
北アルプス地域振興局

北アルプス農業農村支援センター

中信県税事務所大町事務所

大町保健福祉事務所

大町建設事務所

令和４年 大町合同庁舎おもなできごと

通年

「次期総合５か年計画北アルプス地域計画」策定

に向けた検討 地域振興局（企画振興課）

令和５年度からの「次期総合５か年計画北アルプス地

域計画」の策定に向けた検討を行ってきました。地域戦略

会議や地域懇談会等において、市町村や住民の皆様か

ら地域の課題や魅力等について意見をお聞きし、めざす

姿や取り組む政策を検討してきました。

今後、パブリックコメント、議会の議決を経て令和５年

３月に策定される予定です。

【拡大版】北アルプス地域戦略会議

新型コロナウイルスへの対応 保健福祉事務所・地域振興局

【管内の状況】

北アルプス地域の新型コロナウイルス感染者は令和３年の年末から始まった流行が６月にいったん収まったもの

の、感染力の強いオミクロン株の流行により、８月には１週間当たり300人を超える週が４週間続きました。

11月中旬には１週間当たり500人を超え、過去最高の週600人、人口10万人当たり1,000人を超える感

染者数となりました。

【主な取組】

・患者発生時における積極的疫学調査の実施 ・患者及び濃厚接触者の健康観察の実施

・社会福祉施設等での発生・蔓延防止のための研修会の開催、感染予防の周知徹底

・抗原検査キットの配布 ・ワクチン接種の啓発、ワクチン接種会場の運営協力 等
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食の王国北アルプス山麓スイーツプロジェクト

～春と初夏の風～

アフターコロナに向けて、北アルプス地域の「食」を活用

して観光振興を図る取組「食の王国北アルプス山麓ス

イーツプロジェクト」が始動しました。「北アルプス山麓の春

と初夏の風」をテーマにしたスイーツを、管内の菓子製造

業者及び一般の方から募集し、認定審査会を開催しま

した。認定されたスイーツはチラシや専用HPの制作、TV

番組の放送等でPRしました。

地域振興局（商工観光課）

２月

多くの寄贈品が寄せられました

スイーツプロジェクト認定審査会

松本糸魚川連絡道路大町市街地区間

「幅の細いルート帯」住民説明会を開催
大町建設事務所（整備・建築課）

昨年、公表した３つのルート帯案について理解を

深めていただくとともに、事業への不安や疑問などを

解消していただけるよう、住民説明会を行いました。

また、10月には３つのルート帯案のVR動画や完

成イメージ図を公表しました。

多くの参加者があった住民説明会

大町合同庁舎フードドライブの実施 地域振興局（総務管理・環境課）

こどもカフェや生活困窮者の支援のため、「大町合同庁舎

フードドライブ」を「県庁・合庁フードドライブ統一キャンペーン」

に合わせ、計４回開催しました。

地域の企業や多くの皆様から、食品や日用品を寄付いただ

き、管内のこどもカフェや新型コロナウイルス感染症の影響で

お困りの家庭にお届けしました。

（2月、6月、10月、12月 ・ 大町合同庁舎）
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鉄拳さんのイラストポスターによるがん啓発

