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は観光バス乗降場所です。
（4/4～6/29、4/17は午後のみ）
は臨時観光案内所です。
TOiGO広場は土日祝日のみ

長野駅から善光寺へと続く表参道が
ご縁ストリートとなってお迎えします！

● 4月2日（土）

9時～11時 ❶ 駅前交差点～
❷ 末広町交差点

片側規制
（駅方面行き）

9時～17時 ❷ 末広町交差点～
❸ 新田町交差点 全面規制

9時～12時 ❸ 新田町交差点～
❹ 八十二銀行長野支店南 全面規制

● 4月29日（金）

9時～17時 ❷ 末広町交差点 ～
❸ 新田町交差点 全面規制

● 5月3日（火）～5月5日（木）

9時～17時 ❷ 末広町交差点～
❺ 大門南交差点 全面規制

● 5月3日（火）～4日（水）

17時～翌9時 ❸ 新田町交差点～
❺ 大門南交差点

片側規制
（駅方面行き）

● 5月8日（日）

9時～17時 ❷ 末広町交差点～
❹ 八十二銀行長野支店南 全面規制

● 5月15日（日）

12時～16時 ❷ 末広町交差点～
❻ 大門交差点 全面規制

14時～17時 ❻ 大門交差点
❼ 善光寺交差点～ 全面規制

● 5月22日（日）

9時～17時 ❷ 末広町交差点～
❺ 大門南交差点 全面規制

交　通　規　制 （左ページの地図参照）

日本一の門前町大縁日
善光
寺御開帳2022

2015年の御開帳に続き、
市民が主役になって街のにぎわいをつくる〝大縁日〟が開催されます。

ＪＲ長野駅から善光寺にいたる表参道沿いに、
４カ所の会場を設け、街を挙げておもてなしをします。

合い言葉は「ながのご縁を」。うれしいご縁がたくさん生まれますように。

令和4年4月2日（土）～6月26日（日）
オープニングイベント 4月2日（土）

開催期間

●  ご来場の際は、体調を確認の上、マスク着用でお越しください。本人または同居者に発熱や 
風邪等の症状がある場合は、来場をご遠慮ください。入場をお断りする場合もあります。

●会場内では人との間隔をあけ、大声での会話や飲食エリア以外での飲食は禁止します。
●  新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止または内容が変更となる場合があります。 
最新の開催状況や感染対策は、必ずＱＲコードからご確認ください。

