王国

くるみたっぷりのヌガー生地を、フレッシュバター
仕込みのクッキー生地で包んだ焼き菓子です。

Jomon Oukoku
国宝「縄文のビーナス」
「仮面の女神」がモチーフ。
ほんのり香るどんぐり風味。

店内2階にはカフェも併設しています。

医療ガイド

アニバーサリーチロル

長野県茅野市ちの7015（茅野駅西口そば）
TEL.0266-72-2547 営業時間 9:30~19:00
定休日などの確認は ...http://www.anniversary-tirol.jp
Anniversary
Since 1953
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P103 C-5



P127 D-1

目

自然と歴史とくらしを語る

届出・証明

3 豊平 6983
☎ 73-0300
0 9：00 ～ 16：30
1 月曜日、祝日の翌日、
12/29 ～ 1/3

茅野市を知ろう！

茅野市の自然と、そこに生きる人々の歴史・産業・民俗などを総合的に展示する
博物館です。自然に関する展示では、霧ヶ峰・八ヶ岳などの火山や中央構造線・糸
魚川静岡構造線など複雑な大地の生い立ちや、八ヶ岳に生息する植物や動物、湧
水の性質や川の浄化作用などを紹介します。

次

八ヶ岳総合博物館

税・年金・保険

郷土色豊かなミュージアム

茅野市美術館（茅野市民館内）

福祉・健康

茅野市美術館は、劇場、音楽ホール、図書室、
レストランなどからなる文化複合施設「茅野
市民館」
の中にあり、郷土出身及びゆかりの作
家を中心に、絵画・彫刻・工芸・書・版画・写真な
ど様々なジャンルの作品を収集・展示していま
す。施設の特長を活かして美術と他ジャンル
とのコラボレーションにも取り組んでいます。

ごみ・環境・上下水道

3 塚原1-1-1 ☎ 82-8222 0 9：00 ～ 19：00（常
設展示室） 1火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

出産・子育て・学校

相

京都造形芸術大学附属

3 豊平 4734‐215 ☎ 71‐6811
010:00 ～ 17:00（最終入館時間 16：30）
1 月曜日、第 4 火曜日・冬期（12 月～ 4 月中旬）

蓼科高原美術館

（たてしなこうげんびじゅつかん）

（ほうろうびじゅつかん）

放浪の天才画家、裸の大将で知られている
山下清が放浪中お世話になった方々へお礼
に残した作品をはじめ、貼絵作品やスケッチ
作品、フェルトペンによる点描画などを集め
た日本ではじめての常設美術館です。

矢崎虎夫記念館は彫刻界の巨匠として有名
な矢崎虎夫の作品を展示した美術館です。
展示されている作品は彫刻がメインで、ど
の作品も力強さと生命力に溢れています。

3 ちの 2764-3 ☎ 72-9908
0 9：30 ～ 18：00（10 月～ 3 月は 17：00）
1 年中無休

3 北山 4035 ☎ 67-6171
010：00 ～ 15：00
1 不定休、冬期休館（11月～ 4 月）

その他情報

日本画家の高山辰雄の作品を中心に近現代
の日本画・洋画作品300 点あまりを収蔵。初
代館長であった故佐鳥康郎氏の美術と美しい
自然への愛の心がこめられたコレクションを
展示しています。

矢崎虎夫記念館

純真無垢な山下清の世界

放浪美術館

暮 ら し

康耀堂美術館（こうようどうびじゅつかん）

談

蓼科高原の入口の森の中に佇む

防
災

広告

施設ガイド
地
図
医療ガイド

P104 A-3

P111 F-3
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目

ゆたかな自然に育まれた湯

次
茅野市を知ろう！

日帰り温泉をめぐる
日帰りでも旅行気分で近くの温泉に・・・
ロケーションや源泉掛け流し露天風呂など充実した施設も多く
自然がいっぱいの中にある温泉施設を訪れてみよう。

