町 民 手 づ く り 事 業 例 (事業中止含む）
NO

事業名

事業概要
和田地区を中心に捕獲の適地を選定し、わなを仕掛け、鹿の個体数を減少させる。

1 獣害防止事業
旧中山道長久保宿の保存・活性化の

浅岡地区への花木の植栽、枝垂れ桜保存周辺整備、講演会開催。

2 ための組織作り

伝統技法「鋳金」を核としたまちづくり

中・高校生、成人を対象に2日間の鋳金製作体験を実施。宿場会議に向けた地域通貨づくりの下準備。

3 と地域交流

4 長和町映画祭

長和町映画祭を中心に地域に根ざした芸術文化を、住民の協働により行うことを通じて町の一体感を醸成する
とともに、長和町の文化を育てる。
伝統食を見直したり、新しい食材による郷土料理を研究・紹介し地域貢献する。

5 長和の食研究事業
町村会主催収穫祭及び町外配布用パ

長和町特産品としての町内全体の取り組みの紹介とダッタンそばの内容紹介、パンフレット作成。

6 ンフレット作成

長和町内作付ダッタンソバ成分分析と

ダッタンそばの分析。数値で表示することにより安心・安全を消費者へアピールしたい。

7 比較

鳥獣害対策。グループで共通の器具を準備する。

8 鳥獣害対策器具準備事業
中組バス停周辺の花壇整備

9 中組バス停周辺小公園整備
長久保宿景観整備を目的とした屋号

長久保宿景観整備を目的とした屋号看板設置

10 看板配置事業

蚯蚓神社周辺の周遊路と看板等整備。

11 土の聖地復活事業
桑の苗木を植樹。桑の実をジャムとする「桑の実パン」を販売。

12 桑の実パンで地域おこし事業
観光施設・公共施設（含公園）に犬用バイオトイレを設置する。

13 犬の公衆トイレ設置事業
老健施設いこいを中心に傾聴ボランティア活動が出来るグループの立ち上げ。

14 傾聴ボランティア立上げ事業
15 こころの寄り合い事業

夏祭りと「中山道宿場会議」を合わせた新たな祭りの企画と運営。実行委員会の設立と、灯篭の製作を通し祭り
の企画をし運営する。
有坂地区での植樹（花桃）

16 花桃の里作り
「食」の新鮮な味、安全、安心、を田舎の”おもてなし”として誘客することを目的に団体を設立して地産・地消と

17 地産品で“おもてなし”を推進する事業 連携した事業を展開する。
18 限界集落直売所イン小茂谷
長久保宿景観整備を目的とした標柱

山・都・交流の場として地区内に直売所をつくり、周辺にあるスポーツ・レジャー施設を整備。荒廃農地の減少
及び別荘地の方との交流を深めたい。
「中山道原道」「是より長久保宿」の標柱を設置。訪れる人に宿場を再現し、雰囲気を提供する。

19 設置事業

直売所施設整備。テント、販売用台の整備。

20 農産物直売所売店拡充事業
21 渡り鳥休養の里作り事業

中山道の宿場に合った自然豊かで潤いのある個性的な町づくりのため、苗木の育成・植栽活動・維持管理等を
行う。
町の特産品となるよう自然薯の栽培技術の確立、また販売ルートの開拓による会員の所得向上を目指す。

22 自然薯共同試験栽培事業
23 学者村の景観整備事業

毎年5月、10月に周辺の国道142号、254号及び中山道原道、学者村村内のごみ拾いを実施、村内第一期山の
家公園の整備時のベスト購入。
現自治会として旧姫木スキー場跡地の一部を公共的な公園として利用を図る。

24 姫木公園造成事業

NO

事業名

事業概要

25 第６回 長和町映画祭

長和町映画祭を中心に地域に根ざした芸術文化を、住民の協働により行うことを通じて町の一体感を醸成する
とともに、長和町の文化を育てる。

26 こぶしの会

料理教室、子供料理教室、グループホームへの慰問、押し花（葉書）、絵手紙作りの実施。安曇野との交流も予
定。

27 せりざわ遊休荒廃地整備事業

地区内の遊休荒廃地を活用し、中山道を歩く旅人の休憩所としての利用と、地域の憩いの場としての活用を促
進するため、公園を整備する。
未改修の遊具の点検により、適切な遊具の更新設置を行い、安心・安全で魅力的な公園にする

28 桜清水第一公園改修に伴う事業
29 「地域創生案内人」拠点創設事業

観光協会の主宰するエコハイク、歩く博物館や都市都市と農村交流事業を推進。交流人口の増大、地域コミュ
ニティーを醸成・活性化を図る。
地域文化と歴史の勉強会と、伝統文化芸能等の継承を実現する。発表用の仮設舞台の製作設置費用。手ぬぐ

