県機関取組一覧
取組実施機関名

1

企画振興部
総合政策課

所在地

取り組み内容

長野市

○三重県知事との懇談会を木曽で開催
・期 日
平成27年２月９日（月）
・場 所
木曽町
・概 要
２月に予定している三重県知事と長野県知事の懇談会を木曽町で開催し、同地域
の安全と観光のPRに資する。

2

企画振興部
広報県民課

長野市

○県の広報媒体（ホームページ・ラジオ・ツイッターなど）により、木曽の情報を発信する。
・ホームページ
バナー等を活用し、木曽応援情報ポータルサイトにトップページから誘導
インターネット版広報ながのけんに「木曽応援」コーナーを開設
・ツイッター
木曽地方事務所と連携し、県公式ツイッターに木曽地域情報コーナーを新設
・ラジオ
県政広報ラジオ番組で木曽地域の応援番組を放送
放送実績及び予定
FM長野「しあわせハッケン！ランチタイム＠信州」正午～12:48
県政情報コーナーで、地元の方々に出演していただき、リレー形式で木曽の魅力をPR
11/ 7（金） 南木曽町・大桑村・木祖村
11/14（金） 木曽町・王滝村・上松町
SBCラジオ「しあわせ信州県民ラジオ」18:35～19:00
12/ 6(土) 木曽復興応援事業への協力の呼び掛けを特集（知事メッセージあり）
○木曽地方事務所と連携して中京圏メディアに向けたキャンペーンを展開し、木曽の魅力を取り
上げてもらうよう働き掛ける。

3

企画振興部
市町村課

長野市

○市町村課が主催する中南信地区対象の会議を木曽で開催
○選挙啓発物品に木曽地域の物産の活用を検討

4

総務部
人事課

長野市

○東京事務所が発行（メール送信）している「日本のふるさと『信州通信』」において木曽の情報
を発信
○長野県人会連合会秋季大会（都内）において、知事から参加者に木曽の応援を依頼、併せて
木曽の観光ＰＲパンフレットを配布（参加者 約2,000名）
○木曽産蕎麦粉を購入して、職場内で「新そばの会」を開催（11/21）

5

総務部
財産活用課

長野市

○庁舎管理上必要な物品を購入等する場合は、できるだけ木曽地域に関連するものを使用す
る。

6

総務部
税務課

長野市

○ふるさと信州寄付金の協賛事業者として、木曽地域のスキー場関係者に加入を呼びかけ、県
外
の寄付者にスキーリフト券等をお礼の品として贈呈する。

7

総務部
情報公開・法務課

長野市

8

総務部
行政改革課

長野市

○木曽地域のお酒やお菓子を贈答用や個人消費として積極的に購入。また、飲食の
際には、木曽地域のお酒等を積極的にいただく。

9

県民文化部
策課

長野市

○所属による応援取組の実施の呼び掛け
・県民コンサート等の木曽地域開催を検討
・木曽地域の宿泊施設、飲食店、物産販売施設の利用
・木曽地域の物産の積極的な購入

10

健康福祉部
健康福祉政策課

文化政

長野市

○「個人情報保護法に関する説明会」（12月17日（水）13:30～ 県庁講堂 一般県民、
行政関係者等300名参加予定 県・消費者庁共催）において、木曽復興応援事業等をPR

○懇親会や忘年会等を木曽で開催
・健康福祉部内各課室及び現地機関に親睦会の忘年会、新年会等の木曽での開催を呼びか
ける。
○木曽地域の物産を積極的に購入
・健康福祉部内各課室及び現地機関が行う表彰等の記念品に木曽物産品の採用検討を呼び
かける。
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健康福祉部
地域福祉課

12

環境部
環境エネルギー課
（第5回全国小水力発電サ
ミット実行委員会）

長野市

○各種イベントで木曽応援ブースの設置、会報等でのPR

長野市

以下のイベントにおいて、木曽復興応援ブースを設置し、全国から集う参加者（約650名）に対し
PRを行った。
○イベント名 「第５回全国小水力発電サミットin長野」
・期間 11月20日（木）～11月22日（土）
・会場 ホクト文化ホール、ホテル信濃路、信州大学
○「御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会」の木曽地域での開催を依頼
【検討会の目的】
御嶽山噴火に伴い、関係機関が連携・協力して、今後の水質監視体制や牧尾ダム貯水池の水
質保全対策などの検討を行う。
【構成メンバー】
中部地方整備局（事務局）、中部経済産業局、東海農政局、関西電力（株）東海支社、（独）水
資源機構中部支社、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、長野県

