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Directory

For a village that is spirited, 
productive, and ranked as No.1
“Want to live”village in Japan”!
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「あおき」村の「あ」の字と青木三山を図案化し、青木村
を象徴しています。
上部は青木村の三山（夫神岳、子檀嶺岳、十観山）を描
き、下部は村民の「和」と結びつきをもとに、躍進する
青木村の姿を表現してます。

目　次 Contents

青木村長 北村 政夫
発刊にあたって

青木村は温泉と古塔に象徴される自然と、古い文化に恵まれた
美しい村です。
正義と郷土愛に献身した先人を誇りに、さらに清新にして明るく
豊かな村にするために、この憲章を定めます。

一、 村の自然を大切にし環境を美しくしよう。
一、 あたたかい家庭づくりに、思いやりの深い村づくりをしよう。
一、 心もからだも健康な青少年を育てよう。
一、 勤労を尊び創意と活力ある産業を伸ばそう。
一、 スポーツに親しみ教養を高め香り高い文化を創造しよう。

It has been 60 years since Aoki-mura was redistricted as a result of the 
Great Merger of the Showa Era. Thanks to many years of efforts in 
developing the village by the people of Aoki-mura, our village was 
selected as Number 1 for “2016 Want to live local town/village ranking”, 
organized by a major publishing company.
In the new 5-year plan (2017-2021), we proposed the following four 
agendas; “Making the Road Station Aoki to be a highly functional hub”, 

“Business related to a new Aokitoge Tunnel development on National 
Route 143”, “2-class per grade for Aoki Kids elementary and middle 
schools”, and “Extension of healthy life expectancy” as key projects for 
promotion. Currently we are tackling them to move ahead proactively.
It is also a responsibility for us who live in the present, to preserve and 
inherit valuable assets, such as the blessed natural environment, the 
traditional culture, a spirit of independence and mutual support, typically 
represented in Gimin (self-sacrificing individual) in the Edo period　all 
that have been fostered in the course of long history.
It will be a great pleasure for me if this directory helps you to learn about 
the village and overview the development of the village, and think about 
the bright future of Aoki-mura.
I would like to take advantage of this opportunity to thank you for your 
continuing understanding and cooperation for the administrative 
activities of Aoki-mura.

Introduction Masao Kitamura, Mayor of Aoki-mura
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青木村は美しい山々に囲まれた農山村です。
長野県の東部、上田市から西方約12㎞に位置し、東西約8㎞、
南北には約10.4㎞に広がっており、面積は57.10㎢あります。
南に夫神岳（1,250m）、北に子檀嶺岳（1,223m）、西には十観山

（1,284m）がそびえており、昔から「青木三山」と呼ばれ村のシ
ンボルとして村民から愛されています。
村内には清純なる川が村に潤いを与え、浦野川は村のほぼ中
央を東に流れ、その間、阿鳥川、田沢川、湯川、沓掛川等の支流
をあわせて千曲川に注いでいます。
これらの河川の谷平野、扇状地などに12地区が散在し、複雑な
地形をなしており、標高はおおむね500～850mに分布し、段
丘傾斜地が多く平坦地は少ない地形にあります。
村の面積の約８割は山林で、農用地は約１割を占め、産業として
は、農業が主で、米、菌茸類、果樹、花卉が中心となっています。
気象の特徴は内陸性気候で降水量は極めて少なく、また気温
の較差は大きく、夏は30度以上になり、冬は－10度以下にもな
ることもあり、夏と冬では±40度以上もの開きを生じます。
村内からは縄文時代の遺跡も出土し、古くから人が定住し、歴
史ある村であることが伺えます。
また、古くから「夕立と騒動は青木から」と言われているように、
青木村では江戸時代から明治にかけて5回もの農民一揆が起
こっており、一地域としては日本で最も一揆が多発した村でも
あります。自らの命を顧みず庶民の為に立ち上がり、正義を貫
いた先人を誇りとし義民太鼓を創設、村をあげて義民の精神を
顕彰しています。

昭和の大合併から60年を数えた青木村は、長年の村民の皆さんの
村づくりが実り、大手出版社主催の「住みたい田舎ランキング」（平成
28年）で日本一の村に選ばれました。

新たな5か年計画（平成29年度～平成33年度）では、「道の駅あお
きの高機能拠点化」、「国道143号青木峠新トンネル整備の関連事
業」、「あおきっ子小・中学校全学年２クラス化」、「健康寿命延伸
化」の4つを重点推進プロジェクトとして位置付け、その推進に積極的
に取り組んでおります。

併せまして、恵まれた自然環境、伝統ある文化、義民に象徴される
自主自立の精神や支え合いの心など、長い歴史の中で培われてきた
尊い財産を守り継承していくこともまた、今を生きる私たちの大切な
責務であります。

この村勢要覧を通して皆さんに村の様子、村づくりの概要を知って
いただき、明るい未来へと思いを馳せていただけましたら幸いです。

今後とも村政への深いご理解とご協力をお願い申し上げ、発刊の
ごあいさつといたします。

Let's take rich nature and a comfortable 
village over to the next generation
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The natural landscape of Shinshu Aoki-mura is an indelible scene of 
everyone’s childhood found in Japan
Aoki-mura is located in the mountainous region surrounded by rich 
nature. The sceneries of mountains, rivers, sky, wild grass and 
flowers give a sense of nostalgia to the people who live and visit. As 
a countryside village within a casual visiting distance from the Tokyo 
metropolitan area, Aoki-mura can offer rich nature experiences to 
comfort everyone who visit here.

