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通 年

令和３年 北信地域県政「おもなできごと」

【全 局 所】

＜啓発用チラシ＞

新型コロナウイルスの感染症への対応

4⽉〜6⽉の第４波及び7⽉〜9⽉の第５波では北信圏域でも新規陽性者の発⽣が相次いだため、感染拡
⼤防⽌の注意喚起を強⼒に⾏い、飲食店には「信州の安⼼なお店認証制度」への協⼒依頼を⾏いました。

特に第５波では全県に「医療非常事態宣⾔」が発令されたことから、ＪＲ飯山駅や道の駅で感染防⽌対
策の呼びかけを⾏い、陽性者の確認が集中した中野市と山ノ内町の飲食店には、8⽉22⽇〜9⽉1⽇まで
の間、休業⼜は営業時間短縮の要請を⾏いました。「命と暮らしを救う集中対策期間」とされた9⽉3⽇
〜9⽉12⽇には、⼤型商業施設等で市と協⼒しながら⼀⻫街頭啓発を⾏いました。

引き続き、市町村と連携しながら感染防⽌対策を進めるほか、コロナ禍により影響を受ける事業者等の
皆様に対する支援、「信州の安⼼なお店認証制度」への協⼒依頼等を⾏ってまいります。

また、2⽉10⽇にワクチン接種体制整備連絡会議北信地⽅部を設置し、ワクチン接種を⾏う市町村への
支援体制を整備し、市町村が必要な支援を⾏っています。

その１つとして、飯山会場では7⽉2⽇〜10⽉17⽇までの延32⽇間、1万人余に対するワクチン接種を
⾏いました。

新型コロナ感染症対策 総合サイトはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona.html

本年も、年間を通じて新型コロナウイルス感染症への対応を中心に取り組んだ１年でした。
北信地域の皆様の命と健康を守るため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』〜雪とともに育む豊かな故郷(ふるさと) 北信州〜」展開中



通 年

産業・雇用 総合サポートセンターの設置や給付⾦・補助⾦等により、
⻑期に打撃を受けている酒販店、飲食店等を支援しています。

北信地域における「酒」や「食」をテーマとしたパンフレットを新規
に作成⼜は増刷し、道の駅等で配布するなどして通年型観光地づくりを
推進するとともに、「信越トレイルの延伸・110kmに及ぶ全線開通の
記念事業」への支援など、「信越自然郷」における取組の充実を図りま
した。

「酒」・「食」をテーマとしたパンフレットについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-shokan/kanko/syoku.html

コロナ禍における産業・観光振興の推進
【北信地域振興局（商⼯観光課）】

通 年 若者定着・移住・交流等の推進
【北信地域振興局（企画振興課・商⼯観光課）】

＜研修会の様子＞

移住を検討する県外在住者向けの動画・パンフレットについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-shokan/kanko/ijuu.html

＜動画の⼀コマ＞

＜パンフレット＞

＜酒をテーマとしたパンフレット＞

＜地域おこし協⼒隊定着への支援＞
北信地域では、現在、６市町村で20人の「地域おこし協⼒隊」が活

躍していますが、市町村の受⼊体制の整備と協⼒隊の地域への定着・定
住を支援するため、「地域おこし協⼒隊定着支援研修会」を１⽉27⽇
と11⽉25⽇に飯山市⽂化交流館なちゅらで開催しました。

地域おこし協⼒隊の皆さんが地域で、より活躍・定着できるよう、更
なる支援をしてまいります。

＜県外在住者向けの情報発信＞
移住を検討する県外在住者向けの動画・パンフレットを制作し、北信

州ならではの仕事と暮らしを発信しました。
動画はYouTubeに投稿し、パンフレットは東京、⼤阪、名古屋の県

事務所等に配布し、移住相談に活用しています。

信越トレイルについてはこちら
https://www.s-trail.net/

11⽉25⽇の研修会の様子についてはこちら（ブログ）
https://blog.nagano-ken.jp/hokushin/hokushin-shinkokyoku/21110.html



「クリーン信州 for ザ・ブルー（北信地域）」を
開催しました

5⽉26⽇、海洋プラスチック問題を上流県から考え、プラスチックと賢く付き合う「信州プラス
チックスマート運動」の取組を推進するため、河川⼀⻫清掃「クリーン信州 for ザ・ブルー」を
飯山市飯山カヌーポート場で実施しました。ボランティアを含め30名の⽅が参加し、112.5kgの
ごみを回収しました。

【北信地域振興局（環境課）】

３月
９月
11月

交通安全の取組

＜交通死亡事故ゼロ1,000⽇（山ノ内町）及び700⽇（中野市）達成＞
山ノ内町では3⽉20⽇に交通死亡事故ゼロ1,000⽇を、中野市では9⽉

28⽇に交通死亡事故ゼロ700⽇を達成されたことから、山ノ内町では5
⽉26⽇に、中野市では11⽉26⽇に、各市町⻑出席のもとに⻑野県交通
安全運動推進本部顕彰市町村顕彰の伝達式を⾏いました。