13

環境部
水大気環境課

長野市

14

産業労働部
産業政策課

長野市

○イベントや講演時における既存パンフレット配布やポスター掲示等によるPR
○物品を購入する際は、できるだけ木曽産のものを購入

15

産業労働部
サービス産業振興室

長野市

○県外企業の訪問・打合せ時にパンフレット配布等によるPR
○ネットショップ紹介サイト「カウナガノ」での木曽地域ショップ紹介カテゴリーの作成

16

産業労働部
産業立地・経営支援課

長野市

○国内展示商談会の長野県ブースにおいて既存のパンフレット配布等によるPRを行う。
（本年度実施予定）
・富山県・長野県ものづくり連携商談会in東京（H26.11.17 アジュール竹芝）
・微細加工EXPO（H27.１.14～16 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ）
・ながの微細・精密加工技術展（H27.２.４～６パシフィコ横浜）
○企業誘致など県外企業訪問時における既存パンフレット配布等によるPRを行う。

17

産業労働部
ものづくり振興課

長野市

○伝統工芸品県庁ロビー展において、木曽の伝統工芸品の展示、販売会を実施。また、木曽観
光PRポスターを併せて展示する。
○銀座NAGANO及び県内百貨店において、木曽の伝統工芸品の展示、販売等を実施

長野市

○都内の協定大学に木曽地域の観光ポスターやパンフレットを置かせてもらい、学生にPRする
○県が開催する合同就職説明会で木曽観光PRポスターを掲示したり、パンフレットを置き自由
に持って帰ってもらう。
○表彰の記念品を木曽の伝統工芸品にする。
○新卒者の就職情報を登録者にメール配信する際、木曽応援情報を追記したり、木曽観光HP
へのリンクを貼る。
○本課が隔月発行する「労働ながの」に木曽応援情報を掲載。

長野市

○県内外の百貨店へお歳暮フェアでの木曽の物産販売の働きかけ
○県内百貨店の信州物産展において木曽特設コーナー設置の働きかけ
○県内コンビニ、スーパー等へ木曽のポスターの掲示、物産店の開催、特設ブース設置など
の働きかけ
○銀座ＮＡＧＡＮＯにおいて木曽の物産・観光PRコーナー、応援メッセージボードを設置
○県ホームページでの情報発信
○観光部親睦会を王滝村で実施
○信州キャンペーン実行委員会を通じた冊子、イベント等を通じたPR
○木曽PR支援ツールの制作

18

19

産業労働部
労働雇用課

観光部
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20

21

22

23

24

農政部
農業政策課
農産物マーケティング室
農業技術課
園芸
畜産課
農地整備課
農村振興課

林務部

建設部

佐久地方事務所

上小地方事務所

長野市

○会議資料や配布物、名刺、メールの署名等への木曽応援メッセージ等の掲載
○所属ホームページへの木曽地域情報のリンク設定
○地元主催のイベント「第７回すんきまつり」に対する支援
・イベントに職員を派遣するとともに、「地産池消キャンペーン」と連携して地域農産物をPR
○銀座ＮＡＧＡＮＯにおける「すんき」のPRイベント開催（11月17日）
・信州里山の味 夜なべ塾in銀座
～農家に教わる信州の味 無塩・乳酸菌発酵漬物「すんき」の魅力～
講師 ふるさと体験館きそふくしま 代表 野口寛子さん
○「おいしい信州ふーど（風土）」PR推進事業による、木曽特産品の情報発信
○木曽地域で開催する「信州伝統野菜研修会」に併せた木曽伝統野菜のPR
○職員へ木曽の物産をあっせん

長野市

○県内外での会議・イベント時に木曽地域への支援の呼びかけ
・H26.10.25 岐阜県「全国育樹祭１年前イベント」出席時等
・全国配布の長野県の「全国植樹祭だより」に掲載
○県内外の参加者を募る発表会等を木曽地域で開催

長野市

○職員個人、所属による応援取組の実施の呼び掛け
・木曽地域に出張時は、地元飲食店で昼食をとる
・木曽地域を訪れ（職員有志の旅行、家族旅行、スキー等）、宿泊施設、飲食店、物産販売施
設の利用
・木曽地域の物産（漬物、そば、酒、お菓子、工芸品等）の積極的な購入
・飲食店等での木曽物産（木曽のお酒等）の積極的な注文
・今後予定される会議・視察等において、他県からの参加者に木曽の観光パンフレット等を配
布する。
・関連する全国規模の団体の機関誌等で木曽管内町村を取り上げていただき、木曽の情報を
発信する。
・事業説明会等の際に、参加者に木曽復興応援を呼びかける。
・木曽の観光パンフレットを取り寄せ、庁舎ホールに配置しPRをする。