3 4

　信州・青木村の自然は日本の原風景。
　山・川・空・草花など、どこか懐かしさを感じさせる、自然豊か
な中山間地域です。首都圏からも気軽に行ける身近な田舎として、
訪れた人々に癒しを与える自然がたくさん青木村にはあります。

四季折々の自然が生みだす
優美な風景を満喫
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6

　青木村の豊かな自然環境は、農業・観光・教育・住環境等、
様々な分野で有益な機能・役割を果たす資源・空間として、
村民活動との調和を図りながら、地域の財産として本来の姿
を守り、次世代に継承する取組を推進しています。

わくわくドキドキ、
自然と集い、つながっている

沓掛温泉田沢温泉ふるさと公園あおきふるさと公園あおき

民謡流し

夏まつり夏まつり

青木村産業祭&タチアカネ新そばまつり

集中植花祭
（ふるさと公園あおき内花壇エリア）

パラグライダーフライトエリア

リフレッシュパーク

オープニングセレモニー 植樹祭

青木村の温泉

While the rich natural environment of Aoki-mura plays a positive 
role in a variety of areas, such as agriculture, tourism, education, 
and living environment by offering useful resources and space for 
the residents’ activities, we are moving forward to protect its 
original state as a local asset and inherit to the next generation.

Gather together and connect to Mother Nature for 
exciting experiences
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つくり、育て、実を結ぶ
ものづくりの喜びがここにある

Agriculture/industry
農 業
産 業

77 8

元気な企業づくり推進事業

蕎 麦

タチアカネ（花）

たち茜焼酎

白い花と赤い果皮が特徴です。「さわやかな香り」と「ほのかな甘み」を是非ご賞味ください。

産業祭外国人農業体験

青木村限定生産 
タチアカネを使った蕎麦と焼酎

青木村の特産品 
自然に育まれた山の幸と加工品

水力・風力＆太陽光を利用したハイブリッド発電装置

Based on the perspective that agriculture and forestry are the key 
industries of Aoki-mura, we go ahead to shift them to the sixth 
industry in order to secure and foster breadwinners in the next 
generation.　While doing that, we take advantage of our unique 
agriculture and forestry products, such as original brand soba 

“Tachiakane”, Aoki-mura-produced wine, matsutake and other 
mushrooms and wild vegetables. In addition, while making the 
best of the local resources, we promote broad-based and 
diversified collaboration in an attempt to create new employment 
by generating new industries, supporting the existing companies 
and attracting new enterprises. 

Discover joy in making, nurturing, and bearing fruit

　農林業を青木村の基幹産業と捉え、オリジナルブランド
そば「タチアカネ」や青木村産ワイン、松茸をはじめとする
きのこ・山菜など、特色ある農林産物を活かしながら、農林
業の六次産業化を推進して、次世代の担い手を確保し育成
を進めます。また、地域資源を最大限に活かしながら、広
域的かつ多様な連携を推進し、新規産業の創出や企業の
支援、企業誘致等により、新たな雇用の創出を図ります。

ファンキーシャトー
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Wellbeing/nursing/medical treatment
福 祉/介 護
医 療
防 災 ０歳児から高齢者まで、

安心して暮らせる地域づくり

9 10

子どもたちと餅つき大会

地域を樹木や花でいっぱいに  みどりの少年団

筋力アップ ほきぼき教室

どんど焼き高齢者クラブ連合会「村のお達者さん」完成

　「日本一住みたい村」として魅力を高めるため、地域医療体制を強化し、
いざというときの安心を確保するとともに、日々の健康管理や保持増進活動
を普及させ健康寿命の引き上げ、村の活力向上を図ります。

食生活改善 料理講習会

わくわく広場

健康体操

ご結婚記念証の贈呈

健康づくり講演会道祖神祭（当郷地区）

To make the “No.1 Want to live” village in Japan more attractive, we strengthen 
the community healthcare system to make sure the people have peace of mind 
in case of emergency. We also spread daily health management and mainte-
nance campaign in an attempt to extend healthy life expectancy and improve 
the community dynamism. 

