平成３０年度
活用状況に関するご報告
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平成３０年度ふるさと信州寄付金として、

41,463件 485,055,320円
のご寄付をいただきました。

寄付金の
使途希望別

❶ 教育・人づくり、子ども子育て支援

46,195,000 円

❷ 自然・環境の保全

37,523,490 円

❸ 健康・医療・福祉の充実

14,300,000 円

内訳

ふるさと信州寄付金を活用して
平成30年度に実施した主な事業のご紹介。
県立学校の教育の充実・環境整備に活用いたしました。
○高等学校の学習環境の改善を図るため、パソコン教室の空調設備整
備に活用しました。
○パソコン教室の空調設備整備を進めたことで、生徒の学習意欲の向上
につながりました。

県立高校のパソコン教室等に空調設備を設置

○各指定の高等学校（須坂東・須坂・須坂創成）において特に修繕の緊急度
の高い建物の修繕工事に必要な経費として活用しました。また、県立長野図
書館の１階児童室前トイレを子ども連れの利用者等が安心して使用できるよう
整備するとともに、新たに授乳室を設置しました。

（左）県立高校に洋式トイレを整備
（右）県立長野図書館の１階トイレ改修後の様子

○高校施設の維持補修を進め、生徒の安全性を向上するとともに、学習環
境を改善しました。また、県立長野図書館の子どもの利用頻度が高い１階児
童室前トイレの設備を改修し、授乳室を新たに設置したことで、利用者が小さ
な子どもを連れて来館した際にも安心して利用できる環境を整えることができ
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、
「鉄道」を通して地域や社会との関わりを考える取組に活用しました。具体
的には、列車を活用した学習旅行や、駅構内の屋台を活用した高校生
主体のイベント等を実施しました。
（左）小学生対象のイベントトレイン歴史列車の様子
（右）高校生が軽井沢駅構内で物品販売や演奏する様子

○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。

○高校生の理数系への興味・関心を高めるために、生徒同士が交流する
「信州サイエンスキャンプ」を開催するために必要な経費に活用しました。
○理数系科目を得意とする県内の高校生が、コンテストや課題研究発表
等を通して交流を行い、お互いの力を切磋琢磨することができました。特
に、ポスターセッションでは、高校生同士の熱い議論が交わされました。
サイエンステクノロジーコンテストの様子
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○特別支援学校に通う知的障がいのある生徒の就職への意欲を高め、
卒業後の社会自立・社会参加を目指す技能検定の実施に必要な環境整
備に活用しました。
○必要物品の調達により、長野養護学校すざか分教室における学習環
境が整備されました。

❹ 観光・交流・移住促進

10,980,000 円

➎ 県民生活の安心・安全

11,375,000 円

その他

353,695,000 円

19,326,830 円 希望なし(県政一般)
合計

485,055,320 円

○子どもたちの体験的な歴史学習に使用するため、長野県の歴史を代
表する歴史資料（青銅器、鏡等）の複製品を作成しました。
○県立歴史館の職員が県内の小中学校に出張して講義する「お出かけ
歴史館」や歴史館での体験展示等に活用することで、子どもたちが複製
品に触れ、実物に近い感触を体験しながら歴史を学ぶ機会を提供するこ
とができました。
お出かけ歴史館での説明の様子

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いたしました。
○山岳の環境保全及び適正利用の推進を図るため、県、市町村及び山
岳関係者による「長野県山岳環境連絡会」を開催し、登山道の整備に対
して支援を行いました。
○豊かな山岳の環境保全と適正利用を実現し、「世界を魅了するしあわ
せ観光地域づくり」に寄与することができました。
デザイン統一標識(道標)の整備

○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。

遭難防止対策（左）パトロール、（右）相談指導

遭難防止啓発情報誌の作成・配布にも活用しています
○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。
○各警察署への応援部隊として広域的に出動する機動隊所属の山岳遭
難救助隊７名分の山スキー装備品を整備し、主に北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

○山岳救助活動は、都市型の救助と異なる専門の資機材、装備、そして知識及
び技術が必要となりますが、消防職員が山岳救助技術を習得する機会が少ない
ことから、消防学校の特別教育として「山岳救助科」課程を創設し、訓練を実施し
ました。
○訓練を通じて、雪のない時期における遭難事故について、消防職員が捜索、
救助及び搬送技術を習得しました。
岩場での要救助者引揚訓練

