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千曲市固有の景観を、以下のように分類しました。

千曲市の景観資源

分類 内容

自然系景観資源
千曲市の基本的な景観の骨格を形づくっている自然系の景観資源

…山、川、植物、動物など

歴史・文化系景観資源

人々が古くから住み続けたことで、積み重ねられてきた歴史・文化系

の景観資源

…古墳、城跡、宿場、寺院、神社等の歴史的建造物、石仏など

都市施設系景観資源

産業の発展や交通網の整備、建築物などの都市施設系景観資源

…駅などの象徴的な建造物、レクリエーション施設、道路、橋、鉄道

など
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（１）自然系景観資源

山地・高原等

■山・峠

・鏡台山 ・五里ヶ峯 ・葛尾山

・大峯山 ・有明山 ・一重山

・小坂山 ・篠山 ・高雄山

・霊諍山 ・三峯山 ・冠着山

・八頭山 ・大林山 ・岩井堂山

・宮坂峠 ・猿ヶ馬場峠 ・一本松峠

・四十八曲峠

■崎

・横吹の鼻 ・岩崎 ・獅子ヶ鼻

・芳ヶ鼻 ・唐崎 ・笹崎

■高原	

・聖山高原 ・千曲高原

■県立自然公園

・聖山高原

■郷土環境保全地域（自然探勝園）	

・観龍寺大峰自然探勝園 ・大雲寺自然探勝園

河川・池沼等

■河川・沢

・千曲川 ・沢山川 ・三滝川

・佐野川 ・荏沢川 ・更級川

・宮川 ・雄沢川 ・湯沢川

・荒砥沢川 ・女沢川 ・鳴海川

・草山川 ・蟹沢川 ・柄木沢川

・中沢川 ・戸屋沢 ・北大沢

・南大沢 ・東林坊川 ・一丁田川

・伊勢宮川 ・五十里川 ・尾米川

・黒川 ・治田川 ・床滑沢

・泰木場沢 ・北ノ沢 ・金山川

・貝沢 ・地獄沢 ・柳沢川

・信陽沢 ・古家沢 ・漆原沢

・濁沢 ・カマトギ沢 ・中村川

・打越川 ・兎沢川 ・横沢川

・宮沢 ・普携寺沢 ・田島沢

・寺沢川 ・日影沢 ・安藤沢

・寄合沢
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河川・池沼等

■用水路

・埴科幹線水路 ・六ヶ郷用水 ・若宮用水

・新田用水

■池沼

・石杭池 ・岡森池 ・中村池

・治田池 ・大雲寺池 ・外池

・荏沢池 ・熊久保池 ・なめ沢池

・梨窪池 ・平沢池 ・樺池

・八幡林池 ・栃窪池 ・大池

・芝平池 ・新池 ・山の神池

・花柄池 ・仙ヶ原池 ・新堤池

■滝・清水

・樽滝 ・三滝 ・女陰の滝

・不動滝 ・久露滝 ・桜清水

・強清水

動物等

■鳥類

・倉科神社の野鳥 ・大宮神社の野鳥 ・極楽寺の野鳥

■チョウ

・水田地帯のチョウ ・山地のチョウ ・ジャコウアゲハ

・沢山川沿いのチョウ ・三滝川沿いのチョウ ・大田原のチョウ

■トンボ

・三滝川のミルンヤンマ ・中村川のミルンヤンマ ・中沢川のミルンヤンマ

・梨窪池のトンボ ・平沢池のトンボ

■ホタル

・沢山川のホタル ・内川のホタル ・棚田のホタル

・更級川のホタル ・大池下流のホタル ・大田原のホタル

・雄沢川のホタル ・寺沢川のホタル ・日影沢のホタル

■サンショウウオ

・三滝川のハコネサンショウウオ ・久露滝のハコネサンショウウオ

■カエル

・沢山川のカジカガエル

■魚類

・千曲川の魚 ・佐野川上流のイワナ
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植物等

■重要な植物

・セツブンソウ群生地 ・カタクリ ・ウマノスズクサ

■巨樹・巨木等

・武水別神社社叢 ・智識寺寺叢 ・三本木神社の欅

・清水の榎 ・天坂の柊 ・漆原の柏

・漆原のくまの水木 ・見性寺のタラヨウ ・中原のりんご国光原木