注意
事項



イベントパーク

セントラルスクゥエア

おもてなし体験広場

T O i G O 広 場
ウェルカムガーデン

長野駅善光寺口広場

その他の会 場

C善光 寺 表 参 道（中央 通り）A

B

■3月27日（日）
●回向柱受入式

■4月2日（土）
●オープニングパレード
●花遊歩
●長野市交通安全推進フェア
●表参道芸術音楽祭

■4月29日（金・祝）
●懐かしの名車・旧車の集い

■5月3日（火・祝）
●ながの獅子舞フェスティバル
●善光寺花回廊
●14丁目HIROBA

■5月4日（水・祝）
●NAGANO善光寺よさこい
●善光寺花回廊
●14丁目HIROBA

■5月5日（木・祝）
●こども縁日広場
●高校生書道パフォーマンス
●善光寺花回廊
●14丁目HIROBA

■5月8日（日）
●長野和太鼓祭り
●楽しいフォークダンス
●信州三大市民祭り
●表参道芸術音楽祭

■5月15日（日）
●篠ノ井大獅子奉納

■5月22日（日）
●善光寺平神楽囃子道中行列
●ながの町神輿巡行
●表参道芸術音楽祭

■期間中
●提灯による装飾
●フラワータワー

■4月2日（土）
●オープニングセレモニー

■  4月2日（土）～6月26日（日）の 
毎週土日・祝日  
（5/14・15、6/4・5・11・12を除く）
●表参道芸術音楽祭
●地域の魅力発信

■4月17日（日）
●プロスポーツデー

■4月20日（水）
● 信州ブレイブウォリアーズ 
パブリックビューイング

■4月23日（土）
●長野県民謡フェスティバル

■4月24日（日）
●地域おこし協力隊門前市
●移住促進・関係人口創出イベント

■4月29日（金・祝）
●信州「道の駅」サミット

■4月30日（土）
● NAGANOハワイアンフェスティ
バル

■5月1日（日）
●信州「山菜・ジビエ」フェア
● ながのジビエ“おもてなし”学生
食堂

■5月3日（火・祝）
●ナガノコレクション

■5月4日（水・祝）
●NAGANO善光寺よさこい

■5月5日（木・祝）
●よしもと芸人と学ぶSDGs

■5月7日（土）
●NAGANO DANCE FESTIVAL
●シニアディスコダンス
● 集客プロモーションパートナー
都市の日

■5月8日（日）
●信州三大市民祭り
● 集客プロモーションパートナー
都市の日

■5月14日（土）、15日（日）
● 大縁日eスポーツの祭典2022 
in NAGANO

■5月21日（土）
●信州「山菜・ジビエ」フェア
● ながのジビエ“おもてなし”学生
食堂

■5月22日（日）
●信州「道の駅」サミット

■5月28日（土）
●ウルトラオリエンテーリング

■5月29日（日）
●地域おこし協力隊門前市
● 移住促進・関係人口創出イベ
ント

■6月4日（土）、５日（日）
● アウトドアフェスティバル

■6月12日（日）
●ながの祇園祭屋台巡行

■6月18日（土）、19日（日）
●信州郷土食フェア

■6月25日（土）、26日（日）
●長野くだものフェア

■6月26日（日）
●地域おこし協力隊門前市
● 移住促進・関係人口創出イベ
ント
●フィナーレステージ

■期間中
●地域の紹介パネル展
●PV上映
●SDGs充電自転車
● 軍手ィプロジェクト 
（4/17・24・30、5/5・29、
6/25・26）

長野県立美術館
■4月1日（金）～4月12日（火）
●水上民平展

■4月10日（日）、5月22日（日）
●街角アート＆ミュージック

■5月20日（金）～5月31日（火）
●長野市風景画展歴代受賞作品展

長野駅コンコース
■  4月22日（金）～４月28日（木）、
5月13日（金）～5月19日（木）
●街角アート展

■4月開催予定
●ドコモバイクシェア
　※詳細は市ＨＰを参照

中央通り沿いの店舗
■4月2日（土）～6月26日（日）
●街なか子ども絵画展

門前界隈のギャラリーなど
■4月1日（金）～6月26日（日）
●門前フリンジ

城山公園
■4月9日（土）、 5月21日（土）
●街角アート＆ミュージック

りんごの広場（MIDORI長野3階）
■5月10日（火）～ 5月16日（月）
●街角アート展

■  4月3日（日）～5月29日（日）の毎週土日・祝日 
（5/3・14・15を除く）
●伝統芸能体験広場
●こども縁日広場

■4月5日（火）から毎週火曜日
●銀座にぎわい市

■5月15日（日）
●グリーン・シティ・フェスタ

■期間中
●SDGs充電自転車

■4月2日（土）
●オープニングセレモニー

■5月3日（火・祝）
●ながの獅子舞フェスティバル

■5月4日（水・祝）
●NAGANO善光寺よさこい

■5月5日（木・祝）
●こども縁日広場

■5月8日（日）
●長野和太鼓祭り

■期間中
●提灯・幔幕、花による装飾
●イベント告知看板

お問い合わせ▶日本一の門前町大縁日実行委員会（長野市文化芸術課内）　☎026-224-7504

※開催場所、日程、出演ゲストは変更になる場合があります。ホームページ等でご確認ください。
詳しくは長野市ホームページへ▶https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/geijutsu/

川中島古戦場×善光寺デジタルスタンプラリー

古戦場や善光寺に設置された謎解きポイントを巡るスタンプラリーです。
クイズに正解してポイントをためると、抽選で景品がもらえます。

3月25（金）～ 6月29（水）