佐久市

○職員による木曽路ツアーの企画・催行
・ 「木曽路１泊２日ツアー」 （H27.２.20-21）
・ 「木曽のスキー場へ！ウィンタースポーツ・ツアー」 （H27.１.24-25）
○文化厚生事業（「木曽路を巡る日帰りバスハイク」）の企画・催行 （H27.１予定）
○職員へ木曽の名産品あっせん 〔木曽の名産品（18品）の注文販売〕
（11/25～12/９）
○“試食・試飲” による木曽名産品のＰＲと販売促進を目的とした
『木曽 旨いもの会』（仮称） の開催 （H27.２）
○物販事業者と連携し、木曽産品の展示・販売スペースを庁内に設置し、
来庁者や庁内職員に木曽名産品のＰＲと販売 〔合庁５階：12/１～〕
○来庁者等へ木曽観光情報の発信 〔合庁１階ロビー：12/１～〕
○職員及び所ホームページによる木曽情報の発信〔HP：12/１～〕
○木曽物産展の開催要請と開催可能時の受入支援
○銀座NAGANOしあわせ信州シェアスペースで開催する佐久地域のイベント
（主催「東信州中山道連絡協議会」） に木曽地域の町村長を招待し、
中山道に関係する他の市町村長とともに木曽地域のPRを行う。
・日 時
平成26年11月19日（水）
・会 場
銀座NAGANO

上田市

○上田合庁県民ホールによる木曽観光パンフレットの配置
○上小地域から木曽地域への観光ルート等を記載した手づくり地図を商工観光課が作成し、
合庁１階に配置
○ブログ「じょうしょう気流」による職員訪問のPRを発信
○上小地方事務所HPに特設の木曽応援情報を掲載
○毎週金曜日夕方（12月～３月スキーシーズン）に庁内アナウンスによる木曽への旅行誘発放
送
の実施（職員及び来庁者）
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25

26

27

28

諏訪地方事務所

上伊那地方事務所

下伊那地方事務所

木曽地方事務所

諏訪市

○諏訪地方事務所各課が主催する（県民、各種団体が出席する）会議において、観光パンフ
レットやイベント案内の配布等により、木曽地域の観光PRを行う。
○木曽地域の特産品や観光パンフレットを店舗やフロント等に置いていただけるよう管内企業
（土産品店、旅館・ホテル等）に依頼
○合同庁舎１階観光PRコーナーに木曽地域の観光パンフレットを配置。
○諏訪地方事務所ホームページにおいて、木曽復興応援メッセージとともに、木曽観光連盟の
ホームページへのリンクを貼る。
○職員への呼びかけ
・木曽地域の物産の積極的購入
・宿泊（飲食を含む。）を伴う各種会議、イベント、懇親会等の木曽地域での開催
・個人のブログ、フェイスブック等への木曽応援情報の掲載

伊那市

○課親睦会の忘年会を木曽町で泊りで開催（12月19日）
○職員による木曽地域のスキー場、宿泊施設等の積極的利用
○所課長会懇親会等の木曽地域での開催検討
○木曽地域の特産品、工芸品の職員へのあっせん・購入
○玄関ロビー等における木曽地域の観光パンフレット配置、ポスター掲示

飯田市

○木曽産品の販売会の実施
○売店での物品販売
○食堂での特別メニューの提供
○忘年会に木曽産品を利用
○職員への木曽産年越しそばのあっせん
○木曽産品のお歳暮セットの販売
○ネットショップを使った木曽産箸の共同購入
○木曽官材市売協同組合の初市を管内業者にPR

木曽町

○各課の忘年会等を木曽町、王滝村で宿泊開催
○職員の出張時は地元飲食店で昼食
○地域の物産を積極的に購入
○銀座NAGANOで木曽地域の情報発信・PRを実施（11月30日）
○県庁で木曽物産の販売・PRを実施（12月19日）
○各地方事務所が行う木曽産品の販売・利用等への協力、あっせん
○打合せや会議などの郡内実施等を推進するため管内企業や関係機関を訪問、依頼
○町村・広域連合・観光連盟等とともに県外での地域情報の発信
※当事務所は被災地域であり、業務としての復興支援を優先

