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１月～12月

令和２年 北信地域県政「おもなできごと」

【全 所】

＜啓発用チラシ＞

新型コロナウイルスの感染拡大防止への取組

新型コロナウイルス感染者が１月に初めて国内で確認され、県内では２月に、また北信地域では４月
に最初の感染例が確認されました。

北信地域では、特に11月以降、新規陽性者の発生が相次ぎ、多数の感染経路が不明の事例などのリ
スクの⾼い事例が発生していたため、12月2日に県独自の６段階の感染警戒レベルをレベル4 （感染が
拡大しつつあり、特に警戒が必要な状況）に引き上げ、陽性者の確認が集中した中野市及び山ノ内町に
ついて、12月７日〜12月23日を「対策集中期間」として対策の強化を図りました。

引き続き、市町村と連携しながら感染防止対策を進めるとともに、新型コロナにより経済的影響を受
ける事業者等の皆様に対し支援してまいります。

また、新型コロナウイルスは、誰もが感染する可能性があることから、感染者や医療従事者などへの
差別や誹謗中傷をなくし、思いやりがあり暮らしやすい社会をつくっていくための啓発活動も、引き続
き⾏ってまいります。

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

本年は、年間を通じて新型コロナウイルス感染症への対応、令和元年東⽇本台風による施設
等の災害復旧を中⼼に取り組んだ１年でした。引き続き、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
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1月～3月

北信地域でも記録的な暖冬・雪不⾜となりました。気象庁では、日本海
付近への寒気の流⼊が弱かったことに加え、地球温暖化の影響が重なって
記録的な暖冬になったと分析しています。

近年の気象災害の要因は気象変動にあると言われており、知事の令和元
年12月6日の宣言「気候非常事態宣言 -2050ゼロカーボンへの決意-」
のとおり、徹底的な省エネルギーと再生可能エネルギーの普及拡大の推進
とともに、エネルギー自⽴分散型で災害に強い地域づくりに取り組んでま
いります。

気候非常事態宣言についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/climateemergency.html

記録的な暖冬・雪不⾜ 【北信地域振興局（環境課）】

2月～3月 暮らしを⽀える雪対策への取組

・雪下ろし安全対策情報交換会
市町村の雪害救助員等を対象に、屋根の雪下ろしなど除雪作業の安全

対策に係る情報交換会を２月17日に実施しました。

・雪下ろし動画制作
雪下ろし作業の安全対策のポイントをわかりやすくまとめた動画を作

成しました。作成した動画は、YouTubeにて公開し、管内ケーブルテレ
ビでも放映します。

【北信地域振興局（企画振興課）・北信建設事務所】

＜研修会の様子＞

雪下ろし作業の安全対策動画（ YouTube ）はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=XVzLExVW1JY

・克雪住宅パンフレット制作
雪下ろしの負担を減らす「克雪住宅」の事例や補助等をまとめたパンフ

レットを制作しました。北信建設事務所建築課、市町村担当課、中小工務店
等で配布しています。

＜動画の一コマ＞

＜パンフレット＞

＜気候非常事態宣言＞

豪雪地帯での雪に強い生活基盤の整備や雪に負けない暮らしづくりの
ため、以下の事業を実施しました。



「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）】

４月 廃棄物処理法に基づく許可申請・届出等の業務集約

廃棄物関係業務に係る専門性向上のため、各地域振興局で⾏っていた
廃棄物処理法に基づく申請・届出の受付・審査や監視指導等の業務が、
４月１日から佐久、上伊那、松本及び⻑野の４か所の地域振興局へ集約
されました。

これにより、北信地域振興局で⾏っていた廃棄物業務の一部が⻑野地
域振興局へ集約されました。

北信地域振興局では、北信地域の一般廃棄物に係る市町村支援等の事
務や野焼き及び不法投棄に係る通報時の初期対応を引き続き⾏ってまい
ります。

【北信地域振興局（環境課）】

廃棄物に関する業務等についてはこちら

4月～12月 野生イノシシへの豚熱経口ワクチン散布を開始
【北信農業農村支援センター】

養豚農場での豚熱の発生防止と感染リスク低減のため、全県で野生イノシ
シへの経口ワクチン野外散布が⾏われています。

北信地域でも４月、８月及び11月に中野市と飯山市で、10月及び12月に
山ノ内町で野生イノシシへの経口ワクチン野外散布を実施しました。また、
市町村にも協⼒いただき、靴底の洗浄を促すパネルを登山口などに設置し、
感染防止の注意喚起を⾏いました。

＜散布の様子＞
県の豚熱発生と対応状況についてはこちら

https://www.pref.nagano.lg.jp/enchiku/swinefever_top.html

4月～12月

昨年10月の台風第19号により甚大な被害を受けた農地・農業用施設及び公共⼟⽊施設の復旧に取り組
んでいます。

水田については、農地等からの排⼟や仮設水路等を含めた応急工事により、田植えに間に合わせること
ができました。畑については、６月までに農地からの排⼟を実施し、営農が再開されました。

