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令和元年度
活用状況に関するご報告

令和元年度ふるさと信州寄付金として、

53,645件 768,461,362円

のご寄付をいただきました。
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寄付金の

使途希望別

内訳

ふるさと信州寄付金を活用して

令和元年度に実施した主な事業をご紹介します。

❶ 自然・環境保全 61,495,196 円

❷ 教育・人づくり 48,446,000 円

❸ 観光・移住・交流促進 19,467,000 円

❹ 産業振興 10,665,000 円

台風災害で被災された方々・地域の生活再建や復興支援に活用しました。

○令和元年東日本台風災害により、住家の全壊などで家財を失った
世帯が多数生じました。所得の少ない世帯など、暮らしを直ちに再建
することが困難な世帯を応援するため、必要な家電を支給しました。

支援を行った家電製品（このうち最小限必要な製品を支援）
・石油ファンヒーター（木造９畳相当）・・・456台
・冷蔵庫（146L２ドア相当）・・・363台
・洗濯機（全自動５㎏相当）・・・358台
・テレビ（32インチ液晶相当）・・・453台

○国や県の被災者生活再建支援制度の対象外となる床上浸水世帯
261世帯に災害見舞金を支給しました。

○県内３か所の応急仮設住宅団地（建設型）に共同利用スペースと
してコンテナハウスを設置しました。

○台風災害からの復旧・復興に向け、県内市町村が取り組む被災地
域の安心・安全な住民生活の確保や地域コミュニティの維持に要す
る経費に助成しました。

○大規模災害(令和元年東日本台風災害)の被災者を支援する活動
を行う団体に対する助成を行うために造成される基金に対し、県が資
金の一部を支援しました。

大きな被害を受けた長野市の様子

応急仮設住宅団地に
共同利用スペースと
して設置されたコンテ
ナハウス

○災害時の応急対応車両を更新し、災害が発生した場合に確実に活動
ができる体制を整備しました。

災害応急対応車両

○被災した児童生徒の心のケア、教職員への助言・援助等に対応するた
め、スクールカウンセラーを公立学校及び避難所等へ派遣する経費に活
用しました。

○被災した児童生徒等が安心して学校生活を送ることができるよう支援
体制を整備しました。
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その他 73,093,130 円 希望なし(県政一般) 426,221,000 円

災害支援 119,786,598 円

クラウドファンディング 9,287,438 円

合計 768,461,362 円

○増加傾向にあるバックカントリー遭難事故に対応するための装備品を
整備しました。

○航空隊に勤務する山岳安全対策課救助係６名分の山スキー装備品を
整備し、主に中南信地域で発生する遭難事故に対し、安全迅速な救助
活動を実施することができました。

雪崩ビーコン、捜索用プローブ、ショベル

○希少野生動植物の効果的な保護対策を推進するため、絶
滅の危機にあるライチョウを保護する取組を実施しました。

県鳥 ライチョウ

豊かな自然環境の保全、防災体制の向上や山岳遭難防止対策の充実に活用しました。

○平成30年度より運用を開始した御嶽山火山マイスター制度のマイス
ター志望者の必須研修や、マイスターに興味を持ってもらうための講演を
開催しました。

○火山防災に継続的に携わる人材の育成を目的とした講習会を実施し、
新たに３名の御嶽山火山マイスターが認定されました。

御嶽山マイスターへの火山防災の講義

○山岳遭難を未然に防止するため、登山
者への指導や啓発活動を行うとともに、登
山者が自ら学んで安全登山に繋げる取組
を展開しました。

○山際や山中での直接指導による山岳遭難
の未然防止につながりました。

○信州登山案内人となるための試験の実施や、

有資格者を対象とした研修会を開催することで、

案内人の資質向上を図りました。

○「世界を魅了するしあわせ観光地域づくり」に

向けて、適切な環境整備により利用者の安全

性・利便性を確保するため、登山道などの整備

を行いました。

信州登山案内人による登山ガイドの様子

登山者への脱水予防啓発の様子 夏山常駐パトロール隊

修復された登山者用の木橋
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寄付者の

皆様から

(ふるさとへの想い編）

●長野県出身者として、応援しています！

●自然豊かな素晴らしい県です。少しでもお力になればと思い協力させていただき

ました。

●年３回以上は信州へ行きますが、両親の生まれ故郷であり、自分にとっても第二

の故郷と言えるだけに、微力ながら応援させて頂きます。

●地元の信州をもっと盛り上げたいと思い寄付しました。がんばれ信州！！

●長野県は食べ物が美味しくて、自然が豊かで大好きです。

未来を担うこどもたちの教育の充実・学習環境等の整備に活用しました。

○しなの鉄道の支援を希望する寄付者からのご寄付によ
り、児童・生徒が、公共交通機関を通して地域や社会との
関わりを考える取組に活用し、乗車体験やしなの鉄道へ
のインタビュー取材による「長野県の鉄道史（路線と町づく
り）」の学習を実施しました。