Making a community where people of all ages can live with 
peace of mind
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Wellbeing/nursing/medical treatment

　行政による防災・減災・縮災対策のみならず、村民ひとりひとりが防災
意識を高め、地域防災活動の促進を図るとともに、災害時の自治体間
連携等の体制強化を推進し、防犯や交通安全対策にも力を入れ、生
活全体の安全・安心を確保します。

ドクターヘリ

11 12

交通死亡事故ゼロ、
　　　 　4,000日達成 

福 祉/介 護
医 療
防 災 福祉・介護・医療の

三位一体の連携づくり この美しい村をみんなで守る

消防ポンプ操法大会消防出初式

小学校での防災教室

Not only engaging in the disaster prevention, reduction, and scale-down 
programs by the municipal government, but we make an effort to 
increase disaster prevention awareness of individual resident and 
enhance the local disaster prevention campaign. We also strengthen 
cooperative system between autonomous bodies in case of disaster and 
emphasize on anti-crime and traffic safety policy in order to secure 
safety and security in our everyday life.

Collaboration between public welfare, nursing care and
medical services

Work together as a group to protect this beautiful village

防災協定 あおきっ子消防応援団集団検診みんなで体操
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Education教 育

1313 1414

　保育園・小学校・中学校の一貫性を更に強化し、地域の豊かな自
然や歴史・文化を活かして、家庭・地域社会と連携しながら、地域
で未来を担うあおきっ子を育て、子ども達が将来この村に生まれ育
ったことを誇りに思う教育を進めます。

保健センター

小学校運動会

小学校音楽会

学びの場を充実
未来を担う あおきっ子を育てる

We further enhance the advantages of consistency in our children’s 
education in day care, elementary and junior high schools. By 
making the best use of rich natural environment, history and culture 
of our region, we foster the Aoki kids, who are bearer of our future, in 
collaboration with the families and the local community, providing 
them a sense of pride to be born and raised in this village.

Improve schools to provide greater opportunities for the Aoki kids who are bearer of our future
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Education教 育

国宝 大法寺三重塔にて川遊び（浦野川）

学びの場に集う 楽しさと喜び

15 16

ハロウィン仮装

中学生による伝統芸能

オーストラリア マリストサイオン校との交流

子どもたちの壁塗踊り

子ども自転車長野県大会

青木村方言かるた

国際交流

　学校教育・社会教育の充実と生涯学習の推進を図るとともに、
芸術・文化・スポーツ振興や国際交流など心身を育む活動を通して、
義民の郷として志高き先人たちの精神を受け継ぐ人材育成・人格
形成を促します。

We improve school education and social education as well as 
promote lifelong learning. Through activities to develop physical and 
mental wellness, such as art, culture, and sports as well as 
international exchanges, Aoki-mura, as home to Gimin, promotes 
human resources development and character-building to inherit the 
high spirit of our ancestors.

Joy and pleasure of having learning experiences
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History歴 史 life environment生活環境

運賃低減バス

本　殿

長い時を刻み、今に至る
先達の残したものを受け継ぐ

未来に向かって新たな取組み
便利で住みよい暮らしを整える

17 18

　青木村の公共交通機関はバスが主体で、上田市内へのア
クセスは千曲バス青木線が、村内の移動は村営バス「ふるさ
と号」がそれぞれ担っています。

　全村に敷設した光ファイバーケーブルを活用して、
光ブロードバンドサービス、通信サービス、放送サービ
スの提供をしています。

　青木村の歴史文化の普遍的な価値を共有し、有形・無形文化財の調
査・研究を通じて、保全・継承に努めるとともに、村民の多様な歴史・
文化活動の普及・啓発を図り、文化芸術の進行や新たな文化創造につ
なげます。

木造十一面観音立像
（国 重要文化財）

観音堂厨子 須弥壇
（国 重要文化財）

国宝 大法寺三重塔

県宝 日吉神社本殿

壁塗踊り恋渡神社

村松風穴

五島慶太翁

千曲バス（青木線）

村営バス・セミデマンドバス「ふるさと号」 村営バス

青木村高速情報通信センター

収録風景

We try to maintain integrity and inherit the universal 
values of history and culture of Aoki-mura, by 
sharing them among the people and through 
research and study of tangible/intangible cultural 
properties. We also spread various historical and 
cultural activities to cultivate the people in the 
village, which may lead to a development of 
cultural performance and new cultural creation.

The bus is the main public transportation to access to Aoki-mura. 
For access to Ueda city, use Chikuma Bus Aoki Line. 
For public transportation in the village, the village-operated 
bus “Furusato-go” may be used. 

Using the optical fiber cable laid throughout the village, 
the optical broadband services, communication services, 
and broadcast services are provided.

