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活用状況に関するご報告
【令和３年度版】

令和２年度ふるさと信州寄付金として、

70,765件 10億1,403万4,692円

のご寄付をいただきました。
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一般寄付 914,302,105 　円　

区分 寄付金額

希望なし(県政一般) 

その他

重

点

テ

ー

マ

災害対策

気候変動対策、自然・環境保全

教育・人づくり

11,418,000 　円　

18,468,000 　円　

78,477,000 　円　

43,515,700 　円　

73,511,000 　円　

山岳観光、移住・交流促進 

産業振興

43,007,405 　円　

70,217,345 　円　

3,888,342 　円　

14,196,000 　円　

合計 1,014,034,692  円

新型コロナウイルス感染症対策

災害支援（令和元年東日本台風・令和2年7月豪雨災害）

信州の山小屋応援プロジェクト

新美術館　みんなのアートプロジェクト

ライチョウ保護スクラムプロジェクト

645,905,000 　円　

クラウドファンディング型

4,939,300 　円　

6,491,600 　円　

25,626,900 　円　

寄付金の使途希望別内訳

「ふるさと信州寄付金」にご寄付いただいた皆様へ

この度は、「ふるさと信州寄付金」へのご寄付を通じて多くの皆

様に長野県づくりに参加いただき、誠にありがとうございました。

令和２年度は、平成19年度の制度創設以来初めて10億円を超える

ご寄付をいただきました。

また、台風や豪雨災害、新型コロナウイルス感染症など本県にお

いて危機的状況が続いている中で、全国各地の大勢の皆様からご支

援・応援いただきましたことに、心から感謝申し上げます。

「ふるさと信州寄付金」は、長野県がより魅力あふれる”ふるさと”になるよう、様々な県

事業に活用させていただいており、本誌では具体的な使い道を紹介しています。令和２年度は、

災害対応や気候変動対策、自然環境の保全、子どもたちの学習環境の改善など多くの取組を進

め、皆様の想いを形にすることができました。

クラウドファンディング型寄付につきましては、「県立美術館」「ライチョウ保護」「信州

の山小屋応援」の３つのプロジェクトに皆様から2,500万円余ものご賛同をいただき、長野県な

らではの文化・観光の拠点づくりや信州の山を未来へ引き継ぐための取組を推進することがで

きました。今後も皆様から共感・ご支援いただけるよう、魅力ある「プロジェクト」に取り組

んでまいります。

これからも、多くの皆様の「長野県を良くしたい」、「長野県に頑張ってもらいたい」とい

う熱い想いに応えられるよう、様々な施策に全力で取り組んでまいりますので、引き続き温か

いご支援・ご協力をお願いいたします。

長野県知事 阿部 守一
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ふるさと信州寄付金を活用する主な事業をご紹介します。

災害に強い地域社会と県土をつくる

逃げ遅れゼロプロジェクト

避難所のＴＫＢ（トイレ・キッチン・ベッド）の環境改善向上事業

災害対策

●災害に負けずに復興されることをお祈りしています。

●長野は夏の蓼科に家族で何年も行っており、いい思い出ばかりです。

自然災害でたいへんなこともあるでしょうが対策を万全にして

長野を守って欲しいです。

寄付者の

皆様から

●長野県出身です。近年は災害も多く大変だと思いますが、みんなで乗り越えて

いけたらと思います。

●大変な災害がありましたが、復旧、支援等出来る限りサポートできたらと思って

います。長野はどこへ行っても素敵な景色があり、自慢の故郷です。

●災害等大変だとおもいますが頑張ってください！

寄付者の

皆様から

御嶽山火山マイスター認定・運営支援事業

○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
めの講演会を開催します。

○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
施します。

御嶽山火山マイスターによる火山防災のオンライン講演会

補助事業により導入された「快適トイレ」

○令和元年東日本台風災害において浸水区域から1,700名を超える方
が救助されたことを踏まえ、防災アプリの構築など避難対策の充実により
逃げ遅れゼロの実現を目指します。

○アプリでは、災害時には、防災情報をプッシュ通知し、避難行動を促
すほか、平時には、マイ・タイムライン作成・共有機能や気軽に防災の知
識を学べる機能などを搭載し、適時適切な避難行動を支援します。

○防災情報システムの更新や、安否確認システムの導入により、災害対
応の効率・迅速化を図ります。

○大規模災害発生時の避難所環境を改善・向上させ
るため、市町村等と連携し、避難所のTKBの環境改
善を目指します。

○TKBはＴ（トイレ：衛生）、Ｋ（キッチン：栄養）、Ｂ
（ベッド：睡眠）の頭文字で、避難所において重点的に
向上すべきものとして、県・市町村・NPO・民間団体等
と連携して取組んでいます。

【全景】 【トイレ内部】

信州防災アプリ（画面イメージ）
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●登山と写真が趣味で、長野県エリアの豊富な自然環境が大好きです。

