
 

ふるさと信州風景百選について 

 

１ 事業概要 

 (1) 目 的 

長野県農村景観育成方針に基づき、美しく豊かな信州の農村風景の魅力を再発見し、県内

外に広く発信することで都市との交流や観光を展開し、持続的な農村景観の保全・育成につ

なげる。 

 

 

 

 

 (2) 風景箇所の募集と選定 

 〈募  集〉居住地、年齢を問わず、風景箇所の 

わかる写真を募集 

〈地域審査〉地方事務所ごとに公募した選定委員 

による審査を実施（公募委員 489 名） 

 〈総合審査〉県景観審議会 進士会長など 10人の 

有識者による審査を実施 

 

２ 応募状況と箇所選定 

(1) 応募状況と地域審査の結果 

前・後期で応募があった風景箇所について、地方事務所ごとに選定委員により審査を行い、

次のとおり選定された。 

 

 

(2) 総合審査の結果 

地域審査で選定された箇所について、7 月 15 日に「総合審査会」を開催して、１０３箇所

を選定した。  

  

３ 今後の活用方法について 

(1) 「ふるさと信州風景百選」の発刊（来年１月発刊予定） 

(2) ホームページの開設（来年４月開設予定）※県観光協会のホームページとリンクさせる予定 

(3) ビューポイント（視点場）整備支援（5 年間で 50 箇所を予定） 

   百選に選定された風景を展望するに適したビューポイント（視点場）について、市町村等

の整備費用に対する助成（補助率 2/3 以内、限度額 30 万円/箇所） 

(4) 各種広報イベントの開催 

・発刊記念トークショー（平成 27年２月８日（日）東京都 銀座ＮＡＧＡＮＯ) 

・移動展（県合同庁舎等 随時） 

(5) 観光部など関係部局と連携し、風景箇所の広報や保全・育成を図る。 

 前期募集 

（H25.4～H25.9） 

後期募集 

（H25.10～H26.4） 

合 計 

選定箇所数 

（応募数） 

１４２ 

(581) 

１３０ 

(372) 

２７２ 

(953) 

≪「長野県農村景観育成方針」で示した「信州の農村景観の魅力」とは≫ 

○地形が生み出す変化に富んだ風景の魅力  ○生産や生活の営みがつくりだす風景の魅力 

○音で感じる風景の魅力          ○多様な生き物が見られる風景の魅力 

○体験を通して味わえる風景の魅力     ○食べられるものが見える風景の魅力 
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ふるさと信州風景百選　選定箇所一覧表