届出・証明

尖石温泉

縄文の湯

P125 F-1

玉宮温泉

税・年金・保険

茅野市内にある、6 つの福祉温泉施設の
ひとつ。カラマツ林に囲まれつつも、遠
く八ヶ岳や蓼科山が望める最高のロケー
ションにある湯。縄文の湯は心と身体の
若返り温泉としても人気が高いです。

福祉・健康

河原の湯 P126 A-3

白樺湖温泉

ごみ・環境・上下水道

出産・子育て・学校

アクアランド茅野

P119 D-4

相
談
暮 ら し

3 茅野市米沢 6845 Z71-1655 09 ～ 21時（受付～
20時 30 分） 1 水曜（祝日の場合は営業） w大人（茅野
市民）400円・
（茅野市民以外）600円・小中学生 300円・未
就学児無料・茅野市の65 歳以上 300円

金鶏の湯

P107 C-4

ゆったりとした素朴な内湯のほか、湯上が
りの休憩処や豊富な湯量を生かした温泉
プールを併設。25mコースが設けられて
いるので、本格的に泳いでリフレッシュし
たい人にもおすすめです。

ビーナスライン近くの日帰り入浴施設。高齢
者福祉センターに隣接し、蓼科山や八ヶ岳を
望めるゆったりとした田園風景のなかにある。
寝湯が付いた冷泉浴槽やサウナがあり、交
互入浴で身体の芯まで温まります。

金沢温泉

P115 E-1

3 茅 野 市 北 山 白 樺 湖 3419-84 Z68-3424
010 ～ 21時（火曜は12 時～ 21時、受付～ 20 時
30 分） 1なし w 大人 700円・小学生 400円・未
就学児無料

3 茅野市泉野 1616-2 Z79-6162 09 ～ 21 時（受
付～ 20 時 30 分）1 木曜（祝日の場合は営業） w 大
人（茅野市民）400 円・
（茅野市民以外）600 円・小中学生
300 円・未就学児無料・茅野市の 65 歳以上 300 円

塩壺の湯

すずらんの湯

白樺湖のほとりに位置し、四季折々の変
化に富んだ自然に包まれた日帰り入浴施
設。露天風呂はもちろん、内風呂からも湯
に浸かりながら、間近に広がる白樺湖を一
望できるのが魅力です。

モダンな外観の温泉施設。内湯にはサウナ
と水風呂を備える。温泉はミネラル分が濃く
効能も幅広い療養泉。中庭には高山植物園
があり、湯上がりに休憩室からも色とりどり
の花々を楽しむことができます。

米沢温泉

P125 D-5

3 茅野市玉川 6128-2 Z0266-82-8833 09 ～ 21時
（受付～ 20 時 30 分）
、食事処11～19 時 1 金曜（祝日の
場合は営業） w 大人（茅野市民）400 円・
（茅野市民以
外）600 円・小中学生 300 円・未就学児無料・茅野市の 65
歳以上 300 円

3 茅 野 市 豊 平 4734-7821 Z0266-71-6080 09 ～
21時（受付～ 20 時 30 分） 1月曜（祝日の場合は営業）
（茅野市民以外）600円・小中
w 大人（茅野市民）400円・
学生 300円・未就学児無料・茅野市の65 歳以上 300円

河原温泉

望岳の湯

八ヶ岳と西山山系を見渡す開放感あふれ
る温泉施設。特に浴室と大休憩室からは、
大きく取った窓から八ヶ岳を一望するこ
とができます。館内の食事処では地元産
のそばなど軽食が味わえます。

3 茅 野 市ちの263-4 Z73-1890 09～ 21時（受 付～ 20
時30分） 1火曜
（祝日の場合は営業） w 大人（茅野市民）
400 円・
（茅野市民以外）600 円・小中学生 300 円・未就
学児無料・茅野市の 65 歳以上 300 円