＜シニアを対象とした交通安全教室の開催＞
高齢者が関与する交通死亡事故が多発していることから、飯山警察署

及び⻑野県⻑寿社会開発センターの協⼒を得て、シニアドライバー向け
の交通安全教室を開催し、運転能⼒診断や運転反応検査、夜間の視認性
体験などの講習を⾏いました。

【北信地域振興局（総務管理課）】

交通安全についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/kurashi/anzen/taisaku/taisakugakari/index.html

４月～ 雪の利活⽤事業の推進
（東京大学フィールドスタディ型政策協働プログラムを活⽤した研究）

【北信地域振興局（企画振興課） 】
しあわせ信州創造プラン2.0『北信地域計画』では、「雪に負けない、

雪を楽しむ暮らしづくり」を掲げ、雪の利活用事業に重点的に取り組んで
います。

今年度は、外部の若者の新たな視点を取り⼊れるべく、「東京⼤学
フィールドスタディ型政策協働プログラム」を活用し、東京⼤学の学⽣５
名と雪を地域資源として利活用する効果的な⽅法について研究しています。

令和４年２⽉には、上記プログラムによる報告会が予定されていますの
で、提案をふまえ、効果的な雪の利活用を検討してまいります。

県内の農業用⽔を利用した⼩⽔⼒発電についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kurashi/ondanka/shizen/hatsuden/index.html

＜交通安全教室の様子＞

４月
農業⽤排⽔路を利⽤した⼩⽔⼒発電施設⼯事の着⼿
（農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業 豊郷地区）

野沢温泉村では、農業用排⽔路を利用した⼩⽔⼒発電施設
を建設しています。その年間発電量は、約60万kwh（約148
世帯分）を⾒込んでおり、令和４年４⽉から供用開始の予定
です。

今後も再⽣可能エネルギーの普及拡⼤を図ってまいります。

【北信地域振興局（農地整備課） 】

＜学⽣の現地視察の様子＞

＜取⽔施設＞
（R3.12⽉現在）

＜発電施設建屋＞
（R3.12⽉現在）

しあわせ信州創造プラン2.0『北信地域計画』についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-kikaku/5kanenkeikaku/gokanen2018.html



４月 ６月
８月 ９月
12月

４⽉に凍霜害、６⽉と９⽉に降ひょう、８⽉に強風・⼤雨による千曲川
沿いでの浸⽔、12⽉に雪によるぶどう棚の倒壊と、農作物・農業施設の
被害が発⽣しました。

農作物の被害は、果樹を中⼼に野菜・花き・⽔稲などで、被害額は３億
６千万円に上り、さらに品質低下も加わり、産地に⼤きな打撃となりまし
た。

農地・農業用施設では、８⽉12⽇からの⼤雨で、農地51箇所、農業用
施設13箇所が被災し、被害額は８千７百万円に及びました。

各市町村や関係団体と協⼒連携して、対応してまいります。

気象災害による農作物及び農地・農業⽤施設被害への対応

ため池耐震化⼯事の着⼿
（県営農村地域防災減災事業 永田地区）

【北信地域振興局（農地整備課） 】

【北信農業農村支援センター】
【北信地域振興局（農地整備課） 】

５月～

＜農地の被災状況＞

中野市⼤字永江地籍に位置する「斑尾⼤池」は 、かんがい用の
ため池として昭和２年に築⽴され、90年以上が経過しています。

ため池の受益面積は185haを要し、下流には住宅や上信越道が
あり、地震発⽣時にため池の堤体が決壊した場合には、甚⼤な被
害が懸念されます。そのため、耐震対策として堤体を補強する⼯
事を５⽉に着手しました。

令和４年度の事業完了を目指しています。

５月～12月 北信地域の農作物のＰＲ 【北信農業農村支援センター】

新型コロナ禍での地域農産物の⽣産振興につなげるため、各季節に飲
食店のご協⼒を得て、「フェア」を開催しＰＲに努めました。

また、11⽉20⽇から道の駅「花の駅・千曲川」・「野沢温泉」・「栄
村物産館またたび」で下高井農林高校⽣が考案した「信州の伝統野菜
（常盤牛蒡、坂井芋、ぼたんこしょう）」を使用したレシピのメニュー
を提供しています。
（「花の駅・千曲川」 では1⽉2⽇まで。他の道の駅では12⽉中旬で終了しました。）

農業用ため池についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/tameike/tameike.html

北信州おいしい食材フェア ポスター

「北信州おいしい食材フェア2021」についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/nosei-aec/kitashinsyuoishii.html

＜⼯事の状況＞

下高井農林高校⽣が考案したメニュー
（伝統野菜とサバ缶の雪国シチュー）



【北信地域振興局（企画振興課・農政課・商⼯観光課）】

＜「北信州アスパラフェア2019」ポスター＞

4⽉27⽇から6⽉16⽇まで、観光誘客や⽣産振興につなげるため、北信地域の道の駅等31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2019」を実施し
ました。

