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　子どもたちへの教育環境の整備、住民の生涯学習意欲を高め住民交流が醸成する拠点づくりや、飯綱
町の歴史・文化・伝統を後世に受け継ぐ取り組みを推進しています。
　
　個性と能力、郷土愛を育む教育を一層推進し、少子化による出生数の減少への対応と、計画的な施設
の改築・改修に努め、より安全で効果的な教育環境の構築をめざしています。
　また、地域総合型スポ－ツクラブの展開により、住民の運動意欲を高め、スポーツを通じたふれあい
の体制づくりを進めるとともに、それぞれの文化施設の機能を活かした産業の発信と、歴史・文化・芸
術の拠点づくりを進めています。

郷土に誇りを持ち豊かな感性で未来を担う人づくり教　　育

人が育ち心がかよう福祉のまち基本目標

環境学習

保育園児

飯綱中学新校舎（ホール）

りんごッ子保育園
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町民運動会

スポーツ少年団活動（野球）

スポーツ少年団（体力測定）

教育ファーム推進事業（郷土料理教室）
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　飯綱町の自然は多彩です。飯綱（飯
縄）山（標高1,917ｍ）・斑尾山
（1,174ｍ）から、町の中央を流れ
る鳥居川流域（約450ｍ）までの標
高差は大きく、さまざまな植生がみら
れます。また巨樹や希少な動植物も数
多く、人々は常に自然の不思議さや偉
大さにふれながら暮らしを営み、そし
て特色ある文化を育んできました。

高岡神社の大杉
樹齢350年といわれる６本の杉並
木が天を突いて聳える
（町天然記念物）

地蔵久保のオオヤマザクラ
樹高20ｍにもなる枝ぶりと紅の濃い花色が特徴的
（県天然記念物）

自
然
と
と
も
に
生
き
る

１

舟石
大地の成り立ちを秘めた町内随一
の巨石。民間信仰の対象でもある
（町天然記念物）

袖之山のシダレザクラ
樹形の荘重さは県下でも横綱
級。樹齢は約320年
（県天然記念物）

トウギョ
朝鮮半島原産で、高度成長期
までは全国に生息していたが、
現在自然繁殖しているのは汚
染されていない飯綱町の一部
のため池だけといわれる
（町天然記念物）

　飯綱町は美しい自然と実り豊かな町です。自然は人々の歩みとともにあり、人々は自然に包まれて生
きていく。自然、歴史、文化、人、その一つ一つがすべて飯綱町の宝ものです。

飯綱町の「宝ものがたり」歴史・文化
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注口土器
小野遺跡出土（町有形文化財）

　飯綱町に残る人間の痕跡は、はるか
約２万5000年前の旧石器時代にさか
のぼります。つづく縄文時代には町内
各地に遺跡が確認されていて、造形感
覚豊かな土器が多く出土しています。
自然とともに暮らした原始・古代の
人々にとって、この地の山河は命のゆ
りかごでした。

原
始
の
息
吹
に
ふ
れ
る

２

深鉢の立体部分
上赤塩遺跡出土。現代美術に通じる斬新
な造形は見るものを引きつける。

　約1600年前の古墳時代に築
かれた古墳からは、遠く大陸・
朝鮮半島との文化交流の色濃い
遺品が発掘され、のちに平安時
代には髻山麓が窯業地帯となり
朝鮮半島がルーツの須恵器が量
産されていました。この地の古
代文化は海を越えて開かれてい
たのです。

庚申塚古墳
全長52ｍの前方後方墳。善光寺平を見下ろす高台にあり、王の
墳墓という。（町史跡）

特殊浅鉢型土器
丸山遺跡出土
（町有形文化財）
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　先人は自然の中に神や仏の存在を感じ、固有の精神文化を育んできました。飯綱山は山岳
信仰の地として知られ、飯綱信仰は歴史上全国的な広がりをみせました。また人々の暮らし
と密接な祈りの場である神社や寺院には、特色ある造形の建築や彫刻、伝統芸能などの文化
遺産が伝承されています。

苔翁寺の仁王像
寛政10年（1798年）建立の山門に
安置。力強い迫力に満ちている。
（町有形文化財）

願法寺の絵解き
同寺ができたいきさつ
が描かれた掛図を指し
示しながら、江戸時代
そのままの独特な節回
しで語る。代々の寺族
に相伝された貴重な口
承文芸。（町無形文化財）