We have come a long way from olden days
We inherit the heritage our ancestors have left behind for us

Tackling new agenda for even better and more convenient life in future 

Aoki-mura High-speed Information and 
Communications Center

（東京急行電鉄創業者）

（氷穴の蚕種貯蔵庫）

告知端末

シグナルプロセッサ
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Administration行 政

■健康づくりの実践活動の全村的な普及啓発

■高齢者の「生きがい」づくり

住民の健やかな生活を担い
幸福のために日々努める

19 20

青木村 第5次長期振興計画
後期基本計画（平成29年度～平成33年度）で

取り組む4つの重点推進プロジェクト

　村民ニーズが多様化する中、村民一人一人が豊かさを実感
できる村づくりを目指し、青木村に誇りを持ち、活力ある村づくりを
進めます。また、多様化・複雑化する行政ニーズに対応する長期
的な視野に立って計画的な行財政運営を図っています。

　平成30年度に拡張再整備を完了する道の駅あおきを青
木村の核として位置付け、雇用の創出、ひとの流れの拡大、
人口減少の克服さらには地区住民の参画の促進につなが
る施設とすべく、ふるさと公園あおきと一体的に高機能拠
点化を図ります。

　村づくりの原点は人づくりです。小中学校の全学年で2ク
ラス化を目指すことを旗印にして、婚活から結婚・妊娠・出産・
子育て・教育・就職に至るまでトータルな支援を展開し、「子
育て・教育の場」としての魅力をより一層高めることによって、
特に次代を担う若い世代の移住・定住につなげます。

　青木峠新トンネルの整備により、国道143号を上田、松本・
安曇野間を最短で結ぶ新たな東西基幹軸にして、青木村
の立地ポテンシャルを高め、企業誘致や移住・定住の促進、
地域経済の活性化、観光振興、村民生活の安全・安心の確
保につなげます。

　健康でいることは誰もが望むことであり、健康であれば
様 な々社会活動の意欲が高まり、村の活性化にもつながりま
す。長寿県といわれる長野県のなかで、現在の青木村の健
康寿命は79歳で県の平均値と同程度の水準にあります。今
後は、この「健康寿命」を村の活性化の一つのバロメーター
として捉え、県が進める信州ACEプロジェクトとも連動して、
健康の維持・増進に資する各種取り組みを推進します。

役場 役場窓口

道の駅あおき
高機能拠点化
プロジェクト

国道143号
青木峠新トンネル
整備プロジェクト

あおきっ子小・中学校
全学年2クラス化
プロジェクト

■学校教育の魅力向上
■移住（UJ I ターン）
　したくなる村づくり

■雇用の創出　　　　■ひとの流れの拡大
■人口減少の克服　　■地区村民の参画

1

2

3

健康寿命延伸
プロジェクト4

青木村役場⇔松本市役所（時間短縮：21分、距離短縮：8㎞）

●体を動かす ～Action～
●健康状態をチェックする ～Check～
●体によいものを食べる ～Eat～
●よりよい生活に改める ～Improve～

■地域に大きな雇用を生み出す企業の誘致
■松本都市圏の通勤・通学圏化に伴う移住・

定住の促進
■道の駅あおきの利用者増による地域経済

の活性化
■広域的かつ幅広い連携による観光振興
■村民生活の安全・安心の確保

Assuming well-being of the people in Aoki-mura we do 
our best for their happiness

While the needs of the residents are increasingly diversified, we 
move forward to develop the village with dynamism, aiming for a 
community where each resident can realize his/her fulfilled life 
and have a sense of pride. We also carry out planned administra-
tive/financial management from a long-term perspective in order 
to respond to administrative needs that are becoming more 
diversified and complex.

村　長 村  教育長

村議会  議員

村議会  議長 村議会  副議長
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平成24年

歩み　合併から60周年まで歩み　合併から60周年まで

●第5次青木村長期振興計画が策定
●広報あおき400号発刊
●村松地区宝篋印塔二基が県宝に指定
●義民太鼓保存会30周年記念大会開催
●公共施設整備事業完成式典開催
●中挾防災研修センター竣工
●若者定住促進住宅 
　青木中央第二団地3戸竣工

2012

平成25年
●民俗資料館竣工
●村長・村議会議員一般選挙、村長選
　20年ぶりの選挙
●北村政夫村長誕生
●9月16日台風18号による豪雨災害発生
●信州・青木村観光サポーターズ倶楽部設立
●信州・青木村観光事業推進協議会設立
●ふるさと公園あおき検討委員会設立
●国道143号青木峠新トンネル建設促進村民会議設立
●若者定住促進住宅 青木中央第二団地2戸竣工

2013

平成23年2011

●道の駅あおき国土交通省から重点道の駅として選定
●地域おこし協力隊事業の導入
●西立谷橋竣工
●青木小学校太陽光発電システム竣工
●ふるさと公園あおき竣工
●信州・青木村“日本一住みたい田舎”の総合戦略策定
●ご結婚記念証・お誕生記念証贈呈開始
●国道143号青木峠新トンネル長野県事業化に向けて国道143号

青木峠新トンネル建設実現を願う村民大会を開催、前国土交通
大臣太田昭宏氏来村

●道の駅あおき高機能拠点化プロジェクト基本構想策定
●空き家バンクスタート、空き家実態調査実施される
●地域農業マネージャー、
　移住定住コーディネータ
　ー設置される
●国勢調査実施

●宝島社出版の『田舎暮らしの本』第4回日本「住みたい田舎」
ベストランキング「村」部門第１位となる

●タチアカネ蕎麦焼酎「たち茜」発売
●青木村方言かるた完成
●ふるさと公園あおきヘリポート運用開始
●自然エネルギー研究協議会発足
●道の駅あおき株式会社化
●防災応援の協定進む
（他市町村との協定 ３  静岡県  
長泉町  新潟県弥彦村  埼玉県  
久喜市  民間業者等 ７  H29.3
現在）

