
美しい自然と実り豊かなまち

　自然環境の保全は、すべてに通じる重要施策と位置づけ、飯綱町の特色である豊かな自然と里山環境
を守るため、環境の保全に絶対的なこだわりを持った総合的な取り組みを推進しています。

　美しい自然環境を将来にわたって守るため、住民参加による保全・再生活動の組織化と、住民の自発
的活動への支援をめざし、住民はもとより、観光客などへの環境啓発と、子どもたちへの環境教育の充
実を図っています。

だれもが想い描くふるさとの原風景をめざした環境づくり環境保全・土地利用

基本目標
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　道路環境整備をはじめ、上下水道の充実、有効な交通対策、高速通信網の整備、廃棄物対策など、飯
綱町の自然に配慮した、安全で快適な住環境をめざしたまちづくりを推進しています。

　町内の道路網は、国道18号線、主要地方道2路線を始めとして一般県道６路線があり、それらの
幹線道路に町道が交差、生活基盤の重要な役割を果たしています。総路線数 1,244 路線、総延長
498kmに及びます。
　生活圏内の道路網は、舗装､ 幅員等概ね整備されていますが、整備が十分でない路線、箇所について
は年次計画等に基づいて整備、維持工事等を行っています。また、国道改良、県道のバイパス化等によっ
て変わる交通量に対応する町道網の整備が進められています。
　除雪については、公共除雪路線を含めて210km（県受託を除く。）を除雪しています。このほか年々
増えている歩道の除雪、凍結防止剤散布によるスリップ防止策を講じています。
　町内を流下する河川は、県管理の一級河川４川と町管理の準用河川５川と普通河川です。昨今の河川
環境の荒廃は著しく、年次計画に基づいた整備が必要となっています。併せて、農業用施設である用水、
堰、排水路についても老朽化が進んでいることから計画的に補修や整備を進めていきます。

自然と調和した安全で潤いと安らぎの生活づくり基盤整備・生活環境
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　交通弱者に対応する新公共交通システムとして、平成20年から「… i バス」によるデマンド交通シス
テムがスタートしました。今後さらに研究を深め、よりニーズにあった効果の高い公共交通をめざします。
　また、信越本線長野～直江津間は、北陸新幹線長野～金沢間の開業に伴い、ＪＲ東日本から経営が分
離されることとされています。通勤・通学など地域住民の日常生活に欠かすことができない交通手段で
あり、また全国とつながる交通網の一部で、観光やビジネスでも重要な役割を果たしていることから地
域社会・経済の発展に欠かせない重要な社会基盤です。
　このため長野以北並行在来線を地域全体で支え、「地域で愛される鉄道」をめざします
　また、資源ごみの効率的な収集 ･運搬方法の確立と、住民、行政、企業が協力した公害の未然防止体
制の確立をめざしています。

デマンド交通「 i バス」の運行

町民のボランティアによる町内一斉清掃
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自然とともに伸びゆく産業をめざして…—地域の活力は産業から—

地域の資源と特性を生かした活力ある産業づくり産業・観光

　ふるさとは何時の時代も心安らぐ土の香り。
　先人が築き、育み、つないでくれた宝物「飯綱の農業」は、きれいな水と豊か
な恵まれた大地から生まれます。
　おいしい食材を生み出す条件のそろった飯綱町。この地でしか味わえない農作
物と心の原風景で、農村との交流と都市を結ぶ産業振興に力をそそいでいます。
　農地や森林がもつ多面的機能を維持し、天与の地域資源を最大限に生かした農
林業振興を進めています。
　飯綱町の農業の活力は、土・水・人から。ここ飯綱町からみつけだしてくださ
い。

「いいづなブランド」をここ飯綱町から日本中へ発信します。
　りんご栽培100年の歴史を持つ飯綱町。
　標高500ｍ～700ｍ、年間降水量1,000mm以下の全国でも有数の果樹産地。寒暖の差が大きく、
しかも日当たりに恵まれた丘陵地帯の畑が飯綱町産だけのおいしさを育みます。

農業・林業産業の振興

　酸味・甘味・香り・食感、すべてに
おいてバランスの良い濃厚な味わいが
あり、種類も豊富で、気候・風土に適
した産地として 100年以上の歴史を
持つ飯綱町のりんご。自信をもってお
薦めします。
【主力品種】ふじ・シナノスイート・つ
がる

 収穫期：9 月上旬から 11 月下旬

りんご
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　味・品質とともに信州トップクラス
の特Ａ米として評判。
　先人たちが築き守ってきた豊かな大
地と清らかな水に育まれた田園風景が
美味しいお米を育ててくれています。
【主力品種】コシヒカリ

