平成 30 年 長野地域振興局のおもなできごと
月

内

容

「冬に楽しむ、ジビエ・ワインと
“ながの果物語り”美しい味めぐり」の開催
【林務課】

２月

2 月 4 日（日）
、ジビエ・ワイン・フルーツを楽しむツアーを高山村で開催し、SNS で多くのフォロワー
を持つインフルエンサーやテレビ・雑誌関係者２０名に参加いただきました。
ジビエ処理加工施設やワイナリーを見学し、ジビエ料理・ワイン・フルーツを楽しむなど、新たなジビエ
の拠点としての長野地域の魅力を広く PR し、参加者の皆さんに SNS 等で発信していただきました。

千曲川サイクリング道路の整備
【千曲建設事務所】
３月
～
4月

戸倉上山田温泉等の観光資源を有する千曲市の魅力を最大限に生かし引き出すため、千曲川堤防沿いの
自転車道を中心とした千曲市内の観光地等を巡るサイクリングコースを設定し、サイクリングマップ（日
本語版、英語版）やサイクリングコースを紹介する PR 動画の作成、自転車道の路面案内標示や舗装修繕
工事等を実施しました。
今後、舗装補修工事等のハード対策を推進するとともに、サイクリングコースの順路を案内する道標の
設置やサイクリングマップ（台湾語版）の作成、インバウンド観光の促進に向けて SNS 等を活用した効果
的な広報活動に取り組んでいきます。

ICT を活用した
“稼げる技術”短期習得実践道場の開講
4月

【長野農業改良普及センター】

～
12 月

長野地域の基幹作物である果物生産の担い手を育成するため、従来の研修に加え、技術実践型の研修や
ICT 機器（ライブカメラ、気象観測装置）を活用した農業情報の発信を組み合わせ、早期に技術習得が
可能な「実践道場」を開講しました。りんごは４月 17 日からの全７回、ぶどうは５月１日からの全 11 回
開講し、延べ 113 名の方に参加いただきました。
実践道場では、専用ホームページや Facebook で主要作業を動画等でくり返し視聴できるようにすると
ともに、道場生同士の情報交換や交流により、短期間で効率的に技術習得ができるよう支援しています。

「しあわせ信州創造プラン 2.0」
長野地域計画がスタート
【企画振興課】
４月
平成 30 年度を初年度とする新たな長野県総合５か年計画がスタートしました。
長野地域では、
「活力あふれ・人が集い・文化薫る」中核都市圏の形成へ をキャッチフレーズに事業を
展開しています。
特に、長野地域独自に設定した地域連携プロジェクトでは、地域・市町村・関係機関の皆様と連携し、
「ながの果物語り」及び「体験と交流を軸とした地域の特長を生かした広域観光推進」に取り組んでいま
す。
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月

７月

内

「信州食育発信３つの星レストラン」×
「ながの果物語り」×長野県短期大学
コラボランチ 2018 の開催
【長野保健福祉事務所】

～
10 月

7月

容

「信州食育発信３つの星レストラン」のヘルシーメニュー提供店として登録されている県庁 10 階食堂「し
しとう」において、長野県短期大学の学生が考案した長野地域の果物を使ったヘルシーなランチメニュー
が提供されました。７月のブルーベリー（信濃町産）を皮切りに、8 月のネクタリン（小布施町産）、9 月
のプルーン（須高地区産）、10 月のりんご（飯綱町産）と続き、いずれもすぐに売切れるほどの人気でし
た。

「信州棚田カード」の配付と
信州農産物が当たるスタンプラリーの開催
【農地整備課】

～
11 月

棚田 100 選に選出されている４箇所を含む、管内の８箇所の棚田について、「信州棚田カード」を作成
し、棚田周辺の施設で配付するとともに、全 8 か所のスタンプを集めて応募すると抽選で信州農産物の詰
合せが当たるスタンプラリーを開催しました。
また、
「棚田カード」と「ため池カード」全 16 箇所のスタンプを集めて応募した方全員に、
「棚田プレミ
アムカード」をお送りしました。（150 名）

長野地域で栽培された果物のＰＲ活動
【農政課・商工観光課】
7月
～
12 月

信州アフターデスティネイションキャンペーンと連動する形で、ＪＲ長野
駅新幹線改札口において、旬を迎えた長野産の果物を、長野へお越しになった
観光客に向けて配布するなど、長野産の果物の魅力をＰＲしました。
（7/1 杏、7/21 ブルーベリー、8/11 モモ・ネクタリン・ワッサー、9/21 プルーン）
そのほかにも、ながの観光コンベンションビューロと連携した東京ドーム巨人・阪神戦での川中島白桃
のＰＲ（8/26）
、長野県永久観光大使である峰竜太さんのラジオ番組を通じた川中島白桃（8/4）やナガノ
パープル（9/1）のＰＲ、信越線開業 130 周年記念スタンプラリーへの商品提供（10/1～12/15）など、
様々な機会を通じて、長野地域で栽培・収穫される果物の魅力発信を行いました。