祈
り
の
か
た
ち

３

永正地蔵尊
珍しい石龕（せきがん）形式の古
い地蔵尊。永正４年（1507年）
の銘がある。（長野県宝）

芋川神社の秋祭り
江戸時代ごろから始められたといわれる芋川
神社の秋の例祭は、町内外からも多くの人が
訪れる盛大なお祭り。毎年9月22・23日
の2日間、夜を徹して行われる。
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　飯綱町はいつの時代も「道」と
ともにありました。古く奈良・平
安の時代には官道「東山道支路」
が通う要衝として都と信濃、越後
を結び、戦国乱世には川中島合戦
に向かう兵士たちが足繁く往来。
江戸時代には北国街道が江戸と信
濃、北陸を結び、日本海側と内陸
を結ぶ結節点として人と物が行き
交い、文化が生まれ根ざしていき
ました。

道
が
つ
な
い
だ
文
化

４

牟礼宿
牟礼宿は、いくつもの里道が交差する交通の
要衝。現存する建物は江戸時代とはすっかり
姿を変えてしまったが、入口と出口に桝形（直
角の曲がり角）を備えた道の造りや、道幅は
往時のまま。四間間口で軒を連ねる奥行きの
深い家並みには、宿場町であった面影が残る。

武州加州道中堺碑
小玉地区の北国街道脇に建
つ古い道標は、この地が江
戸と加賀 ( 金沢 ) の中間に位
置することを示している。
北国街道における牟礼宿の
位置づけを語る貴重な資料。
（町史跡）

小玉古道
古代東山道推定路と北国街道が重なる
道。当時のようすをよく残している。「日
本の歩きたい道 500選（黒姫―牟礼）」
に選ばれている。

倉井古市の道標
庶民の道として盛んに往来された川東道
に建つ道しるべ。右は越後、左は戸隠へ。

十王坂
牟礼宿街道の面影
を色濃く残す風
景。證念寺の石垣
が美しい。

鼻見城址
芋川地区に勢力を張った
戦国武将の芋川氏が築い
たという山城。展望が素
晴らしく「長野県自然百
選」に選定された。
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野田喜左衛門の墓
飯山藩士野田喜左衛門は、土木普請に優れた手腕の持ち主
で、芋川、倉井用水をはじめ町内の用水路をいくつも整備
したと伝えられている。この墓は、喜左衛門に感謝して生
前に建てたものという。（町史跡）

　飯綱町は実り豊かな農産物に恵まれた町です。この恵みは先人たちの知恵と粘り強い努力
の積み重ねが作りだしました。良質の米を生み出す水田は、縦横に導かれた用水路なくして
は開けません。山間の複雑な地形や水利を克服するため、水路の測量や工事はたいへんな難
事業で、多大な費用と多くの人の犠牲を伴ったと伝えられています。長年にわたる人々の汗
の結晶が豊かな穀倉地帯を生み出したのです。

先
人
の
汗
と
血
の
証
し

５

芋川用水
「『三条ノ用水路アリテ』三水の村名となる（三水
村の歩みより）」とあるように、三水地域を流れる
芋川・倉井・普光寺の３つの用水を抜きにしては、
今の町の歴史は語れない。特に芋川用水の開削
の道のりは大変厳しいもので、多額の費用や労
力を費やし、また幾度かの災害や水利権を巡る
争いもあったという。先人の悲願だった用水は、
今もこの地に豊かな実りをもたらしている。

高坂りんご（こうさかりんご）
明治以前から日本にあった和りんごの一つ。高坂
地区で主に作られていた。西洋りんごが移入され
る以前の信州で、地名を銘柄名としたりんごは「高
坂りんご」のみであるという。
現在、和りんごは全国的にも非常に少なく、その
存在自体が貴重になっている。

赤塩焼
文久3年（1863）～昭和4年（1929）まで赤
塩地区で窯業が営まれた。主に日用雑器が焼か
れたが、明治時代には信越線開通工事のため、レ
ンガ製造を請け負い納入した。製品は町民の必
要品としていまも使用され、いくつかの優品も残
されている。
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　自然主義文学の先駆けである明治の文豪田山花袋は、飯綱町を舞台に『重右衛門の最後』
『村の人』など多くの作品を残しました。また洋画の巨匠岡田三郎助が「丹い霞のたなびく
ようだ」と感嘆した桃花の里丹霞郷は、多くの画家たちによって描かれてきました。この地
の風土は文学者や芸術家の創造の源泉となったのです。