北アルプス森林組合木質バイオマスセンターが

竣工

北アルプス地域がん対策推進事業の一環として、鉄拳さん

に新たに描いていただいたイラストを用いたがん啓発ポスター及

びチラシを作成、管内の事業所、教育機関等に配布して、が

ん検診等の啓発を行いました。

再生可能な自然エネルギーを活用した地域資源循環

型のまちづくりに向けて、北アルプス森林組合が経営再生

の柱とする木質チップの生産拠点「木質バイオマスセン

ター」が大町市平野口に完成し、4月27日に竣工式が

開かれました。

鉄拳さんのイラストによる啓発ポスター

竣工した「木質バイオマスセンター」

大町保健福祉事務所（健康づくり支援課）

４月

地域振興局（林務課）

３月

都市計画道路中央通り線の北大町工区が完了 大町建設事務所（整備・建築課）

大町市の中心市街地北部で平成27年度から進めていた都市計画道路中央通り線（主要地方道長野大町

線）の拡幅改良工事が完了しました。

整

備

前

整

備

後
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令和４年度大北地区消防ポンプ操法大会

並びにラッパ吹奏大会

令和４年度大北地区森林祭を開催

コロナ禍の影響で３年ぶりの開催でした。５市町村の代

表チームが県大会出場を目指して、訓練で培った消防技

術を披露しました。

各部優勝チームは松本市で開催された県大会に出場し、

小谷村消防団はポンプ車操法の部で優勝しました。小谷

村の優勝は大会初となります。

（６月26日 ・ 大町市文化会館駐車場）

５月21日に松川村川西運動公園を会場として、令和４

年度大北地区森林祭を開催しました。

今年は、松川村山の日植樹祭と第72回長野県植樹祭の

「北アルプス会場」として開催し、参加者約80名とともにカラマ

ツ、アカマツなど710本の植樹をコロナ感染症対策に万全を期

して実施しました。

鉄拳さんのイラストによる啓発ポスター

実演の様子（松川村消防団）

５月

地域振興局（林務課）

６月

地域振興局（総務管理・環境課）

森林祭の様子

参議院議員通常選挙及び県知事選挙執行 地域振興局（企画振興課）

７月には第26回参議院議員通常選挙が執行さ

れました（６月22日公示、７月10日投・開票）。

北アルプス地域の投票率は60.82％で、前回（令

和元年）の投票率57.34％を3.48ポイント上回る

結果でした。

８月には県知事選挙が執行されました。（７月

21日告示、８月７日投・開票）北アルプス地域の

投票率は45.06％で、前回（平成30年）の投票

率49.72％を4.66ポイント下回る結果でした。
出前授業で投票を体験
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雨中１号トンネル（仮称）が完成