 収穫期：９月下旬から１０月下旬

米

　桃の花の名所としても知られている
「丹霞郷」を中心に栽培されている桃は、
驚くほどの重量感と独自の実のしまり、
あふれる甘さが絶品。標高差を活かし
た丘陵地で栽培されているため、９月
中旬まで楽しめます。
【主力品種】川中島白桃・白鳳・あかつ
き

 収穫期：８月初旬から９月中旬

桃
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　宝石のような輝きをもつ「さくらん
ぼ」。上品な甘さが魅力。
　飯綱町の気候は、デリケートなさく
らんぼの栽培にも適しており、近年、
栽培が盛んとなっています。
【主力品種】佐藤錦（さとうにしき）

 収穫期：６月中旬から７月初旬

さくらんぼ

　標高約 1,000mの飯綱東高原で栽
培されたレタス、キャベツ、白菜、ト
ウモロコシなどは、野菜本来の味が凝
縮されています。
　特にトウモロコシは、とても甘くて
ジューシーと観光客にも大人気です。

 収穫期：６月中旬から７月初旬

高原野菜



　豊かな自然が飯綱町の美味しい農産物を生み出しています。
　しかしながら、農林業の後継者不足は当町も例外ではありません。平成9年に設立された（有）ふ
るさと振興公社をはじめ、水稲協業組合や大規模農家などが連携を図り、地域農業の活性化とともに継
続可能な農業の基盤づくりに努めています。
　また、果樹などの手作業を請負う組織として農業者以外の皆さんで構成される助っ人クラブやワーキ
ングホリデーなど援農のシステムが機能し、農家の支援に大きな活躍を果たしています。

　農産物加工所では、味噌、豆腐、りんごジュースなど、さまざまな加工品が地元の皆さんによって作
られています。
　特に町内の女性グループによる味噌やおやきなどは直売所でも人気の商品として販売されています。
　また、町内のレストランや菓子店などが特産品のりんごを活用したスイーツや料理などの取り組みも
始まり町内外から好評を得ています。

たわわな実りは、笑顔と豊かな心をつくります。
飯綱町自慢の味わいは、豊かな自然が育みました。

13

加工所

高坂林檎のシードル りんごジュース

手打ちそば

天狗味噌

りんごドレッシング

三水味噌・おやき・アップルパイ

直売所
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　都市と農村の交流事業も盛んで、りんごのオーナー制度や各種農産物の収穫体験などもスタートし、
農林業と観光が一体となった産業振興が定着してきています。
　これからは、付加価値をつけた農林産物のブランド化を確立するとともに、農地や森林が持つ公益的
かつ多面的機能を改めて見直し、地域の特色を最大限に生かした農林業の振興をめざします。

交流都市での農産物販売

大豆の栽培から収穫・加工まで体験できる（手まえみそ講座）

都市の子どもたちによる収穫体験
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◆主要農業用水路（普光寺・芋川・倉井・大門川・各用水）
　開削以来400年以上にわたり大切な水が流れ続ける農業用水路。戸隠などの山々からの雪どけ水が
鳥居川を経て農業用水へ。また、飯縄山ろくがもたらす清流は、飯綱町の重要な農業生産基盤の要となっ
ています。

　丘陵地帯にあるこの地域は、慢性的な水不足に悩み、江戸時代前期に飯山藩領となってから、大規模
な用水開削に取り組んできました。特に芋川用水の開削に心血を注いだ飯山藩水奉行「野田喜左衛門」
の墓は、地域の人々によって今も大切に祀られています。
　こうした開削の道のりは大変厳しいものでした。多大な費用と労力を費やし、また、幾度かの災害や
水利権を巡る争いがあり、尋常な苦労ではなかったといわれ、逸話や膨大な記録が残されています。
　これらの歴史と町民の悲願を込めたこれらの用水は、今この地に豊かな実りをもたらしています。

先人たちの努力が豊かな実りを
もたらしてくれています。

ゆるやかな流れの芋川用水

芋川用水頭首口

倉井用水

大門川源流
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観　　光

　「丹霞郷」の桃の花、長野県天然記念物に指定された「地蔵久保のオオヤマザクラ」「袖之山のシダレ
ザクラ」や飯綱東高原の「水芭蕉」、町内に雪が舞い降りたような一面の「りんごの花」などで、春の
飯綱町はさまざまな花で彩られ、甘い香りに包まれます。
　
　霊仙寺湖を中心とした飯綱東高原では、「むれ温泉・天狗の館」で贅沢なひと時が過ごせ、オートキャ
ンプ、ゴルフ、広大な芝広場など、さわやかな高原リゾートが満喫できます。冬は良質な雪が自慢のファ
ミリーゲレンデ「いいづなリゾートスキー場」や霊仙寺湖でのワカサギ釣りと年間を通して楽しめるの
が魅力です。
　また、町が誇る地元産の「農産物」は、ぜひ味わっていただきたい絶品ばかり。
　近年、多様なニーズに応えるため、体験型観光などにも力を入れ、付加価値の高い個性的な観光事業
を推進する一方で、人材育成や高速交通網に対応した広域的観光圏の確立を推進しています。