湯川温泉

P129 C-4

その他情報

茅野市金沢はかつて金山で栄えた町で、昭和
初期まで採掘が行われていた。山中に鶏の形
に似ている鉱脈があったことから、金鶏の湯と
名付けられた。清潔感のある大浴場にサウナ、
畳の部屋と大小の休憩室があります。

河童の湯

P119 F-3

大浴場、露天風呂を備え、地元の人々に人
気の日帰り入浴施設。小さな休憩室は地元
客の憩いの場だ。冬にはスキー帰りの客で賑
わう。
「滝の湯川のお洗馬淵の河童」の伝説
にちなみ、湯口に河童が立っています。

防

3 茅野市金沢 2316-1 Z82-1503 09～ 21時（受付～
20時 30 分） 1 水曜（祝日の場合は営業） w大人（茅野
市民）400円・
（茅野市民以外）600円・小中学生 300円・未
就学児無料・茅野市の65 歳以上 300円

3 茅野市北山湯川 Z77-2929 07 ～ 21時 30分（入館
受付21時終了） 1 木曜 w大人400円・中学生以下300円
（茅野市の65歳以上は300円）
※お得な回数券もあります。
※茅野市の共通券も使用できます。

災

広告

施設ガイド

桜ハウスは在宅介護を応援します！

電気工事のことなら
何でもお任せください！

“玉川のパワースポット!!”

桜ハウス玉川
茅野市玉川3046-1

地

TEL 0266-82-7685

図

“笑顔

電気で快適な生活をサポートします

医療ガイド

茅野市宮川4900-4

ユニオン電設

TEL 0266-75-5720

〒391-0011 長野県茅野市玉川927-178
TEL
（0266）72-4338 FAX（0266）72-4018
E-mail：unionkk1@po30.lcv.ne.jp
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交換ステーション”

桜ハウス宮川

総合電気設備工事／電気工事設計施工

株式会社

FAX 0266-82-7690

P109 F-5

FAX 0266-82-4160

通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援
http:www.takaneh-support.co.jp



P112 A-3、P113 F-2

目

茅野市の自然が育んだ食材

次
茅野市を知ろう！

県内でも有数の食文化を誇る茅野市。

自然環境の豊かさから作り出される食。

古くから育んだ食文化を楽しんでみては・・・

高原野菜

縄文の地に最高にうまい蕎麦あり

冷涼な高原の気候が育む甘くて美味しい野菜

こうげんやさい

天然角寒天

地元農家が大切に守ってきた野菜

てんねんかくかんてん

味噌

清澄な空気と水が育む八ヶ岳山麓の味噌

みそ

近年増加した、鳥獣被害対策
として獲た鹿などを活用した
野趣あふれる料理が楽しめる。
なかなかお目にかかれないジ
ビエ料理をいただけます。

広告

個室でおくつろぎのひと時をお過ごし下さい。

地

茅野市縄文ふるさと特別応援団。
茅野市の姉妹都市、アメリカロン
グモント市から、美しい自然に魅
了されこの地に移り住んだフォト
グラファーの父と、茅野市出身で
遺跡の研究員として働いている母
が国際結婚して生まれた帰国子女
の女の子。
©PMOA/PLUM

施設ガイド

茅野市キャラクター名鑑
女神 涼

災

広告

防

x茅野商工会議所
☎0266-72-2800

その他情報

厳しい寒さと澄み渡る空気、清らか
で豊かな湧水を活かし、真心こめて
じっくりとつくられる味噌。老舗に
受け継がれる伝統の技と素材選び
が、味・コク・香りが揃った懐かしい
ふるさとの味を作り上げています。