29

松本地方事務所

松本市

○松本合庁１階ロビーに、木曽復興応援ブースを開設し、イベント案内、特産物の紹介、パネル
展示等を行う。
○木曽地域の物産の販売促進のため、職員を対象に木曽物産の一括購入の取りまとめを行う。
○木曽地域の物産について、日常生活での一層の利用を図るとともに、関係機関から木曽地域
の物産のあっせんがあった場合は積極的に購入するよう職員やその家族に呼び掛ける。
○職員の懇親会等で木曽地域の宿泊施設、飲食店等を積極的に活用する。
（「１職員１回木曽訪問」の呼びかけ）
○木曽にあるすべての蔵元の地酒を購入し、職場の忘年会の乾杯の際に使用。
○松本地方事務所のホームページ上に木曽復興応援に関する情報を掲載（リンク）する。
○エフエムまつもと、あづみ野ＦＭなどのコミュニティ放送に応援メッセージ、木曽の情報発信等
を依頼する。
○メールの署名欄等に「～あなたのできることで木曽を応援しましょう～」等応援メッセージを記
載する。
○松本地方事務所が開催する会議・イベント等において、観光パンフレット等を配布し、木曽地
域をＰＲする。
○11月19日（水）から21日（金）の「信州・松本地域の物産と観光展２０１４」（名古屋市金山駅）に
おいて、木曽地域の観光情報PR（パンフレット配布等）を併せて実施。
○11月23日（日）のＪ２松本山雅ＦＣホームゲームにおける信州スノーリゾートプロモーションイ
ベントにおいて、松本地域のスキー場とともに、木曽地域のスキー場のPRも併せて実施。
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30

31

北安曇地方事務所

長野地方事務所

大町市

○木曽地域の観光パンフレット、ポスター等を合同庁舎に置き、来庁者へPRする。
○木曽地域の物産品を庁舎内であっせんする。
○職員へ木曽地域への観光を呼びかける。
○会議や研修会等において、木曽の観光パンフレット等を配布し、PRする。
○庁内放送で、木曽地域でのイベント等の情報を来庁者及び職員に案内する。
○北安曇地方事務所のホームページに、木曽復興応援メッセージや木曽観光連盟へのリンクを
貼る。

長野市

○県民ホール、エレベータ内や窓口等に、木曽の観光ポスター、チラシ・パンフレット、特産品の
掲示等を行いPR
○会議や観光イベントにおいて木曽の観光パンフレットを配布しPR
○職員が県内外の親戚・友人に送る年賀状等に木曽の写真やイラストを使用しPRするよう呼び
かける。
○所内での木曽地域特産品のあっせん協力

32

北信地方事務所

中野市

○北信地域の観光地等に「木曽応援コーナー」等と称して、集中してポスターの掲示やパンフ
レットの配置などを依頼する。
○職員に対し、プライベートでの木曽観光を呼びかける。
○御嶽スキー場で雇用されていた方で、他のスキー場での雇用を希望する方が働けるよう、管
内のスキー場関係者に協力を依頼する。
○地方事務所のホームページに木曽の観光情報、あるいは特産品や伝統工芸品の情報を掲載
する（関係HPのリンクをはる）。
○「木曽復興応援コーナー」等を設置し、木曽地域の特産品等の販売ができるよう管内の道の
駅に協力を依頼する。

33

佐久保健福祉事務所

佐久市

〇木曽地区の観光パンフレット等を所主催の各種会議等で配布する。

34

諏訪保健福祉事務所

諏訪市

○シニア大学諏訪学部学園祭で木曽地域の観光パンフレット等を配布
・日程：平成26年11月26日
・場所：諏訪教育会館
○食育普及活動フォーラムで木曽地域の観光パンフレット等を配布
・日程：平成26年12月14日
・場所：茅野市マリオローヤル会館

35

伊那保健福祉事務所

伊那市

○懇親会や忘年会等を木曽で開催

36

飯田保健福祉事務所

飯田市

○シニア大学で木曽地域の観光パンフレット等を配布・PR
○栄養士会飯下支部研修会で観光パンフレットを配布・PR
○食生活改善推進協議会飯伊支部理事会報へ、木曽応援記事を掲載

37

木曽保健福祉事務所

木曽町

○懇親会や忘新年会等を地元で開催
○職員に対して昼食を、可能な限り外食してもらよう呼びかける。
○職員に対して、木曽の物産品のあっせんに積極的に応じるよう呼びかける。

38

大町保健福祉事務所

大町市

○シニア大学講座開催時に復興応援メッセージを配布し、木曽地域の観光利用や物産購入を
呼びかける。

39

長野保健福祉事務所

長野市

〇当所主催の会議等の資料に「みんなで応援木曽復興支援」等のメッセージをできる限り記載
し、
県民へ「木曽の復興を応援しよう」という認識を広める。

40

北信保健福祉事務所

中野市

○飯山庁舎内で観光パンフレットやポスターによるPRコーナーを設置
○所内職員向けに木曽の物産のあっせん・購入を行う
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41

長野県工業技術総合セン
ター食品技術部門
（長野県産業労働部ものづく
り振興課）

長野市

○平成27年４月にオープン予定の「しあわせ信州食品開発センター」において使用する食器類
の一部を「木曽漆器」、「木曽材木工芸品」、「南木曽ろくろ細工」とし、センターで実際に使用す
る他、常設展示コーナーに展示する。
○新館テイスティング棟の入口看板及び飾棚を「木曽漆器」による施工とし、これらを通じ木
曽地域の物産振興とともに、来場者へ木曽地域の工芸品の素晴らしさを紹介する。