○地域や社会と関わりながら、「主体的・対話的で深い学
び」を実践する機会を創出することができました。

観光列車「ろくもん」乗車体験や「長野県の鉄道史（路線と町づくり）」の学習の様子

○競技力向上の視点に立って、長野オリンピックの遺産である人的・物
的・環境資源を最大限に活用しながら、スキー、スケート、カーリング、ボ
ブスレー、リュージュ、スケルトン競技で、世界で活躍する競技者へ育成
する取組（ＳＷＡＮプロジェクト）の支援に活用しました。

「SWANプロジェクト フィジカル
トレーニング」の様子

○長野県の自然保育に関する情報を発信するポータル
サイト「信州やまほいくの郷」を運営し、社会的認知度や
理解度の向上を図りました。

自然保育ポータルサイト「信州やまほいくの郷」

○高等学校の生徒が安心して快適な高校生活を過ご

すことができるよう、高等学校の環境整備のための改修

工事に必要な経費として活用しました。

○富士見高等学校野菜温室環境制御水耕栽培システ

ムの改修等ができました。

改修された水耕栽培システム

○長野県の高校生が信州に根ざした確かなアイデン
ティティと世界に通じる国際的視野を持ち、将来世界の
様々な分野で活躍できる人材として成長できるように海
外留学を推進しました。

○社会全体で留学への機運を盛り上げる仕組み（つば
さプロジェクト）をつくり、高校生の海外留学を支援する
ことができました。

※ウイーンへの音楽留学はクラウドファンディング型ふ
るさと信州寄付金により寄付募集を行いました。（右）ウィーンへの音楽留学の様子

（左）マレーシアでの海外
インターンシップの様子
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障がい者の社会参加の促進や、困難・悩みを抱えるこどもの支援に活用しました。

信州農畜水産物等の活用拡大や、多様な人材の移住支援に活用しました。

●昔スキーなどでとてもお世話になりました。

人のぬくもりをいただき、とてもいい時間を

すごさせていただきました。また、訪問でき

るのを、楽しみにしております。

●美しい山々に囲まれた長野県は、スキーや登山

と青春時代を過ごした場所で今でも憧れの土地

であります。

●長野県には8歳から24歳まで在住していました。

離れて久しくなりますが、台風の影響でまだまだ

大変な思いをされている方が多くいることに胸を

痛めております。

●何度も何度も、長野県には観光で訪れました。

長野県の自然、温泉、食べ物にはずいぶん癒され

ました 。

○生活困窮家庭等で学習機会が乏しい子どもを対象に、学習支援協
力員が自宅を個別訪問し、教科書やドリル等の学習支援を行うとともに、
調理や農作業等の体験学習や生活習慣の改善などに取り組みました。
（実施町村：９町村１郡）

子どもに勉強を教える学習支援協力員

○平成31年４月21日（日）の午前８時30分に長野赤十字病院前をスタートし、長野
オリンピックスタジアム前をゴールとする、コース全長21.0975㎞の長野車いすマラソ
ン大会の運営に必要な経費に活用しました。

○15回目を迎えた本大会は、大勢の一般ボランティアの方にもご協力いただき、
障がいのあるなしにかかわらずスポーツを愛する者同士が触れ合い、ノーマライ
ゼーションの推進と障がい者の社会参加の促進に寄与しました。

長野車いすマラソン大会スタート

○障がいの有無や性別年齢等に関係なく誰でも参加できるボッチャ競技
大会を開催し、地区大会（予選会）及び県大会（決勝大会）に、総勢100
チームが参加し、参加者は優勝を競うとともに、障がいの有無を問わずス
ポーツを通じて交流することができました。

ボッチャ競技大会
～パラウェーブNAGANOカップ～

○北京国際園芸博覧会への出展により、新市場開拓を視野に入れた県
産花きの認知度の向上を図りました。

○博覧会には14日間で約77,500人が来場し、長野県の国際的な観光イ
メージの山岳風景を表現した展示で、世界各国の消費者に対して、高品
質性をＰＲし認知度の向上につながりました。