梅雨前線豪雨災害の発生
【林務課】
7月
7 月 4 日 15 時頃から降り始めた雨は 6 日未明まで続き、5 日～6 日にかけて西山地域を中心に各地で山
腹崩壊、県道への土砂流出など山地災害が発生し、管内の被害額は 2 億 5,000 万円にのぼりました。
国や県単の災害復旧事業を活用し、早期復旧を進めています。
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相次ぐ台風襲来！果樹を中心に大きな被害
【農政課】

9月
～
10 月

台風が相次いで日本列島を襲来しました。特に本県に接近した台風 21・24 号は農作物に多大な被害を与
え、台風 21 号では、果樹の落果や倒木を中心に管内で 2 億９千万余の被害が発生しました。
落果は免れたものの、枝ずれや打撲等で品質が著しく低下し、通常販売できない果物について、長野地域
振興局では、県民の皆様や県職員等に対し特別販売を実施し、農家の所得確保に努めました。

長野地域循環圏形成フォーラムの開催
【環境課】
9月
9 月 10 日（月）長野合庁において「長野地域循環圏形成フォーラム」を開催し、26 団体 50 名の方に参
加していただきました。
事例発表として、福岡県大木町の生ごみを活用した地域循環の先進的取組と、長野市でソルガム（コーリ
ャン）を余すことなく利用する取組の話を聞き、その後ワークショップで参加者それぞれの活動状況等につ
いて情報交換を行うことで、地域循環の知見を増やす有意義なフォーラムとなりました。

「姨捨の棚田」で稲刈り体験
【農地整備課】
9月
長野地域振興局初の取組となる稲刈体験を、９月 29 日（土）に、日本の棚田百選のひとつで、重要文化
的景観にも指定されている「姨捨の棚田」で開催しました。
県内外から参加した 20 名の皆さんが、姨捨棚田名月会の指導のもと、稲刈からハゼ掛けまでの作業を体
験しました。

「ながの果物語り Sweets Buffet」
を初開催！
【農政課ほか】
10 月

長野地域の特産である「果物」を使用して作られるスイーツを消費者や販売事業者の皆さまに広く
発信し、消費の拡大を図るため、
「ながの果物語り Sweets buffet」と名付けた、お菓子の試食会を
10 月 31 日（水）にホテルメトロポリタン長野で初めて開催しました。
管内の 14 の出展者が腕によりをかけて作り上げた 25 種類のケーキやタルト、和菓子などが提供さ
れ、スイーツ大好き女子を中心に 150 名の方々がスイーツを堪能されていました。
出展者からのＰＲタイムも設け、来場者との交流も広がりました。また、参加者によるインスタグ
ラム（＃ながの果物語り）やツイッターなど SNS での発信も行われました。
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“もったいない”を“ありがとう”の笑顔につなぐ

「長野合同庁舎フードドライブ」の開催
【総務管理課、環境課、長野保健福祉事務所】
11 月

11 月 19 日の「いい育児の日」に合わせて開かれるこどもカフェ・食堂の支援と生活困窮者支援のた
め、NPO 法人と協働で「長野合同庁舎フードドライブ」を開催しました。
地域の 11 企業・JA を含めた多くの皆様から、昨年を上回る 14,406kg もの食品、子ども用品をご寄付
いただき、県内各地のこどもカフェ・食堂等で活用していただきました。
また、８月には、NPO 法人フードバンク信州が実施する「夏休み子ども応援キャンペーン」に賛同した
フードドライブを開催し、ご寄付いただいた 98kg の食料は、夏休み中に十分な食事や栄養がとれない子ど
もたちに届けられました。

「綿内東町地区」の果樹団地再生に向けて始動
【農地整備課】
11 月
長野市綿内東町地区において、農地中間管理機構と連携して、高生産性果樹団地への転換を目指す事業の
計画を策定し、国に申請しました。
りんご新わい化栽培等の導入による省力的な栽培と ICT 技術（防除、除草等の自動化）の導入により、生
産性・収益性の高い果樹団地への再生を図るモデル地区として期待されます。

全国発酵食品サミット in NAGANO への出展
【商工観光課】
11 月

11 月 16 日（金）～18 日（日）、長野市若里公園周辺において「全国発酵食品サミット in NAGANO」
が開催され、延べ 32,000 人が来場しました。
長野地域振興局も出展し、管内の５事業者が甘酒、グラノーラ、味噌や漬物の販売、シードル、アップ
ルブランデーの試飲を行いました。その他、ワイン、ワインブレッド、焼酎などの多くの商品を展示する
とともに、オリジナル缶バッジ作成コーナーを設置し、多くの方にお越しいただきました。
また、近接するブースには、長野市、須坂市、千曲市が、特徴ある商品等を出展し、地域を挙げて全国
に向けた発酵食品等の PR を行いました。

広域観光に向けたエージェント・トリップを開催
【商工観光課】
12 月
長野地域の産業や歴史・文化、健康長寿など、地域の魅力や強みを生かしたテーマに基づく体験ルートを、
地元ガイドや「語り部」の案内により「学び」
（＝交流し）ながら圏域内を周遊する「学びツーリズム」の確
立を目指し、首都圏旅行会社の商品造成担当者を招請した現地研修会を、12 月 13 日（木）～14 日（金）、
12 月 20 日（木）~21 日（金）の 2 回にわたって開催しました。
今後、「学びツーリズム」の旅行商品化への働き掛けとともに、広域的な観光地域づくりを推進します。

