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４月

しあわせ信州創造プラン2.0北信地域計画（2018～2022年度）が

スタート！！

「雪とともに育む 豊かな故郷(ふるさと) 北信州」をめざし、地域

づくりに全力で取り組んでまいります。

しあわせ信州創造プラン2.0

北信地域計画がスタート！

【北信地域振興局（企画振興課）】

＜北信地域計画普及用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ表紙＞

 地
域
重
点
施
策 

Ⅰ 若者定着のための雪

に強い故郷
ふるさと

暮らしプロ

ジェクト 

Ⅱ ｢信越自然郷｣等通年型

広域観光推進プロジェ

クト 

Ⅲ  ｢米・果物・きのこ｣

産地パワーアッププロ

ジェクト 

達
成
目
標 

社会増減 観光地延利用者数 
果樹戦略品種等の栽培面積 △456 人(2017 年)  691 万人（2016 年）  

 → △171 人(2022 年)  → 719 万人（2022 年） 

移住者数  春季から秋季の観光地利用者数 

 

253ha（2016 年度）  

142 人(2016 年度)   383 万人（2016 年）  
 → 460ha（2022 年度） 

 → 198 人(2022 年度)   → 400 万人（2022 年） 

創業・立地件数  冬季の観光地利用者数 良食味米、業務用米等の栽培

面積 
16 件(2012 年～2016 年累計)   308 万人（2016 年）  

 → 増加(2018 年～2022 年累計)   → 319 万人（2022 年） 

除雪作業中の事故件数 観光消費額 535ha（2016 年度）  

23 件（2016 年度）  361 億円（2016 年）  
 → 650ha（2022 年度） 

 → 減少（2022 年度）  → 376 億円（2022 年） 

「千曲川（西大滝下流）水環境改善促進協議会」の主催により、地元小学生を対象とした

サケの稚魚放流学習・体験会が開催され、飯山市戸狩小学校及び栄村栄小学校の児童41名が

サケの生態を学び、約3,000匹の稚魚を放流しました。

千曲川(西大滝下流)水環境改善促進協議会による

稚魚放流学習・体験会が開催されました！

【北信建設事務所】

＜サケの稚魚放流学習会＞＜サケの稚魚放流体験会＞



情報連絡員の派遣による情報収集

被災した水田の復旧状況

地震による水田の被災状況

５月 栄村で震度５強の地震が発生しました

５月25日(金)午後９時13分、長野県北部を震源とするマグニチュード５．２の地震が発生。

栄村で震度５強を観測しました。長野県警戒・対策本部北信地方部では、栄村に情報連絡員を

派遣し、早期の情報収集に当たるととともに、県が管理する道路や急傾斜地、地すべり地等の

危険箇所について緊急点検を行い、異常がないことを確認しました。

幸い人的被害や住家被害はありませんでしたが、農業用水路、水田畦畔など農業関係の被害

が発生しました。被災した農地等については、栄村と連携して迅速な復旧に努めました。

【北信地域振興局（総務管理課・農地整備課）・北信建設事務所】

一般県道長瀬横倉停車場線長瀬橋
の緊急点検

栄村災害警戒本部設置
25日午後９時13分



北信州アスパラフェア2018(4～6月)、北信州

きのこ夏フェア2018(7～9月)を実施しました４月～９月

【北信地域振興局（企画振興課・農政課）】

「きのこ料理フェア」を開催し、提携店舗で

「信州つけ焼きそば」などを提供しました。

（つけ焼きそばを試食する阿部知事）

＜「北信州アスパラフェア2018」ポスター＞

4月29日から6月30日まで、観光誘客や生産振興につなげるため、管内の道の駅等33店舗で、

旬のアスパラガスを食材とした料理を提供する「北信州アスパラフェア2018」を実施しました。

また、7月29日から9月2日まで、夏場におけるきのこの消費拡大を図るため、管内の26店舗

で、地元のきのこを食材とした料理を提供する「北信州きのこ夏フェア2018」や料理講習会な