産業の振興

自然とのふれあいを大切にしながら、
町内一円を観光地と捉えます。

平出地区に10haにわたって広がるも
も畑。昭和8年、画家・岡田三郎助に
より「丹霞郷」と命名。

■ Data　※丹霞郷や周辺は一般の果樹
園のため、農作業を妨げないようお楽
しみください・トイレなし（仮設トイ
レ 4 月下旬〜 5 月上旬）

丹霞郷
4 月下旬〜 5 月上旬見…頃
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コブシ リンゴ レンゲツツジ
ミズバショウ ラベンダー 紅葉

カタクリ アジサイ
リュウキンカ ソバ

ヤマザクラ コスモス
モモ

ニリンソウ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

コブシ リンゴ レンゲツツジ
ミズバショウ ラベンダー 紅葉

カタクリ アジサイ
リュウキンカ ソバ

ヤマザクラ コスモス
モモ

ニリンソウ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

春になると雪が舞い降りたかのよう
に町中に咲くりんごの花。辺り一面
は、やさしい香りに包まれます。

りんごの花

樹齢300年以上と伝えられる風情あ
ふれるしだれ桜。しなやかな枝ぶり
や、煙るように咲く花の趣は見事で
す。

■ Data　トイレあり。P あり。

袖之山のシダレザクラ
4 月下旬見…頃

飯綱東高原の一画に、5ha41万株の
水芭蕉園が広がる。林一帯に自生する
純白の花包は訪れる人に感動を与え
てくれます。

■Data　スキー場のトイレ、P利用可。
※ 1 周約 30 分の木道あり。

むれ水芭蕉園
4 月下旬〜 5 月中旬見…頃

4 月中旬〜 4 月下旬見…頃

水芭蕉園横のエリアには約10万株の
ニリンソウ咲き、一面を可憐な白い花
でおおいます。

■Data　スキー場のトイレ、P利用可。
※ 1 周約 10 分の木道あり。

地元上赤塩地区の皆さんが大切に守っ
てきたカタクリ。約1haに咲き誇り、
見る人を優しい気持ちにしてくれま
す。

■Data　トイレなし、P 数台。
※ P から徒歩 10 分。

ニリンソウ園

上赤塩カタクリ群生地

濃いピンクの鮮やかな花を咲かせるオ
オヤマザクラ。その力強い咲きぶりは
一見の価値あり。

■ Data　※車道の脇にあるので、通行
の妨げにならないようご注意ください。トイ
レなし、Pあり。

地蔵久保のオオヤマザクラ
4 月下旬〜 5 月初旬見…頃

長野県
天然記念物

長野県
天然記念物

4 月下旬〜 5 月上旬見…頃
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飯綱東高原
四季折々の姿をみせる…

遊
ぶ

いいづなリゾート
スキー場
TEL.026-253-3911
飯綱町大字川上 2755-209
ホームページ 
http://www.iizunaresort.com

むれ温泉・天狗の館
TEL.026-253-3740
飯綱町大字川上 2755-345
ホームページ 
http://www.organic-resort.co.jp

飯綱東高原
ゴルフコース・
パターゴルフ
TEL.026-253-3434
飯綱町大字川上 2755-1
ホームページ
http://www.organic-resort.co.jp

飯綱東高原
オートキャンプ場・
バーベキューエリア

（天狗の館周辺）
TEL.026-253-3210
ホームページ
http://www.organic-resort.co.jp

飯綱東高原に関する
お問い合わせ
TEL.026-253-3210
ホームページ 
http://www.organic-resort.co.jp

（オーガニックリゾート）

ボート スーパースライダー

わかさぎ釣り 花火大会

テニス

ドッグラン マレットゴルフ

その他
総合グラウンド
ゲートボール場
マウンテンバイクコース
等
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体
験

よこ亭のそば打ち体験（要予約）

自然観察

ピザ作り体験

ピンゴ染め体験

りんごの収穫体験　TEL.026-253-5153（飯綱町ふるさと振興公社）（要予約）

　町全体が体験フィールドとして、「りんご収穫体験」をはじめとする様々
な農業体験や「そば打ち体験」「ピザ作り体験」「おやき作り体験」など食
に関する体験。また、「鍛冶体験」や「ピンゴ染め体験」「自然観察」など
町民が指導者となりさまざまな体験を楽しむことができます。


