
〔参考〕 

地域振興局の設置に関する条例（抜粋） 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 155条第１項の規定により、知事の権限に属す

る事務を分掌させるとともに、地域における県行政を総合的に推進し、地域の振興を図るため、

地域振興局を設置する。 

 

長野県組織規則（抜粋） 

（業務） 

第 56 条の２ 地域振興局は、地域振興局の設置に関する条例に規定するところにより、知事の

権限に属する事務を分掌するとともに、地域における県行政を総合的に推進し、地域の振興

を図るところである。 

 

（部長等） 

第 239条 

４ 別表第 36 の左欄に掲げる現地機関に、同表の中欄に掲げる職を置き、上司の命を受けて同

表の右欄に掲げる職務を行う。 

 

（別表第 36）（第 239条関係） 

現地機関に置く職及び職務（抜粋） 

左欄 中欄 右欄 

地域振興局 局長 局務の掌理及び所属職員の指揮監督、複数の現地機関（当該

局長が所属する地域振興局の管轄区域の全部又は一部を管

轄する現地機関に限る。以下同じ。）に関係する横断的な課題

（以下「横断的な課題」という。）で知事が別に定めるものに関す

る事務の統括掌理、横断的な課題で知事が別に定めるものを

解決するための他の現地機関の長に対する必要に応じた指示

並びに横断的な課題を解決するための他の現地機関の長の

相互の調整及び当該現地機関の長に対する支援 

 



　【令和２年度】

Ｒ２横断的な課題 Ｒ２施策の柱

・地域イベントでのプレメディカルケア産業関連製品のＰＲやポールウォーキング体験会によ
る販路開拓・健康長寿の取組を推進

・日本酒の消費回復を図るため、佐久地域の13の酒蔵の魅力について県内外へ情報発信

・林業経営の担い手を確保するため、高校生等を対象にした「森のお仕事」体験学習を実施

・観光列車等を活用した観光誘客・公共交通機関の利用促進・農産物等の生産者支援を図
るイベントを開催

・「Japan Alps Cyclingプロジェクト」に連動し、佐久地域の魅力を盛り込んだ推奨ルートの開
発と利活用によりサイクルツーリズムを推進

・テレワーク・ワーケーション等新たな働き方に対応した移住セミナーの開催

・特色ある教育機関や市町村と連携した移住・教育セミナーの開催

・群馬県等と連携した防災講演会の開催及び防災訓練の実施並びに広域避難計画の検討

・山岳専門メディア等のWebサイトを活用した情報発信

②高い晴天率を活かした青空の下で楽しむプロジェクト

①佐久地域の移住スタイルの探求

②佐久地域の特色ある教育・子育て環境のＰＲ

①防災体制の強化

５　美しい星空と青空をテーマとした観光地域
  づくり

【観光地域づくり】

６　地理的優位性を活かした移住の促進と
  二地域居住の探求

７　浅間山の防災体制強化及び活用
②固有の資源としての活用

①星空・宇宙を学び、楽しむプロジェクト

４　健康長寿と地消地産の推進を核とした地域
  づくり

③いいずら佐久カラマツ活用プロジェクト

③いいずら佐久カラマツ活用プロジェクト

２　健康長寿と地消地産の推進を核と
　した地域づくり

①さくっと「ずく出す」プロジェクト

２　令和元年東日本台風（台風第19号）
　災害からの佐久地域の再建

①さくっと「ずく出す」プロジェクト

②佐久「地消地産」プロジェクト

②佐久「地消地産」プロジェクト

①星空・宇宙を学び、楽しむプロジェクト

②高い晴天率を活かした青空の下で楽しむプロ
ジェクト

①佐久地域の移住スタイルの探求

３　美しい星空と青空をテーマとした
　観光地域づくり

【観光地域づくり】

②佐久地域の特色ある教育・子育て環境のＰＲ

４　地理的優位性を活かした移住の
　促進と二地域居住の探求

①防災体制の強化

②固有の資源としての活用

５　浅間山の防災体制強化及び活用

・農地、農業用施設、林道施設、道路、河川等の復旧・改良
・土砂災害・治山対策の推進

②インフラの再建

①暮らし・生業の再建

・復旧状況に応じた農家支援及び商工業者への支援

Ｒ３横断的な課題 Ｒ３施策の柱（主な事業概要案）

【新】
３　2050ゼロカーボンに向けた取組の推進

【ゼロカーボン推進】

①ゼロカーボン推進のための体制整備等

・ゼロカーボン推進のため、地域環境共生圏創出に向けた体制整備と再生可能エネルギー
施設の情報発信
・鉄道事業者と連携したイベント等による公共交通機関の利用促進

②ＣO2吸収源としての森林の保全と利活用

・高校生等を対象にした木質バイオマス発電、CO2吸収源等森林の持つ公益的機能に係る
学習会の開催
・カラマツの主伐と伐採後の再造林による森林の適正管理、持続可能な林業経営の支援