●道の駅あおきリニューアル工事
　着手
●国道143号新トンネル事業化に
　向けた調査開始
●青木村死亡事故ゼロ4,000日達成
●「エネ空あおきタワー」完成
●新生青木村六十周年記念式典
　開催

1977（昭和52）年
青木村奨学金条例できる

1978（昭和53）年
水田利用再編対策実施、目標43ヘクタール
滝川砂防ダム竣工式（５月８日）
青木村運動公園オープン

1979（昭和54）年
入奈良本生活改善センター竣工

1976（昭和51）年
青木村歌制定（常盤のみどり）／老人（70歳以上）にバス無料優待券配布／滝川砂防ダ
ム定礎式（５月19日）／「青木音頭」発表会／青木中学校30周年記念事業行う。青木中
学校・小学校ともに新校歌できる／原池公民館竣工

1958（昭和33）年
殿戸区公民館落成（五島慶太氏寄贈）
台風21号、22号による被害甚大

1959（昭和34）年
青木診療所新築落成
大風７号による被害が甚大。被害総額約９億円。犠牲者４名、水田流出約200ヘクタール

1960（昭和35）年
青木－当郷間バス開通、１日３往復
役場庁舎改築完成

1961（昭和36）年
中学校管理棟、給食室落成／青木－釜房間１日４往復バス開通
青木村老人クラブ結成／明治29年建築の中学校旧校舎取り壊す

1962（昭和37）年
入田沢、入奈良本、奈良本の3分校を廃し、本校に統合。1校制となる。遠距離児童はバス
通学となる／小学校プール完成（北村貞治氏の寄付）／中学校の新体育館、音楽室、工作
室落成する

1963（昭和38）年
青木有線放送開局
小学校90周年事業完成

1965（昭和40）年
青木村の総人口5,816人

1966（昭和41）年
入奈良本牧場、放牧開始

1967（昭和42）年
当郷区と合併10周年記念式行う
小学校特別教室（音楽、家庭、図書館）落成
細谷区公民館落成

1968（昭和43）年
第１次農業改善事業、本年度より３ヵ年計画で着手

1969（昭和44）年
青木郵便局舎新築落成

1970（昭和45）年
青木村老人福祉センターオープン
村営診療所を閉鎖し、小川原辰夫氏が診療所を開業する
有線放送自動化完成／夫神区公民館完成

1971（昭和46）年
第２次農業改善事業、４ヵ年計画で着手（南部地区）

1972（昭和47）年
青木村総合グランド完成
広域消防川西庁舎完成

1973（昭和48）年
青木村福祉会館竣工
青木小学校100周年記念事業記念式典を行う

1974（昭和49）年
公民館報にかえて「広報あおき」創刊
滝川砂防ダム工事起工（８月２８日）

1975（昭和50）年
夫神地区に義民の墓参拝道路、案内板などできる／青木村第２次農業改善事業、４ヵ年
計画にて着工（東部地区）／ライスセンター完成操業／中村区横手地区に農協福祉保養
センター「あおき」オープン

1957（昭和32）年
青木村と浦里村当郷区と合併、新青木村発足（３月31日）
田沢・沓掛温泉のボーリング成功

1980（昭和55）年
青木村村民憲章制定される
村の総合体育館竣工
中学校プール完成、普通教室棟改築竣工

1981（昭和56）年
村民の流水プール完成
台風15号被害
青木区に生活改善センター完成

1982（昭和57）年
運動公園に夜間照明施設完成／青木時報縮刷版発行
台風10号、18号被害
青木村義民祭盛大に挙行。義民太鼓も創設発表する

1983（昭和58）年
当郷区公民館新築落成、北村貞治氏寄付
農村環境改善センター竣工
青木小学校改築工事竣工（12月末）

1984（昭和59）年
弘法線にバス運行／老人センター前にゲートボール場できる
国道１４３号線青木－原池間改修工事完了／村議会議員２名減、１６名となる
国宝大法寺三重塔、屋根葺替工事完成する

1985（昭和60）年
村営バス村内全線に運行を始める

1986（昭和61）年
当郷区合併30周年記念式典（10月26日）

1987（昭和62）年
村松地区にアイリス栽培

1988（昭和63）年
商工会館、バスターミナル竣工
屋内ゲートボール場竣工

2003（平成15）年
図書館竣工／青木村行政改革大綱制定／細谷橋竣工
村道・山鳥堰線開通／自立を目指す青木村宣言村議会で否決
役場庁舎・保健センター ISO14001取得

2004（平成16）年
広報あおき300号発刊／児童センター竣工／大法寺第１層内部壁面復元される
消防団の機構改革行われる／ふるさと体験館・農産物直売所オープン
ネパール王国ナムチェバザール村と友好都市連携締結