どを実施しました。

＜「北信州きのこ夏フェア2018」ポスター＞

＜「北信州きのこ夏セミナー」・講演会＞

きのこのドライカレー

エリンギの肉巻き きのこと野菜の
冷やしのっぺ汁

＜「北信州きのこ夏セミナー・料理講習会」＞

＜木島平中学校でのアスパラガス学習会＞



７月～ 信越自然郷で、広域観光の新たな事業化に向けた

検討を開始しました

９月 「北信州野菜を食べようウィーク」を実施しました

９月７日から１４日に、「北信州野菜を食べようウィーク」を実施しました。この取組みは、

「信州ＡＣＥプロジェクト」推進の一環として北信保健福祉事務所独自で行っているものです。

期間中は、北信地域の市町村、保育所、学校、給食施設、農業関係者、飲食店、食育ボラン

ティアの皆さんがそれぞれ創意工夫し、「地元野菜・果物の摂取量増加」や、「減塩」に取り組

み、北信地域の健康づくりを推進しました。
【北信保健福祉事務所（健康づくり支援課）】

＜地元食材を楽しむ「信越自然郷
青空レストラン」＞

＜木島平村おひさま保育園 食育展示＞

＜「３つの星レストラン」
メニュー表＞

「信越９市町村広域観光連携会議（信越自然郷）」において、新たな事業化に向けて、食文化

やアウトドアなどをテーマに、官民が一体となって検討を開始しました。地元食材の料理教室や

青空レストランなど、新たな取組みも始まりました。

＜「信越自然郷 料理教室」＞

＜フィールドで検討を進める
アウトドア・ワーキンググループ＞

【北信地域振興局（商工観光課）】

＜中野市平岡保育園で絵本
「ピーマンマン」を演劇化＞



10月・12月 「Let’sプチ援農inやまのうち」を実施しました

繁忙期の労働力不足解消の一助とするため、山ノ内町と連携し、農作業を手伝ってみたい人と

労力の足りない農家を結びつける「Let’sプチ援農inやまのうち」を10月20日（りんごの葉摘み）

と12月１日（りんごの収穫）に実施しました。

参加者からもりんご農家からも好評で、取組拡大への期待の声が寄せられました。

【北信地域振興局（農政課）・北信農業改良普及センター】

＜栽培農家での葉摘み作業のお手伝い＞ ＜収穫作業のお手伝い＞

11月
「きのこ使用済み培地資源化技術セミナー」を

開催しました

11月20日、北信地域で大量に発生する使用済み「培地」（きのこの栽培時に土の代わりに使

われるおがくずやもろこしの芯などのこと）の資源化を促進するためのセミナーを中野市内で

開催しました。農家の方やＪＡ、市町村、プラントメーカーなど様々な分野から約100名の方

が参加し、新しい処理技術や自治体の計画などの報告に熱心に耳を傾けました。

【北信地域振興局（環境課・農政課）】

＜ぶなしめじと培養基（容器の中で培地を使用）＞ ＜きのこの収穫後に発生する
使用済み「培地」＞

＜㈱信州なかのエコパワーランド
（メタン発酵による発電・売電）＞

＜中野市内でのセミナー＞



11月 夜間瀬川直轄砂防施工100周年記念シンポジウム
を開催しました

夜間瀬川で直轄砂防工事が着手され、今年で100周年を迎えました。そこで、砂防の歴史や

現在の取組みについて情報発信を行い、地域の方々の土砂災害や砂防事業に関する意識向上を

目的にシンポジウムを開催しました。シンポジウムには、300名を超える参加者がありました。

【北信建設事務所】

＜信州大学竹下欣宏准教授による講演＞ ＜パネルディスカッション＞

12月 「食育地域フォーラム」を開催しました

１２月７日に開催した「食育地域フォーラム」では、長野短期大学の村澤初子先生の講演や、

地域に伝えたい普及料理の試食、食育推進のためのグループワークが行われました。参加者約

90名がそれぞれの食育の取組みについて話し合い、課題や今後の活動について共有しました。

【北信保健福祉事務所(健康づくり支援課)･北信地域振興局(農政課)･北信農業改良普及センター】

＜長野短期大学村澤先生の講演
「地域の食育を進めるために」＞

＜食生活改善推進協議会原参与
による普及料理の説明＞

＜会場に展示された食育媒体
「新聞紙製の魚の模型」＞



12月 栄村西山田ほ場整備が完成しました