30 中山道活性化のための基礎作り事業 い。甚句のＣＤ保存。
31 長久保地区秋祭り伝承事業

長久保地区活性化のため、地域が一体となって秋祭りを実施し、神輿を担いで盛り上げ、伝統文化伝承と思い
出づくりを実現する。

32 手づくり提灯作成事業

手作りの提灯を作成し、松尾神社の春祭り、秋祭りに提灯を出すことにより祭りを盛り上げ、なおかつ長久保宿
の景観整備を行い、活性化を図る。
男女倉区内の農道支障木伐採。有害鳥獣被害防止柵の際の支障木伐採。区内の干渉帯整備。

33 男女倉環境整備事業
34 姫木平「朝市」（農産物直売事業）

姫木平別荘地内で農産物直売事業を行うことにより、地域活性化を目指す。町内生産者に参加を呼びかけ、地
場産業の推進を図る。

35 滝の沢棚田景観整備事業

先人達が築いた棚田を保全し、田舎の原風景を守る。田舎人と都会人の繋がりを強め、心豊かな生活スタイル
を求め、地域の活性化を図る。

36 たかやま高原祭

鷹山地区の高原野菜ＰＲと長和町農工商の物産販売促進、並びに人の交流を促進し、農業振興と地域の活性
化を目指す。

37 美し松別荘地内花壇づくり

美し松の別荘地内に花壇を設置。別荘地の美観が増し、町民及び別荘地利用者がより多くのコミュニケーショ
ンと共通の話題を共有することができる。

38 和文化に親しむ会

和の心を大切にし、着物の着付け、わら細工の作り方、風習など、昔から伝わる文化を学習し、伝承することで
若い世代につなげることを目的とする。

39 天神山つつじ公園整備事業

天神山のレンゲツツジと山ツツジを灯している提灯の更新と電源設備の修繕を行う。作業の効率化と安全性が
確保される。

40 入大門農産物直売事業

地区住民が生産した農林産物を「菜の花館」隣で販売。相乗効果で売り上げの伸びが期待されるとともに、地
域住民の交流と地場産業の推進を図る。
姫木コミュニティセンター周囲の環境整備。毎年会員が整備することによってコミュニケーションを図る。

41 美しい町づくり事業
商工会館前に花のフェンスを設置する。道の駅の美化により観光客が立ち寄り、活性化に繋がる、

42 道の駅 花づくりによる活性化
スキー人口の減少を回復させ、宿泊客との交流事業として実施する「スノーサイド交流事業」（ひめき雪まつり）
”ひめき雪まつり”「白銀に耀く光の饗 のイベントにあわせて花火を打ち上げる。

43 宴」事業

44 長久保地区正月行事伝承事業

正月の伝統行事として、中学生が中心となって獅子舞と獅子引きを実施している。この際に使用する提灯が老
朽化しているため、更新を行う。

郷土料理研究事業

郷土の食材による郷土料理を研究して地域に広く紹介し、地元で取れた旬の食材を利用した料理の知恵や技
を学び、地域に貢献する。

アイス「だったん」の

町の特産品“ダッタンそば”を使って製造している“アイスだったん”を、大型店舗で取り扱ってもらうため“JAN
コード”を取得し、販路拡大を図る。

45 （料理愛好会）

46 販路拡大事業

シカやイノシシによる農作物への被害を防ぐため、ワナを購入・設置する。

47 獣害防止事業
秋の収穫祭

48 （秋の集客祭）

10月～12秋にイベントを開催し、集客したい。
収穫体験、なべ祭り、星空観察、自然観察、BBQ などの実施を計画。

NO

事業名

49 たかやま高原祭（H23～H25）

事業概要
鷹山地区の高原野菜ＰＲと農工商物産販売促進、農業振興を図る。
鷹山特産高原野菜の試食販売、長和町物産展の開催、高原音楽祭の開催。

50 高原野菜のすばらしさの宣伝事業

休耕田を借りて栽培した野菜や、白樺の木を材料にして製作した工作物等の直売を実施している。姫木コミュ
ニティセンターの敷地を利用しているが、テント等の購入により、環境整備を行いたい。

51 姫木平を花（木）で活性化さす会

花桃を植え、鹿の被害防止用の金網の設置することで環境が良くなり、姫木平を訪れる人が増え地域の活性化
につながる。

52 宿泊管理システム構築事業
53 マレットゴルフコース作り

美ヶ原トレイルラン大会はもとより、各種イベント宿泊施設の宿泊可能条件などをデータベース化してイベント参加者に情報提供することで、
安心して宿泊先を確保することができる「宿泊管理システム」を構築する。それにより、長和町内で宿泊する人が増える。（取りこぼしが減る）