2005（平成17）年
スペシャルオリンピックストーチランイベント開催／小学校ランチルーム完成
村長・村議会議員一般選挙、宮原毅氏無投票で４選
あおきっ子合宿（通学合宿）はじまる

2006（平成18）年
合併50周年記念式典行われる／道の駅あおき開設
第10回全国義民サミット青木村で開催
7月18日～19日梅雨前線による豪雨被害

2007（平成19）年

2008（平成20）年
当郷森地区に若者定住促進住宅竣工／義民太鼓こまゆみ会文部科学大臣賞受賞
青木村ふるさと応援寄附金制度スタート／第11回全国義民顕彰集会青木村で開催
総合竣工祝賀祭開催

2009（平成21）年
村長・村議会議員一般選挙、宮原毅氏無投票で5選
殿戸区コミュニティセンター竣工／入奈良本コミュニティ防災センター竣工
村営バス「ふるさと号」運行開始／村道夫神線改良工事竣工

2010（平成22）年
村文化会館耐震工事竣工／信州・青木村ふるさと景観100選 選定される
歴史文化資料館竣工／殿戸資料館竣工／青木村商工会創立50周年記念式典開催
７月2日～3日入田沢地区を中心とした集中豪雨災害発生／国勢調査実施

●地域情報通信基盤整備事業竣工
●全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用開始
●「上田地域定住自立圏」定住自立圏形成協定を締結
●出張なんでも鑑定団IN青木村開催
●青木村マスコットキャラクター「アオキノコちゃん」誕生
●青木村５５周年記念式典開催
●オリジナルブランド「タチアカネ」蕎麦の栽培はじまる

1989（平成元）年
ふるさと創生村づくり
こまゆみ団地造成、販売

1990（平成２）年
リフレッシュパークあおきオープン／高齢者デイホーム竣工／日吉神社県宝指定
国道143号100周年記念／下奈良本豊科線全面舗装／「青木の森」別荘販売開始

1991（平成3）年
青木村郷土美術館竣工

1992（平成4）年
丸子信州新線（修那羅）改良工事竣工
大法寺新線開通
阿鳥川砂防工事竣工

1993（平成5）年
宮原毅村長誕生／保育園新園舎完成
麻績インター供用開始／くつろぎの湯完成
青木小学校開校120周年

1994（平成6）年
青木村誌完成／宮原栄吉氏に名誉村民章贈呈
青木橋架け替え工事完了／有線放送デジタル化

1995（平成7）年
特別養護老人ホーム「ラポートあおき」完成
川西分署新庁舎完成

1996（平成8）年
浄化センター供用開始／アイリスの郷整備事業（道路拡幅、アイリスの館）竣工
沓掛コミュニティーセンター竣工／下木戸橋竣工／静岡県長泉町と友好交流覚書調印
第１回全国義民サミット開催

1998（平成10）年
沓掛温泉小倉乃湯オープン
義民の郷ふれあいセンター竣工

1999（平成11）年
横手キャンプ場オープン
役場新庁舎業務スタート

2000（平成12）年
小川原辰雄氏に名誉村民章贈呈
原久保農村コミュニティーセンター完成
田沢温泉有乳湯オープン

2001（平成13）年
下奈地区に女性・若者等活動促進施設完成
第５回オカミサミット本村で開催

2002（平成14）年
消防団へ活動服の導入／中学校改築事業竣工
宮渕橋竣工／市町村合併に関する住民アンケート実施される
義民太鼓創設記念大会開催される

静岡県駿東郡長泉町との姉妹都市提携／4月よりゴミ・資源物の収集方法変更される
信州大学人文学部、長野大学社会福祉学部と連携協力協定締結
保育園に遊び場あおきっ子広場完成

平成26年2014

平成27年2015

平成28年2016

●青木村死亡事故ゼロ3,000日達成
●2月14日～16日記録的な豪雪
●前村長宮原毅氏名誉村民に
●千曲バス青木線
　運賃低減バス運行開始
●ふるさと公園あおき着工
●公共施設屋根貸しによる
　太陽光発電事業竣工
●臼川砂防堰堤竣工祝賀式開催

北村政夫村長初登庁

第5次青木村長期振興計画

ふるさと公園あおき竣工

記録的な豪雪

第4回日本「住みたい田舎」
「村」部門ランキング第１位
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●9月16日台風18号による豪雨災害発生
●信州・青木村観光サポーターズ倶楽部設立
●信州・青木村観光事業推進協議会設立
●ふるさと公園あおき検討委員会設立
●国道143号青木峠新トンネル建設促進村民会議設立
●若者定住促進住宅 青木中央第二団地2戸竣工

2013

平成23年2011

●道の駅あおき国土交通省から重点道の駅として選定
●地域おこし協力隊事業の導入
●西立谷橋竣工
●青木小学校太陽光発電システム竣工
●ふるさと公園あおき竣工
●信州・青木村“日本一住みたい田舎”の総合戦略策定
●ご結婚記念証・お誕生記念証贈呈開始
●国道143号青木峠新トンネル長野県事業化に向けて国道143号