№ 地域 風景箇所 市町村名

1 佐久 菱野の棚田 小諸市

2 佐久 馬坂集落 佐久市

3 佐久 家畜改良センター茨城牧場 佐久市

4 佐久 五郎兵衛新田 佐久市

5 佐久 小海高原の風景 小海町

6 佐久 佐久穂の田園風景 佐久穂町

7 佐久 川上村のレタス畑 川上村

8 佐久 野辺山高原の高原野菜と牧場風景 南牧村

9 佐久 立原高原 南相木村

10 佐久 北相木の農村風景 北相木村

11 佐久 御影用水温水路 軽井沢町

12 佐久 浅間南麓の街道風景 御代田町

13 佐久 立科の田園風景 立科町

14 上小 塩田平のため池 上田市

15 上小 稲倉の棚田 上田市

16 上小 菅平高原（スポーツ合宿） 上田市

17 上小 ワインぶどうの丘 上田市、東御市

18 上小 御牧ヶ原台地の四季 東御市

19 上小 美ヶ原高原 長和町、松本市

20 上小 夫神岳の山麓 青木村、上田市

21 上小 千曲川のつけば漁 上小地域ほか

22 諏訪 諏訪湖と山々を望む田園風景　岡谷 岡谷市

23 諏訪 上野大根の天日干し 諏訪市

24 諏訪 風除けの松と田園 茅野市

25 諏訪 寒天の天日干し風景 茅野市

26 諏訪 鎌倉街道と万治の石仏、御柱 下諏訪町

27 諏訪 富士見の田園風景 富士見町

28 諏訪 八ヶ岳山麓の田園風景 原村ほか

29 上伊那 六道堤と高遠桜 伊那市

30 上伊那 駒ヶ岳の雪形 駒ヶ根市

31 上伊那 辰野のホタル 辰野町

32 上伊那 八乙女水路橋と花街道 箕輪町

33 上伊那 伊那谷の赤そば畑 箕輪町、中川村

34 上伊那 千人塚城ヶ池 飯島町

35 上伊那 西天竜川と円筒分水工 南箕輪村ほか

36 上伊那 大草の里山風景 中川村

37 上伊那 宮田の田園風景 宮田村

38 上伊那 ざざむし漁 上伊那地方

39 下伊那 千代のよこね田んぼ 飯田市

40 下伊那 天空の里下栗 飯田市

41 下伊那 松川の田園風景 松川町

42 下伊那 高森の田園風景 高森町

43 下伊那 阿南のまつり風景 阿南町

44 下伊那 阿智のハナモモ街道 阿智村

45 下伊那 平谷のひまわり 平谷村

46 下伊那 根羽石積みの棚田 根羽村

47 下伊那 陽皐の集落風景 下條村

48 下伊那 売木の田園風景 売木村

49 下伊那 天龍の茶畑 天龍村

50 下伊那 泰阜の田園風景 泰阜村

51 下伊那 喬木のくだもの畑 喬木村

52 下伊那 神稲（くましろ）伴野原 豊丘村

53 下伊那 赤石岳と大鹿歌舞伎 大鹿村



№ 地域 風景箇所 市町村名

54 木曽 高倉集落 上松町

55 木曽 妻籠宿の水鏡 南木曽町

56 木曽 田立の茶畑と水田 南木曽町

57 木曽 開田高原 木曽町

58 木曽 御嶽はくさいと味噌川ダム 木祖村

59 木曽 湖面に映る御嶽山 王滝村

60 木曽 渓谷と里山の風景 大桑村

61 松本 松本平の風景 松本市

62 松本 高ボッチ高原 塩尻市

63 松本 日本アルプスサラダ街道 塩尻市、松本市ほか

64 松本 奈良井宿 塩尻市

65 松本 穂高のわさび田 安曇野市

66 松本 安曇野の道祖神と屋敷林 安曇野市、池田町、松川村

67 松本 拾ヶ堰 安曇野市

68 松本 聖高原の風 麻績村

69 松本 山清路の風景 生坂村

70 松本 山形村のそば畑 山形村

71 松本 鉄塔のある風景 朝日村

72 松本 河鹿沢の野沢菜畑 筑北村

73 北安曇 農具川周辺の田園風景 大町市

74 北安曇 八坂の棚田と農村風景 大町市

75 北安曇 美麻の農村風景 大町市

76 北安曇 安曇野クラフトパーク 池田町

77 北安曇 すずむしの里 松川村

78 北安曇 青鬼集落と棚田 白馬村

79 北安曇 白馬連峰と田んぼ 白馬村

80 北安曇 小谷の集落 小谷村

81 長野 芦ノ尻の道祖神と棚田 長野市

82 長野 栃倉の棚田 長野市

83 長野 犀峡の農村風景 長野市

84 長野 あんずの里 千曲市、長野市

85 長野 戸隠神社のパワーがみなぎる 長野市

86 長野 坂田山共生の森 須坂市

87 長野 姨捨の棚田 千曲市

88 長野 ねずみ大根の里 坂城町

89 長野 小布施の栗 小布施町

90 長野 山田牧場 高山村

91 長野 高山の農村風景 高山村

92 長野 黒姫高原 信濃町

93 長野 丹霞郷 飯綱町

94 長野 小川村の農村集落 小川村

95 北信 延徳田んぼのパッチワーク 中野市

96 北信 斑尾の麓 中野市

97 北信 菜の花公園 飯山市

98 北信 福島さんべの里 飯山市

99 北信 温井集落 飯山市

100 北信 高原と温泉の野菜庫 山ノ内町

101 北信 米どころ木島平の祭り 木島平村

102 北信 野沢菜といで湯のふるさと 野沢温泉村

103 北信 牛窪の棚田 栄村

※ 風景箇所名は現段階のものであり、冊子刊行の際は変更の可能性があります。


