
1 
 

資料２－４ 

行動計画作成シート集約結果 

１．須坂地域 

将来目標Ⅰ．地域住民が参加する公園（または地域）づくりをし、利用者も安心して楽しめる公園とする 

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．国立公園のある須坂地域として、

周辺地域関係者や地域住民参加の

公園づくりを進めます。 

レンゲツツジ in 五味池、リン

ドウ鑑賞会の駐車場の管理 

五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会  継続して実施している  

水源、トイレ等の維持管理 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会 須坂市 継続して実施している  

レンゲツツジ in 五味池の開催 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会 須坂市観光協会 継続して実施している  

ウォーキングイベントの後援 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会 須坂市観光協会 継続して実施している  

リンドウ鑑賞会の開催 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会 須坂市観光協会 継続して実施している  

米子大瀑布周辺のガイドツア

ーの実施 

米子大瀑布 内 須坂市観光協会  継続して実施している  

奇妙山の石仏まつり実施 奇妙山 内 米子町  継続して実施している  

祭事の実施 奇妙山遺跡 内 米子町  継続して実施している  

祭事の実施 米子鉱山遺跡 内 米子町  継続して実施している  

テニス大会、ゴルフ大会、マウ

ンテンバイク大会、ウォーキン

グ、サンセットポイント写真撮

影会などのイベント開催 

峰の原高原 内 峰の原高原観光協会 須坂市観光協会 継続して実施している  

体験型修学旅行受入準備（農

業、林業とタイアップしたプロ

グラム） 

峰の原高原、仁礼地域 内＋外 峰の原高原観光協会 須坂市観光協会、仁礼

地区農家 

継続して実施している  

キノコまつり開催 仁礼会 内 仁礼会 峰の原高原観光協会 継続して実施している  

観音祭りを開催   仁礼会  継続して実施している  

石仏祭りを開催   仁礼会  終了している  

山を見る会   井上、幸高、九反田財産区  回答者なし  

レンゲツツジウォーク、リンド

ウ鑑賞ウォーク 

 内 須坂市観光協会  継続して実施している  

２．自分のいる位置が認識できるよ

うな区域の明示や標識を設置し、

安心安全に、須坂地域の景観を楽

しんで歩けるような整備を進めま

す。 

遭難防止活動、遭難救助活動、

登山道案内標識の設置、登山に

関する相談 

全域 内 須高地区山岳遭難防止対策

協会 

須坂警察署地域課 継続して実施している  

３．須坂市の国立公園全体を見渡し

て様々な課題に対応できる基盤

（組織）作りをします。 

各区民の連帯感を高める 全域 内＋外   実現可能性回答なし  

土地所有者、利用者、地域の

人々との横のつながり 

全域 内＋外   実現可能性高い  
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行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

 スキー場、グラウンド、クロス

カントリーコースの貸し出し 

 内 井上、幸高、九反田財産区  継続して実施している  

米子大瀑布、五味池、豊丘ダム

へ観光タクシーを運行 

全域 内＋外 須坂市観光協会 須坂タクシー協会 

 

継続して実施している  

マイカー規制 米子 内＋外  米子区 既に実施している  

現在往復とも同じルートだが、

回遊ルートを設置したい 

五味池破風高原周辺 内   林道は H26.10 完成予定 林道ができても、一般車

の通行は不可。 

駐車場の増設 米子 内   実現の可能性あり～実現

の可能性なし 

 

小串鉱山跡までの道をつなげ

たい 

四阿山～根子岳～小根子岳 内   長期的には実現可能  

四阿山から浦倉山に避難小屋

を作りたい 

四阿山～根子岳～小根子岳 内   長期的には実現可能～実

現の可能性は低い 

実施主体が難しいが実現

したい 

避難所等の設置 四阿山～根子岳～小根子岳 内   長期的には実現可能  

眺望点の整備 小根子岳～峰の原 内   実現可能性低い  

クロスカントリーコースの追

加 

峰の原高原 内   長期的には実現可能～実

現の可能性はない 

 

須坂市からの定期バス運行 全域 内＋外   実現可能性低い  

アクセス方法の検討 全域 内＋外   実現可能性高い  

企業などへ呼びかけ森林の里

親制度の導入 

全域   企業 実現可能性高い～実現可

能性あり 

なかなか決まらない現状

にある 

 
 

