
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第134号 

〒389-2502 野沢温泉村豊郷9780-4 ☎0269-85-3155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7月30日に「花の寄せ植え会」を開催いたしました。

来季オープンする上ノ平ピクニックガーデンの山野草

などの植え花を総合プロデュースしている山本先生を

招いて開催したもので、上ノ平高原のみではなく、温泉

街も花があるだけで華やかになるのではないか。さらに

統一したものをそれぞれの玄関先に置くと、村全体の

統一感が出ていいのではないか。等のご意見、要望が

あり開催したものです。参加者の皆様は先生よりワンポ

イントアドバイスをいただきながら思い思いに植え込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業をしていました。今回植えた鉢は各観光施設に置

いてありますので、ご覧ください。 

また、来季の上ノ平ピクニックガーデンがオープ

ンする頃には、中尾案内所周りの花壇も一新し、上

ノ平ピクニックガーデンと同じように山野草を中心

としたミニピクニックガーデンを造成予定です。お

客様に、温泉街から山頂まで、“野沢温泉”をお楽し

みいただけるように計画中です。いろいろなご意見

アドバイスありましたらお声がけください。 

野沢温泉観光協会は、 

お客様と住民にとって 

健全な観光地創りを 

めざす。 

花の寄せ植え会 開催 ～村全体の統一感を～ 

社是 



令和2年(2020年)8月10日 第134号  

2  
NOZAWA ONSEN Tourism Association News 

野沢温泉観光協会報 
   

 

 

◎観光協会の事業・取り組みについて 

観光協会では協会員の皆様の為、支援事業や補助

金事業を使った取り組みを行っております。 

〇支援事業 

長野県ふっこう割の取り扱いや、ディスカバー信州

県民応援割の取り纏め、申請登録・清算、「GoToキャ

ンペーン」では、申請方法などの周知を行いました。 

〇補助金事業 

「観光振興地域協働事業」として、①新型コロナウイ

ルス感染予防対策セミナー、②野沢温泉独自のガイド

フローの作成、③新型コロナウイルス感染予防対策の

動画作成、④ニューノーマルを見据えたモニター体験

の実施、を予定しております。また他にも、「誘客多角化

等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」、「令和２年

度ナイトタイムの活性化を目指した温泉地滞在プラン

推進業務」等に申請しております。 

 

〇地方創生臨時交付金事業 

９月から、野沢温泉村独自で下記のキャンペーン

を開催いたします。 

このキャンペーンには予算上限がありますので、

事業費が終わり次第終了いたします。 

① 湯ったり宿泊キャンペーン 

野沢温泉に宿泊されるお客様を対象に10,000円のク

ーポン(1,000円×10枚)を5,000円で販売するもので、

野沢温泉観光協会及び、野沢温泉旅館組合に加盟の

施設で使えるお得なクーポンです。協会員全施設が

このクーポン利用対象施設となりますので、以下の

様なポスターを掲示していただきます。ご理解、ご

協力をお願いいたします。 

・販売期間 2020/8/22～ 

・利用期間 2020/9/1～12/6チェックアウト 

ポスター見本↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域の魅力を生かしたリゾートづくり 

これは、スポーツ庁が平成 30 年 3 月に策定した

「スポーツツーリズム需要拡大戦略」に基づき、展

開している施策のひとつで、㈱野沢温泉がインバウ

ンドに偏重することのリスクも指摘しながら、持続

可能なスノーリゾートを形成するための検討や実証

を行うことを国へ提案したところ、採択された事業

です。簡潔にいうと、この事業を活用し、四季を通

じたマウンテンリゾートづくりをしていく事業です。

今後、野沢温泉を調査し、地域の魅力を生かしたリ

ゾートづくりをお手伝いする㈱日本総研の協力のも

と 2 月後半まで 4 回にわたり協議を進め、内容の検

討・検証を行っていきます。 

 

これからも支援事業や補助金事業を使った取り組み

を行ってまいります。 

 

② 交通費サポートキャンペーン 

こちらも、対象施設にお泊りのお客様が対象となり

ますが、野沢温泉ライナー乗車料金補助などを行い

ます。 

・対象期間 2020/9/1～12/6チェックアウト 

クーポン券見本↓ 

 