42

工科短期大学校

上田市

○本校のホームページに木曽を応援するメッセージを掲載する。

43

長野技術専門学校

長野市

○11月13日 篠ノ井管内官民関係機関で構成する木曜会で木曽復興応援を要請。

44

上松技術専門校

上松町

○懇親会を木曽郡内で開催（毎年実施）
○平成27年３月７日（土）の当校の技能祭（一般公開）において、木曽漆器、南木曽ろくろ、
お六櫛、曲げわっぱなどの伝統工芸品の実演販売を実施（お六櫛については昨年度も実施）
○平成27年３月７日（土）の当校の技能祭（一般公開）において、上松町特産品開発センターに
よ
る、おやき、おまんじゅうなどの物産を販売（昨年度も販売）
参考：当校技能祭の来校者数 約500人

45

東信労政事務所

上田市

○木曽地域の物産（スンキ、酒、そば、菓子、伝統工芸品等）を積極的に購入

46

南信労政事務所

伊那市

○忘年会、新年会等で、可能であれば木曽の施設を利用する（時間と内容等勘案）
○木曽地域の物産（スンキ、酒、そば、菓子、伝統工芸品等）を積極的に購入

松本市

○懇親会や忘・新年会を木曽地域で開催する。
○労働フォーラムや研修会等で木曽の観光パンフレットを配布する。
○木曽物産展in県庁を開催する。（木曽地事農政課による）
○労働フォーラムや研修会の開催通知を企業等に通知する際、木曽地域への応援メッセージ
を記載する。

長野市

○職員は、木曽地域の物産（スンキ、酒、そば、漆器等）を積極的に購入する。
○所で開催する各種労働講座等の出席者に観光誘客課等で作成された木曽応援情報等のパ
ンフレット等を配布する。
○所、個人等で発信するメールに木曽応援情報等を追記する。

47

中信労政事務所

48

北信労政事務所

49

若年者就業サポートセンター
（ジョブカフェ信州）

松本市

○町村、団体、個人等の要請に応じて、地域キャリア・コンサルタントを派遣して、就職支援
セミナー・出前講座や、個別相談を行う
○木曽地域の物産（スンキ、酒、そば、菓子、伝統工芸品等）を積極的に購入
○ジョブカフェ信州のホームページ、ブログに木曽応援情報を掲載

50

農業大学校

長野市
小諸市

○木曽地域の物産を表彰記念品として利用
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

51

病害虫防除所

須坂市

○所属ホームページへの木曽地域情報のリンク設定
○メールアドレスの署名、封筒、所属入り口に木曽応援メッセージを掲載
○全県を対象とした研修会（２月）で、木曽地域をPRするパンフレット等を配布
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

52

佐久農業改良普及センター

佐久市

○会議、研修会等で木曽の情報を発信
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

53

上小農業改良普及センター

上田市

○農家組織へ木曽の物産等の情報を提供
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

54

諏訪農業改良普及センター

諏訪市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

55

上伊那農業改良普及セン
ター

伊那市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

56

下伊那農業改良普及セン
ター

飯田市

○所属ホームページ、電子メールの署名欄、名刺裏面に木曽を応援するメッセージを掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

57

木曽農業改良普及センター

木曽町

○木曽地域の物産を積極的に購入してもらうため、県機関と連携して、木曽地域物産の注文販
売を実施

58

松本農業改良普及センター

松本市

○木曽の観光、特産品のPRを実施
○木曽の物産を購入・職員へのあっせん

59

北安曇農業改良及センター

大町市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん
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60

長野農業改良普及センター

長野市

○電子メールの署名欄、封筒に木曽を応援するメッセージを掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

61

北信農業改良普及センター

中野市

○地域のイベントで木曽の観光、特産をPR
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

62

農業試験場

須坂市

○所属ホームページに木曽応援情報を掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

63

果樹試験場

須坂市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

64

野菜花き試験場

塩尻市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

65

畜産試験場

塩尻市

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

66

南信農業試験場

高森町

○職員へ木曽地域の物産をあっせん

67

佐久家畜保健衛生所

佐久市

○所属の広報誌に木曽を応援するメッセージを掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

68

伊那家畜保健衛生所

伊那市

○所属のホームページに木曽を応援するメッセージを掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

69

飯田家畜保健衛生所

飯田市

○所属の広報誌等に木曽を応援するメッセージを掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

70

松本家畜保健衛生所

松本市

○所属のホームページ、ファクシミリ送信表に木曽の応援メッセージやイベント案内等を掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