将来目標Ⅱ．動植物、景観、水源の森林を守り、次世代に引き継ぐ 

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．高山植物の現状認識を深め、絶

滅する恐れのある植物を保護して

ゆきます。 

ベニヒカゲ、ミヤマモンキチョ

ウの保護、監視員の配置 

五味池破風高原、峰の原高

原 

内 須坂市 地元 継続して実施している  

ベニヒカゲの生育環境保全 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会  継続して実施している  

希少植物の増殖、鉱山跡地の緑

化 

米子鉱山跡地 内 須坂ロータリークラブ 須坂園芸高校、米子町

区 

継続して実施している  

山野草の保護 峰の原高原 内 峰の原高原区 峰の原高原区民「美し

くする会」 

継続して実施している  

山の植物を里で増やし、山に帰

す取り組み 

峰の原高原 内 仁礼会 ペンション住人 継続して実施している  
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行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

２．関係者（行政、地域住民、ボラ

ンティア）で、笹刈りや登山道整

備を行なうことで、景観の保全を

図ります。 

 

 

ダムイベントで、草刈やゴミ拾

い、トイレの清掃 

豊丘ダム周辺 外 豊丘地域づくり推進委員会  継続して実施している  

奈良川の不法投棄の回収 奈良川 内＋外 かじかクラブ  継続して実施している  

レンゲツツジ群落保全のため

の草刈り 

五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会 環境省、須坂市 継続して実施している  

笹刈りのボランティア 五味池破風高原 内  豊丘小学校 終了している 再検討が必要 

遊歩道の整備 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会  継続して実施している  

穴水（名水、市指定文化財）へ

の遊歩道整備 

五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会  継続して実施している  

モミの木の保全 五味池破風高原 内 五味池破風高原管理委員会  継続して実施している  

草刈り 奇妙山遺跡 内 米子町  継続して実施している  

草刈り 米子鉱山遺跡 内 米子町  継続して実施している  

史跡などの管理  内＋外 米子町 須坂市   

遊歩道の整備、維持管理   米子町  回答者なし  

トレッキングコースの整備 米子～米子大瀑布 内 米子古道の会  計画中である  

川の清掃 亀倉町  亀倉町  回答者なし  

山道の整備（石や枝の撤去） 亀倉町  亀倉町  回答者なし  

登山道整備 根子岳周辺 内 根子岳登山道整備実行委員

会 

須坂市観光協会、ボラ

ンティア 

回答者なし  

幹線道路脇、遊歩道、公園の草

刈り 

峰の原高原 内 峰の原高原区、峰の原高原観

光協会、峰の原高原旅館組

合、峰の原高原区民「美しく

する会」 

須坂市観光協会 継続して実施している  

園地の歩道づくり 峰の原高原 内 峰の原高原区 峰の原高原観光協会 継続して実施している  

園地の整備 峰の原高原 内 峰の原高原区 峰の原高原区民「美し

くする会」 

継続して実施している  

フラワーロードの整備 峰の原高原 内 峰の原高原区 峰の原高原区民「美し

くする会」 

継続して実施している  

遊歩道や登山道の整備 峰の原高原 内 峰の原高原観光協会 峰の原高原区 継続して実施している  

クロスカントリーコースの草

刈や植栽 

峰の原高原 内 峰の原高原観光協会 陸上部会、仁礼会維持

管理組合 

継続して実施している  

山林の間伐  内＋外 井上財産区  継続して実施している  

登山道整備ボランティア募集  内 根子岳登山道整備実行委員

会 

須坂市観光協会 継続して実施している  

フラワーロードの整備 峰の原高原 内 峰の原高原区 峰の原高原区民「美し

くする会」 

継続して実施している  

遊歩道や登山道の整備 峰の原高原 内 峰の原高原観光協会 峰の原高原区 継続して実施している  
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行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