○平成30年度より御嶽山火山マイスター制度の本格的な運用を開始す
ることから、マイスター志望者が必ず受講しなくてはならない研修や、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。
○御嶽山火山マイスター制度の本格的な運用を8名の御嶽山火山マイス
ターと共に進めました。また、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
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寄付者の
皆様から
(ふるさとへの想い編）

●長野県出身です。応援しています。
●生まれ育った長野県の豊かな自然をこれからも保全いただけますようお願いいた
します。
●学生時代を過ごした第二のふるさと長野県が 自然との共生モデルになってほし
いです。
●長野県は旅行で度々お邪魔しております。これからも第二の故郷としてお世話に
なりますのでよろしくお願い致します。

○災害発生時において、住民の生命や財産を守るという重要な責務を
担っている市町村長を対象に、住民避難の決断などの災害対応につい
て学んでもらうため、実践的な演習を取り入れた研修を実施しました。

市町村長によるワークショップ

○７月に上田地域において東信地域の首長を中心とした約100名の出席
による「市町村減災トップフォーラムin東信」を開催し、災害に臨む際の首
長の姿勢や迅速かつ的確な対応について研修を行いました。
○消防学校において、食堂に設置されている食洗器の整備を行い、消
防学校の訓練参加者の生活環境の向上が図られました。

消防学校に自動食器洗浄機を導入

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。
○手話に関心を持つ県民が気軽に参加できるよう、あいさつや自己紹介
ができることを到達目標とした手話講座を開催しました。
○40回（10圏域で各4回）手話講座を開催し、延べ650名の参加がありまし
た。手話に関心をもつ方を増やすことで、ろう者に対する理解促進、手話
の普及を推進し、ろう者の社会参加の促進に寄与しました。
手話講座の様子

○平成30年４月15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。

長野車いすマラソンスタート

○本大会は14回目を迎え、日本全国から48名の選手が参加しました。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。
○貧困の連鎖を断ち切るため、県が担当する郡部の６町村において、生活困窮
家庭等のひきこもりや不登校等で学習機会が乏しい子どもに対して、学習支援協
力員による訪問型の学習支援を実施するために要する経費に活用しました。
○６町村において、生活困窮家庭等のひきこもりや不登校等で学習機会が乏しい
子ども31名に対して訪問型の学習支援を実施しました。学習意欲が高まり、少しず
つ登校ができるようになりました。

子どもに勉強を教える学習支援協力員

○一時保護所（児童相談所）への給食管理栄養システムの導入や、洗濯
機・乾燥機の更新等を実施しました。
○松本児童相談所一時保護所の生活環境を向上させることで、入所児
童の厚生を図ることができました。
（左）ガス衣類乾燥機 ・（右）洗濯機
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●大阪生まれの大阪育ちですが、長野県は第二の
故郷です。県歌「信濃の国」は1～6番まで暗唱
しています。
●最近まで10年松本にすんでおりました。良い思
い出しかありません。長野県大好きです。長野
県の人も自然も動物も農産物、全て大好きです。
応援してます。

●母親が長野県出身で、長野県には親しみを感じ
ております。松本や上高地を始め、訪問したい
場所がたくさんあります。これからも、長野県
の大自然を変わらないまま保全していって欲し
いです。
●昔、住んでました。長野はとっても良い場所で
す。九州から応援してます。

日本酒・ワイン振興に活用しました。
○信州を元気にするビジネスプランを募る「信州ベンチャーコンテスト」の成績優
秀者等に対して、アイディアを実現させるために必要な資金調達を支援しました。
○地域課題を解決するための新規ビジネスで創業する者の資金調達を支援し、
円滑な事業化を促進します。

本事業を活用した醸造所で製造されたビール

○日本酒の専門人材を外部から招聘し、酒質分析に基づく酒蔵の技術
指導を行いました。また、信州日本酒のブックレットを作成し、県内外消
費者へ情報発信しました。
○全国新酒鑑評会での金賞受賞数の増加を目指して醸造事業者への
技術指導を行うことで、信州日本酒や酒蔵の認知度向上、地域産業の活
性化を図りました。
醸造技術指導会の様子