また、公共⼟⽊施設については、全ての箇所で復旧工事に着⼿し、順次竣工しています。
今後、まだ完成していない頭首工、水路等の農業用施設及び公共⼟⽊施設の工事について、引き続き、

早期完了を目指して工事を進めてまいります。

令和元年東⽇本台風災害による被災施設の復旧進む
【北信地域振興局（農地整備課）、北信建設事務所】

＜排⼟作業の状況（中野市上今井）＞

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kensei/soshiki/soshiki/kencho/haikibutsu/index.html



5月～12月

市町村、ＪＡ等と連携して農業の基礎知識や栽培に係わる専門知識
を習得する「北信州農業道場」を開講しました。

令和２年は、ブドウ、アスパラガスの栽培技術を学ぶ２コースと、
病害虫防除や⼟づくり等を学ぶ農業の基礎、農業簿記、農産物販売の
基礎、安心・安全・認証の４講座で延べ132名が受講しました。

こうした講座を通して、農業後継者等担い⼿の確保・育成に取り組
んでまいります。

北信州農業道場の開講

北信州アスパラフェア2020(5〜6月)、
北信州きのこ夏フェア2020(8〜9月)の実施

【北信農業農村支援センター】

【北信農業農村支援センター】

北信州農業道場についてはこちら

５月～６月
８月～９月

＜講座の様子＞

地域農産物の生産振興につなげるため、５月13日から６月７日
に北信地域の道の駅等11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」を実施しました。今年
は新型コロナ感染拡大防止のため、期間を短縮し、対象を地域住
⺠として開催しました。

また、夏場におけるきのこの消費拡大を図るため、 ８月８日か
ら９月30日に北信地域の19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」のほか、管内給食施設関係
者を対象として栽培の歴史と給食での活用方法を学ぶ「きのこ夏
セミナー」等を実施しました。

きのこたっぷりそば

アスパラカレーライス

北信州アスパラフェア2020 ポスター 北信州きのこ夏フェア2020 ポスター

https://blog.nagano-ken.jp/hokushin/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/18572.html



【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＞

６月 産業・雇用総合サポートセンターを設置

新型コロナにより経済的影響を受けている全ての事業者が必要な支援を受けられるよう、国・県の

経営・雇用支援策について、相談から支援策の紹介、申請書の作成・提出までをトータルで支援する

総合サポートセンターを設置しました。

設置期間：令和２年６月４日～令和３年３月31日（予定）

利用件数：694件（令和２年12月18日現在）

【北信地域振興局（商工観光課）】

産業・雇用総合サポートセンターについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/supportcenter.html

６月
10月
12月

新型コロナウイルス感染症の影響などで食料支援を必要と
している家庭を応援するため、フードドライブ（家庭で利用
されずに眠っている食品を持ち寄っていただく活動）を実施
しました。

３回の実施で、985点、約650kgもの食品が集まりました。
集まった食品は、社会福祉協議会等を通じて、子どもの居

場所づくりを⾏っている「信州こどもカフェ」などへお届け
しました。

フードドライブの実施
【北信地域振興局（総務管理課）】

フードドライブ、フードバンクについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/kenko/fukushi/konkyu/foodbank.html

北信地域子どもカフェについてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-somu/shinshukodomocafe.html

７月～ 農業資産カードの作成・配付及びスタンプラリーの開催
【北信地域振興局（農地整備課）】

ため池、疎水（用水路）、棚田等の農業資産の魅力や農産

物等の情報を発信するため、「信州農業資産カード」を作成

し、管内６市町村の道の駅で配布しています。

また、農産物の販売促進や令和元年東日本台風豪雨災害か

らの復興等を目的に、管内６箇所の道の駅を廻るスタンプラ

リーを実施しており、スタンプを４箇所以上集めて応募する

と、抽選で30名の方に「信州農産物」を、また、すべての

カードを集めて応募すると「信州農業資産プレミアムカー

ド」を贈ります。

＜応募期間＞

令和2年7月23日(木)～令和3年2月24日(水) ＜スタンプラリー応募用紙）＞

信州の農業資産についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/nougyoushisan.html



９月 しあわせ信州移動知事室（北信地域）を開催

北信地域では平成27年５月以来２回目となる「しあわせ信州移動
知事室」を９月３日に開催しました。

当日は、令和元年東日本台風からの復旧状況や使用済みきのこ培
地を活用した発電施設の視察、また、新型コロナによる観光への影
響や今後の取組、Withコロナ・Afterコロナ時代の地域活性化につい
て、地域の旅館関係者や市町村⻑と知事が意⾒交換を⾏いました。