佐久地域の横断的な課題（案）

　【令和３年度】

１　令和元年東日本台風（台風第19号）
　災害からの佐久地域の再建

①暮らし・生業の再建
【新】
１　アフターコロナを見据えた地域振興

本格的な経済再生に向けた支援

・新型コロナウイルスの影響により需要が落ち込んだ農産物等の需要喚起及び魅力発信
・観光客の増加を図るためのラッピングトレインの運行②インフラの再建

令和３年２月24日

佐久地域振興局
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横断的な課題
施策の柱

No 事業名 事　　業　　概　　要
（下線部分は新規又は拡充箇所）

Ｒ３当初
予算（案）

（単位：千円）
主担当課・所

　１
　４－②

1

【拡】
佐久の地域農産物ＰＲ事業
～　afterコロナに挑戦　農産物
の活用促進　～

  佐久地域の農産物等を地元消費者に対して需要喚起するとともに、afterコロナを見据え、宿泊・飲食業者に対して地元食材の
魅力等を情報発信することで地消地産の推進を図る。
○動画等による地元食材の魅力発信
○テレワークセンター等へ季節ごとにアレンジメントフラワーを提供

1,500
佐久地域振興局
佐久農業農村支
援センター

　１
　４－②

2 【拡】
佐久の酒魅力発信事業

　しなの鉄道と連携してラッピングトレインを活用したイベント列車を走らせ、佐久平の日本酒の魅力を発信する。
○ラッピングトレイン出発式での酒樽鏡開き、車内・軽井沢駅構内でのウェルカム販売会（試飲会）の実施

360
佐久地域振興局
商工観光課

　１
　５－①②

3 【拡】
佐久地域広域観光推進事業

　軽井沢を訪れる観光客が佐久地域を周遊できるよう、関係団体等と連携した観光ＰＲを行うとともに、星空をテーマとした観光
地域づくりを推進する。
○しなの鉄道と連携し、星空、宇宙関連施設等のデザインによるラッピングトレインを運行
○HIGH RAIL 1375の活用により、観光誘客・公共交通機関の利用促進・農産物等の生産者支援を図るイベントを開催

3,210

佐久地域振興局
商工観光課
2,455千円

企画振興課
755千円

　１
　５－②

4 【新】
さくっとサイクルプロジェクト

　長野県一周ルートを推進する「Japan Alps Cyclingプロジェクト」に連動して、佐久地域にサイクルツーリズムを定着させるた
め、佐久地域の魅力を盛り込んだ推奨ルートの作成と利活用により、サイクルツーリズムの推進を図る。
○佐久地域推奨ルートの開発(ルートアプリ掲載、マップ作製）
○佐久産カラマツのサイクルラックキットの開発及び休憩スポット等への設置
○安全利用講習会の開催

1,133
佐久地域振興局
商工観光課

　１
　６－①②

5 【拡】
佐久地域の移住スタイル発信事業

　佐久地域での多様な暮らし方の提示や特色ある取組に関する情報を発信することで、移住の促進及びつながり人口の増加を図
る。
○テレワーク・ワーケーション等新たな働き方に対応した移住セミナーの開催
○移住・教育セミナーの開催

630
佐久地域振興局
企画振興課

　３－① 6

【新】
地域循環共生圏創出に向けた再生
可能エネルギー情報発信・体制整
備事業（佐久地域ゼロカーボン推
進事業）

再生可能エネルギーの地産地消を推進し、地域循環共生圏を創出する。
○ゼロカーボン推進のため、地域環境共生圏創出に向けた体制整備と再生可能エネルギー施設の情報発信
○次世代にゼロカーボンへの「学び」の機会の提供と、次世代とゼロカーボンに係る情報発信コンテンツを共同制作
○核となる企業掘り起こしのためのワークショップを開催

610
佐久地域振興局
環境・廃棄物対
策課

　３－②
　４－③

7 【拡】
佐久カラマツ林業推進事業

　佐久地域のカラマツの有効利用、需要拡大による持続可能な林業経営を図る。
○将来の林業従事者確保に向け、高校生等を対象にした「森のお仕事」体験学習の実施
○木質バイオマス発電、CO2吸収源等森林の持つ公益的機能に係る学習会の開催