信州日本酒ガイド

信州農畜水産物の活用拡大や、多様な人材の移住支援に活用しました。
○長野県オリジナル米「風さやか」の認知度を向上し、ブランドの確立を
図るため、メディア等を活用した情報発信を行いました。
○認知度の向上に伴い、生産者の作付意欲が向上したことなどから、Ｈ
30年度の作付面積は1,201ha（対前年比112％）、収穫量は7,758トンに増
加しました。
「風さやか」親子米作り体験イベント

農業トップランナーの魅
力を発信する動画を作成

中
高
生
向
け
就
農
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

○先駆的な農業経営を展開するトップランナーの姿を紹介する動画や中
高生に農業の魅力を発信し、職業としての「農業」に興味を持ってもらうガ
イドブックを作成しました。
○農業トップランナーの魅力を動画等により中高生を中心に広く発信す
ることで、将来の職業選択の意識づけを行い、将来の農業人材の確保が
期待できます。

○住民や事業者の皆さんに、地すべり防止区域の範囲を周知するため
に必要な標識（看板）が不鮮明になっているため、わかり易い標識を作成
し再設置しました。
○集落や自治会等による地すべり防止区域の再確認が可能となり、農村
地域の安全の確保、地域防災力の向上の効果が期待できます。
地すべり防止区域を表示する標識製作の様子

○平成30年に市場デビューする「シナノリップ」について、市場関係者、消費者等
に対する効果的なＰＲ等に必要な資材（バックボード、テンションバナー等）を作成
し、消費拡大と生産拡大につなげました。
○新品種「シナノリップ」を含めた、県オリジナル品種等のＰＲ資材を作成し、市場
関係者へＰＲすることで、県産果実の販売促進と生産拡大を図りました。
「シナノリップ」市場デビュートップセールス
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●学生時代から、登山やキャンプで大変お世話になっています。住んでみたい
県の一つです。
●最近旅行で訪れましたが大自然の山々に囲まれている素敵な土地でした。
登山、温泉、果物…と素晴らしい観光向けの財産を持ってるところだと思い
ます。
●長野は自然豊かで癒されるのでリフレッシュしたい時に度々伺っています。
アルクマも大好きです！

寄付者の
皆様から
(長野県の魅力編）
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○本県の主力花き（生産量全国１位品目等）のポスター、信州ブランド魚（信州
サーモン・信州大王イワナ）等のパンフレットを作成し、広くＰＲを行いました。
○品質の高い県産花きのポスターを５種類作成し、生花店等へ配布することで魅
力を広く発信し、主要品目への認知度及び購入意欲の向上に繋げました。また、
県産淡水魚介類を幅広く紹介するパンフレットを1,500部作成し、県調理師会、県
栄養士会、県立大学等の食に携わる人材に配布することで魅力を発信し、県産
淡水魚介類への認知度向上に繋げました。

○県内外の女性と農業女子・男子との交流イベントの開催等や、長野県
にこれから移住を予定している方及び移住した方を対象とした農業体験
講座を開催しました。

（左）独身の農業男子と女性が出会う交流イベントを開催
（雪中キャベツ堀り体験に挑戦中！）
（右）農作物栽培や農産加工に係る体験研修の様子

○農業の魅力を体感することにより、若い女性の結婚就農や新規就農へ
の関心が高まり、新規女性就農者等の増加が期待できます。

○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

信州の木自給圏の構築や、災害に強い森林づくりに活用しました。
○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に森林認証材を
提供する根羽村、天龍村、川上村の３村が連携し、銀座ＮＡＧＡＮＯにお
いて森林認証材のＰＲと木工体験を行い、その経費の一部へ補助を行い
ました。
○選手村ビレッジプラザへ提供する木材の加工を３村が実施しており、そ
の経費の一部へ補助を行いました。
オリパラ選手村で使用するハンガー作成の様子
信
州
ジ
ビ
エ
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー

○信州ジビエのブランド力を強化するため、信州ジビエのＰＲポスター等
を作成しました。
○作成したＰＲポスター、チラシを県内外の信州ジビエイベントや商談会
等で活用し、信州ジビエの魅力を周知することができました。