【全 所】

＜知事と関係者との意⾒交換＞

10月 河川⼀⻫パトロールを実施

地域の皆さんと協働して河川を徒歩で巡視し、投棄されている廃棄
物を回収する「第96回河川一⻫パトロール」を10月29日に⾏いまし
た。

山ノ内町夜間瀬川リバーススクウェア周辺のパトロールでは、「缶、
ペットボトル、掃除機、バッテリー」など約70kgの投棄廃棄物を回
収しました。

【北信地域振興局（農地整備課）】

北信地域移動知事室についてはこちら
https://blog.nagano-ken.jp/hokushin/%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e5%ae%a4

【北信地域振興局（環境課）】

きれいな信州環境美化運動についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/bika.html

10月 飯山市柳原地区の涌井⼯区⽔路トンネル⼯事の着⼯

飯山市の⽶作りを支える重要な農業用水路である
「涌井水路トンネル」の工事に着⼿しました。

この水路は、飯山市柳原地区の農地へ水を供給す
るもので、希望湖（沼の池）、涌井新池など新潟県
へ流れる水を、分水嶺を越えて本県受益地まで運ぶ
水路です。

既設トンネルは昭和24年に開設されましたが、ト
ンネル内の⼟砂の崩落等が発生したため、施設の改
修が検討されていました。

令和5年度中の事業完了を目指しています。

＜河川一⻫パトロールの様子＞

＜涌井地区水路トンネル工事位置図＞



11月 「明るい選挙啓発ポスターコンクール」中央審査で入選

明るくきれいな選挙の推進･啓発を図るために募集された「令和２年
度明るい選挙啓発ポスターコンクール」において、仁科樹希さん（中野
市⽴平野小学校６年）が公益財団法人明るい選挙推進協会・都道府県選
挙管理委員会連合会会⻑賞を受賞（全国80,639点の応募中60点が受
賞）しました。

【北信地域振興局（企画振興課）】

＜リモート授業＞

信州⻩⾦シャモの給食提供と食育授業を実施
〜 県産食材「食べて応援」地域内消費推進事業 〜

【北信農業農村支援センター】

＜受賞作品＞

11月

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた信州産ブランド食材の需要喚起と「食材の生産・流
通」や「命の大切さ」を学ぶため、中野市内の全小中学校（中野市南部及び北部学校給食センター
管内）へ、11月16日に信州⻩⾦シャモを使った給食を提供しました。

特に⾼社中学校では、10月27日に飼育者の中村氏が学校を訪問して給食委員と交流するととも
に、11月16日に鶏舎と⾼社中学校をつなげたリモート授業を⾏いました。

食育についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko/kenko/kenko/eiyo.html

選挙のしくみについてはこちら

＜給食の献⽴＞＜給食の献⽴＞

＜給食委員との交流＞

https://www.pref.nagano.lg.jp/senkan/kensei/soshiki/soshiki/kencho/senkyo/
senkyo/shikumi/shikumi.html



11月 ⻑野県北部地震からの復旧を記念した植樹を実施

⻑野県北部地震（平成23年３月12日発生）の復旧事業で、栄村中条川上流（トマトの国近く）の
治山ダム（河床の⼟砂が削られるのを防ぐ工事）等の完成を記念して、11月９日に栄小学校の児童
46人と記念植樹を⾏いました。

この地震では、栄村中条川上流の山腹が大規模に崩壊したため、引き続き復旧工事を進めています。

【北信地域振興局（林務課）】

＜記念植樹する栄小学校の児童＞ ＜栄小学校の児童との森林学習＞

⼀般県道箕作飯山線 明石大橋の開通

栄村箕作地区から野沢温泉村明石地区間（全⻑約
2.5km）の道路整備を進めてきましたが、明石大橋
（全⻑159m）が完成し、11月9日開通式が⾏われま
した。

⻑野県北部地震の際、緊急輸送路である国道117号
が被災したことから、災害に強いネットワーク道路を
構築するため、平成24年度から復興交付⾦事業により
整備を進めていたものです。

これにより、2.0kmの交通不能区間が解消され、栄
村周辺地域の道路整備の復旧・復興事業が完了しまし
た。

【北信建設事務所】

＜明石大橋＞

11月

北信地域振興局管内治山についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-rimmu/shokonorin/shinrin/chisan.html

県道箕作飯山線 箕作〜明石工区についてはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuken/jigyo/documents/201119-1.pdf



県道牟礼永江線改築事業において、11月５日から12月４日の間、⾏政代執⾏を実施しました。
現道は、幅員が狭く⾒通しの悪い屈曲部や交差点が存在し、また、一部歩道のない箇所もあり、

⾞両や歩⾏者の通⾏に支障がありました。
この道路整備により、⾞両の安全な通⾏、観光施設や小学校・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
クセスの向上につながります。

令和３年度末の供用開始に向けて整備を進めてまいります。

＜代執⾏終了後＞＜事業計画概要図＞

【北信建設事務所】
⼀般県道牟礼永江線（中野市永江）で⾏政代執⾏を実施11月～12月

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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