
１ 地域資源を⽣かして県経済をけん引する「活⼒あふれる」⻑野地域づくりの推進

大学・研究機関の集積等を生かして新技術の活用を進めるなど、ものづくり産業の振興を図ります。

また、地域の特色である果樹を中心として農作物の魅力を高め、競争力の強化を図りながら次の世代へつながる農業

を構築します。

・人口減少下における海外需要の取り込み
・農業の担い手確保、育成と経営力の向上

・学術研究機関や産業支援機関、出荷額が全県
の約1/4を占める食品産業の集積
食料・飲料の製造品出荷額等の割合が全県１位（同29％）

・生産性の高い果樹栽培
果樹類産出額の割合が全県１位（県全体の37％）

２ 目指す方向
○学術研究機関や食品産業の集積など長野地域の強み

を生かし、地域企業への技術シーズ（種）の普及や発酵
食品・機能性食品等の高付加価値製品開発等の取組
を推進

○稼げる技術を活用しながら果樹担い手層の育成強化の
推進

３ 2021年度施策の柱

○ 地域の特長を生かした「ものづくり産業」強化

○ おいしい農産物の継承と魅力向上、競争力の強化

○ 地域産品の広域的な販路開拓

○ 地域の森林資源の保護・活用

○ 再生可能エネルギーの活用
促進

４ 成果（目標）

○ 果樹生産の活性化
（果樹戦略品種等の栽培面積、果樹の新規就農者数（45歳未満）、
生産性を高める農地の条件整備面積）

○ 食品産業の活性化 （食品産業製造品出荷額等）

○ 森林資源の活用 （素材(木材)生産量）

○ 再生可能エネルギーの活用 （小水力発電設備導入容量）

１ 現状と課題

長野地域振興局

課 題

強 み

信州大学 国際科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ



仲介役による、優れ
た技術シーズの
地域企業への
普及促進が課題

１-① 地域の特⻑を⽣かした「ものづくり産業」強化

2021年度の取組

目標

・学術研究機関や産業支援機関の集積

・豊富な農産物や食品関連産業の集積

現状と課題

・信州大学などの学術研究機関等
が有する優れた技術シーズの地
域企業への普及などの支援

・豊富な地域資源を活かした食品
関連の高付加価値製品開発など
の支援

優れた技術シーズ
（種）が地域企業
に円滑に普及され
ていない

・農産物が豊富
・発酵食品などの
食品関連メーカー
が集積

他地域と商品が
類似し、付加価値
向上が困難

信州大学や工業
技術総合センター
などの研究機関が
集積

●産官学連携による地域企業への技術シーズ普及事業

信州大学などの学術研究機関や工業技術総合センターなどの産業
支援機関の集積及びアクア・イノベーション拠点の高機能膜などの
優位性ある技術シーズ（種）を生かした、産学官連携による地域企業
への技術普及や研究開発力の向上を支援

・信州大学などと連携した管内企業訪問（技術シーズ説明）の継続実施
・信州大学などと連携した「技術シーズ活用研究会」の設置について検討

●地域資源を活用した発酵食品・機能性食品産業集積形成事業

県テクノ財団や信州大学と連携し、長野及び北信地域管内の地域遺伝
資源（発酵微生物等）の探索及び機能性の検証などを実施し、その成果
を活用した商品化に向けたコーディネート支援などを実施

・商品化に向けて活用可能な有用菌の特定継続
・昨年度特定した有用菌の商品開発（機能性味噌など）や普及ＰＲの支援

● 未利用バイオマス新規活用産業集積形成事業

県テクノ財団などと連携し、きのこ廃培地から高付加価値製品で
ある希少糖を抽出するビジネスモデルの構築、また、大量に排出される
きのこ廃培地の処理という地域課題の克服に向けた研究開発などの
コーディネート支援などを実施

