
長井ダムを活かし、地域での活動を通じて

　　　広く流域全体に活動をつなげることで、

　　　　　　長井の人と地域を元気にすることを目指します。
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長井の人と地域を元気にする長井ダムと

　　　　　　　　　　　　　　　　　水源地域を活用したまちづくり

基本方針

水源地域を大切にする人を育てる

　長井ダム水源地域ビジョン推進会議では、「水に関わる事柄に市民が

自発的・積極的に参画していく」ために、ダムや水源を身近に感じ、

親しむことができる活動を計画し、実践しています。

　長井市を水源地域と位置付け、活動を通じて最上川流域内の人の交

流を活発にするとともに、水や自然を大切にする人を育てます。また、

活動を継続して行うことにより、長井の人や地域を元気にすることを

目指します。

　将来的には、流域外に広く情報を発信し、連携して取り組んでいく

ことを目指します。

　「花観光で公園等に訪れるお客様
に長井を知ってほしい、楽しんで
ほしい」との想いから発足しまし
た。現在は、桜・白つつじ・あや
めに訪れたお客様をご案内し、長
井の新たな魅力を紹介しています。
舟運の歴史からまちの成り立ちま
でを説明しながら市内のフットパ
スや小道を歩く「まち歩き」ガイ
ドも人気があります。

２． ながい黒獅子の里案内人

　平成 12 年に発足した本会は「長
井市不伐の森条例」の理念を継承
し、幅広い森林保全活動を通して
次世代に豊かな里山環境を繋ぐべ
く、「不伐の森」保全・大石沼保全
と生物環境調査・ジュンサイ摘み
体験・冬期間のトレッキング・凍
豆腐作り体験など、四季を通した
市民参加による体験活動などを
行っています。

３． 不伐の森に親しむ会

　「木」「伝統」「地域」をキーワー
ドに、建築やものづくりの分野で
快適な住環境を創り出す人材を育
てます。学生は、建築大工、設計士、
施工管理者などを目指し、全寮制
で修学に励みます。また、地域に
開かれた短大を目指し、学生は地
域行事や地域活性化事業に積極的
に参加しています。

１． 山形工科短期大学校

　木材生産のみにとどまることな
く森林の果たす役割について研鑽
を重ね、人々の生活に欠かせない
水を作り守ります。人々の保健、
文化、教育にも寄与できる森林の
整備を目指します。森林施業支援
事業のほか、21 世紀不伐の森の管
理（除伐、植栽）事業や集中豪雨
による旧三洋道路周辺の被害の調
査・対応も行っています。

４． 野川山入会共有地組合

構成団体紹介
　　長井ダム水源地域ビジョン推進会議は、長井ダム周辺環境整備計画に携わってきた人、長井市のまちづくりや

　環境に関わる取り組みを行っている人、関係する団体、企業、行政など多方面の分野から構成されています。

６． 長井まちづくりＮＰＯセンター

　「歴史・文化・自然ー水・緑・花ー」
など地域資源を生かした市民主体
のまちづくりの推進を目的とした
ＮＰＯ法人です。まちづくり観光
交流促進事業として、横丁アート
セッションや長井雪あかり回廊ま
つりにあわせたスノーフェスタな
どを開催しています。そのほか撞
木川保全活用事業やさくらフラン
クの開発販売等も行っています。

　岳人長井は、昭和 53 年に山好
きの仲間が集まって創設されまし
た。活動は地元の山を中心にしな
がらも、アルプス等も楽しんでい
ます。公的な事業としては登山道
整備、葉山山荘の管理を受託して
います。個人的活動として山菜採
り、岩魚釣り、写真撮影等自由に
して広範な山行をしています。

５． 岳人長井

山形工科短期大学校

不伐の森に親しむ会

ダムと地域をつなぐ活動を推進する

ダム・ダム湖畔を活用する

水源地域の魅力を情報発信・共有する



　豊かな水と自然に恵まれ地域循
環型まちづくりに取り組んでいる
長井市の魅力を、市外から訪れる
方々へ体験活動を通して伝えてい
ます。大学生などの滞在型研修を
受け入れ、レインボープラン視察、
農業体験、郷土料理作り、まちな
か散策などのプログラムを団体・
事業者・行政はじめ多数の市民と
連携して実施しています。

７． レインボープラン推進協議会

　子坂地区は、西に熊野山や長井
ダム、北は野川が流れ、そして野
川まなび館が立地する地区です。
戸数 60 戸、面積約 60ha。一戸平
均約 1ha の広々としたのどかな田
園地帯です。締切堤防の南に子坂
ふれあい公園を整備し、事業等は
全戸の協力が得られます。特に野
川まなび館を中心とした活動と周
辺整備には協力を惜しみません。

９． 子坂地区

　最上川沿いの民間団体をつなぎ、
地域活性化に結び付けることを目
的に発足しました。野川まなび館
に事務局を置き、周辺観光のＰＲ、
水や自然の大切さを認識してもら
うためのセミナーや清流ウォーキ
ング、トレッキング等の開催を行っ
ています。中でも、長井ダム湖を
活用したボートツーリングは大変
人気です。

