高齢者の社会参加活動の促進に係る県の事業一覧
部局

課

事業名
人権啓発推進事

企画部

H25当初予算額
（千円）

事業内容

県民の人権尊重意識の高揚を図るため、人権講演会、ラジオの公開

人権・男女 業
放送、人権啓発パネルの展示、全国中学生人権作文コンテスト長野
共同参画課 （人権フェスティバ

ル）

県大会表彰式等を実施する。

H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）
佐久市勤労者福祉センター

1,820 及びイオンモール佐久平セ
ントラルコートにて実施予定

男女共同参画社
会づくり県民協働
県民の男女共同参画意識の高揚図るため、基調講演、推進団体の
人権・男女
事業
共同参画課
展示発表、男女共同参画に関する知事表彰等を実施する。
（男女共同参画
推進県民大会）

837 グ文化センター）にて実施予

企画部

男女共同参画社
会づくり県民協働
地域における男女共同参画社会の実現に向けての気運を醸成するこ
人権・男女
事業
共同参画課
とを目的に、講演、事例発表等を実施する。
（男女共同参画
地域フォーラム）

237 予定

企画部

生活文化課

企画部

生活文化課
消費生活講座
消費生活室

企画部

県民の芸術文化に関する創作活動とその成果の発表を奨励すると
長野県県民芸術
ともに、優れた芸術文化の鑑賞の機会を広く県民に提供して情操豊
祭
かな県民性を醸成し、もって県民文化の高揚を図る。

ボランティア活動
支援事業（ボラン
ティア活動リー
健康福祉部 地域福祉課
ダー養成事業）
（実施主体：県社
協）

松本市中央公民館（Ｍウィン
定

阿南文化会館において実施

参加者数 200,000人

7,297 （62種目 100会場）

高齢者、若者や一般者の消費者被害の未然防止のために、該当者
及び関係者対象とした公開講座や出前講座を実施する。
悪質商法の手口とその対処方法等や消費生活をめぐる時々の話題
や問題について説明し、消費者の自立を支援する。

624 松本、飯田、上田）単位で年

子どもから高齢者まで多様な市民がボランティア活動に参加しやすい
プログラムの開発等により、地域におけるボランティア活動への参加
機運の醸成と活動の普及を図り、多様な機関・団体等と連携して地域
の課題を主体的に解決できるボランティア活動リーダーを養成する。
①福祉教育推進プログラム
②ユニバーサルデザイン推進プログラム
③団塊世代・勤労者ボランティア実践プログラム

①福祉教育 フォーラムの
開催 4会場各100名
②ユニバーサルデザイン
1,388 研修会開催 2会場各100
名
③団塊世代 研修会開催 6
会場×2回 各100名
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資料６

４消費生活センター（長野、

諏訪市文化センター

1,850 参加者数620人

長野県男女共同参画セン

522 ター
参加者数210人

麻績村地域交流センター

237 参加者数370人

参加者数 193,707人

7,382 （62種目 102会場）

件数 148件

1,189 受講者数 15,992人

５回実施予定

①福祉教育 フォーラムの
開催 5会場 214名
②ユニバーサルデザイン
1,388 研修会開催 2会場 117名
③団塊世代 研修会開催
12会場 736名

部局

課

事業名

H25当初予算額
（千円）

事業内容

H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）

ボランティア活動
支援事業（ボラン
ティアコーディ
健康福祉部 地域福祉課 ネーター養成事
業）
（実施主体：県社
協）

広範にわたるボランティアニーズに対して的確に対応するため、ボラ
ンティア活動者を適時適切にコーディネート（調整）し、ボランティア活
動が全体として効果的に行われるよう、調整機能を担うボランティア
コーディネーターを養成する。

研修会の開催
基礎研修 2会場×2回
297 スキルアップ研修 2会場
×1回

ボランティア活動
支援事業（災害
救援ボランティア
健康福祉部 地域福祉課
推進事業）
（実施主体：県社
協）

行政、社協、NPO、ボランティア団体等、関係機関・団体の連携強化
を図り、災害救援等のボランティア活動についての認識の共有化や、
各組織の活動分野、能力等の事前把握を行い、災害時に総合的、効
果的な活動が行えるよう、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練
等を行うとともに、防災ボランティア活動の普及を推進する。