71

長野家畜保健衛生所

長野市

○所属のfacebookへの木曽応援情報の掲載
○職員へ木曽地域の物産をあっせん

72

水産試験場

73

74

林業大学校

佐久建設事務所

安曇野市 ○職員へ木曽地域の物産をあっせん

木曽町

林業大学校学生は、木曽の地域の中に暮らして36年、これまで多くの地元の方々と接しなが
ら、地域の方々から愛され続けてきた。
今後も、今まで以上に、御嶽山や地域の森林に関わる学校のイベントを積極的に開催するとと
もに、地域で行われる行事に、林大生が積極的に参加することで、地域を元気にしていきたい。
○林大が実施しているイベント
・県民共学講座（御嶽山を中心とした木曽の自然・動植物の講座等）
・御嶽山の登山道整備
・樹木学実習（垂直分布や高山植物の学習）
・森林気象学（御嶽山の自然）
・学生寮祭（木望祭）
○林大生が参加している地域行事
・おんたけハーフマラソン・雪灯り散歩道（雪と氷の祭典）・木曽町駅伝・みこしまくり・杭の原祭
り・木曽町社会福祉大会
○木望祭での地域支援（平成26年10月12日（日）開催）
・学校と御嶽山の関わりを紹介するパネル展示
・町内の直売所で仕入れた「しいたけ」の炭焼き販売
○アダプトシステムによる地域景観整備
・国道（側道）における花壇の整備（平成26年度国土交通大臣賞を受賞）
○県民共学講座の開催
・開催日 平成26年11月21日（金）
・対 象 林大生、地域の方
・内 容 木曽の地域材をふんだんに使った「新実習棟」の建築を教材に、地域材の地産地消
について考え、力強い林業経営について学ぶことで地域復興の手がかりを考える。

佐久市

○
○
○
○
○
○
○

課長会議を通じ、職員に応援メッセージを周知
事業説明会等の際に「復興応援メッセージ」を配布し、協力を呼び掛ける。
来庁者に「復興メッセージ」を配布
庁内掲示板に「復興メッセージ」を掲示
HPに「木曽復興を応援する運動」へのリンクを貼る。
職員に木曽地域の物産購入を呼び掛ける又は販売場所の無料提供
職員に木曽地域を訪れ、宿泊施設・飲食施設等を利用するよう呼びかける。
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75

上田建設事務所

上田市

○課長会議を通じ、職員に応援メッセージを周知
○メール署名欄に応援メッセージのアドレスを記載しPRする。
○HPに応援メッセージへのリンクをはる。
○来所者への応援メッセージ等の配布（窓口）
○職員に木曽地域の物産購入の呼びかけ

76

諏訪建設事務所

諏訪市

○所内会議で、職員に応援メッセージを周知
○職員へ「かいだそば」、「すんき漬け」等の購入あっせん

伊那市

○職員及び家族が積極的に取り組むよう職員に呼びかける。
○率先して木曽地方の観光をする。冬期のスキー場利用につ いても併せて周知する。
（単身赴任者等が職務等で週末に帰省できない場合等、余暇の時間を使って積極的に木曽方
面の観光等をする。）
○職員が属する地元自治会等における慰安旅行や忘新年会を可能であれば木曽方面で行うよ
う
機会を捉えて積極的に関係者に働きかける。
○お歳暮等の注文に当たり、木曽地方の特産品（生そば、漆器等）を積極的に活用するよう呼び
かける。
○伊那合同庁舎勤務職員が作成しているブログ「い～な 上伊那」において、木曽方面の情報を
積極的に掲載する。
○職員個人のブログ、ホームページ等あらゆる機会を捉えて、木曽の魅力を 積極的に発信する
よう呼びかける。

飯田市

○居住地域で販売されている木曽地域の物産を、できるだけ購入するよう職員に呼びかける。
○木曽地域を訪れ、宿泊施設、飲食店、物産販売施設を利用するよう職員に呼びかける。
○御嶽山だけではなく南木曾町の土石流災害を含め大規模災害の被災状況と復旧状況につい
ての現場研修を木曽建設事務所を通じて開催
○現場研修の際、木曽地域の物産（スンキ、酒、そば、菓子等）を積極的に購入
○研修の状況や木曽の様子を事務所のホームページで紹介

木曽町

○各課の忘年会懇親会等を木曽町、王滝村で宿泊開催
○職員の出張時は地元飲食店で昼食
○地域の物産を積極的に購入
○忘年会等を木曽町、王滝村で宿泊開催するよう関係団体へ依頼
○会議開催等の際、地元飲食店で昼食をとるよう関係団体へ依頼