 遊歩道の整備 峰の原高原 内 仁礼会 峰の原観光協会 継続して実施している  

境界確認しながら枝打ちや草

刈 

峰の原高原 内＋外 仁礼会  継続して実施している  

国道、林道の清掃  内＋外 仁礼区  継続して実施している  

破風岳～毛無峠から群馬県に

抜ける遊歩道の整備 

破風岳～土鍋山～浦倉山 内   実現可能性低い  

登山道整備、 浦倉山～土鍋山、浦倉山～

米子 

内  根子岳登山道整備実行

委員会 

実現可能性高い  

遊歩道の整備 小根子岳～峰の原 内   長期的には実現可能  

広葉樹の植林 奈良川 内＋外   実現可能性回答なし  

３．範囲を決めて牛（羊）を放牧す

るなどの工夫をしながら、レンゲ

ツツジの保全を図ります。 

羊の試験的放牧 五味池破風高原 内 豊丘綿羊飼育協議会  継続して実施している  

綿羊の放牧 乳山牧場 内   実現可能性回答なし  

４．国立公園の自然環境や水源地と

しての大切さを実感するために、

須坂市全域の小学生とその保護者

が現地でのボランティア活動に参

加できるようにします。 

子供たちによる植林活動 奈良川 内＋外   実現可能性回答なし  

５．四阿山系として考え、群馬県側

や上田市側とも連携して保全活動

を進めます。 

他の地域との連携     回答者なし  

６．鳥獣被害を及ぼす動物の実態把

握に努め、改善するための対策を

検討します。 

鳥獣被害見回り 峰の原高原 内 仁礼会（鳥獣害対策委員会） ペンション住人 継続して実施している  

電気柵の設置（クマ除け） 亀倉町  亀倉町  回答者なし  

７．不法投棄防止に向けた対策を検

討します。 

       

８．国立公園内の保護啓発や管理に

あたる人材を育成します。 

       

該当行動指針なし 水源の保全 奈良川 内＋外   実現可能性回答なし  

 除材、将来の水の確保 北の沢  米子区  実現可能性高い  

 
 
 
 

将来目標Ⅲ．国立公園の様々な情報を発信し、地域住民や利用者が、魅力ある国立公園であることを意識できるような公園を目指す 

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．国立公園であることが分かりや 道標の統一  内？ 峰の原高原観光協会 峰の原高原区 回答者なし  
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すい表示や看板を設置し、利用者

が上信越高原国立公園に来たこと

を実感できるようにします。 

標識や案内板を統一したい 四阿山系 内＋外   長期的には実現可能  

国立公園の周知 全域 内＋外   回答者なし  

公園区域を表す看板の設置  内＋外   実現可能性回答者なし  

２．国立公園についての情報を地域

（関係者間）で共有し、知識の向

上を図り、それらを様々な情報媒

体を活用して発信します。 

ＰＲ方法の検討 全域 内＋外 須坂市観光協会  実現可能性回答者なし  

３．関係者が気づいた国立公園内の

最新情報を、１箇所に集約し関係

者に発信できる仕組みを作りま

す。 

情報の集約・発信 全域 内＋外   実現可能性回答なし  

４．地域の四季を通した風景、動植

物、観光情報などを、利用者に向

けてわかりやすく発信します。 

ネイチャーガイドの育成 全域 内＋外 須坂市観光協会  実現可能性高い  

カラフトイバラ、クロマメノキ

などここにしかない植物の活

用 

 内？   回答者なし  

ツアーの企画、商品化 全域 内＋外 須坂市観光協会  実現可能性高い  

ガイドツアーの企画 全域 内＋外 須坂市観光協会  実現可能性高い  

観光パンフレット、各 HP 等で

周知、情報発信 

全域 内＋外 須坂市観光協会  実現可能性回答者なし  

５．利用ルールやマナーについて関

係者で共通認識を持ち、それを利

用者へも伝え意識の向上を図りま

す。 

利用ルールの周知 全域 内＋外   回答者なし  

注：本表は行動計画作成途中のものであり、記載内容については確定したものではない。 

         は現在実施している内容を、       はこれから行いたい内容を表している。 
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２．高山地域  

将来目標Ⅰ．美しい北信濃の山並みや渓谷、高原の風景、紅葉など、高山地域の自然の魅力が楽しめる公園とします     

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．ビューポイントの樹木伐採など

を通し、松川渓谷沿いの勇壮な滝

の眺望や、良好な遠景が楽しめる

場所の保全と利用を図ります。 

景観ゾーンの設定 全域 内＋外 高山村 全村民 終了している  

八滝ビューポイント確保のた

めの伐採 

八滝 内 高山村 地主 実現可能性高い 

 