県営中山間総合整備事業による栄村青倉地区の西山田ほ場整備が、12月に完成しました。小

さな水田は約5倍の大きさとなり、水路・道路も併せて整備されました。

【北信地域振興局（農地整備課）】

＜整備前＞ ＜整備後＞

通年 第３期森林税事業がスタートしました

森林づくり県民税を活用した第３期の森林税事業がスタートしました。第３期事業では、減

災・防災や県民協働による森林整備に重点を置くとともに、観光地での景観整備や河畔林の整備

等の新たなメニューを加えております。
【北信地域振興局（林務課）】

＜山ノ内町西小学校での壁板張り＞ ＜森林セラピーでの活用（なべくら高原）＞ ＜住民主体による森林整備＞

就業促進や働き方改革につ

いて検討を行う北信地域会議

を、開催しました。

また、夏は農業・冬はス

キーインストラクターといっ

た多様な働き方や地域活動へ

の参加など、北信州の「一人

多役」の働き方・暮らし方を

提案する説明会を11月に東京

で開催しました。

【北信地域振興局（商工観光課）】

就業促進や働き方改革に関する取組みを進めました

＜就業促進や働き方改革を検討
する北信地域会議＞

＜東京で開催した「一人多役
北信州ライフスタイル説明会」＞



通年

崩落箇所の下流で進められた谷止工の治山工事が完成するとともに、崩落箇所のボーリング

暗きょ工の一部が完成しました。

平成29年５月19日に発生した飯山市照岡の井出川山腹崩落から１年半、復旧に向けた取組を

着実に進めています。

【北信地域振興局（林務課）】

＜完成した谷止工（本堤）＞＜融雪による大規模な山腹崩落箇所＞

飯山市井出川山腹崩落の復旧が進んでいます

＜砂防堰堤完成式＞

また、災害関連緊急砂防工事により整備

を進めている一連の対策のうち出川照岡砂

防堰堤が完成し、11月27日に完成式が開催

されました。

【北信建設事務所】

＜農業道場アスパラガスコースに熱心に取り組む＞

＜先輩の経営も学んだ新規就農者激励会＞

＜経営の課題を発表しあった道場交流会＞

平成30年度の45歳未満の新規就農者は、前年から大幅に増え、

43名となりました。これら就農間もない方たちを支援するため、

市町村やＪＡと一体となって「北信州農業道場」を開講しており、

7月の新規就農者激励会や12月の農業道場交流会には多くの若者

が集まり、将来に向けた学びに取り組みました。

【北信農業改良普及センター】

多くの若い担い手が就農しました



担 当 北信地域振興局総務管理課

電 話 （０２６９）２３－０２００

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０２６９）２３－０２５６

E-mail hokuchi-somu@pref.nagano.lg.jp

掲載した「おもなできごと」の一部は、北信地域振興局のホームページ内のブロ

グ「北信州からごきげんよう」にも掲載していますので、ご覧ください。

＜ ブログURL http://blog.nagano-ken.jp/hokushin/ ＞

＜山ノ内町「野猿公苑」＞

担 当 北信保健福祉事務所総務課

電 話 （０２６９）６２－３１０５

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０２６９）６２－６０３６

E-mail hokuho-somu@pref.nagano.lg.jp

担 当 北信農業改良普及センター

電 話 （０２６９）２２－３１１１

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０２６９）２６－００７４

E-mail hokushin-aec@pref.nagano.lg.jp

担 当 北信建設事務所総務課

電 話 （０２６９）２３－０７９１

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０２６９）２８－０７７０

E-mail hokuken-somu@pref.nagano.lg.jp

http://blog.nagano-ken.jp/hokushin/