松本市

○各種会議、事業説明会等において、あいさつやパンフレット配布などにより参加者に木曽復興
応援を呼びかける。
○事務所内に「応援メッセージ」を提示する。
○職員に対し「応援メッセージ」を周知し、復興応援を呼びかける。
・木曽産品の購入、木曽地域への訪問・施設利用
・飲食店において木曽産品の積極的な注文
・メール署名欄へ「「木曽復興を応援する運動」HPのアドレスを記載
・職員の親戚・知人・友人への木曽PR（メール、年賀状等）
・職員個人のブログ、フェイスブック等への木曽応援情報の掲載

77

78

79

80

81

82

83

伊那建設事務所

飯田建設事務所

木曽建設事務所

松本建設事務所

安曇野建設事務所

大町建設事務所

千曲建設事務所

○木曽の観光ポスター、チラシ・パンフレットを取り寄せ、庁舎ホールに配置
○各種会議等での参加者に対する木曽復興応援の呼びかけ
○管内団体の長野県建設業協会安曇野支部に対し、木曽復興応援の呼びかけ
安曇野市 ○職員への呼びかけ
・木曽地域の物産（そば、酒、すんき、工芸品等）の積極的な購入
・家族旅行等での木曽観光
・他県在住の親類、知人への木曽地域のPR（安全性を含め）

大町市

○職員個人による応援取組の実施
・木曽地域に出張時は、地元飲食店で昼食をとる
・木曽地域を訪れ（家族旅行、スキー等）、宿泊施設、飲食店、物産販売施設の利用
・木曽地域の物産（漬物、そば、酒、お菓子、工芸品等）の積極的な購入
・お歳暮・年賀等の贈答品、親睦会で木曽産品の利用
・飲食店等での木曽物産（木曽のお酒等）の積極的な注文
○所属による応援取組の実施
○事業説明会等の際に、参加者に木曽復興応援を呼びかける。

千曲市

○事業説明会等の際に、参加者に木曽復興応援を呼びかける。
○木曽の観光パンフレットを取り寄せ、庁舎ホールに配置しPRをする。
○職場の懇親会等の際に、「木曽のお酒」を注文する。
○職員が木曽の物産を積極的に購入する。
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84

須坂建設事務所

須坂市

85

長野建設事務所

長野市
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北信建設事務所

中野市
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88

○事務所のホームページのトップページから県の木曽応援情報ポータルサイトへ誘導する。
○メールの署名欄に応援メッセージと県の木曽応援情報ポータルサイトのアドレスを記載する。
○職員に木曽地域の物産購入を呼び掛ける。
○家庭での飲食や懇親会等の際に木曽のお酒を利用する。
○ 来庁者待ち合わせスペース他への木曽地域観光PRポスターの掲示
○木曽復興支援運動の地域、知人等への周知
○木曽地域の物産の積極的購入
○家族旅行などの木曽地域観光の積極的対応
○当所管内の建設関係団体（長野県測量設計業協会、長野県建設業協会長野支部等）に、
以下の内容を呼びかける。
・各社として災害現場の視察等を兼ねた木曽地方への来訪（宿泊・買い物）
・木曽地域の物産の積極的購入（特に、年末・年始の必需品など）
○忘年会にて木曽特産品を利用する。
○北信建設事務所の独自的な表彰の記念品は、木曽地域の物産を利用する。
○職員に対して、お歳暮等に木曽地域の物産を利用するよう呼びかける。
○家族で木曽地域の観光に出かけるよう呼びかける。
○会議資料の表紙などに木曽応援メッセージ（「ふんばろう！木曽」「つながろう！木曽」・・・等）
を掲載する。
○ 職員に対して、年賀状等に木曽応援メッセージを記載するよう呼びかける。

犀川砂防事務所

○ 住民対象の防災学習会で、木曽地域の被災状況を紹介し、復興応援を呼びかける。
○庁内掲示板に「復興メッセージ」を掲示し、木曽の観光パンフレットを庁舎玄関に配置する。
安曇野市
○職員に対して、年賀状等に木曽応援メッセージを記載するよう呼びかける。
○木曽地域の飲食店の利用と物産の購入を、職員に呼びかける。

姫川砂防事務所

小谷村

○小谷村文化祭において、梨子沢の土石流災害及び御嶽山の噴火災害に関するパネルを出
展し、住民に被災状況を紹介した。
○事業説明会の際に、木曽地域の被災状況を紹介し、復興応援を呼びかける。
○木曽地域の飲食店の利用と物産の購入を、職員に呼びかける。
○姫川建設業協会に、木曽地域の施設利用と物産購入を呼びかける。
○三砂防事務所技術研修会の開催

89

土尻川砂防事務所

長野市

○家族・親戚・知人に取り組みへの参加を周知する。
○職員へ木曽産品の購入や木曽地域への観光について呼びかけする。（パンフレットの
配布・ホームページの紹介）
○飲食の際は木曽の酒類を積極的に使用したい。
○木曽の観光パンフレットを庁舎玄関に配置する。
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企業局