北京国際園芸博覧会での長野県の展示の様子

○児童養護施設入所児童等を対象に、音楽のアーティスト
派遣や、県内の文化ホール等で行われるコンサートへ招待
しました。

○鑑賞料金や時間・距離的な制約などにより、芸術鑑賞の
機会が限られ、文化芸術に親しむことができない子どもたち
にアートのプレゼントを届けることができました。

※クラウドファンディング型ふるさと信州寄付金により寄付募
集を行いました。

児童養護施設等での演奏会の様子
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寄付者の

皆様から

(長野県の魅力編）

●景色が綺麗で美味しいものがたくさんある長野県が大好きです‼︎また旅行に

行くのを楽しみにしています。

●景色が良く、ワインがとても美味しかったのでもう一度お伺いしたいと思って

います 。

●お野菜もくだものも、お肉も何をいただいてもおいしいと思います。これから

も生産者の方を応援します。

●豊かな自然とともに、伝統ある街並みや特徴ある日本酒を絶やさようにと思い

ました。

日本酒・ワイン振興に活用しました。

○三大都市圏において移住フェア、イベントを開催し、長野県での暮らし
の魅力発信を通じた移住希望者の掘り起こしに必要な経費に活用しまし
た。

○大規模イベントや他県と連携したイベントへ参加することで、地域を絞
る前の移住者に効果的にアプローチすることができました。

移住相談会の様子

○NAGANO農業女子による就農・移住促進のための交流イベ
ントや就農相談会を開催しました。農業女子との交流等により、
長野県の農業や農村の魅力を県内外へ発信し、本県への新
規就農や移住の促進が図られました。

○中京・関西方面からの移住希望者等に対し、南信州地域で
農作業の体験研修を実施しました。農作業や農産物加工の基
礎を学び、農業の楽しさを伝えることにより、本県への移住促進
につなげました。（右）南信州農ある暮らし入門

研修（収穫体験）の様子

（左）ＮＡＧＡＮＯ農業女子
によるＩ・Ｕターントーク
セッションの様子

○信州産農畜水産物の魅力の浸透及びブランド力と認知度の向上を
図るため、「おいしい信州ふーど」の総合冊子及びPR資材等を作成し、
利用拡大につなげました。

○長野県の魚の魅力について、調理師を目指す学生等にPRするため、
パンフレットを作成し、新たな価値の掘り起し及び県産魚介類の消費
拡大につなげました。

○農業資産を保全・管理していくことの重要性を理解してもらうため、傾
斜地が多く降水量が少ないなど不利な条件の中、ため池や用水路を
つくり守ってきた、農業者の努力や工夫を題材に社会科副教材を作
成・配布し、小学生の学習に活用しました。

（左）信州ブランド総合冊子「おいしい信州ふーど魅力発見ガイド」
（中）信州産魚類紹介パンフレット「信州の美味しいお魚辞典」
（右）県内の小学校に配布した社会科副教材「長野県の米づくり」

○信州日本酒関連のＨＰを再構築するほかＨ30年度に作成したブック
レットの増刷し、信州日本酒の情報発信の強化を図るとともに、信州日本
酒のブランド化やファン作りの機運醸成を図りました。

再
構
築
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

○県内のワイナリーを「里親ワイナリー」に登録し、醸造現場に研修生を
受け入れる実務研修の実施及び若手醸造技術者を対象とした技術向上
セミナーの開催に活用しました。

○ワイナリー設立を志す方や経験の浅い若手醸造技術者の技術向上に
より、NAGANO WINEの品質向上を図りました。

醸
造
技
術
セ
ミ
ナ
ー
の
講
演

（
先
進
地
の
発
表
）
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県産材の認知度向上や、県土強靭化に活用しました。

安全・安心な地域づくりに活用しました。

●登山をします。長野の山岳の自然保護にお役立てください。

●以前、長野市、松本市に居住していました。この度の台風の被害に心を痛めて

おります。 わずかですが、被災者支援にしていただければと思います。

●自然災害に強い県作りの一助になれば幸いです。

●未来を担う子供の教育・育成に役立てて下さい。

寄付者の

皆様から

(使い道への想い編）

使い道への想いを大切に、
活用させていただきます。

○増加する訪日外国人に対応するため、外国人の取扱いが多い交番・
駐在所等に通訳アプリ等内蔵タブレット端末を配置しました。

○日本語を解さない外国人からの届出に対し、円滑なコミュニケーション
を図り、迅速かつ適切な警察活動を推進することができました。

通訳アプリ等内蔵タブレットによる地理案内の様子

治安向上を図るため、警察車両の英語表記（ＰＯＬＩＣＥ）
にも活用されています

○東京オリンピック・パラリンピック選手村ビレッジプラザへの部材供給と
それを契機とした県産材全体の周知や認知度の向上を図るとともに、森
林認証取得への機運の醸成を図りました。