・姨捨長楽寺の桂ノ木 ・お稲荷様のケヤキ ・柏王の大カシワ

・明徳寺の大スギ ・天狗のマツ ・水上布奈山神社のクヌギ

・天皇寺神社のケヤキ ・鏡台山のサワグルミ ・鏡台山のブナ

・開眼寺のサワラ、スギ ・大林山のシナノキ ・波閇下神社才兵衛ヒバ

・八頭山のブナ ・大池水源のスギ林 ・冠着山のブナ

・大田原のイチイ ・樺平のブナ ・樺平のクリ林

・治田公園桜並木 ・戸倉宿キティパークの桜 ・四十八曲峠の桜

・獅子ヶ鼻のビャクシン ・更級小学校ムクロジ

■特徴的な植生

・	森地区のあんず ・	倉科地区のあんず ・	屋代田んぼ

・	姨捨棚田 ・	中原、桑原地区のりんご ・	漆原、八坂地区のりんご

その他

■温泉

・	戸倉上山田温泉 ・	新戸倉温泉 ・	稲荷山温泉

・	八幡温泉 ・	佐野川温泉

■風穴

・	森地区
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自然系景観資源分布図
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（２）歴史・文化系景観資源

古墳・城跡

■古墳

（国指定史跡）

・森将軍塚古墳

（県指定史跡）

・倉科将軍塚古墳 ・土口将軍塚古墳

（市指定史跡）

・白塚古墳 ・有明山将軍塚古墳 ・北山古墳

・中山古墳 ・四ッ塚古墳群 ・堂上古墳

・観音林古墳 ・金毘羅山古墳 ・釜屋一号墳

・塚穴古墳

■城跡

（県指定史跡）

・村上城館跡

（市指定史跡）

・屋代城跡 ・荒砥城跡 ・入山城跡

（その他）

・小坂城跡 ・佐野城跡 ・竜王城跡

古道・旧宿場・

門前町

■古道

・北国街道 ・谷街道 ・善光寺街道

・四十八曲峠古道 ・一本松峠古道 ・古峠古道

■旧宿場、門前町

（宿場町）

・下戸倉宿 ・上戸倉宿 ・屋代宿

・稲荷山宿

（間宿）

・寂蒔 ・雨宮 ・桑原

（門前町）

・八幡

歴史的建造物

■寺院

・妙音寺 ・大日堂 ・観龍寺

・興正寺 ・禅透院 ・長雲寺

・極楽寺 ・龍洞院 ・大雲寺

・開眼寺 ・佐野薬師寺 ・長楽寺

・明徳寺 ・長泉寺 ・柏岩寺

・薬師堂 ・普携寺 ・智識寺

・見性寺 ・如法寺 ・全長院
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歴史的建造物

■神社

・雨宮坐日吉神社 ・古大穴神社 ・岡地天満宮

・須須岐水神社 ・治田神社（下の宮） ・治田神社（上の宮）

・武水別神社 ・斉の森神社 ・水上布奈山神社

・佐良志奈神社 ・八王子宮 ・波閇科神社

・三本木神社 ・清水神社 ・庄内神社

・宇留司原神社

■その他歴史的建造物

・笹屋ホテル別荘（豊年蟲）・坂井銘醸主屋、蔵 ・長野銘醸

・寿高原食品四階倉庫 ・瀧澤家住宅 ・滝沢川橋梁

・龍洞院架道橋 ・荏沢川石堰堤 ・屋代小学校旧本館

・武水別神社神官	松田邸 ・伴月桜

名勝 ・姨捨（田毎の月） ・曽根堂の不動滝一円 ・見性寺の境内一円

石・石仏・石碑等

・上山田温泉第一号湯標石 ・新山宿の石神様 ・石組み井戸

・霊諍山の石仏 ・舟つなぎ石 ・馬つなぎ石

・寂蒔水除け土手 ・姨石、姪石、甥石

・姨捨の歌碑（芭蕉の面影塚）

伝統芸能 ・雨宮の神事芸能 ・武水別神社の頭人行事 ・水上布奈山神社の御柱祭

・稲荷山祇園祭 ・大池の百八灯

・笄
こうがい

の渡しその他歴史的場所 ・雨宮の渡し ・佐久間象山大砲試射地
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歴史・文化系景観資源分布図
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象徴的な建造物