１０． （特） 最上川リバ―ツーリズムネットワーク

11. 平野地区長会 12. 西根地区環境整備促進協議会 13. 出羽乃国漂流隊 14. ながいフットパス推進会議

15. 長井植物愛好会 16. 長井ダム周辺環境整備地域資源検討懇話会 17. 長井市立西根小学校 18. 長井市観光協会

19. 長井文化財保護協会 21. 白川ダム水源地域ビジョン推進会議 22. 野川土地改良区20. 西置賜漁業協同組合

24. 長井ダム管理支所 26. 長井市25. 山形県置賜総合支庁西置賜河川砂防課

活動紹介

ながい水カードの発行

ながい百秋湖まつりの開催

大正大学フィールドワークの受入れ

熊野山スノートレッキングの実施

長井ダム水源地域ビジョン推進会議では、構成団体が連携し様々なイベントや活動を行っています。

　置賜野川や最上川、そのほか数多く存在する

長井の水に関わる名所を紹介した「ながい水

カード」の発行を行っています。

　ながい水カードは、奇数の月に発行し、野川

まなび館で無料配布しています。現在は、第

11 号まで発行しており、長井市内の方だけで

はなく、北は北海道から南は兵庫県まで多くの

県外の方も集めています。今後も発行を予定し

ているながい水カード、集めてみませんか。

　東京都にある大正大学のフィールド

ワークの受入れを行っており、今年で

6回目となりました。今年度は、3泊

4日の行程のうち、2日目をまちづくり

に関する体験として長井ダム水源地域

ビジョン推進会議の各団体が受入れを

行いました。長井市に訪れた 33 名の学生と教員が、各 3班に分かれ、①長井

ダム水源地域を活用したまちづくり、②ＦＭラジオで地域ぐるみのまちづく

り、③農業・農村資源を活用した地域づくりについてそれぞれ学習しました。

　長井ダム水源地域で最も魅力のある紅葉の季節に、周辺の景観や自

然などの魅力を楽しんでいただくために、平成 24 年度からながい百

秋湖まつりを毎年開催しています。

　今年度は、ウォーキングや長井

ダム等の見学、ながい百秋湖ボー

トツーリングを予定しています。

詳しくは、裏面をご覧ください。

　毎年 3月に、冬の熊野山から野川や散居集落を望むスノートレッキングを

実施しています。岳人長井がガイドとして、参加者をご案内します。

　天気が良ければ、祝瓶山や大朝日岳、

飯豊連峰、置賜盆地を眺めることができま

す。熊野山スノートレッキングは、今年度

も予定しています。スノーシューやかんじ

きをはいて、一緒に登ってみませんか。　

23. 最上川ダム統合管理事務所

　長井市の西部に位置する人口約
2800 人、770 世帯の平野地区民の
集いの場所です。三大事業（水と
緑の感謝祭、運動会、文化祭）や
花いっぱい運動、クリーン作戦、
子どもたちの体験学習等の住民が
広く参加するコミュニティ活動を
行っています。また、環境保全や
地域の文化伝承活動など地域に根
差した活動を実施しています。

８． 平野地区公民館

レインボープラン推進協議会 平野地区公民館



平成 27年１１月 1日 （日）

①紅葉の水源地ウォーキング

主催 ：長井ダム水源地域ビジョン推進会議

場所 ：野川まなび館

お申込み・お問い合わせ

長井ダム水源地域ビジョン推進会議 事務局

〒993-0042   山形県長井市平山 2743-4（野川まなび館内）TEL  :  0238-87-0605

発行：長井ダム水源地域ビジョン推進会議　ホームページ：http://kiyokimizu.jp/

長井の歴史と文化を学びながら、ガイドと歩く置賜野川沿いの紅葉を楽しむコース。

昼食には、地元食材を使った名物弁当「清流弁当秋御膳」と芋煮付き！

コース：野川まなび館→石渕渓谷→三堰合同記念碑→道照寺平スキー場

　　　　→卯の花姫橋→小水力発電→分水口→木蓮堰跡→締切堤防→野川まなび館　　　

参加料：1,000 円（昼食代、保険料、ガイド料込）　　時　間：9：15 ～ 12：20

※参加される方は、10 月 25 日（日）までお申し込みのうえ、9時 15 分まで野川まなび館へお越しください。（要予約）

※紅葉の水源地ウォーキングは、第 4回ながいフットパスウォークと同時開催になります。

 ③絶景・三淵渓谷通り抜け参拝

長井ダムのダム湖「ながい百秋湖」を満喫できるボートツーリング。卯の花姫伝説が伝わる

断崖絶壁の圧倒的パワースポット・三淵渓谷をゴムボートで巡る約 1時間の船旅！

②野川・水エネルギー見学ツアー
長井ダム、新野川第一発電所、野川小水力発電を見学するツアー。

普段は見ることができない特別な場所へとご案内！発見がいっぱいの学べて楽しい見学会！

第 1回目：10 時～ 12 時　　　第 2回目：13 時 30 分～ 15 時 30 分

参加料：無料　　　定員：各回 25 名

集合場所：野川まなび館

※電話での事前予約が可能です。空きがあれば当日参加も受付けます。

※当日は開始時刻にバスが出発しますので、余裕を持ってお越しください。

※内容は一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

 ④構成団体による展示＆芋煮の販売など

野川まなび館では、構成団体による展示やアトラクションのほか芋煮を 1杯 200 円で販売！

10:00 11:20 13:00 14:20

第一便 第二便 第三便 第四便

長井ダム水源地域の紅葉は、毎年 10 月中旬頃から見ごろを迎えます。

美しい紅葉の時季に合わせて、ながい百秋湖まつりを今年も開催！組み合わせ次第で複数のイベントに参加いただけます。

歩いて楽しい、見て学べる、乗って絶景！長井の秋と味覚を楽しもう！

第 4回ながい百秋湖まつり

参加協力金

大人：2,000 円　小学生以下：1500 円

※電話にてご予約承ります。空席がある場合に限り、当日参加も可能です。

※各便とも出航 30 分前に野川まなび館で整理券を配布します。整理券をお持ちになって、乗船場所の合地沢湖面広場へ

お越しください。整理券をお持ちでない方は乗船できませんのでご注意ください。乗り場までは各自ご移動となります。