暮 ら し

秋から冬が旬、野趣あふれる野生の鳥獣料理

x糸萱かぼちゃ生産者組合
☎0266-77-2776

談

じびえ

x長野県寒天水産
加工業協同組合
Z0266-72-2039

相

ジビエ

信州の伝統野菜の「糸萱かぼちゃ」は
北山糸萱地区で明治以前から栽培され
てきました。
自然な甘さと口どけの良さが特徴の美
味しいかぼちゃです。

出産・子育て・学校

天然角寒天づくりは、長野県を代表とす
る地場産業であり、寒天づくりの風景は
冬の風物詩となっています。冬の寒い気
候を利用し、天然の製造方法にこだわっ
た
「角寒天」
は、全国一のシェアを誇って
います。天然角寒天は食物繊維が豊富
なヘルシー食材として、郷土食や行事
食など、
さまざまな料理に華を添えてい
ます。

糸萱かぼちゃ

いとがやかぼちゃ

ごみ・環境・上下水道

生産高日本一の天然角寒天づくり

八ヶ岳山麓に位置する茅野市は
標高が高く、冷涼な気候と昼夜
の大きな寒暖差によって、甘み
が増した美味しい野菜を収穫で
きる。市内には生産者直売所が
点在していて新鮮な野菜が手に
入ります。

福祉・健康

x茅野商工会議所
☎0266-72-2800

八ヶ岳山麓は、古くからそば生産が盛ん
です。標高1,000ｍ付近でつくられる茅
野市のそばは、日照時間や寒暖の差の大
きい環境条件で育てられることで甘みの
ある美しいそばが栽培されています。
年々栽培面積が増えており、県内外での
知名度も高く、有名そば店でも使用され
ています。

税・年金・保険

そば

届出・証明

そば

図

TEL.0266-82-1900

P118 C-4
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医療ガイド

茅野市米沢3733-2
【営業時間】11：00～14：00、17：00～22：00
【定 休 日】月曜（月曜祝日の場合翌日休み）

目

小津安二郎記念・
蓼科高原映画祭

次
茅野市を知ろう！

届出・証明
税・年金・保険

小津安二郎監督は1954 年に初めて蓼科高原を訪れて以来、蓼
科高原をこよなく愛し晩年は、この地を活動の中心とし、1956
年の「東京暮色」からのシナリオ執筆の場を「雲呼荘」に移した
ことで、この蓼科に多くの映画人が訪れ地元の人々とも深い交
流を持ってきました。こうした文化的な背景をいかした新たな
蓼科の魅力発信と人と人との交流により、文化の香る元気な茅
野市の創造の一助となることを願って1998 年「小津安二郎記
念・蓼科高原映画祭」は始まりました。

福祉・健康

x「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭実行委員会」事務局
（長野県茅野市役所観光まちづくり推進課内）

☎ 0266-72-2101（内線 423）

ごみ・環境・上下水道

写真提供：松竹株式会社

出産・子育て・学校

相

●短編映画コンクール

●無藝荘

短編映画コンクールは蓼科高
原映画祭の一環としてスター
トし、映画制作者の作品発表
や登竜門の場として毎年開催
しています。

小津監督が仕事場として、ま
た東京から訪れる映画関係者
などの接待の場所として使用
した『無藝荘』
。
2003 年小津生誕 100 年の記
念事業として、移築・改修し保
存しました。

談

●シネマカフェ

暮 ら し

市民ボランティアが地元食材を
つかったおもてなし料理を振る
舞います。

●夏の小津会
映画祭のプレイベントとして
毎年無藝荘で開催している「夏
の小津会」
。当時の小津監督の
様子を知る方や小津監督を敬
愛する方から貴重なお話を聞
く機会です。

その他情報

●交流パーティー
映画上映後には当日のゲストと
交流できる立食パーティーも開
催。貴重な撮影秘話が聞けるか
もしれません。

防
災

広告

施設ガイド
地
図
医療ガイド
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P102 A-1



P119 D-4

目

茅野市ロケ地めぐり

次

茅野市は霧ヶ峰、蓼科高原といった四季折々の自然豊かな表情が、映画やドラマの絶好のロケ地として人気があり、映画やドラマの舞台として大活躍しています。ド
ラマ「ゴーイングマイホーム」で蓼科・大滝遊歩道。吉永小百合さんの出演したＡＱＵＯＳのテレビＣＭ 御射鹿池。ドラマ「それでも生きてゆく」で諏訪東京理科大