長野市

○所属長から職員全員に木曽地域で生産される商品、工芸品の積極的な購入を呼びかける。

91

教育委員会教育総務課

長野市

○ホームページ、メールマガジンに、木曽の応援情報やリンクを掲載する。

92

東信教育事務所

小諸市

○東信教育事務所庁舎ホールにおいて、木曽観光PRポスターを掲示するとともに観光パンフ
レット類を配架。

93

南信教育事務所飯田事務所

飯田市

○木曽地域の物産品の積極的購入
○観光施設の利用促進（スキー場、道の駅、温泉施設等）

松本市

○主催事業時に、木曽郡各地域の観光パンフレットを持参してもらい、参会者に自由に持って
いってもらう。
○主催事業を木曽で開催する。講師を招いて他の市町村にも幅広くPRして参加を募る。
○木曽地域開催の大会、会議、研修会の際、木曽の物産を積極的に購入してきた。今後も購入
していく。
○所の研修旅行として木曽地域を訪問する。宿泊する場合は、王滝村か木曽町か南木曽町とす
る。
○所忘年会で木曽地域の特産品を利用する。

千曲市

○常設展・企画展において、下記２点の木曽の情報発信を行う。
・常設展示の中で木曽を取り上げ木曽への関心を高め理解を深める。
・展示解説で木曽に関連した次の３カ所の展示を取り上げる。
木曽ヒノキ 正保国絵図｢御嶽｣ 中山道の木曽
・木曽路名所図会を活用した展示
・木曽の工芸品
○企画展の中で木曽を取り上げる。
・平成27年度企画展では｢木｣と人の生活について取り上げるが、その中で木曽の資料を扱
う。
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中信教育事務所

県立歴史館
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長野県議会事務局

長野市
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環境部 自然保護課

長野市

98

総務部 人事課

長野市

99

【事務局】
「おいしい信州ふーど(風土)
農政部農
を食べよう！育てよう！地産
産物マーケ
地消キャンペーン
ティング室

・県外出張時に木曽地域の観光・物産等のＰＲに努めます。
・他県からの来庁者へ、木曽地域の観光パンフレットを配布します。
・親睦会等で木曽産品の活用に努めます。
・職員に対し、木曽地域の物産品の購入や木曽地域への観光を呼び掛けます。
・木曽地域のポスターを事務室へ掲示するとともに、パンフレットも設置します。
・議会ホームページで、「木曽応援運動」の情報を発信します。
◆人と生きもの つながり創生 全国フォーラム
信州の豊かな自然環境で生息する生きものたちを市民団体、企業など様々な立場の
皆さんが連携して守ることの意義を考える大会を開催します。
本イベントは御嶽山復興支援も兼ね、木曽郡木曽町で開催します。
◆平成27年9月19日（土）10時～17時
◆木曽郡木曽町日義 木曽文化ホール
◆イベント概要
http://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/tayosei/documents/forum.pdf
課親睦会忘年会での景品に木曽産品を購入しました。
◆第22回 すんきコンクール開催支援
＜第22回すんきコンクール＞
・目的：長野県味の文化財に指定されている、木曽地域の食文化「すんき」の持つ機能性への理
解を深めるとともに、すんき作りの技術向上を図り、その技と味を後世へ継承するために開催。
・日時：平成27年12月９日(水)１２時～
・場所：長野県木曽合同庁舎（講堂）
・内容
すんきコンクール(すんき漬け料理、名人・達人の認定)
パネルディスカッション（The すんき～木曽から発信すんきパワー)
【キャンペーンによる支援】
・すんきコンクール開催に掛かる経費の一部を助成

100 伊那家畜保健衛生所

伊那市

１ 木曽地域の物産（すんき、栗子餅、栗きんとん、そば、そば饅頭、御嶽白菜など）を積極的か
つ定期的に購入する。
２ 伊那家畜保健衛生所の広報に「つながろう木曽」のロゴマークを掲載し、木曽地域の復興を
応援する。

101 常念会

松本市

年越しそば用に、開田そばとすんき漬けを購入します。（平成２７年１２月）

松本市

○松本合庁１階ロビーに開設中の、木曽復興応援ブースに「御嶽海応援コーナー」を設置し、御
嶽海関の活躍を紹介することにより木曽を応援する。（現在実施中）
○木曽の地酒等を購入し、忘年会の際に消費する。（昨年度に続き実施）
○木曽地方事務所からの要請により、職員に対して木曽地域の物産購入を呼びかけ、木曽物
産の一括購入の取りまとめを行う。（昨年度に続き実施）

102 長野県松本地方事務所
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