丹霞郷（たんかきょう）
平出地区に広がるもも畑は、昭和8年（1933）洋画家の岡田三郎助により「丹霞郷」と命名された。北信濃を代
表する北信五岳の山々を背景に薄紅色の桃の花が咲き誇る様は、まさに「丹い霞たなびく」見事な景観である。（今
でも絵画や写真の題材として親しまれています。）

【Data】見頃…4月下旬から5月上旬　※丹霞郷内は一般の果樹園地のため、農作業の妨げにならないようにお楽
しみください。（仮設トイレ…期間中設置）

田山花袋文学碑
文豪…田山花袋は、当地の旧知
の友人らをたびたび訪れ、自
然や風俗を描写した数々の作
品を残している。

文
学
者
・
画
家
の
愛
し
た
風
土

６
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いいづなアップルミュージアム
【Data】入館料…大人300円・小中学生150円(町民無料)／開館時間
9:00～16:30／休館日…月曜(祝日の場合は翌日)・祝祭日の翌日・年末
年始／TEL026-253-1071

　その土地の歴史や文化を学ぶことにより、楽しみ方ももっと広がるはず。北国街道の宿場
町として栄えた町の歴史や原始・古代の造形豊かな土器などの展示。また、特産品のりんご
について楽しく学べる施設もあり、楽しみながら町の歴史や文化について学ぶことができま
す。学

び
、
そ
し
て
体
験
す
る

７

いいづな歴史ふれあい館
【Data】入館料…大人300円・小中学生150円(町民無料)／開館時間
9:00～16:30(入館16:00まで)／休館日…月曜(祝日の場合は翌日)・祝
祭日の翌日・年末年始／TEL026-253-6646
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飯綱町指定文化財一覧表
種　　別 名　　　　称 所在地 所有者・保持者

県宝 永正地蔵尊及び石龕 牟礼 神谷　昇

県天然記念物
袖之山のシダレザクラ 袖之山 飯綱町
地蔵久保のオオヤマザクラ 地蔵久保 飯綱町

町有形文化財

紙本墨書高山寺加賀侯往還文書 いいづな歴史ふれあい館 高山寺
紙本墨書牟礼神社古文書 いいづな歴史ふれあい館 牟礼区・牟礼神社
子母口式尖底土器 いいづな歴史ふれあい館 飯綱町教育委員会
諸磯ａ式鉢形土器 いいづな歴史ふれあい館 飯綱町教育委員会
諸磯ｂ式特殊浅鉢形土器 いいづな歴史ふれあい館 飯綱町教育委員会
木造親鸞聖人像 古町 願法寺
木造阿弥陀如来立像 古町 願法寺
山門と仁王像 芋川 苔翁寺
高札 普光寺 丸山　聡
四本柱土俵免許状 倉井 倉井神社（倉井壮友）
赤塩焼 赤塩 小林講和
注口土器 いいづな歴史ふれあい館 飯綱町教育委員会
懸仏 芋川 健翁寺
大方儀 芋川 外山吉恵
白山社 普光寺 普光峻徳神社

町無形文化財 願法寺の絵解き 古町 日野多慶子

町史跡

芋川氏館跡 芋川 森　晃一
若宮城址 芋川 安藤正子
野田喜左衛門の墓 赤塩 上赤塩組
四ツ屋一里塚 牟礼 牟礼神社
小玉道中堺碑（武州加州道中堺） 小玉 飯綱町
庚申塚古墳 平出 平出南組

町天然記念物

高岡神社の杉 川上 高岡神社
トウギョ及びその生息地 平出・袖之山 －
舟石 袖之山 飯綱町
高坂りんご 柳里 米澤稔秋
黒川桜林のエドヒガン 黒川 飯綱町
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　これまで培ってきた専門的な技術や知識を共有し、必要な人が必要なときに適切な福祉サービスや効
率的に支援が受けられる仕組みづくりをめざしています。

　住民の健康レベルに応じた保健指導や、高齢者・障害者が安心して生活できる在宅・施設福祉の一体
的な施策を推進しています。また、地域のための病院づくりとして、町立飯綱病院の健全経営と、開業
医と連携した地域医療の拡充を図っています。
　子育て支援を拡充する、「ファミリーサポート」による地域の相互援助活動の形成をめざし、移住希
望者への情報提供と移住後の支援を充実させ、まちづくりに積極的に参画できる環境づくりに取り組み
ます。

健やかで心のかよう生きがいづくり健康・福祉・医療

町立飯綱病院
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乳幼児健康診断

子育て支援センター
保育サポーター養成講座

高齢者健康教室


