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「日本風景街道」 登録証伝達式の開催
～「信州ビーナスライン茅野」が長野県内（関東ブロック）

で６ルート目として登録されました～

国土交通省長野国道事務所は、日本風景街道に登録申請のあった「信州ビーナスライン茅
野」が長野県内（関東ブロック内）で６ルート目として「日本風景街道」に登録されたことから「登録
証の伝達式」を開催します。

今回登録される「信州ビーナスライン茅野」は、信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会が申請
したもので、関東で２１ルート目、長野県内（関東ブロック）で６ルート目の登録となります。

・「日本風景街道」とは、道を舞台に、多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地
域資源や個性を活かした美しい国土景観の形成を図り、観光の振興や地域の活性化に寄与するこ
とを目的としています。 【別添１】
ホームページアドレス http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/

・「信州ビーナスライン茅野」は、地域を訪れる観光客や利用者にも気持ちよくご活用いただくこと、
「ヒトとモノ、心をはぐくむ観光地磨き」を目的に、国道20号、一般県道茅野停車場八子ヶ峰公園線
等を中心に、沿線の草刈りやゴミ拾い等の環境整備を行います。【別添２】

【日本風景街道「信州ビーナスライン茅野」 登録証伝達式】 【別添３】
１．日 時 ・・・・ 令和２年１月２１日（火） １３：３０～１４：００
２．場 所 ・・・・ 茅野市役所 ８Ｆ大ホール
３．概 要 ・・・・ ルート概要説明、登録証の伝達、挨拶、授与者答辞 等
※報道機関の方で、取材をご希望の方は事前に申し込みをお願いします。（別紙参照）

やまざき

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、
長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会、
日本旅行記者クラブ、レジャー記者クラブ、東商記者クラブ

し げ る おかだ てつや
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日本風景街道について

日本風景街道とは・・・
国土文化の再興に向けて、文化資源の保存や保護、活用だけでなく、美しい国土景観の形成、地域活性

化や観光振興を有機的につなぐものであり、道を舞台に多様な主体の協働により行われる取り組みです。
平成１９年度から登録を開始し、全国で１４３ルート、うち関東管内では２１ルートが登録されています。

ホームページアドレス http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/

■日本風景街道関東ブロック概要図

【別添1】
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信州ビーナスライン茅野関東－第21号

■中心となる道路の名称及び道路管理者

■風景街道の範囲と風景街道内の地域資源

信州ビーナスライン茅野

白樺湖

■活動目的及び活動内容

◆活動目的

ビーナスラインが県下Ｎo.1の観光道路となるよう、沿線の草刈やゴ

ミ拾い等の環境整備を実施し、施設の延命化を図るとともに、この地

域を訪れる観光客や利用者にも気持ちよくご活用いただくこと、「ヒ

トとモノ、心をはぐくむ観光地磨き」を目的とする。

◆活動内容

ビーナスライン沿線の草刈やゴミ拾い等の環境整備

（歩道のゴミ拾い・草刈り、支障木の伐採など）
沿線の環境整備活動

沿線の環境整備活動 沿線の環境整備活動

■風景街道パートナーシップ

◆名称：信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会

◆代表者：委員長 朝倉 祐一

◆事務局：ちの観光まちづくり推進機構 専務理事 高砂 樹史

◆パートナーシップを構成する組織

【道路管理者以外の組織及び個人】

ちの観光協会、ビーナスラインちの観光協会、蓼科観光協会、車山高原観光協会、晴ヶ峰西山観光

協会、奥蓼科観光協会、蓼科中央高原観光協会、八ヶ岳観光協会、白樺リゾート観光協会、白樺湖

観光まちづくり協議会、茅野市電気設備協会、茅野市建設事業組合、茅野市水道協同組合、茅野市

建設業会、ちの観光まちづくり推進機構、長野県諏訪地域振興局商工観光課、茅野市産業経済部観

光まちづくり推進課

【道路管理者】

国土交通省長野国道事務所、長野県諏訪建設事務所

中ッ原縄文公園

北八ヶ岳ロープウェイ

◆名称 国道20号、国道152号、国道299号、

一般県道茅野停車場八子ヶ峰公園線、主要地方道諏訪白樺湖小諸線

◆道路管理者 国土交通省長野国道事務所、長野県諏訪建設事務所

◆風景街道の範囲

長野県茅野市の全域

◆自然資源

・八ヶ岳中信高原国定公園、蓼科中央高原、蓼科湖、蓼科山、

白樺高原、白樺湖、八子ヶ峰

◆歴史資源

・国宝土偶を含む縄文時代の遺跡

◆体験・交流資源

・蓼科温泉、北八ヶ岳ロープウェイ、車山高原スキー場
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【別添２】



日本風景街道「信州ビーナスライン茅野」 登録証伝達式

【別添３】

○日 時 ： 令和２年１月２１日（火）１３時３０分から
○場 所 ： 茅野市役所 ８Ｆ大ホール

（長野県茅野市塚原二丁目６－１）
○概 要
式典開始 １３：３０～
１．開式
２．ルート概要説明
３．登録証の伝達
４．あいさつ
国土交通省長野国道事務所 所長 塩谷 正広
茅野市長 今井 敦

５．授与者答辞
信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会 委員長 朝倉 祐一

６．閉式
式典終了 １４：００頃
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別 紙

国土交通省関東地方整備局
長野国道事務所 計画課あて
ＦＡＸ ０２６－２６４－７０１１

日本風景街道「信州ビーナスライン茅野」登録証伝達式

取材申込

申込締切 令和２年１月１７日（金）１７時まで

※ご記入頂いた個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
に基づき適切に取扱います。

取材者氏名
（代表の方

同伴者数

会社名

所属部署

電話番号・ＦＡＸ番号
電話番号：
ＦＡＸ番号：

備考
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