青木峠新トンネル建設実現を願う村民大会を開催、前国土交通
大臣太田昭宏氏来村

●道の駅あおき高機能拠点化プロジェクト基本構想策定
●空き家バンクスタート、空き家実態調査実施される
●地域農業マネージャー、
　移住定住コーディネータ
　ー設置される
●国勢調査実施

●宝島社出版の『田舎暮らしの本』第4回日本「住みたい田舎」
ベストランキング「村」部門第１位となる

●タチアカネ蕎麦焼酎「たち茜」発売
●青木村方言かるた完成
●ふるさと公園あおきヘリポート運用開始
●自然エネルギー研究協議会発足
●道の駅あおき株式会社化
●防災応援の協定進む
（他市町村との協定 ３  静岡県  
長泉町  新潟県弥彦村  埼玉県  
久喜市  民間業者等 ７  H29.3
現在）

●道の駅あおきリニューアル工事
　着手
●国道143号新トンネル事業化に
　向けた調査開始
●青木村死亡事故ゼロ4,000日達成
●「エネ空あおきタワー」完成
●新生青木村六十周年記念式典
　開催

1977（昭和52）年
青木村奨学金条例できる

1978（昭和53）年
水田利用再編対策実施、目標43ヘクタール
滝川砂防ダム竣工式（５月８日）
青木村運動公園オープン

1979（昭和54）年
入奈良本生活改善センター竣工

1976（昭和51）年
青木村歌制定（常盤のみどり）／老人（70歳以上）にバス無料優待券配布／滝川砂防ダ
ム定礎式（５月19日）／「青木音頭」発表会／青木中学校30周年記念事業行う。青木中
学校・小学校ともに新校歌できる／原池公民館竣工

1958（昭和33）年
殿戸区公民館落成（五島慶太氏寄贈）
台風21号、22号による被害甚大

1959（昭和34）年
青木診療所新築落成
大風７号による被害が甚大。被害総額約９億円。犠牲者４名、水田流出約200ヘクタール

1960（昭和35）年
青木－当郷間バス開通、１日３往復
役場庁舎改築完成

1961（昭和36）年
中学校管理棟、給食室落成／青木－釜房間１日４往復バス開通
青木村老人クラブ結成／明治29年建築の中学校旧校舎取り壊す

1962（昭和37）年
入田沢、入奈良本、奈良本の3分校を廃し、本校に統合。1校制となる。遠距離児童はバス
通学となる／小学校プール完成（北村貞治氏の寄付）／中学校の新体育館、音楽室、工作
室落成する

1963（昭和38）年
青木有線放送開局
小学校90周年事業完成

1965（昭和40）年
青木村の総人口5,816人

1966（昭和41）年
入奈良本牧場、放牧開始

1967（昭和42）年
当郷区と合併10周年記念式行う
小学校特別教室（音楽、家庭、図書館）落成
細谷区公民館落成

1968（昭和43）年
第１次農業改善事業、本年度より３ヵ年計画で着手

1969（昭和44）年
青木郵便局舎新築落成

1970（昭和45）年
青木村老人福祉センターオープン
村営診療所を閉鎖し、小川原辰夫氏が診療所を開業する
有線放送自動化完成／夫神区公民館完成

1971（昭和46）年
第２次農業改善事業、４ヵ年計画で着手（南部地区）

1972（昭和47）年
青木村総合グランド完成
広域消防川西庁舎完成

1973（昭和48）年
青木村福祉会館竣工
青木小学校100周年記念事業記念式典を行う

1974（昭和49）年
公民館報にかえて「広報あおき」創刊
滝川砂防ダム工事起工（８月２８日）

1975（昭和50）年
夫神地区に義民の墓参拝道路、案内板などできる／青木村第２次農業改善事業、４ヵ年
計画にて着工（東部地区）／ライスセンター完成操業／中村区横手地区に農協福祉保養
センター「あおき」オープン

1957（昭和32）年
青木村と浦里村当郷区と合併、新青木村発足（３月31日）
田沢・沓掛温泉のボーリング成功

1980（昭和55）年
青木村村民憲章制定される
村の総合体育館竣工
中学校プール完成、普通教室棟改築竣工

1981（昭和56）年
村民の流水プール完成
台風15号被害
青木区に生活改善センター完成

1982（昭和57）年
運動公園に夜間照明施設完成／青木時報縮刷版発行
台風10号、18号被害
青木村義民祭盛大に挙行。義民太鼓も創設発表する

1983（昭和58）年
当郷区公民館新築落成、北村貞治氏寄付
農村環境改善センター竣工
青木小学校改築工事竣工（12月末）

1984（昭和59）年
弘法線にバス運行／老人センター前にゲートボール場できる
国道１４３号線青木－原池間改修工事完了／村議会議員２名減、１６名となる
国宝大法寺三重塔、屋根葺替工事完成する