166
佐久地域振興局
林務課

　４－① 8
【拡】
さくっと「ずく出す」プロジェク
ト

　高齢者を中心とする住民の身体活動向上の取組を実施することにより、高齢者の社会参加を促進し、地域住民の介護予防と健康
寿命の延伸をめざす。
○高齢者の運動にかかわる関係機関・団体による連携会議の開催
○H29年度から３年間で養成した「ずく出すサポーター」のフォローアップ講座の開催
○「ずく出すサポーター」の活動を支援する仕組みづくり

50
佐久保健福祉事
務所

　４－① 9
【拡】
佐久平プレメディカルケア産業情
報発信事業

　さくっと「ずく出す」プロジェクト及び「プレメディカルケア産業の集積事業」の取組成果について、「さくメッセ」に出展し
地域に広く情報発信することにより、プレメディカルケア産業関連製品の販路開拓につなげるとともに、健康長寿に係る佐久地域
独自の取組を加速させる。
○「さくメッセ」における試作品展示ブース出展
○「さくメッセ」でのポールウォーキング体験会及び歩行計測会

706
佐久地域振興局
商工観光課

　４－① 10

【拡】
さくっと「ずく出す」プロジェク
ト
～働き盛りのための運動セミナー
～

　企業や各種団体等と連携し、働き盛り世代が運動に親しむ体験を通じて運動の習慣化を図る。
○企業等が開催する運動教室への講師派遣
○在宅で実施可能な運動セミナー体験講座の動画制作・発信
○運動用具（ウォーキングポール等）の貸出
○文化財ウォーキングマップの改訂及びマップを活用した健康ウォーキング講座の開催

200 東信教育事務所

　４－② 11
さくさく野菜食べよう350推進
キャンペーン

　野菜摂取及び減塩のための取組を佐久地域の健康づくり・食育関係機関・団体が連携し推進する。また、住民の健康づくりを推
進し、地域の活性化を図る。
○「健康と食のセミナー」の開催や市町村・食育関係団体等と連携による地域への働きかけの実施
○保護者世代への啓発、企業等での出前講座の実施による働き盛り世代への取組
○農産物直売所、スーパー、３つの星レストラン等と連携したキャンペーン等の取組

400
佐久保健福祉事
務所

　４－② 12

【拡】
ポールを使ったウォーキングによ
る健康長寿をめざすヘルスツーリ
ズムの仕組みづくり

　地域の強みを生かしてポールを使ったウォーキングによるヘルスツーリズムに取り組み、観光客が健康長寿を学ぶことができる
観光地域づくりをめざす。
○ポールを使ったウォーキングによる健康への効果測定のプレテストを実施

150
佐久地域振興局
商工観光課

　５－② 13
小海線沿線や幹線道路周辺の
ビューポイントの発掘とその魅力
発信、視点場の整備

　佐久地域にあるビューポイントの環境整備・情報発信を行うことで、移住の促進及び観光客の増加を図る。
○ビューポイント案内看板の設置

400 佐久建設事務所

14 佐久管内県機関の情報発信事業
　コミュニティエフエム放送を活用し、佐久地域における県主催イベントや県事業・制度等の説明、情報提供を行い、県業務の周
知や県の活動への県民の理解度を深めるとともに、しあわせ信州創造プラン2.0佐久地域計画の推進を図る。
○FM佐久平において週１日、８分程度の広報番組を放送

660
佐久地域振興局
総務管理課

※予算案可決後に示される内示額が変更となった場合は、過不足額について各事業で調整する予定。 10,175

（参考）

合計

令和３年度　地域振興推進費事業（案）
令和３年２月24日

佐久地域振興局

６　地理的優位性を活かした移住の促進と二地域居住の探求
①佐久地域の移住スタイルの探求

②佐久地域の特色ある教育・子育て環境のＰＲ

５　美しい星空と青空をテーマとした観光地域づくり
①星空・宇宙を学び、楽しむプロジェクト

②高い晴天率を活かした青空の下で楽しむプロジェクト

７　浅間山の防災体制強化及び活用
①防災体制の強化

②固有の資源としての活用

②ＣO2吸収源としての森林の保全と利活用

４　健康長寿と地消地産の推進を核とした地域づくり

３　2050ゼロカーボンに向けた取組の推進
①ゼロカーボン推進のための体制整備等

①さくっと「ずく出す」プロジェクト

②佐久「地消地産」プロジェクト

③いいずら佐久カラマツ活用プロジェクト

②インフラの再建
２　令和元年東日本台風（台風第19号）災害からの佐久地域の再建

①暮らし・生業の再建

令和３年度　佐久地域の横断的な課題（案）

１　アフターコロナを見据えた地域振興 本格的な経済再生に向けた支援

横断的な課題 施策の柱
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