・抽出希少糖の生産・事業化に向けたコーディネート支援
・希少糖抽出後のきのこ廃培地の有効活用に係るコーディネート支援

豊富な地域資源を
活かした高付加価値
食品の創出が課題

管内企業の研究
開発力向上

管内食品産業
の活性化



１-② おいしい農産物の継承と魅⼒向上

目標現状と課題

管内の主力品目（果物）

「りんご」と「ぶどう」

農業産出額
果樹類は46.0%（220億円）（県全体の36.8%）
（出典：農林水産省2018年市町村別農業産出額（推計））

農家戸数・農業就業人口
農家戸数、農業就業人口とも減少
65歳以上の比率75.0%（県全体では71.7%）
（出典：農林水産省2015年農林業センサス）

経営耕地面積の減少
経営耕地面積の減少
耕作放棄地率26.1%（県全体では19.7%）
（出典：農林水産省2015年農林業センサス）

活用できる稼げる技術
りんご新わい化栽培(高密植等)
ぶどう短梢無核栽培

新規就農者の
確保が課題

高齢化や後継者不足
↓

農作業の省力化

長野管内の樹園地面積

2021年度の取組

省力化による
経営の拡大

農業所得
の向上

競争力の高い果樹産地の形成

●就農相談会の開催
多様な担い手を確保するため、市町村と連携して就農相談会を県内外で実施

●県オリジナル品種等の戦略的導入
りんご「シナノ リップ」、ぶどう「クイーンルージュ®」等の栽培実証を行い、
新品種・新技術の導入を支援

担い手の確保

（出典：2019年長野地域振興局推計）

なし、プルーン、くり、あんず 他

※その他果樹

被災した農業の再生

●もも産地復興モデル事業

ももの主要作業（摘蕾、袋掛け、除袋、収穫）の改善による省力化
の検討や担い手組織の育成支援（法人化、農地の集積）

●果樹栽培（りんご・もも）新規就農者誘致プロジェクト事業
・就農相談時の資料として活用する「品目提案書（地域の概要・栽培技術・
経済性、研修情報、市町村等の支援策等）」の作成
・オンラインによる現地就農相談や新規就農ブログによる情報発信

りんご
62%

3,436ha

ぶどう
17%
952ha

もも
9%

507ha

その他
12%
668ha

・多様な果樹担い手の確保・育成
ＵＩターン就農者確保
定年帰農、定年新規参入者確保

・県オリジナル品種等の面積拡大と生産安定
りんご三兄弟、シナノドルチェ、シナノリップ等

ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュ®等

・省力化栽培技術の拡大
りんご新わい化栽培(高密植等)の拡大

ぶどう短梢無核栽培の拡大



１-③ 地域産品の広域的な販路開拓

製造業
製造業の製造品出荷額等シェアは19％を占め全県２位
主力業種は、機械、食品・飲料、情報、電気・電子
特に食品・飲料出荷額はシェア29％を占め全県１位（長野地域の強み）
（出典：平成30年長野県工業統計調査）

農業
農畜産物の産出額の46％が果樹類
全県の果樹出荷額シェア36.8％を占め全県１位（長野地域の強み）
（出典：平成30年国公表値及び農政部推計）

その他
信州打刃物（信濃町）や戸隠竹細工（長野市）などの伝統的工芸品を
はじめとした地場産業も発展

⻑野地域の産業

・生産者の提案営業力などの向上
を図る商談・交流会を開催し、
地域産品の販路拡大を推進

・長野地域の伝統的工芸品に係る
後継者の確保と地域ブランドの確立

目 標

2021年度の取組

現状と課題

H28(2016) H29(2017) H30(2018)

2,090 2,037 2,139

H28(2016) H29(2017) H30(2018)

210 218 220

長野地域製造品（食品、飲料）出荷額 （億円）

長野地域果樹算出額（推計） （億円）

伝統的工芸品産業に係る
後継者の確保と

地域ブランドの確立

（出典：長野地域振興局推計）

[ 食品・飲料出荷額 ]

増加傾向
（出典：長野県工業統計調査、経済センサス活動調査）

[ 農業生産額 ]

増加傾向
(主にぶどうが好調なため)

伝統的工芸品産業
・需要の低迷（ライフスタイルの変化や安価な輸入
品の拡大、産地・製品の知名度不足等）
・産地従業者の減少・高齢化等による後継者不足
・2021年の東京オリンピック開催に向けて自国の
文化を見直す動きが加速しており、伝統工芸へ
の注目度は増している。

