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霧ヶ峰“彩り草原空間”構築プロジェクト（長野県霧ヶ峰地域）
－霧ヶ峰自然環境保全協議会－

平成２１年度 地方の元気再生事業
提案書（様式４）

目指すべき地方再生の全体

【背景】 Ⅰ 貴重な地域資源としての自然の変容、 Ⅱ 観光地としての不振

【平成２０年度地方の元気再生事業の取組】
自然再生と地域経済（観光）再生を一体で行うことにより、１００年後の人々に霧ヶ峰の自然、歴史・文化遺産を手渡すことを目標に、平成２０年度地方の
元気再生事業により、①「草原」「湿原」「樹叢」保全実験調査、②「ピーク対策」実験調査、③「オフピーク対策」試行調査の３つの取組を実施した。
平成２０年度の成果を踏まえ、平成２２年度以降の自律的な取組の本格展開へとつなげるため、平成２１年度も地方の元気再生事業の支援を受け取組を行う。

地域の現状と課題（提案の背景）

◆実施スケジュール◆

H21年２月

H21年７月

H21年８月

H22年３月

H22年度～

『霧ヶ峰の今とみらい－霧ヶ峰
再生のための基本計画』合意

実施取組② エコツーリズム
講座（８、９月）
インタープリター
養成講座（９月）

21年度取組の評価、検証、
実施報告書作成

プロジェクトの本格展開

【取組②】エコツアー担い手育成の本格化・
歩いて味わう霧ヶ峰文化の醸成

[取組内容] インタープリター養成講座の
開催／エコツーリズム講座の開催／

ＧＰＳ携帯端末による情報提供、案内・

誘導、利用分散実験

[見込まれる効果等] ２０年度に発掘した

人材をエコツアーの担い手として本格

養成、歩く霧ヶ峰の推進・利用分散・平準

化による環境負荷軽減 等

【取組①】実用化実験

[取組内容] 雑木・草のバイオエタ

ノール精製実験／霧ヶ峰の環境と

利用負荷特性に適応したトイレの

実用化実験

[見込まれる効果等] 雑木・草の新
しい経済価値に着目した草原の

保全再生推進と霧ヶ峰型資源循

環モデルの構築、環境負荷軽減

実施取組① 実用化実験着手
実施取組② ＧＰＳ実験着手
実施取組③ 各項目着手

【取組③】『霧ヶ峰の今とみらい』全国

発信、一般住民・利用客の理解促進
[取組内容] 霧ヶ峰ポータルサイトの

構築／ロゴデザイン／歩いて味わう

霧ヶ峰のリーフレット作成／ＤＶＤコン

テンツ制作

[見込まれる効果等] 多くの人の理解
促進による保全再生活動への参加者

増加、エコツアー参加者の増加 等

・バイオマス量の把握
・霧ヶ峰に適した公衆トイレの
仕様・費用の把握 等

・インタープリター（エコツアー担い手）発掘
・人と車の動き及び霧ヶ峰内の各地点間の
連携可能性の把握

・専門家招聘による効果的検討
・『霧ヶ峰の今とみらい－霧ヶ峰
再生のための基本計画』合意

◆地方の元気再生事業◆

○ 実施主体間の連携 ：平成20年度に引続き、霧ヶ峰自然環境保全協議会を通じ、民間、行政が連携して推進

《平成20年度の成果 ：民間・行政を包括する協議会による合意形成、エコツアー人材発掘、保全再生活動の拡大》

平成22年度以降の本格展開
☆ 「草原」「湿原」「樹叢」保全再生

バイオマス活用（草の堆肥化と野菜ブラ
ンドづくり、バイオマスエネルギー等）／

多様な人の参画による保全再生活動／

公園管理団体設立による推進体制確立

☆ “彩り草原空間”形成

環境配慮型トイレ整備／シャトルバス

運行や木道・案内板整備等による

歩く霧ヶ峰の推進、利用分散・平準化

☆ 霧ヶ峰エコツーリズムモデル構築

インタープリター（エコツアーの担い手）の

継続育成／地域みんなで取り組むエコツ

アーの本格展開／情報発信の充実

[霧ヶ峰再生の目標像]
◇ 地域資源循環と経済活性化による
持続的取組の発展

◇ １００年後の人々に霧ヶ峰の自然、
歴史・文化遺産が手渡されている

◇ 利用分散・平準化による負荷軽減、
霧ヶ峰の保全再生と観光の両立

人・自然・地域経済 ＝３つの元気

【平成２１年度の３つの取組（平成２０年度の取組を踏まえて）】
ねらい：地域資源循環・経済活性化の霧ヶ峰モデル構築