蓼科東急リゾート P115 F-5

大滝遊歩道 P121 D-1

乙女滝

P121 D-3

届出・証明

（C）
2015
「orange」
製作委員会
（C）
高野 苺/双葉社

P121 F-4

映 画「orange」
（2015 年 公
開）で御射鹿池がロケ地に
なっています。母親が亡く
なった後、美しい池の前で
成瀬翔（山崎賢人）の後ろ姿
が印象的なシーンで登場し
ました。

3

フジテレビ系ドラマ「外科医 鳩村
周五郎11」
（2013 年 2月放映）の撮
影が行われました。落差 30ｍほど
の乙女滝は、すぐ近くまで行って見
ることができるため、夏は、さわや
かな水しぶきと、たくさんのマイナ
スイオンを浴びることができます。
また、乙女滝のある横谷峡は、ト
レッキングコースにもなっていて、
数々の滝や渓流を楽しめます。
5

写真提供：フジテレビ

蓼科東急リゾート

岡谷駅

諏訪市

3

152

上諏訪駅

茅野駅 P102 C-3

5

299

乙女滝

4

御射鹿池

岡谷市

茅野市

141

1

茅野駅

無藝荘 P121 D-1

20

原村

野辺山駅

諏訪南

南牧村

1
小淵沢

富士見町

小淵沢駅

山梨県
北杜市

シーンを思い返しながらだと、違う景色

地区など各地域で撮影が行われました。
茅野駅以外にも注目してみてください。
● 映画「団地」 http://danchi-movie.com/ ロケ地：笹原溜池
● ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」 ロケ地：笹原溜池
● 映画「俳優 亀岡拓次」 http://kametaku.com/ ロケ地：峠の茶屋、茅野市民
館、ホテル晴明荘、ホテルわかみず

防

● ビーナスライン（茅野市）
：映画「アンダルシア 女神の報酬」
、三菱「デリカ」CM、
トヨタ「エスティマ」CM、ユニクロ「ヒートテック」CM
● 風除けの松（茅野市）
：映画「学校をつくろう」

その他情報

『白ゆき姫殺人事件』
に見えるかもしれません。また、この映画
監督：中村義洋
（2014）
は、茅野市の米沢地区、湖東地区、玉川
写真提供：松竹

暮 ら し

映画「白ゆき姫殺人事件」
（2014年春公
開）の撮影が行われました。映画の重要
なシーンで何度も登場する茅野市の玄
関口。映画内でも「茅野駅」
として登場！
普段何気なく使っている駅も、映画の

南相木村

談

諏訪湖

大滝遊歩道

2

写真提供：フジテレビ

299
小海町

相

岡谷

ＪＲ小海線

下諏訪町

142

出産・子育て・学校

写真提供：
関西テレビ

ごみ・環境・上下水道

2

御射鹿池

福祉・健康

フジテレビ系連続ドラマ「ハニート
ラップ」
（放映期間：2013 年10 月
～ 12月）の撮影が行われました。主
人公とヒロインの結婚式のシーンは、
蓼科東急リゾート内のチャペル・ルシ
アで撮影されたものです。

税・年金・保険

フジテレビ系連続ドラマ「ゴーイン
グ マイ ホーム」
（放映期間：2012
年10 月～ 12 月）の撮影が行われ
ました。遊歩道の入口から少し歩く
と周囲の景色が一変します。ドラマ
でも「苔の森」として登場しますが、
深い森の奥にあるような、木と苔
に、少し歩くだけで出会えるのが魅
力です。

4

茅野市を知ろう！

学。車のＣＭ ビーナスライン等々、数々の撮影が行われています。作品を思い出しながらロケ地を実際に巡ってみると、また実際の感動が伝わってきます。

災

広告

施設ガイド

心温まる ご葬儀をご提案いたします

地
図
医療ガイド

P125 C-4、P125 E-5
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