10年に1回程度行いたい 

紹介できる見所を探す・作る 全域 内＋外   実現可能性高い  

広葉樹を増やし、眺望や森林浴

に活用する 

全域 内＋外   実現可能性高い  

眺望確保のための伐採ルール

づくり 

全域 内＋外   実現可能性高い  

２．既存のトレッキングコースの整

備や、古道（旧草津道）の整備な

どを通し、気軽な散策から本格的

な登山まで、高山地域の自然を歩

いて楽しむための多様な環境づ

くりを推進します。 

遊歩道の維持管理（草刈） 「アジサイの道」、「笠岳ハ

イキンキングコース」 

内 山田牧場区 観光協会、スキークラ

ブ、山田牧場組合、高

山村 

継続して実施している  

エゾアジサイ自生地の整備 山田牧場周辺 内 山田牧場区 観光協会、スキークラ

ブ、山田牧場組合 

継続して実施している  

牧場内の清掃活動 山田牧場 内 山田牧場組合・山田牧場区 山田牧場区、観光協

会、 高山村 

継続して実施している  

遊歩道の新規整備 「山田温泉スキー場～中倉

山～県道」、「キャンプ場～

ミズバショウ群落周辺」 

内 山田牧場組合・山田森林生

産組合 

山田牧場区、観光協

会、スキークラブ、高

山村 

継続して実施している  

アジサイの植栽、ミズバショウ

の移植 

山田牧場周辺 内 山田牧場組合・山田森林生

産組合 

山田牧場区、観光協

会、高山村 

継続して実施している  

タコチコースの清掃活動 タコチコース 内 山田牧場組合・山田森林生

産組合 

観光協会、スキークラ

ブ  

継続して実施している  

古道「旧草津道」の整備、維持

管理 

山田温泉～山田峠 内 信州高山村古道復活の会 

 

観光協会 継続して実施している  

遊歩道の草刈、チップ敷き 山田温泉区 内 山田温泉区 観光協会、区民、高山

村 

継続して実施している  

アジサイの管理(草刈等) 山田温泉区 内 山田温泉区 観光協会、区民、高山

村 

継続して実施している  

年に１回林況調査を行い、倒木

などの確認を行っている。 

牧区 内＋外 牧区  継続して実施している  

作業用の林道の整備及び維持

管理 

牧区 内＋外 牧区  継続して実施している  

遊歩道「舞の道」整備 山田温泉周辺 外 高山村 県、国 実施中 H25～26  
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行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

 通行止めの林道の整備（ハイキ

ングコース等） 

林道     実現可能性あり～実現可

能性低い 

 

イワナやヤマメの放流による

釣り遊び 

鎌田川 内   実現可能性あり  

広域散策の場として、親水公園

を活用 

鎌田川 内   実現可能性あり 行動指針Ⅲ－２と重複 

遊歩道の延長・拡張 各遊歩道    実現可能性高い  

キッズスノーパークを自然公

園として整備 

キッズスノーパーク 内   実現可能性あり  

冬の観光のプログラムづくり 山田温泉、山田牧場 内 山田牧場区 観光協会、スキークラ

ブ、 高山村 

継続して実施している  

選べる桜のガイドツアートレ

ッキング 

全村 内＋外 信州高山温泉郷観光協会 信州高山村みちおし

えの会 

継続して実施している  

スキーコース「ロイヤルコー

ス」の案内 

山田牧場 内 信州高山温泉郷観光協会 スキークラブ 継続して実施している  

ガイドツアーの実施 古道 内 信州高山村みちおしえの会 観光協会 継続して実施している  

牛の放牧支援（補助金支援） 山田牧場区 内 山田牧場区 牧場組合、 高山村 継続して実施している  

山田牧場駐車場整備 山田牧場 内 高山村  実施中 H25～26  

長期滞在を進める 全域 内＋外   実現可能性あり  

奥の牧場まで見ていってもら

うための方策の検討 

 内＋外   実現可能性高い  

ロイヤルコーススキーや草津

道の魅力のアピール 

 内   実現可能性高い  

スキー以外に楽しめる冬のプ

ログラムづくり 

 内＋外   実現可能性高い  

スキー倶楽部などの団体への

ボランティア協力依頼 

    実現可能性あり  

３．森の体験プログラムや環境教育

等のフィールドとしての活用促

進により、自然を学びながら楽し

める環境づくりを進めます。 

子供たちによる樹木などの名

札づくり 

古道（旧草津道） 内 信州高山村みちおしえの会 観光協会、 わくわく

村、ＰＴＡ 

継続して実施している 

 

