
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県では、美しく豊かな信州の農村風景を再発見し、その魅力を県内外

に広く発信するため、県内外から募集した１千件近くの写真の中から 103 箇

所の「ふるさと風景」を選定しました。 

冊子「ふるさと信州風景 100 選」の発刊の他、ホームページの開設や県内

外でのパネル展の開催など、信州の魅力発信に積極的に活用してまいります。 

 

冊子冊子冊子冊子の発刊の発刊の発刊の発刊    

(H27.1.10)(H27.1.10)(H27.1.10)(H27.1.10)    

■規 格：Ａ５横判 フルカラー 232 頁 

■定 価：1,000 円（税込） 

■主な販売先：書店（長野県内及び首都圏、 

中部・北陸地方の主要書店）、コンビニエ 

ンスストア（長野県内の一部チェーン店）他 

■販売に関する問合せ：(株)まちなみカントリープレス（026-237-2411） 

ホームページのホームページのホームページのホームページの

開設開設開設開設(H27.4.15)(H27.4.15)(H27.4.15)(H27.4.15)    

選定箇所の風景写真・位置情報や近況などを発信しています。 

ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス http://www.nagano-tabi.net/view100/ 

パネル展パネル展パネル展パネル展のののの開催開催開催開催    ふるさと風景を紹介するパネル展を、県内外で順次開催しています。 

時期・会場等は、上記ホームページでお知らせします。 

風景風景風景風景のののの「「「「語り部語り部語り部語り部」」」」

のののの育成育成育成育成    

信州の美しい「ふるさと風景」の魅力を語って聞かせる「風景の『語

り部』」の育成研修会を県下各地で開催します。 

 

建設部 都市・まちづくり課 景観係 

(課長)竹内敏昭 (担当)小林信彦 

電 話：026-235-7348（直通） 

F A X ：026-252-7315 

E-mail：keikan@pref.nagano.lg.jp 

 



ふ る さ と 信 州 風 景 １００ 選 箇 所 一 覧

市町村 市町村

001 牛ヶ窪の棚田 栄村 053 山清路 生坂村

002 鍋倉山麓 飯山市 054 安曇野クラフトパーク 池田町

003 福島さんべの里 飯山市 055 有明富士の麓 松川村

004 菜の花公園 飯山市 056 安曇野の道祖神と屋敷林 安曇野市、池田町、松川村

005 野沢温泉 野沢温泉村 057 穂高のわさび田 安曇野市

006 黒姫高原 信濃町 058 拾ヶ堰 安曇野市

007 丹霞郷 飯綱町 059 山形のそば畑 山形村

008 きじまだいら 木島平村 060 松本平 松本市

009 山ノ内の温泉郷 山ノ内町 061 鉄塔のある風景 朝日村

010 斑尾の麓 中野市 062 日本アルプスサラダ街道 松本市、塩尻市他

011 延徳田んぼ 中野市 063 高ボッチ高原 塩尻市

012 山田牧場 高山村 064 奈良井宿 塩尻市

013 高山のしだれ桜 高山村 065 開田高原 木曽町

014 小布施 小布施町 066 御嶽はくさい 木祖村

015 坂田山共生の森 須坂市 067 高倉集落 上松町

016 戸隠神社 長野市 068 王滝かぶ 王滝村

017 犀峡の里 長野市 069 渓谷と里山 大桑村

018 栃倉の棚田 長野市 070 田立の茶畑 南木曽町

019 芦ノ尻の道祖神 長野市 071 妻籠宿の水鏡 南木曽町

020 小川の集落 小川村 072 諏訪湖のやっとこ漁 岡谷市

021 あんずの里 長野市、千曲市 073 鎌倉街道 下諏訪町

022 姨捨の棚田 千曲市 074 上野大根 諏訪市

023 ねずみ大根の里 坂城町 075 風除けの松 茅野市

024 千曲川のつけば漁 上田市他 076 寒天の天日干し風景 茅野市

025 夫神岳の山麓 上田市、青木村 077 八ヶ岳山麓の田園 原村

026 菅平高原 上田市 078 富士見の田園 富士見町

027 稲倉の棚田 上田市 079 辰野のホタル 辰野町

028 塩田平のため池 上田市 080 西天竜川と円筒分水工 南箕輪村他

029 ワインぶどうの丘 上田市、東御市 081 八乙女水路橋と花街道 箕輪町

030 御牧ヶ原台地 東御市 082 伊那谷の赤そば畑 箕輪町、中川村

031 菱野の棚田 小諸市 083 六道の堤と高遠桜 伊那市

032 北国街道の宿場町 御代田町 084 天竜川のざざむし漁 上伊那地方

033 御影用水温水路 軽井沢町 085 宮田の田園 宮田村

034 家畜改良センター茨城牧場 佐久市 086 駒ヶ岳の雪形 駒ヶ根市

035 五郎兵衛新田 佐久市 087 千人塚城ヶ池 飯島町

036 馬坂集落 佐久市 088 大草の里山 中川村

037 蓼科牧場 立科町 089 赤石岳と大鹿歌舞伎 大鹿村

038 美ヶ原高原 松本市、長和町 090 田園と飯田線 松川町

039 野辺山高原 南牧村 091 神稲伴野原 豊丘村

040 南佐久のプルーン栽培 佐久穂町 092 市田の鐘楼柿すだれ 高森町

041 小海高原 小海町 093 千代のよこね田んぼ 飯田市

042 御座山麓 北相木村 094 天空の里下栗 飯田市

043 峰雄山麓 南相木村 095 喬木のくだもの畑 喬木村

044 川上村のレタス畑 川上村 096 ハナモモの里 阿智村

045 小谷の集落 小谷村 097 陽皐集落 下條村

046 青鬼集落 白馬村 098 泰阜の田園 泰阜村

047 大出集落 白馬村 099 阿南のまつり 阿南町

048 美麻新行 大町市 100 平谷のひまわり畑 平谷村

049 八坂押の田 大町市 101 売木のはざかけ 売木村

050 大町 大町市 102 中井侍の茶畑 天龍村

051 聖高原 麻績村 103 横旗の棚田 根羽村

052 河鹿沢の野沢菜畑 筑北村

箇所名 箇所名