R1.9.20 東京2020施設 認証材出発式

○県内産木質バイオマスの循環利用に向けた普及啓発活動（木質バイ
オマス利用促進のための展示会など）を行いました。

○今後、素材（木材）生産量 541千㎡（2017年）⇒800千㎡（2022年）に増
加させます。

R1.11.17 長野市で実施した展示会

○地すべり防止区域の適正な管理や災害復旧などに活用するための無

人航空機（ドローン）を導入しました。

○上空からの地すべり防止区域の監視や災害復旧に必要な写真撮影な
どに活用することにより、管理体制の強化や迅速な災害対応につなげて
いきます。

導入した無人航空機（ドローン）

○洪水時の住民自主避難等の指標となる、川の水位を示す量水標を設

置しました。

○川の水位を示す量水標を設置することにより、速やかな住民自主避難

につながることが期待できます。

河川水位を示す量水標

量水標

○自治会等が設置する街頭防犯カメラの初期設置費用の一部を補助し

ました。

○犯罪の起きにくい環境を醸成するとともに、地域の防犯意識の高揚、さ
らには自主防犯活動の活性化を図っていきます。

補助事業によって設置された防犯カメラ



長野県『日本のふるさと信州』応援サイトURL
http://nagano.tax-furusato.jp/

最新情報は、長野県『日本のふるさと信州』応援サイトをご覧ください
　ふるさと信州寄付金の最新情報やこれまでの取組に関することなどについては、長野県『日
本のふるさと信州』応援サイトに掲載しています。寄付者の皆様に必要な情報を、より見やす
く、分かりやすくを心掛けて発信をしてまいりますので、是非ご覧ください。

信州の未来をつくる取組に

ご参加ください。
「ふるさと信州寄付金」事務局

（長野県庁総務部税務課）
〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下692-2

TEL 026-235-7061（直通） FAX 026-235-7497

E-mail furusato-kifu@pref.nagano.lg.jp

※長野県は、皆様から寄せられた寄付金を最大限有効に活用するため、条例で「ふるさと信州寄附金基金」を設置してお

り、寄付金は一度基金として積み立てた上で、使途希望に沿って毎年度事業化して活用しています。

令和元年度にふるさと信州寄付金を活用したのは、107事業（活用事業総額4億5,639万円）と大変多くの取組に活用

をさせていただきました。どうもありがとうございました。

その他にもさまざまな取組に活用しました。

●信州ジビエの活用促進

信州ジビエのブランド力強化のため、狩猟期間中に県内
外の飲食店でジビエ料理が楽しめる「信州ジビエフェ
ア」を開催し、その広報ツールとして長野駅に掲出した
大型フラッグの製作に要する経費に活用しました。

････････････････････････････････････････････

県内外の観光客に「信州ジビエフェア」をＰＲし、信州
ジビエのブランド力強化を図りました。

※長野県PRキャラクター「アルクマ」

© 長野県アルクマ

●スクールソーシャルワーカーの活用

いじめ、不登校、暴力行為などの背景にある問題
に対し、児童生徒を取り巻く環境等の改善に向け
て、社会福祉や精神保健福祉の専門家が介入し、
支援する取組に活用しました。

･････････････････････････････････････････････

スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、地
域や専門機関等と連携して困難を抱える児童生徒
を取り巻く環境を改善していきます。

●スギミニチュア採種園の造成

少花粉スギの種子を供給する目的で造成された米
子採種園内（須坂市）のスギミニチュア採種園に、
少花粉スギ母樹の植栽及び獣害防除対策などを実
施しました。

････････････････････････････････････････････

数年後には県内スギの造林が少花粉スギで行える

ように種子採取に向けて管理していきます。

●ときどき＆おためしナガノの実施

ＩＴを中心としたクリエイティブ人材の誘致を図
る「ときどき＆おためしナガノ」における参加者
募集に向けた事業ＰＲに活用しました。

････････････････････････････････････････････

募集組数（人数）を上回る応募（「おためしナガ
ノ」応募組数：13組、「ときどきナガノ」応募人
数：247人）。あり、参加者に長野県の魅力をＰＲ
することができました。

●新県立美術館展示品の委託制作（クラウドファンディングによる寄付募集）

新県立美術館の整備にあたり、建築のコンセプトである「ランドスケープ・ミュージア
ム」やユニバーサルデザインを具現化した展示品を委託制作することにより、県立美術館
の魅力や発信力を高め、国内外の人々が集う文化・観光の拠点としていきます。（制作依
頼作家：映像作品２名、触れる美術作品４名）。

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

広い壁面と上映システムを備えた「交流スペース」で映像作品を上映することにより、新
県立美術館を特徴づけ、集客につなげていきます。また、だれでも鑑賞を楽しむことがで
きる「触（ふ）れる美術作品」を常設することにより、子どもや障がいのある方にも気軽
に美術館に足を運んでいただけるよう取り組みます。

http://nagano.tax-furusato.jp/