 

 

 

 

 

☆野沢温泉ライナーご利用のお客様へのご案内に☆ 

７月下旬より、JRグループでは共同で「旅に出よう！

日本を楽しもう！」キャンペーンを実施しています。

気軽にご利用いただく安心・おトクな列車旅として、

このたび初めて全方面の新幹線を対象とするおトク

な「お先にトクだ値スペシャル（50％割引）」（乗車

券つき） を発売します。限定発売となりますが、ご

乗車日20日前の午前1時40分までお申込みいただけ

る、えきねっと会員限定、列車・席数・区間限定、

インターネット予約限定の大変おトクなきっぷです。 

設定期間はそれぞれに違いますので、お気を付けく

ださい。 
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◆留意すべき基本原則 

・従業員とお客様との接触をできるだけ避け、対

人距離（できるだけ２ｍを目安に）を確保する。 

・感染防止のためのお客様の定員考慮（密になら

ないよう対応。） 

・入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 

・マスクの着用（お客様にも協力） 

・施設及び客室等の換気 

・施設内の定期的な消毒 

・従業員の毎日の体温測定、健康チェック 

 

◆各エリア・場面の共通事項 

・フロント等には、アクリル板・透明ビニールカ

ーテンなどで飛沫感染を防止。また旅行者全員

の検温と本人確認。 

・食器などは、適切に洗浄及び消毒、または使い

捨てにするなどの対応。 

・車での送迎は、密集しないよう人数を制限して

運行。 

・ドアノブ等の清拭消毒 

◎各事業対応について 

新型コロナウィルス感染症による観光地への影響

は大いにあり、国・県・村より、観光地向けにキャ

ンペーンを打ち出しています。利用を受ける際には

それぞれの注意事項をよく読み、お気を付けくださ

い。 

＊先月号で取り扱いなどをご案内したクーポン券の

清算についてお知らせいたします。観光協会で清算

希望の方は、①～③のものをお持ちください。 

観光協会にて清算をお手続きされる場合は、事務手

数料として５％いただきます。 

〇ディスカバー信州 県民応援割 

・宿泊割+お出かけ割クーポン券 

利用期日7/1～8/1チェックアウト 

・お出かけ割クーポン券 

 利用期日7/1～8/31 

 

◆感染疑いの際の対応 

・万一、発熱や呼吸困難、倦怠感など感染が疑わ

れるお客様がいる場合、別室等で待機し、マス

ク 着用をお願いし外に出ないようお願いする、

（同行者も同様） 

・前に他のお客様区分して待機する部屋等を決め

ておく。 

・保健所の「有症状者相談センター」に連絡し、

感染の疑いのあるお客様の状況や症状を伝え、

その後は保健所からの指示に従う。 

◆人事関係 

・人数、時間の制限及び席の間隔に留意 

・お酌や盃の回し飲みは控えるよう要請 

・料理等は一人盛りに極力変更 

◆トイレ 

・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う 

・トイレの蓋をしめて汚物を流すよう表示 

・ペーパータオルを設置（ハンドドライヤーは止

め、共通のタオルは禁止） 

 

≪宿泊施設≫ 清算期日８/１０まで 

① 利用済みクーポン券 

② 印鑑 

③ 利用証明ができる領収書の控え 

≪観光施設≫ 清算期日９/１０まで 

① 利用済みクーポン券 

② 印鑑 

③ 何名で何枚使ったのか 

③については、実績報告の際に必要となりますので、

把握をしていただきお越しください。 

〇ディスカバー信州 おでかけ割  

≪清算期日１０/１０まで≫ 

・県内外向けお出かけ割クーポン券 

利用期日7/22～9/30まで 

観光クーポン券と利用期日が異なりますので、ご

注意ください。 

 
＊清算にはそれぞれ期日がありますので、早めにお持ちください。 

 

●北信保健所 ℡０２６９－６２－６１０４ ・当日のお客様名簿を確認し、保健所への提出に備える。 

 

◎基本的な新型コロナウイルス感染症対応の参考マニュアル （観光施設用） 
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〇Go To トラベル事業 

