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長野県産ワイン「NAGANO WINE」、おいしさの秘密

ワイン用ブドウの生産量日本一
（ 農林水産省 『平成25年産特産果樹動態等調査 』）

醸造用途の
ブドウ生産量

5,073t
（平成25年）

平成28年開催の伊勢志摩サミットの

昼・夕食会で提供された5種類のワインのうち、

3種類が長野県産ブドウから作られたワインでした。
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信州ワインバレーから世界へ、NAGANO WINE

ワイナリーの数全国第２位
（ 日本酒・ワイン振興室調べ（平成28年））

長野県内の
ワイナリーの数

33件（平成27年）
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信州全体でNAGANO WINEを

応援していくという意味を込めた

ロゴも誕生しました。



きれいな水とおいしいお米がつくる、信州の酒

日本酒酒蔵数全国２位
（国税庁 『清酒製造業の概況（平成26年度調査）』）

酒造企業数

81件

信州日本酒の消費拡大を図るため、

若者や女性をターゲットにした魅力

発信方法等を検討する「しあわせ信州

日本酒研究会」を開催しています。
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全国で初めて
総合的な登山安全条例を制定

日本を代表する山岳県にふさわしい安全対策を

登山は自己責任の原則を踏まえつつ、

登山を安全に楽しむために、登山者が守るべき

ルールや県の責務・施策等を明確化

指定登山道を通行しようとするときの登山計
画書の県への届出の義務や、山岳保険の加入
の努力義務を規定しています。

（ 山岳高原観光課調べ（平成28年））
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安全というおもてなし

全国に先駆けて知事の登録を受けた山岳ガイド

「信州登山案内人」が活躍中
（ 山岳高原観光課調べ（平成28年））

長野県は平成27年12月に

全国で初めて総合的な

登山安全条例を制定しました。

信州登山案内人

450人
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全国で初めて
「信州山のグレーディング」
を作成

山を知り、己を知れば百山危うからず

●県内の主要登山ルート（102ルート）を体力度と難易度で評価

●全国で初めてピッチマップを作成
（ルートを細分化しピッチごとの難易度を評価）

群馬県・新潟県・山梨県・岐阜県・静岡県においても

「山のグレーディング」が行われました。

（ 山岳高原観光課調べ（平成28年））

自分にあった
山選びを！
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銀嶺を駆け抜けよう

スキー場の数全国トップクラス
（山岳高原観光課調べ（平成28年度））

スキー場

85件

長野県は北海道に次いで
もっともスキー場が多いと
いわれています。
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温泉だって、気軽に楽しみたい

日帰り温泉施設数日本一
（ 環境省 『平成26年温泉利用状況』）

山ノ内町の地獄谷野猿公苑では、

スノーモンキーと呼ばれるニホンザルが

温泉に入る姿が有名です。

温泉利用の公衆浴場数

671カ所
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道の駅

43カ所

道の駅の数全国第３位
（国土交通省 平成28年5月『「道の駅」登録一覧 』）

道草を、楽しもう

駐車場やトイレはもちろん
手打ちそばや五平餅、漬物から
地ビールまで多彩なサービス！
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長野県の豊かな自然で育ったこだわりのお米

お米の品質日本一
（農林水産省 『平成27年産米の農産物検査結果（速報値）（平成28年3月31日現在）』）

銘柄別には
コシヒカリ 1等米比率97.8％（全国第2位）
あきたこまち 1等米比率93.6％（全国第3位）など

1等米比率

96.0%
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田んぼの中にロマンあり

重太郎（大町市） 稲倉（上田市） よこね田んぼ（飯田市）

青鬼（白馬村）

「日本の棚田百選」認定地区数日本一
（農林水産省 平成11年『棚田百選の認定』）

認定地区数

16地区
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姨捨（千曲市）

（画像は農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/tanada/）の画像を加工して作成）

http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/tanada/


信州の新たな特産品・癒し

「癒し効果」がある森林数日本一
（ NPO法人 森林セラピーソサエティ調べ（平成28年））

森林セラピー基地 ８基地
●飯山市 なべくら高原
●松川町 およりての森
●小谷村 栂池自然園

●木島平村 カヤの平高原

●佐久市 平尾の森
●上松町 赤沢自然休養林
●山ノ内町 志賀高原
●信濃町 黒姫高原

ヘブンスそのはら

（画像提供阿智村）

赤沢自然休養林

（画像提供上松町）

森林セラピー ２ロード
●南箕輪村 大芝高原
●阿智村 ヘブンスそのはら
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老若男女 働き者長野県