令和２年３月に着手した雨中１号トンネル（仮称）

L=339mが完成しました。

今後は、トンネル内の舗装工、照明工、防災施設工を順

次施工し、早期のバイパス供用を目指します。

完成した雨中１号トンネル（仮称）

８月

大町建設事務所（整備・建築課）

大町市越荒沢親水公園で

「第22回ふれあいイベント」開催
地域振興局（農地整備課）

８月20日、大町市の越荒沢親水公園で、第22回ふれあ

いイベント「土・人・水」が、水・土・里おおまち地域用水協議

会主催により行われました。イベントでは、例年行っている草

刈等の景観整備のほか、コロナ過で中止になっていた、魚の

つかみ取りや稚魚の放流、猫鼻の歴史などのイベントが２年

ぶりに開催されました。

『リモコン式畦畔草刈機』の実演会を開催 地域振興局（農業農村支援センター）

８月22日、スマート農業を推進する取り組みとして、長野

県農業試験場が開発を支援した「リモコン式畦畔草刈機」

はじめ全４機種の実演会を開催しました。

水稲栽培で負担の大きい畔の草刈り作業の効率化が可

能となることから、若手農家を中心に多くの参加者があり、高

い関心が寄せられました。

みんなで力を合わせて稚魚を放流

高い関心が寄せられた実演会
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９月

認定されたスイーツの数々

令和４年秋の全国交通安全運動大北地区

「安全・安心」合同出発式

秋の交通安全運動の初日に関係機関と連携し、交通

安全啓発行動に向けた合同出発式を行いました。

（9月21日・大町市文化会館駐車場）

北アルプス広葉樹活用フォーラムを開催 地域振興局（林務課）

大北地域の民有林の67％を占める広葉樹の活用につい

て、広葉樹活用を進めている先進地の取組から、この地域

での活用方法を考えるため、9月22日（木）に大町市平

公民館で「北アルプス広葉樹活用フォーラム」を約100名の

参加者により開催しました。

食の王国北アルプス山麓スイーツプロジェクト2022 地域振興局（商工観光課）

「食の王国北アルプス山麓スイーツプロジェクト」第２弾の

取組として、「北アルプス山麓秋の彩り」をテーマに新開発の

オリジナルスイーツを募集し、認定審査会を行いました。ハン

ドブックの作成、長野こまち11月号への掲載、30分の特別

番組（10/30）を放映しました。

併せて10/１～12/10まで、スイーツデジタルスタンプラリー

を開催しました。

地域振興局（総務管理・環境課）

関係機関の参加により開催された合同出発式

フォーラムには大勢の方が参加
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10月

作成したマナーカード（裏面の写真は８種類）

登山者マナーカードの作成 地域振興局（総務管理・環境課）

北アルプスの素晴らしい自然を利用する際の守るべきマ

ナー・ルールを記載した「登山者マナーカード」を今年度も新

たに作成し、各市町村観光案内所、山小屋、登山用品店

等にて配布しました。

北アルプス山麓へお越しください！

in銀座NAGANO 地域振興局（商工観光課）

北アルプス山麓への観光誘客活動として、地元観光事業

とエージェントのPR説明会と誘客商談会を信州首都圏総

合活動拠点（銀座NAGANO）で開催しました。エージェ

ントへのおもてなしに、「食の王国北アルプス山麓スイーツ

プロジェクト2022」で認定されたスイーツを提供しました。

クレソンの利用拡大を目的とした料理提案会を開催 地域振興局（農業農村支援センター）

小谷村で特産品として開発支援中のクレソンの地元での

利用拡大を目的に、日本司厨士協会北アルプス支部に依

頼して、飲食店や宿泊施設を対象に、クレソンを使った単品

メニューやソースの開発・提案会を行いました。

参加した飲食店等の関係者から高い評価をいただき、地

域特産品としての発展が大いに期待されます。

中部山岳国立公園 Chubusangaku National Park

白

馬

三

山

Shirouma three peaks

調理の実演

スイーツとともに観光PR
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11月

白ネギの収穫機の実演会を開催

北アルプス地域で「水稲+新農産物」の主要品目の一

つとして推進している｢白ネギ｣の栽培モデルほ場において、

機械メーカーの協力を得て、収穫実演会を開催しました。

参加者からは「短時間で簡単に作業が進められ、作付

け面積拡大が期待できる」等の感想が聞かれました。

熱心に実演の様子に見入る参加者

地域振興局（農業農村支援センター）

"「水と生きる」を掲げるサントリーグループとともに

育む『米(ﾏｲ)ストーリー』"収穫祭

サントリ－ホールディングスと長野県との包括連携協

定に基づき、大町市の「サントリ－天然水 北アルプス

信濃の森工場敷地内」で収穫祭を開催しました。当

日は、これまでの稲作体験で栽培した米をぬかくど（も

み殻を燃料としたかまど）で炊き、おにぎりにしていただ

きました。

今後も、協定にある持続的な自然環境の実現と、地

域社会の発展を目指して、協働する予定です。

参加者全員での一コマ

地域振興局（農地整備課・

農業農村支援センター）

（一）槍ヶ岳線 篭川橋が完成

国直轄砂防事業と一体的に進めていた橋梁架け替えを含む道路改良工事が完了し、10月21日に供用を

開始しました。

大町建設事務所（整備・建築課）

完成した篭川橋
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熱心に実演の様子に見入る参加者

白馬村無電柱化事業ＰＲロゴマークが決定 大町建設事務所（整備・建築課）

昨年の11月10日（無電柱化の日）から募集しまし

た同事業ＰＲロゴマークが決定し、マンホールデザイン蓋

としてお披露目するとともに入賞者の表彰式を行いまし

た。

今後、このＰＲロゴマークを活用し、積極的に広報を

行っていきます。

道の駅「安曇野松川」の駐車場拡張工事が完成 大町建設事務所（整備・建築課）

休日を中心に混雑していた道の駅「安曇野松川」の駐車場を松川村と協力して拡張し、11月４日に供

用を開始しました。 この拡張を契機に更なる賑わいが創出されることを期待します。

デザインのお披露目会

整備前

整備後
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県の税務行政に協力された方へ知事感謝状を伝達 中信県税事務所大町事務所

11月11日、大町合同庁舎において、中信県税事務所

大町事務所管内で受彰された薄井様（県税功労者）に

対しまして、知事感謝状の伝達式を行いました。

【県税功労者】

一般社団法人大北法人会 会長 薄井 朋介 様

知事感謝状を伝達

「知事との県民対話集会」を開催 地域振興局（企画振興課）

11月25日に小谷村及び池田町、12月10日に白馬村

及び大町市において、知事と県民との対話集会が開催さ

れました。

農業や観光振興、持続可能な社会づくりなど、市町村

で設定した様々なテーマを中心に、率直な意見交換がな

されました。

今後、松川村でも開催される予定です。

高校生に向けた介護の仕事に関する講座の開催 大町保健福祉事務所（福祉課）

介護分野への人材確保の取組として、大学の教授や

管内介護サービス事業所の職員を講師に迎え、仕事の

魅力ややりがいについて理解を深めてもらう講座を開催し

ました。

（11月30日・白馬高校）

11・12月

小谷村で行われた対話集会の様子

介護のポイントを学習
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12月

令和４年度長野県災害対策本部

北アルプス地方部地震防災訓練を実施 地域振興局（総務管理・環境課）

災害発災時の危機管理体制の確認と関係機関との情

報共有や対応手順を確認するため、地震防災訓練を実

施しました。

（12月6日・大町合同庁舎）

地域発元気づくり支援金優良事業表彰式・発表会 地域振興局（企画振興課）

昨年度「地域発 元気づくり支援金」を活用し、地域

の元気を生み出すモデル的な取組を実践した事業の表

彰式と事例発表会を12月12日に大町合同庁舎で開

催しました。

優良事例として知事表彰1件、地域振興局長表彰

４件の表彰と事例発表を行い、地域の皆さんとともに地

域の元気づくりを考える機会となりました。

受彰された皆様

訓練の様子

「北アルプスの麓で暮らし・働く大相談会」を開催 地域振興局（企画振興課）

12月18日、主に首都圏の方を対象とした移住相談

会「北アルプスの麓で暮らし・働く大相談会」を東京交通

会館で開催しました。

管内５市町村の移住相談をはじめ、就農・転職・福

祉の仕事相談、北アルプス山麓スイーツ販売、先輩移

住者の移住体験トークを行い、39組62名の皆さんにお

越しいただきました。

移住相談会の様子

11