7月22日より事業が開始されているこの事業です

が、内容は日々更新されており、混乱している協会

員さんもいると思います。観光協会でも、7月23日に

各施設へ登録についてのご案内をお知らせをいたし

ました。対応期間が2021年2月1日のチェックアウト

まであることから、登録を悩まれた方も多かったの

ではないでしょうか。 

観光協会ではGoTOトラベルの宿泊施設登録に関し、

下記日程で説明会を行います。 

ご希望の方は、事前に各施設へFAXにてお知らせを

いたしました申込書にご記入いただき、ご返信の上、

ご参加ください。 

開催日：①令和2年8月11日午後7時～ 

    ②令和2年8月12日午後7時～ 

場 所：野沢温泉村公民館 １階広間 

内 容：GO TOトラベル宿泊事業者登録について 

    湯ったり宿泊キャンペーン宿対応について 

    新型コロナウイルス感染症対策ガイドマニ

ュアルについて 

◎各イベントのお知らせ 

◇納涼盆踊り◇ 中止 

 

◇野沢トレイルフェス◇ 

開催日：令和2年8月29日（土）30日（日） 

メイン会場：オリンピックスポーツパーク 

大自然を“夏に思いっきり楽しもう！”をテーマ

に、トレイルランニングレースを開催！トレイルラ

ンニングは国内唯一のダウンヒルレースを開催しま

す。 

◇Nozawa Spa Trail Event◇ 

開催日：令和2年10月10日（土） 

メイン会場：オリンピックスポーツパーク 

今回が初開催となる「Nozawa Spa Trail Event」

は、レースというよりは自然を楽しむトレイルラン

ニングの体験イベントです。コースはオリンピック

スポーツパークをスタート・ゴールとし、北竜湖を

通って小菅神社奥社まで駆け上がり、その後は山の

尾根を伝い森の中を走りゴールとなります。10月に

は紅葉も始まり、エントリーのしやすい大会となり

そうです。 

〇Go To トラベル事業≪地域共通クーポン≫ 

2020 年 9 月以降出発予定の GoTo トラベル第２弾

で適用される「旅行代金割引+地域共通クーポン」に

ついてですが、7 月 28日も開催されたクーポン取扱

事業者向けの説明会に参加しました。ホームページ

に記載してある内容の説明のみでしたが、質疑につ

いての返答では明確な答えはなく、追ってご連絡と

いう説明内容でした。現時点での、各商店の募集開

始時期は未定ですが、各施設にてホームページを随

時ご確認いただき、ご登録をお願いいたします。 

参照：Go To トラベル事業 Q＆A 集（7月 31日時点） 

＜地域共通クーポン加盟店登録＞  

A 地域共通クーポン加盟店の登録は、現時点では、7 月下旬頃か

ら開始することを予定しています。詳細は、HP などを通じてお

知らせいたします。例えば、事業者の名称・所在地・ 連絡先、

給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想

定していますが、 いずれにせよ近日中に改めてお知らせします。

地域共通クーポン加盟店となるために特 段の設備を用意して

もらうことは現時点では想定しておりませんが、詳細は改めて

お知らせします。  

◇OMM NOZAWA ONSEN JAPAN 2020◇ 

開催日：令和 2年 11月 8日（土、）9日（日）  

OMM(Original Mountain Marathon)は 1968 年からイ

ギリスで 50年以上、連続開催されている山岳レース

です。あえて厳しい条件の中、2 人 1 組で必要な装

備を全てバックパックに背負い、全てのマウンテン

スキルを駆使しながら山中に点在するポイントを通

過し、2日間にわたって「山の総合力」が試されるレ

ースです。今回は栄村と野沢温泉の広大なエリアを

舞台に、藪漕ぎや急峻なアップダウンなど非常にワ

イルドなレースが開催されます。 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 

◎協会報のWEB配信について 

観光協会では、紙面にて会員さんへお知らせをす

る観光協会報を発行してまいりましたが、この度、

WEB上でもご覧いただけるようになりました。観光協

会HPを開き、下段バナーエリアの観光協会ロゴマー

クをクリックしていただくと、協会報アーカイブに

切り替わりますので、パスワード「3883」をご入力

ください。また、この配信に伴い、紙ベースでの配

布が不要なかたは、事務局までご連絡願います。 