災害ボランティアセンター運
営者養成研修 5会場各100
944 名
防災ボランティア講習会 5
会場各100名

（公財）長野県長
寿社会開発セン
健康福祉部 健康長寿課
ター運営事業補
助金

シニア大学の運営、文化・芸術・スポーツの祭典である信州らねんり
んピックの開催、全国健康福祉祭への選手団派遣など高齢者の生き
がいづくり、健康づくり、社会参加活動を展開する同センターに対し、
経費の一部を支援する。

シニア大学卒業生1,100人
信州ねんりんピック参加者
68,082 延べ2,800人
全国健康福祉祭18種目111
名派遣

高齢者の自主的な生きがいづくりを推進するため、単位老人クラブ、
高齢者地域福祉
市町村老人クラブ連合会、県老人クラブ連合会に対し助成を行い、社
推進事業
会奉仕と健康増進のための活動を支援する。

1,429単位老人クラブ、66市

1,470単位老人クラブ、64市

58,892 町村老人クラブ連合会に助

60,558 町村老人クラブ連合会に助

ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や小学生等の児童を有
する子育て中の労働者や主婦等児童の預かり等の援助を受けること
を希望する者（依頼会員）と当該援助を行うことを希望する者（提供会
ファミリー･サポー
員）を会員として、その相互援助活動に関する連絡、調整を行うもの
健康福祉部 こども・家庭課
ト･センター事業 である。提供会員は研修を受けることで、高齢者を含め誰でもなれ
る。サービス提供自体は、依頼会員と提供会員の間の請負又は準委
託契約として行われ、援助活動に対する報酬は、原則として会員相互
間で決定。事業の実施場所は、提供会員の自宅を原則とする。

・H25年度から安心こども基
金に移替
21,069 ・実施予定：15市町村
（基金対象）

健康福祉部 健康長寿課

環境部

身近な河川における水生生物の観察等を行うことにより、水辺環境保
せせらぎサイエン
全意識の向上に資する「せせらぎサイエンス事業」の一層の推進を図
水大気環境課 ス
るため、自治体職員、教職員及び地域の指導者を対象とした研修会
指導者研修会
を実施する。
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成

２回開催予定

0 参加予定者数延べ60人

研修会の開催

297 10回 参加者166名

災害ボランティアセンター運
営者養成研修 6会場 587
1,094 名
防災ボランティア講習会 7
会場 291名
シニア大学卒業生1,151人
信州ねんりんピック参加者
72,348 延べ2,500人
全国健康福祉祭15種目16
チーム116名派遣

成

・H24年度までは子育て支援
交付金事業のため予算なし
－ ・実施市町村数：35市町村
（うち交付金対象：15市町
村）

２回開催

0 参加者延べ28人

部局

課

事業名

H25当初予算額
（千円）

事業内容

H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）

環境部

水大気環境課

特定外来生物駆 特定外来生物に指定されているアレチウリ及びオオカワヂシャについ
除
て、駆除活動の一層の推進を図るため、自治体職員及び地域住民を
指導者研修会
対象とした研修会を実施する。

環境部

自然保護課

自然保護レン
ジャー

環境部

自然保護課

県民が自然に親しみ、学習することができる機会の充実を図るため、
自然観察インスト
植物、鳥、昆虫、星座等 に関する知識をお持ちの方々を、自然観察
ラクター
インストラクターとして登録し、名簿をホームページで紹介している。

156人（登録者の内65歳以
0 上人数）
H25.6.30現在

環境部

自然保護課

希尐野生動植物 指定希尐野生動植物の生息地等の監視指導や分布に関する定点活
保護監視員
動、保護に関する普及啓発等の活動を行う。

0 (今後,委嘱)