健康的な体作り、他地区の人との交流の場としてマレットゴルフ場を作る。マレットゴルフ場を整備しすることで、
多くの人との交流の場として充実させる。

男女倉地区

男女倉地区の景観整備をはじめとし、遺跡などの歴史遺産の活用と環境を活かした産業振興が調和する地域整
備計画を検討し、男女倉地区全体のグランドデザインを描くための団体を立ち上げる。

55 和田宿保存会

多くの伝統的建造物が残る和田宿だが、少子高齢化・産業の衰退により空き家が増加している。建造
物や景観を維持し活用することで、和田宿の文化的価値を高め、地域の活性化を目指す。

54 耀きづくりプロジェクト

大門小学校跡地桜の苑復活プロ

56 ジェクト

伝統ある和太鼓の演奏と町奨励

57 品の試飲試食販売による地域活
性化コラボイベント

同校出身者での交流を図り、かつての桜の名勝地を復活させる。寄付金を募り、桜等の苗木を購入
し、桜を植える。将来的には花見ができるような名勝地にしていく。
8月3日丸子文化会館セレスホールにて、地域に根ざした伝統文化である和太鼓の演奏と、町奨励品
の試飲試食及び物品販売を併せて実施する。演奏会では「長和グリーンハーモニー」との共演、物品
販売会場では町の観光キャンペーンを行う。
従来型の一般的なパンフレットではなく、より詳細な目的別パンフレットを作りお客様に活用してもら

58 目的別地図・パンフレット作成事業 う。雨の日用、スポーツ施設用、グルメ用、工芸体験用、周辺地図の作成
59 天神山つつじ祭り実行委員会

①毎年5月につつじ祭りを実施。②天神山の雑木、つつじの植え付け、提灯の増設。③年間を通じそ
ばの試食会及びそば打ち体験の実施。

”Come back Nagawa”活動を通して、町内や近隣市町村に住む人達が「長和町が楽しい場所」「長和
未来ウキウキ創造プロジェクト「な 町に住みたい！」と思えるような、いつ来ても楽しく学べる活動を通し活性化を図る。

60 がワーク」

①合唱技術を向上させ、演奏活動を通して地域の方々との交流と心のハーモニーを構築する。
混声合唱長和グリーンハーモニー ②交流を通して、地域文化の発展と活性化に貢献する。

61 演奏会

62 ながわ自然科学ものづくり
63 信州和田宿音頭保存会

ものづくりを通して、ものの大切さ、愛着などを感じてもらう。ホログラフィーについて学ぶ事で、理科へ
の関心と技術的な関心の効果が生まれる。
民謡を通じて伝統文化の保存・継承と子どもから高齢者まで人づくりをすることで、地域の活性化を目
指す。和田民謡の継承の復活による伝統文化の重要性を高め、地域の活性化に寄与する。

64 開発事業

町内の農地を利用して地域に適した簡易栽培、自然栽培するラズベリー類小果実の植樹、栽培育
成、産地化、商品化により収益を確保し、長和町耕作放棄地・遊休地の積極的利用を目指し、生ゴミ
堆肥活用・循環型耕作を目指し、耕作放棄地からの活用事例を目指す。

65 「和田宿マルシェ」開催事業

住民が自慢の料理、手工芸、歌や踊りの芸などで交歓する市場「和田宿マルシェ」を開き、地域住民
が集い賑わう場所を築く。和田郷の歴史文化を学び共有して発信し、交流人口を増やす地域づくりの
仕組みを構築することを目的としている。

大門古町ベリー園（仮）創成農地

66 ふるさとの文化を残す事業

古くから伝わる踊りと歌を伝承者が確実に次の世代へ残していく。次世代を担う者が、ふるさとの歴史
と文化に関心を持ち、誇りをもって町を守り発展させる一端になり得る。

67 和田獅子太鼓

盛大な演奏発表会を計画・実施する。青少年の育成の重要性を実感し、さらに子どもたちの指導に重
点を置き、後継者の育成、町の発展に寄与する。

68 地域あったカフェ（仮）

支援を必要とされる方々や団塊世代の方々が、安心して集える場所を、地域の方々と共に作り出
す。

69 美し松入口の景観整備

・花や樹木の手入れ、雨氷害などで荒れた環境を整える。
・美し松別荘地入口の景観が悪く国道からの見栄えが悪いため、看板整備などと合わせ、つつじの並
木を作りアプローチらしくする

70 食文化体験学習推進事業

地域の中高年の方などから、地域の食文化を体験・学習し習得する。さらに、地域の食文化を生かし
た新しい料理の開発を行う。また、子育て世代の母親を中心に活動し、中高年の方を交えたグループ
としての共働活動ができる体制を構築。