就業率
全国第2位
59.1%

女性就業率
全国第2位
52.9%

高齢者就業率日本一 29.1%
（ 総務省 『平成27年国勢調査（抽出速報集計結果）』）

15歳以上の

人口のうち、

実際に働いている

人の割合。
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日本全国の、第2のふるさと

移住したい県 10年連続日本一
（宝島社 『田舎暮らしの本2016年2月号』）

平成27年度移住実績

927名（過去最高）

NPO 法人ふるさと回帰支援センターや 移住

・交流推進機構（JOIN）のアンケートでも

移住したい県全国第1位に選ばれています。
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エネルギーの地消地産

エネルギー自給率80.3%を達成
（ 環境エネルギー課調べ（平成28年））

エネルギー自給率※

58.6%（平成22年度）

⬇

80.3%（平成27年度）

（21.7ポイントの増）

長野県の環境エネルギー戦略は、

平成27年度 低炭素杯2016

ベスト長期目標賞 大賞を受賞しました。

※最大電力需要に占める自然エネルギー

発電設備容量でみた自給率

15



呼吸から感じる信州

空気のきれいさ日本一
（ 環境省 『大気汚染状況報告書』）

測定を開始した平成22年度から

平成27年度までの６年間100%

を達成しているのは長野県のみ。

PM2.5の環境基準
達成率

100%
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（ 環境省 『平成26年度一般廃棄物処理事業実態調査』）

838g
／人・日

eco最前線！

1人１日当たりのごみ排出量
全国最少

全国平均は

947g
／人・日
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世界でトップレベルの健康長寿県

長野県の平均寿命は男女ともに日本一
（厚生労働省 『平成22年都道府県別生命表』）

全国の平均寿命は
女性 86.35歳
男性 79.59歳

女性

87.18歳

男性

80.88歳
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健康長寿は食生活から

野菜の摂取量 日本一
（ 厚生労働省 平成24年『国民健康・栄養調査』）

男性

379.4g/日

女性

364.8g/日

20 歳以上の男女一日当たりの摂取量。
全国平均

男性297.0g/日女性280.2g/日
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長野県全域をカバーする迅速な救急医療

長野県、北海道、

青森県、千葉県、

静岡県、兵庫県

複数機導入の都道府県

全国で６道県

ドクターヘリ２機体制で救急医療が充実
（医療推進課調べ（平成28年））
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自然の中での保育・幼児教育

豊かな自然環境や地域資源を保育・幼児教育に活用した保育所・幼稚園・森のようちえん等を支援する全国初の制度
（ 次世代サポート課調べ（平成28年））

「信州やまほいく認定制度」を創設（全国初）

［目標］

平成31年までに
230園（県内の約3分の１）

平成28年10月現在

100園認定
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子どもたち一人ひとりに質の高い教育を提供

小中学校全学年で30人規模学級実施
（ 義務教育課調べ（平成28年度））

実施している都道府県
全国で6府県

長野県、福島県、

京都府、鳥取県、
山口県、香川県

きめ細かな
指導！
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「日本で最も美しい村」
の数日本一

美しさと共に生きる

（日本で最も美しい村連合調べ（平成28年））

8町村
日本で最も美しい村は、

全国で60町村

失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の

景観・文化を守りつつ、最も美しい村としての

自立を目指す運動です。
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（画像提供 木曽町）



処分0を目指して

犬の殺処分率全国最低
（食品・生活衛生課調べ（平成28年度））

平成26年
殺処分率

2.9%

867頭の犬を収容し、

殺処分は25頭
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意外と頑張ってます長野県