自然公園等の保護及び適正綱利用を推進するため、自然保護レン
ジャーの資質向上と活用を図り、公園利用者へのマナー指導を適正
に行う

○創業支援
１ 相談・助言体制の充実
・「ながの創業サポートオフィス」による相談・助言を実施するととも
に、信州大学に分室（相談受付窓口）を開設。
・分野ごとの専門家による相談・助言などを行う。
２ 各種創業セミナー
・将来の県内経済を担う若者を対象としたセミナーを実施し、創業意
識の醸成を図る。
・女性や50歳以上の者を対象としたセミナーを実施し、これまでの経
験や感性等を活かして創業するポイントを学ぶ。
・県外から移住して創業する者を対象としたセミナーを実施し、創業の
創業・事業引継ぎ
商工労働部 経営支援課
ポイントなどを移住創業者から学ぶ。
支援事業
・事業計画の作成方法やマーケティングの基礎知識などの習得を図
る。
３ 創業者交流会
創業者や金融機関などの支援機関を含めた交流会を開催し、創業者
のネットワーク構築により取引や投資のきっかけづくりなどを図る。
４ 創業者情報の発信
ながの創業サポートオフィスの相談者のうち実際の創業者をホーム
ページで紹介。
○事業引継ぎ支援
後継者不在などで事業引継ぎに悩みを持つ中小企業者へ、「事業引
継ぎ相談窓口」による相談・助言を行う。
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３回開催

0 参加予定者数延べ169人

161人（登録者の内65歳以

228 上人数）H25.6.30現在

-

・ながの創業サポートオフィ
スの相談件数 120件
・各種創業セミナー
若者向け 3回、女性向け 1
3,289 回、シニア向け 1回、移住者
向け 1回
・創業者交流会 1回
・事業引継ぎ相談件数 25件

３回開催

0 参加予定者数延べ127人

161人（登録者の内65歳以

427 上人数）H25.3.31現在

156人（登録者の内65歳以
0 上人数）
H25.3.31現在

72人（委嘱者の内65歳以上

0 人数）

・ながの創業サポートオフィ
スの相談件数 110件
・学生向け創業セミナー 3回
2,061 ・ベンチャーミーティング 4回
・ながの創業セミナー 1回
・事業引継ぎ相談件数 15件

部局

課

事業名

H25当初予算額
（千円）

事業内容

県内のものづくり産業を中心とした技術力の維持・向上、技能の継承
及び若年技能者等の育成を図るために、地域企業のニーズに応じ
産業人材育成カ て、工科短期大学校、技術専門校、工業技術総合センターで講習会
商工労働部 人材育成課 レッジ（スキルアッ を実施する。
プ講座）事業
受講者は県内企業に所属している若手～中堅の在職者が中心であ
るが、講師として高い技能と豊富な経験を持つ企業のOB人材を活用
している。

H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）

コース数：210コース

47,731 受講者数：2,296人

商工労働部 労働雇用課

シルバー人材セ
ンター設置事業

高年齢者の活力ある地域社会づくりを促進するために、「公益社団法
人長野県シルバー人材センター連合会」に対し助成を行い、同連合
会が行う、就業先の開拓、会員の拡大、各拠点（市町村）センター指
導・相談などの活動を支援する。

会員数や契約金額の減尐
が続く中で、就業分野の開
拓・拡大、女性会員の増加
6,582 などに注力し、地域や会員
の就業ニーズに的確に応え
る。

観光部

外国籍県民と行政のパイプ役となるなど、地域で多文化共生の推
地域共生コミュニ 進のために活動するボランティアを「地域共生コミュニケーター」として
ケーター活動支 委嘱する。
援事業
また、市町村、地方事務所、公益財団法人長野県国際化協会（アン
ピ）と連携を図るための連絡会議を開催する。

・地域共生コミュニケーター
の登録／310名。
98 ・連絡会議の開催／4地区、
参加者95名。

国際課

農政部

農業大学校研修 本県で就農を希望する方に対し、基本的な農業技術等を習得するた
農村振興課
事業
めの研修を県農大（小諸研修部）で実施する。

林務部

森林づくり推
新規銃猟者確
進課野生鳥
保・支援事業
獣対策室

林務部

林業大学校

公開講座・県民
共学講座

熟練銃猟者が新規に銃猟免許を取得する者に対して行う銃猟所持に
係る助言や射撃訓練指導の経費等に対して助成する。（事業主体：市
町村、補助率1/2)

林業大学校の授業を一般の方に開放し、森林や林業への造詣を深
めていただくため、「公開講座」及び「県民共学講座」を実施している。
※「公開講座」：一般の方を対象に、本校の外部講師が講座を行うも
の
※「県民共学講座」：一般の方に、学生とともに授業を受講していただ
くもの
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○ アグリターン農業研修
体験ｺｰｽ １泊２日 ８回×
4,675 20人
入門ｺｰｽ １泊２日 ５回×
15人