●登山道維持・保全や自然環境保護にお役立ていただけると嬉しく思います。

●私は長野県の美しい山々や自然が大好きで何回か訪れております。

これからも美しく元気な長野県をずっと応援していきます。

気候変動対策や豊かな自然環境の保全への活動

信州の屋根ソーラー普及事業

ふるさと信州寄付金等活用山岳環境保全事業

信州ネイチャーセンター構築事業

寄付者の

皆様から

●長野県には自然豊かな山々が多く、これからも自然保護、希少動物の保護など

への活動継続を願っています。

●長野県の自然環境に癒され、教えられることが多くあり、それらはいまだ

もって鮮明に残っています。少しでも恩返しになれば。

寄付者の

皆様から

気候変動対策、自然・環境保全

【展望テラスの設置】 ○豊かな自然とふれあうエコツーリズムの推進拠点とするため、
自然保護センターの機能強化を図ります。

○取組内容：霧ヶ峰自然保護センターの改修
・草原景観を望むテラスの設置
・映像展示の設置
・再生可能エネルギーの活用
（太陽光発電システムの導入、断熱改修など）

霧ヶ峰自然保護センター改修イメージ

○しあわせ信州創造プラン2.0の重点目標（再エネ自給率：12.9%、
2020年度）達成に必要な再エネ導入量を確保し、「エネルギー自
立地域」を実現することを目指しました。

○令和２年度は、建物の屋根における太陽光発電・太陽熱利用の
普及を促進するため、令和元年度に構築した「信州屋根ソーラー
ポテンシャルマップ」の利用促進に取り組みました。

ソーラーポテンシャルマップ

利用者の安全性・利便性を確保するために
整備された木道

○山岳環境（自然公園）の保全と持続的な利用を図るため、市町村・
山小屋関係団体が実施する登山道等の整備を支援しています。

○整備予定箇所：御岳県立公園（御嶽山周辺）
中部山岳国立公園（槍ヶ岳周辺）

など ６公園（30箇所）
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未来を担うこどもたちの教育の充実・学習環境等の支援

●長野県に行く機会があり、自然に恵まれた長野が大好きになりました。

県民の方々にもとても親切にしていただきました！

●私は外国人ですが、中学校のときにはじめて日本に来た際の、ホームステイ先

が長野県でした。その後再び来日して、県内の学校で3年間勉強して、

今社会人になっています。長野県の皆様には大変お世話になりました。

信州やまほいく（信州型自然保育）普及事業

○信州の豊かな自然環境と多様な地域資
源を活用した様々な体験活動を積極的に取
り入れる信州型自然保育（信州やまほいく）
の認定を普及していきます。

○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」の
運営等により、自然保育の社会的認知と信
頼性の向上を図っていきます。

自然保育ポータルサイト
「信州やまほいくの郷」

長野県冬季アスリート発掘・育成事業(SWANプロジェクト)

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置

教育・人づくり

寄付者の

皆様から

●明日を担う子供たちに良い環境づくりをお願いします！

●1人1人の県民が立ち上がって行動して社会を変えて作っていく、県民性の

高さは、長野県という教育県が育んだ大きな根幹であるものと感じています！

寄付者の

皆様から

自然保育研修交流会の様子

○全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、学習に取り組めるよ
う、県内公立学校にスクールカウンセラーを配置し、学校における
教育相談体制の充実を図っていきます。

○いじめ、不登校、暴力行為などが背景にある家庭的な問題に対
応するため、スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、困難を
抱える児童生徒に対して支援を行っていきます。

「SWANプロジェクト フィジカル
トレーニング」の様子

○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を目的と
する「SWANプロジェクト」を行いました。

○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、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しました。
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信州回帰の促進

山岳観光

●長野県は比較的に身近なエリアに位置しますのでよく遊びに行きます。

できることならば将来移住したいと思っています！

●北アルプスを持つ長野県にはいつもお世話になっています。

これからも自然豊かで美しい県でありますように。いつかは移住したい！

使い道への想いを大切に、
活用させていただきます。

○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。

○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。

○松本警察署に勤務する山岳安全救助係７
名分の山スキー装備品を整備し、主に乗鞍岳
等で発生する山岳遭難事故に対し、安全かつ
迅速な救助活動を実施することができました。

○登山に対する安全意識の向上と講習会の認
知度の向上を図るため、県観光部や県警が開
催する講習会の受講者にステッカー、ピンバッ
ジなどを配付しました。

雪崩ビーコン、スコップ、登山者に配付しているステッカー

登山safety book 夏山常駐パトロール隊

アフターコロナを見据えたＩＴ人材・企業誘致

山岳観光、移住・交流促進

寄付者の

皆様から

●登山でお世話になります。山岳警備隊の方や関係者の方々に

いつも感謝しています。

●登山でたびたび訪れます。登山道の整備をしていただけると嬉しいです。

美しい山岳資源をいつまでも守ってください。

寄付者の

皆様から

コワーキングスペースで仕事する参加者 信州リゾートテレワークロゴマーク

○リゾートテレワークを通じて、地域や地域の
人々と多様に関わるつながり人口（企業）を創
出することにより、地域経済の活性化、ビジネ
スの創出、新しい人脈形成、移住・企業の誘
致に繋げます。