また、8⽉10⽇から9⽉30⽇まで、夏場におけるきのこの消費拡⼤を図るため、北信地域の
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2019」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2019」ポスター＞＜グリーンアスパラサラダ＞

太陽流エノキタケ
ポタージュスープ

きのこのイタリ
アンサラダ

＜「北信州きのこ夏セミナー・料理講習会」＞

＜栄中学校でのアスパラガス学習会＞

【北信地域振興局（林務課）】

６月～

【北信建設事務所】

８⽉12⽇からの⼤雨による千曲川の増⽔で、支流の今井川（飯山市）で内⽔氾濫の恐れが⽣じたため、
県有排⽔ポンプ⾞が出動、また地元消防団、国⼟交通省及び飯山市と連携して、排⽔ポンプ⾞３台による
排⽔作業を⾏い、住宅地の浸⽔被害を未然に防ぎました。

＜排水ポンプ車出動、排水ポンプ設置＞

⼤雨における対応についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/0813zennsenn.html

６月
第71回⻑野県植樹祭を栄村で開催
大会テーマ 〜 受けつごう 命くれる やさしい森 〜

⽔道事業広域化に向けた取組開始

令和３年度「ふるさとの森づくり県⺠の集い」（第71回⻑野県
植樹祭）を、新型コロナウィルス感染症対策のため規模を縮⼩し、
主催者･共催者による植樹活動を中⼼に、６⽉４⽇(⾦)栄村で開催
しました。

開催地の栄村は、甚⼤な被害をもたらした⻑野県北部地震から
10年が経過しました。今回は、植樹を通じて、健全な森林を育て
ることにより安全･安⼼な県⼟づくりを推進するＰＲの機会となり
ました。

当⽇は県⺠の皆様にはご参加いただけませんでしたが、協賛企
業･団体をはじめとした関係各位のご協⼒を賜り、苗木約2,170本
をスタッフ⼀同で⼤切に植えさせていただきました。

植樹祭についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/shinrin/sangyo/ringyo/ryokuka/shokujusai/naganoken-shokujyusai.html

＜植樹の様子＞

【北信地域振興局（環境課）】

⽔道事業を将来にわたり持続するための１つの⽅策として、事業者
間の広域連携があります。全県の取組に併せ、当圏域でも北信圏域⽔
道事業広域連携検討会を設置し、その作業部会を６⽉30⽇に開催し、
検討を始めています。

８月 今井川氾濫を防ぐため、排⽔ポンプ⾞が出動

＜作業部会の様子）＞

＜排水作業開始（今井川遊水池内水）＞

第71回⻑野県植樹祭の動画（ YouTube ）はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=4jQUZ25mZzI

⽔道ビジョンについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/infra/suido-denki/suido/anzen/kenvisionsakutei.html



11月
国道292号 濁池橋架替⼯事が完成
（飯山市 濁池〜中⾕区間の道路改築⼯事が完了）

国道292号は、緊急輸送路に指定されていますが、当区間
は線形不良、幅員狭⼩区間であるため、平成28年度から濁
池橋を含めた210m区間の道路整備を進めてきました。

濁池橋（全⻑20m）の架替⼯事の完了により、飯山市 濁
池〜中⾕区間の道路改築⼯事が完了しました。

この⼯事により、当該区間の線形が良くなり、特に冬期間
のすれ違い困難の解消、スリップ事故等の減少、また、今後
は北信地域と新潟県の交流、物流が盛んになることが期待さ
れます。

＜完了後の国道292号＞

一般県道牟礼永江線バイパス（中野市永江）が全線開通
【北信建設事務所】

＜全線開通後の⼀般県道牟礼永江線＞

12月

北信建設事務所主要事業についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuken/jigyo/index.html

【北信建設事務所】

⼯事完成区間の概要についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuken/documents/r31117pressnigoriike.pdf

当地区内の現道は幅員が狭隘なうえ、歩道がなく、⾒通しの
悪いカーブや交差点が点在しており、更には全国有数の豪雪地
帯であることなどから、⾞両や歩⾏者の通⾏に支障をきたすな
ど危険な状況にありました。

このため、平成元年にバイパス道路整備に着手し関係者の協
⼒を得て、平成９年10⽉の豊田飯山インターの開通までに、整
備が完了した区間から順次供用を開始しておりました。

この度、残されていた区間の⼯事が完成し、バイパスを全線
開通させることができました。

この開通によって、⾞両の安全な通⾏、観光施設や保育園等
への歩⾏者の安全な通⾏はもとより、⻑野地域である飯綱町・
信濃町と、豊田飯山ＩＣや飯山⽅面といった北信地域とのアク
セスの向上が⼤いに期待されます。

＜開通式の様子＞



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/ ＞
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