行動指針Ⅲ-４と重複 

観光客向けの山遊びのプログ

ラムを実施 

山間部 内＋外   実現可能性あり  

湯倉の洞窟の活用方法の検討 湯倉 内   実現可能性あり～実現可

能性低い 

 

４．山ノ内町など近隣の市町村とも

連携しながら、エリア全体として

魅力ある公園づくりを推進しま

す。 

山ノ内町との連携  内＋外   実現可能性高い  
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将来目標Ⅱ．地元の関係者と利用者との間で公園利用に関するルールを共有し、誰もが気持ちよく利用できる公園を目指します  

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．自然公園利用のルールやマナー

について、利用者への周知を図り

ます。 

地域の貴重な植物を持ち出さ

せない工夫 

 内＋外   実現可能性低い 行動指針Ⅲ－３と重複 

看板・標識の外国語表記の検討  内＋外   実現可能性あり  

ラジコングライダーについて

のルール化の検討 

毛無垰 内   実現可能性あり～実現可

能性低い 

 

２．自然公園利用のルールやマナー

を守る意識の醸成に向け、国立公

園内における清掃活動や環境保

全活動などについて、積極的に発

信します。 

       

３．不法投棄や植物の盗掘防止に向

け、森林のパトロールを今後も継

続的に実施するとともに、監視員

の配置なども検討していきます。 

タケノコや山菜採りの看板設

置と料金回収 

山田牧場区、牧区 内＋外 公共有林管理協議会  継続して実施している  

４．監視中のステッカーの作成や配

布について、検討していきます。 

       

５．紅葉シーズンなどの混雑時にお

いては、マイカー規制の導入など

混雑を緩和する方策ついて検討

していきます。 

繁盛期のマイカー規制  内＋外 高山村 県，観光協会 実現可能性低い  

 
 

将来目標Ⅲ．高山地域の優れた自然環境や、人の手により守られてきた美しい村の景観を、次世代に引き継ぎます  

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

１．松川については、水力発電の水

源として有効活用を図るととも

に、酸性水の水質保全について今

後も有効な対策について検討し、

実施していきます。 

松川の酸性水の原因調査と植

栽活動（国・県協力） 

松川上流域 内 長野県・高山村 県、国 継続して実施している  

水力発電  内＋外   実現可能性あり～実現可

能性低い 

 

２．柞沢川や鎌田川は、貴重な水源

としての保全を進めます。 

綺麗な水の活用 柞沢川 内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

水源としての保全 柞沢川 内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

 
 



9 
 

 

行動指針 活動内容 活動場所 
国立公園 

区域内外 
主体 協力体制 

現在の活動状況 

または実現可能性 
備考 

３．ホタルの群生地など貴重な動植

物の生息・生育地の保全を進めま

す。 

貴重な植物の管理  内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

ホタルの群生地の保全  内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

４．子どもたちを対象とした環境学

習プログラムの実施などを通し、

自然を大切にする心を育てます。 

わくわく村（山遊び）の活動 古道 内＋外 わくわく村 古道復活の会、全村各

団体、村教育委員会 

継続して実施している  

自然を大切にする心の教育     実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

５．地域の生態系や景観に影響を及

ぼすと考えられる外来種の駆除

について、検討していきます。 

外来種の駆除  内＋外   実現可能性あり  

６．森林のバイオマスとしての活用

など、今の暮らしに合った資源の

活用を推進するとともに、学習で

の活用（間伐体験や炭焼き体験な

ど）を通じて里山の文化を伝える

ことで、人の手が入ることで維持

されてきた森林景観の保全に努

めます。 

高山村の農村文化や里山文化

を伝えていく 

 内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

健全な森づくり（樹木の病気予

防対策） 

 内＋外   実現可能性高い～実現可

能性あり 

 

NPO のような地域の伐採等を請

け負えるような組織づくり 

    実現可能性低い  

該当行動指針なし 電柵のパトロール 牧区  牧区（運営委員会）  継続して実施している  

注：本表は行動計画作成途中のものであり、記載内容については確定したものではない。 

         は現在実施している内容を、       はこれから行いたい内容を表している。 