販路開拓

● 「ながの地域くだものまるごと商談会＋」の実施（10月初・中旬）
果物を中心とした地域の農産物の生産者と製造・卸・小売業や飲食業、
宿泊業などの需要者をつなぐ商談会を開催

● 中央日本四県（新潟・山梨・静岡・長野）経済連携事業（10月～11月）
果物を通じた各県での販売イベントを百貨店等において実施し、四県
間の経済連携を推進

● 「ながの果物語り 新幹線マルシェ等認知度向上事業」の実施
（６月～11月）

・大消費地首都圏での認知度向上に向け、朝収穫された新鮮な農産物を
東京駅で販売するマルシェを、JR東日本と連携して実施。
・大阪の百貨店等で果物の販売、果物狩り体験等により長野地域産果物
等をＰＲ
・信州食材を利用している大阪の企業において、長野地域産果物を
利用したスイーツメニューの開発等を支援。

伝統的工芸品に係る地域ブランドの確立

● 伝統的工芸品産地活性化事業（10月～２月）
首都圏（銀座NAGANO）において、管内の伝統的工芸品に係る産地の
魅力や伝統技術・商品などを、プレゼンや実演、展示によりＰＲ



H29
(2017)

H30
(2018)

R元
(2019)

農業被害 99,914 95,530 96,816

林業被害 2,368 192 144

⻑野管内計 102,282 95,722 96,960

県全体 836,110 795,427 739,948

１-④地域の森林資源の保護・活用

目標

現状と課題
野生鳥獣被害額 （千円）

素材生産量 （千㎥）

2021年度の取組

（出典：長野地域振興局推計）

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

⻑野管内計 82 76 86

県全体 525 573 571

（出典：長野県木材統計）

[ 素材生産量 ]

昭和40年の約1/4の水準
近年は増加傾向

地域の木材を活かす加工

流通体制が不十分

[ 野生鳥獣被害額 ]

管内は農業被害が主
被害額は減少傾向

捕獲者の育成、ジビエとして
有効活用が課題

・森林資源の活用を向上させるため、森林整備や鳥獣被害対策・森林
病害虫対策などを積極的に推進

・地域材・ジビエなど森林資源の利用促進や森林を健全に育むことで
地域の持続的な成長産業化を目指す。

目標

現状と課題

H29
(2017)

H30
(2018)

R元
(2019)

太陽光発電 1,203,930 1,326,496 1,453,247

⼩⽔⼒発電
(3万kw未満) 3,410 4,619 5,503

バイオマス
発電 12,425 16,903 16,903

地熱発電 20 20 20

県全体 1,219,785 1,348,038 1,475,673

再生可能エネルギー発電設備容量
（kw）

2021年度の取組

（出典：長野県環境部環境エネルギー課公表資料）

・再生可能エネルギー発電施設整備による導入容量の拡大

・農業用水路等の維持管理費の負担軽減を図るため、農業用水を
活用した小水力発電の導入

[ 再生可能エネル
ギー発電設備容量 ]

固 定 価 格 買 取 制 度
（ F I T ） な ど に よ り 、
太陽光発電を中心に
導 入 容 量 が 増 加

小水力発電やバイオ
マス発電等の導入容
量は十分でない。

● 森林づくり推進支援金などにより市町村の森林整備の取組を支援

● 県産材活用加速化推進事業
県産材製品の利用促進を図るため、地域の核となる木材加工事業者の
ＪＡＳ（日本農林規格）認証取得を支援

● ジビエ利用拡大に向けた取組（長野市ジビエ加工センター等）への支援
販路開拓等の支援、広域での屠体搬入に向けた取組支援

１-⑤再⽣可能エネルギーの活用促進

● 小水力発電設備の導入拡大
民間事業者や県事業による小水力発電の普及拡大の取組支援・実施

● 「長野市バイオマス産業都市構想」への参画・支援
長野市バイオマスタウン推進協議会への参画、バイオマス利用促進
の取組支援