・屋代高校前駅 ・千曲市庁舎

・屋代駅 ・ことぶきアリーナ千曲

・千曲駅 　（更埴体育館）

・戸倉駅 ・ふる里漫画館

・姨捨駅 ・稲荷山宿蔵し館

・あんずの里観光会館 ・姨捨観光会館

・あんずの里物産館 ・さらしなの里展望館

・森将軍塚古墳館 ・さらしなの里歴史資料館

・長野県立歴史館 ・戸倉創造館

・ふれあい情報館 ・湯のさとちくま白鳥園

・アートまちかど ・総合観光会館

・更埴文化会館（あんずホール） ・上山田文化会館

主な公園・緑地

・雨宮緑地 ・姨捨公園

・	沢山川親水公園 ・千曲川展望公園

・雨宮公園 ・さらしなの里古代体験パーク

・生萱公園 ・小船山公園

・倉科ふれあい公園 ・内川公園

・倉科の里薬師山公園 ・五加の庄花緑コミュニティーパーク

・窪山展望台公園 ・大西緑地公園

・薬師山展望台公園 ・戸倉宿キティパーク

・中村池公園 ・花緑ふれあい公園

・	科野の里歴史公園 ・戸倉東公園

・	科野の里ふれあい公園 ・	水と緑と潤いのある公園

・屋代公園 ・戸倉千曲川緑地公園

・杭瀬下公園 　（湯の里親水パーク）

・五十里公園 ・千曲川万葉公園

・更埴中央公園 ・城山史跡公園

・平和橋緑地 ・上山田西公園

・千曲橋緑地 ・上山田中央公園

・中町ねむのき公園 ・上山田南部公園

・稲荷山公園 ・たじま公園

・伊勢宮公園 ・住吉公園

・治田公園 ・女沢公園

・志川公園 ・上山田中央緑地

・北堀公園 　（萬葉の里スポーツエリア）

・大雲寺公園 ・三本木公園

・水辺の楽校親水公園 ・智識の杜公園

（３）都市施設系景観資源
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観光・レクリエー

ション施設

・ジャーマンアイリス観光花園 ・聖高原樺平保健休養地

・	上平展望台 ・大池キャンプ場

・あんずの里スケッチパーク ・	大池自然の家

・あんずの里アグリパーク ・	さらしなの里マレットパーク

・	大田原マレットパーク ・	坊城平いこいの森

・	千曲高原カントリークラブ

主要道路

■広域幹線（高速自動車国道）

・	長野自動車道 ・	上信越自動車道

■主要幹線（国道・主要地方道）

・国道 18 号 ・	国道 18 号バイパス

・	国道 403 号 ・	（主）大町麻績インター千曲線

・	（主）長野上田線

■幹線（一般県道）

・	（一）森篠ノ井線 ・	（一）戸倉停車場線

・	（一）屋代停車場線 ・	（一）内川姨捨停車場線

・	（一）小峰稲荷山線 ・	（一）姨捨停車場線

・	（一）白石千曲線 ・	（一）聖高原千曲線

・	（一）新田坂城停車場線

■主な地域幹線（都市計画道路）

・	（都）千曲線 ・	（都）粟佐橋線

・	（都）駅前通り線 ・	（都）中央通り線

インターチェンジ・

サービスエリア等

・更埴ジャンクション ・	更埴インターチェンジ

・姨捨スマートインターチェンジ ・姨捨サービスエリア

橋

・	新幹線屋代南・北橋梁 ・	冠着橋

・篠ノ井橋 ・	大正橋

・粟佐橋 ・	万葉橋

・	千曲橋 ・	笄橋

・	平和橋

鉄道
・北陸新幹線 ・しなの鉄道

・JR 篠ノ井線

区画整理施行区域
・杭瀬下区画整理施行地域 ・住吉土地区画整理施行地域

・	上山田土地区画整理施行地域

工業団地
・雨宮工業団地 ・	新田工業団地

・	屋代工業団地 ・	八幡工業団地



114

参
考
資
料

都市施設系景観資源分布図
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策定経過等

日　程 内　容

平成 30 年

　６月 景観計画策定委員会（改定基本方針について協議）

　７月
景観審議会（諮問、改定基本方針意見聴取）

改定基本方針パブリックコメント（１５日間）

　８月 関係部署との調整

　９月 関係部署との調整

10 月 関係部署との調整

11 月 景観計画策定委員会（改定案について協議）

12 月
景観審議会（改定案意見聴取）

改定案パブリックコメント（３２日間）

平成 31 年

1 月

　２月 関係部署との最終調整

　３月

景観計画策定委員会（改定案協議）

景観審議会（改定案意見聴取、答申）

公告
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千曲市景観審議会委員名簿

（敬称略　順不同）

役　職 氏　　名 所属団体等

会長 吉澤　政己 千曲市伝統的建造物群保存地区保存審議会

副会長 佐々木邦博 信州大学農学部（造園・文化）

委員 梅干野成央 信州大学工学部（建築歴史・意匠）

委員 田仲　　稔 （一社）長野県建築士会　埴科支部

委員 塚原　昌徳 （一社）長野県建設業協会　更埴支部

委員 石井　英嗣 （一社）長野県建築士事務所協会　埴科支部

委員 馬場　　條 千曲商工会議所

委員 山口　盛男 千曲市川西地区振興連絡協議会

委員 島田三代子 千曲市男女共同参画推進連絡協議会

委員 武井音兵衛 （一社）信州千曲観光局

委員 柿崎　　久 ＮＰＯ法人　千曲市環境市民会議

委員 小宮山武勇 公募市民

委員 丸山ゆかり 公募市民

※任期：平成 29（2017）年８月１日～ 2019 年７月 31 日
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