コース数：230コース

39,269 受講者数：2,283人

登録会員数 18,101人
6,582 契約金額 8,853,090千円
就業率
95.6％

・地域共生コミュニケーター
の登録／297名。
98 ・連絡会議の開催／4地区、
参加者80名。

○体験ｺｰｽ 16人 内60歳
以上５名
4,688 ○入門ｺｰｽ 40人 内60歳
以上４名

5,000円×60人×

150 1/2=150,000円

○公開講座
実施回数：６回
参加人数：１２０名
25 ○県民共学講座
実施回数：１５回
参加人員：４５名

○公開講座
実施回数：６回
参加人数：１１４名
25 ○県民共学講座
実施回数：８回
参加人員：３１名

部局

建設部

建設部

課

事業名

H25当初予算額
（千円）

事業内容

H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）

長野県が管理する道路において、県と協定を締結した里親（地域住
民団体、企業、学校等）がボランティアで行う道路の美化活動等を支
信州ふるさとの道 援する。
道路管理課 ふれあい事業（ア （活動に必要な道具、材料等の支給、貸与。傷害保険、損害賠償保
ダプトシステム） 険への加入）
ボランティアによる県管理道路への美化活動等の増加が狙いであり、
団塊世代の参加も視野に入る。

アダプト団体
318団
体
アダプト参加人数 26,000人
30,878 道具、材料等支給 30,000千
円
保険料
878千円

地元自治会、学校、企業等の団体が実施する県管理河川における清
掃や草刈り、外来植物の駆除等の河川愛護活動について、活動の持
続・拡大を図るため、傷害保険への加入や報奨金の支給により支援
河川愛護活動支
する事業。
援事業
活動団体の多くが地元自治会であり、現状で多くの高齢者の参加が
見られる。尐子高齢化の進行により、今後とも更なる高齢者の活動参
加が見込まれる。

33,144 想定延べ活動人数 184,500

河川課

異常な天然現象により公共土木施設が被災した際、建設事務所、砂
防事務所、市町村からの要請に基づき、「防災サポートアドバイザー」
を現地に派遣し、災害復旧活動をボランティアとして支援する。 な
お、防災サポートアドバイザーは登録制で、現在、長野県建設部（旧
土木部）および（公財）長野県建設技術センターの土木技術者OB122
名（H25.4.10現在）で構成されている。

想定活動団体数 925団体
人

アダプト団体
アダプト参加人数
30,821 道具、材料等支給
円
保険料

283団体
23,974人
22,432千
806千円

活動団体数 909団体

33,032 延べ活動人数 177,455人
決算額 32,860千円

建設部

河川課

長野県防災サ
ポートアドバイ
ザー(SA)派遣制
度

建設部

砂防課

砂防等施設維持 長野県が管理する砂防施設、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊
管理ボランティア 防止施設において、草刈り及び土砂の除去等に取り組む組織に対し
活動支援事業
て、必要な機材、燃料等の活用に必要な経費の一部を支援する。

1,612 61団体64地区

1,628 1,358千円

文化財・生
涯学習課

生涯学習推進セ
ンター「生涯学習 地域における生涯学習指導者の資質の向上を図るため、指導者の養
指導者養成講
成・研修講座を開催する。
座」

1,388 研修講座受講者数1,400人

1,399 研修講座受講者数1,467人

教育委員会

地域住民主導による総合型地域スポーツクラブを中心とした生涯ス
総合型地域ス
ポーツの拠点づくりを推進し、生涯スポーツの振興を図る。
教育委員会 スポーツ課 ポーツクラブ活動 ①アシスタントマネージャー（総合型地域スポーツクラブの諸活動をサ
推進事業
ポートする人材）養成講習会の実施）
②専門的な技術指導力を備えた外部指導者の派遣
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0

49市町村
963 63クラブ

派遣実績：１件

0 派遣人数：４名

61団体64地区

・連絡協議会開催（４回/年
（全県） ５回/年（地区））
1,718 ・ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ養成講習
会開催（3日間）

部局

課

教育委員会 スポーツ課

事業名

スポーツエキス
パート活用事業

H25当初予算額
（千円）

事業内容

高校の運動部へ地域の専門的技術指導力を備えた地域の指導者を
派遣し、学校と地域社会の連携を深めるとともに、運動部活動の充実
と活性化を図る。
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H25事業予定（予算ベース） H24当初予算額
H24事業実績
（千円） （件数、利用人数、金額等）
（件数、利用人数、金額等）

5,483 79名派遣

5,344(千円)

5,552 74校へ77名派遣