1985（昭和60）年
村営バス村内全線に運行を始める

1986（昭和61）年
当郷区合併30周年記念式典（10月26日）

1987（昭和62）年
村松地区にアイリス栽培

1988（昭和63）年
商工会館、バスターミナル竣工
屋内ゲートボール場竣工

2003（平成15）年
図書館竣工／青木村行政改革大綱制定／細谷橋竣工
村道・山鳥堰線開通／自立を目指す青木村宣言村議会で否決
役場庁舎・保健センター ISO14001取得

2004（平成16）年
広報あおき300号発刊／児童センター竣工／大法寺第１層内部壁面復元される
消防団の機構改革行われる／ふるさと体験館・農産物直売所オープン
ネパール王国ナムチェバザール村と友好都市連携締結

2005（平成17）年
スペシャルオリンピックストーチランイベント開催／小学校ランチルーム完成
村長・村議会議員一般選挙、宮原毅氏無投票で４選
あおきっ子合宿（通学合宿）はじまる

2006（平成18）年
合併50周年記念式典行われる／道の駅あおき開設
第10回全国義民サミット青木村で開催
7月18日～19日梅雨前線による豪雨被害

2007（平成19）年

2008（平成20）年
当郷森地区に若者定住促進住宅竣工／義民太鼓こまゆみ会文部科学大臣賞受賞
青木村ふるさと応援寄附金制度スタート／第11回全国義民顕彰集会青木村で開催
総合竣工祝賀祭開催

2009（平成21）年
村長・村議会議員一般選挙、宮原毅氏無投票で5選
殿戸区コミュニティセンター竣工／入奈良本コミュニティ防災センター竣工
村営バス「ふるさと号」運行開始／村道夫神線改良工事竣工

2010（平成22）年
村文化会館耐震工事竣工／信州・青木村ふるさと景観100選 選定される
歴史文化資料館竣工／殿戸資料館竣工／青木村商工会創立50周年記念式典開催
７月2日～3日入田沢地区を中心とした集中豪雨災害発生／国勢調査実施

●地域情報通信基盤整備事業竣工
●全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用開始
●「上田地域定住自立圏」定住自立圏形成協定を締結
●出張なんでも鑑定団IN青木村開催
●青木村マスコットキャラクター「アオキノコちゃん」誕生
●青木村５５周年記念式典開催
●オリジナルブランド「タチアカネ」蕎麦の栽培はじまる

1989（平成元）年
ふるさと創生村づくり
こまゆみ団地造成、販売

1990（平成２）年
リフレッシュパークあおきオープン／高齢者デイホーム竣工／日吉神社県宝指定
国道143号100周年記念／下奈良本豊科線全面舗装／「青木の森」別荘販売開始

1991（平成3）年
青木村郷土美術館竣工

1992（平成4）年
丸子信州新線（修那羅）改良工事竣工
大法寺新線開通
阿鳥川砂防工事竣工

1993（平成5）年
宮原毅村長誕生／保育園新園舎完成
麻績インター供用開始／くつろぎの湯完成
青木小学校開校120周年

1994（平成6）年
青木村誌完成／宮原栄吉氏に名誉村民章贈呈
青木橋架け替え工事完了／有線放送デジタル化

1995（平成7）年
特別養護老人ホーム「ラポートあおき」完成
川西分署新庁舎完成

1996（平成8）年
浄化センター供用開始／アイリスの郷整備事業（道路拡幅、アイリスの館）竣工
沓掛コミュニティーセンター竣工／下木戸橋竣工／静岡県長泉町と友好交流覚書調印
第１回全国義民サミット開催

1998（平成10）年
沓掛温泉小倉乃湯オープン
義民の郷ふれあいセンター竣工

1999（平成11）年
横手キャンプ場オープン
役場新庁舎業務スタート

2000（平成12）年
小川原辰雄氏に名誉村民章贈呈
原久保農村コミュニティーセンター完成
田沢温泉有乳湯オープン

2001（平成13）年
下奈地区に女性・若者等活動促進施設完成
第５回オカミサミット本村で開催

2002（平成14）年
消防団へ活動服の導入／中学校改築事業竣工
宮渕橋竣工／市町村合併に関する住民アンケート実施される
義民太鼓創設記念大会開催される

静岡県駿東郡長泉町との姉妹都市提携／4月よりゴミ・資源物の収集方法変更される
信州大学人文学部、長野大学社会福祉学部と連携協力協定締結
保育園に遊び場あおきっ子広場完成

平成26年2014

平成27年2015

平成28年2016

●青木村死亡事故ゼロ3,000日達成
●2月14日～16日記録的な豪雪
●前村長宮原毅氏名誉村民に
●千曲バス青木線
　運賃低減バス運行開始
●ふるさと公園あおき着工
●公共施設屋根貸しによる
　太陽光発電事業竣工
●臼川砂防堰堤竣工祝賀式開催

北村政夫村長初登庁

第5次青木村長期振興計画

ふるさと公園あおき竣工

記録的な豪雪

第4回日本「住みたい田舎」
「村」部門ランキング第１位
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For a village that is spirited, 
productive, and ranked as No.1
“Want to live”village in Japan”!