〇長野県が全国一の資源量を誇るカラマツ大径材のブランド力向上に向
け、大径材の特性を把握するための試験を実施し、販路拡大に向けた
データ収集を行いました。

信州プレミアムカラマツの加工の様子
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寄付者の
皆様から
(使い道への想い編）

●妻の出身地である長野県の子供たちのために役立ててください
●魅力的な街や温泉街が点在しています。各々の街が特色をアピールし、観光客
が見て楽しみ、巡り、宿泊ができる様な整備をして頂きたい。
●長野県の自然環境が未来に向け保たれるようお願いします。
●好きな県です。寄付はできたら 山の整備に使ってほしい。
使い道への想いを大切に、
活用させていただきます。

○荒廃山地に谷止工、土留工などを施工し、被災の危険性があった保全
地域の安全を確保しました。
○荒廃山地の復旧及び荒廃予防並びに治山施設の修繕等を行い、生
活環境の保全を図ることができました。
荒廃山地に施工した治山ダム（谷止工）

県土強靭化に活用しました。
○経年劣化により機能を喪失した砂防設備の更新に必要な経費に活用
しました。
○護岸工の整備により住民の生命と財産の保全に役立てられました。

水管橋や住環境等を守る護岸整備

○河川内に繁茂し、洪水の流れを阻害する恐れのある支障木を除去する
経費に活用しました。
○河川内の支障木を除去することにより、洪水時の防災・減災対策につ
ながりました。
河川内支障木の除去前後の様子
（左）除去前（右）除去後

○大規模災害時に避難地となる松本平広域公園において、避難者誘導
のためのスピーカー及び案内版の更新に必要な経費に活用しました。
○避難者誘導に不可欠なスピーカー及び案内版を更新整備することによ
り、円滑な避難者誘導につながりました。
大規模災害時の避難者誘導案内板・スピーカー
（左）案内板（右）スピーカー

○豪雨による崩落で道路が寸断し、地域生活に支障を及ぼした安曇野
市の（一)槍ヶ岳矢村線において、道路の法面対策に必要な経費に活用
しました。
○道路法面の崩落を防止することで、安定した県民生活の確保につなが
りました。
道路法面対策工の様子

観光地域づくりに活用しました。
○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
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その他にもさまざまな取組に活用しました。
●高校生の海外留学支援

●冬季アスリート発掘・育成

海外留学を通して世界への第一歩を踏み出そうとする高
校生に、本県が企画する短期留学プログラムを提供し、
その参加経費の一部を支援しました。
････････････････････････････････････････････
県内の高校生22名が６泊７日の日程で台湾高雄市及び台
北市へ渡航し、現地高校生との交流や県内企業の現地法
人への訪問等を行った。参加した高校生はＳＤＧｓを
テーマにした事前学習等を踏まえ、様々な観点から日本
や長野県との違いを知ることができました。

スキー、スケート、カーリング、ボブスレー、
リュージュ、スケルトンにおいて、世界で活躍す
る競技者へ育成する取組を支援する経費に活用し
ます。
･････････････････････････････････････････････
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、世界で活躍する競技者となる夢とチャ
ンスを与えることができました。

●信州型自然保育の普及

●自然公園施設等の整備

信州やまほいく普及のための広報や研修を実施し
ました（リーフレット印刷・県外への情報発信・
ポータルサイトの運営・専門研修の実施）

県内の自然公園内で市町村や山小屋関係者が行う
木道や道標などの施設整備、維持・補修に対する
支援を行いました。

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

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

広報や研修の実施により自然保育の社会的認知度
や質の向上を図ることができました。

地域に応じた整備等により、利用者の安全性・利
便性を確保するとともに、世界を魅了するしあわ
せ観光地づくりに寄与することができました。

●県内大学進学奨学金の給付
県内大学に進学する市町村民税所得割の非課税世帯の児童、生活保護世帯の児
童に対し、入学金等一時金を給付しました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････
返還不要の奨学金の給付により、経済的な困難を抱えながら、県内大学で学ぶ
意欲や能力が高い学生の進学を支援することができました。
※長野県PRキャラクター「アルクマ」
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※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。
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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
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http://nagano.tax-furusato.jp/
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