○都市圏企業等に向けた広報事業や、県下
各地域のネットワーク形成や優良事例の横展
開を支援し県全域の魅力向上につなげる事
業に活用します。

○三大都市圏（東京、名古屋、大阪）を対象に実施する移住フェア等
において、長野県での暮らしの魅力を発信し、移住希望者の掘り起こ
しに活用しました。

○移住希望者への情報提供や相談のほか、移住後の定着を図るため
の支援を行います。また、移住に限らず、多様な関わり方で長野県と
つながる人を増やし、更なる移住・交流人口の拡大を図ります。

移住相談会の様子
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デジタル社会の構築

産業振興と暮らし

木質バイオマス循環利用普及促進事業

＜医療従事者応援枠＞

＜事業者応援枠＞

信州ＩＴバレー構想

公共交通機関におけるキャッシュレス化推進事業

スマート農業

産業振興

新型コロナウイルス感染症対策

○新型コロナウイルス感染症により、消費行動や働き方等が変化しているこ
とから、新たな視点による販路拡大と人材確保の支援を一括して行います。

○新型コロナウイルス感染症に最前線で向き合っている医療従事者等を支
援します。

患者対応をされている医療従事者

伝統的工芸品「木曽漆器」の製造風景

発情検知センサーを装着した牛

信州ITバレー構想ロゴマーク

○長野県の快適な住環境や暮らしやすさ、地理的メリットを活かして、産学
官が連携し、Society 5.0時代を共創するIT人材・IT産業の集積地「信州」
を目指す「信州ITバレー構想」の実現を図る事業に活用します。

○「信州ITバレー構想」の推進体制として発足した「信州ITバレー推進協
議会（NIT）」に係る事業運営、情報発信・プロモーションに活用します。

○県内公共交通機関におけるキャッシュレス決済を促進するため、乗合バス
事業者が行う機器導入等に対し補助を行います。

○県民が利用するバスにおける利便性向上、感染防止対策を図ります。

○農業の担い手不足・高齢化が進む中、技術発展の著しいロボット・ＡＩ・
ＩＣＴ等先端技術を活用した「スマート農業」の実現による人手不足の解
消と生産性向上を図るため、体制整備と生産現場への実装を支援・加速
化させ、『稼げる農業』の実現を目指します。

YouTubeに配信した動画

通訳アプリ等内蔵タブレット端末を活用した地理案内の様子

○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イベント等）を行います。

○素材（木材）生産量

564千㎡（令和元年）⇒800千㎡（令和４年）の増加を目標

○日本語を解さない外国人からの届出が多い交番や駐在所等に計７台の
通訳アプリ等内蔵タブレット端末配置。

○外国人との円滑なコミュニケーションを図ることで、迅速かつ丁寧な対応
を実施することが可能となりました。



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、毎年度事業化し

て活用しています。

令和２年度も多大なるご支援をどうもありがとうございました。

今後も皆様の使途希望に沿って、多くの取組に活用させていただきます。

ライチョウ保護スクラムプロジェクト

●ライチョウを見たくて北ア
ルプス登山をしています。あ
の愛らしい姿を見る機会が増
えることを願っています。

●乗鞍で雷鳥と会えたときは、
うれしかったです。また、会
えますように！

信州の山小屋応援プロジェクト

（応援メッセージ）

※長野県PRキャラクター「アルクマ」

© 長野県アルクマ

クラウドファンディング型寄付による活動

〇絶滅の危機にあるライチョウを守る
ため、官民連携による保護対策を実
施しています。

・ライチョウ保護活動を行える人材
の養成（５人）。
・ライチョウ目撃情報投稿アプリ「ラ
イポス」とリンクする、学習動画コン
テンツを作成（７本）。

○登山道の維持管理や救助対応
等を最前線で担っている山小屋。
新型コロナウイルス感染症の影響
により厳しい経営状況にあることか
ら、安全に登山ができる環境を維
持するための支援を実施します。

●長野での登山がいつも楽し
いのは素晴らしい自然と素敵
な山小屋があるからです。ど
うかその環境が守られますよ
うに。

●美しい景観と温かい山小屋
を今後もずっと楽しみにして
います。

新美術館 みんなのアートプロジェクト

○子どもや障がいのある方にも気軽に美術
館に足を運んでもらうため、だれでも鑑賞を
楽しむことができる美術作品を委託制作

○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

○見るだけでなく、様々な感覚を使って楽
しめる「触（ふ）れる美術作品」を設置

●故郷の信州がこれからも
豊かな芸術を育む土地で
あって欲しいと願っており
ます。

●多くの人が足を運び、み
なに愛される美術館になり
ますように。

← 光島貴之《まち歩き─善光寺参道から信濃美術館へ》
撮影：金井真一

↓ 榊原澄人《飯縄縁日》(2021)

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

