しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）の組立て

・量的拡大といった従来の延長線上だけでは新たな課題の解決ができない難しい時代
・東日本大震災の発生は、家族や社会とのつながりとともにエネルギーなど生活のあ
り方を見つめ直す契機に
・このような時代に、長野県の持つ優れた特徴がさらに輝きを放つ可能性が増大
・『信州』の強みを県民一人ひとりが磨き上げることで、世界に通用する新たな価値
を創造していくことが可能
・人と人、地域と地域のつながり合い、支え合いを大切にしながら、自然や伝統と最
先端の技術を調和させて地域のあり様を最適にすることにより、質が高く、持続可
能な社会を創造

私たちは、今、時代の大
きな転換点に立っており、
今までの暮らし方を見つめ
直すとともに豊かさや幸せ
の新たな尺度が求められて
いる。この計画により、長
野県の将来像を県民と共有
し、一緒に創り上げるため
の方向性や方策を明らかに
する。

(1)世界水準の山岳高原観光地づくり
(2)県民参加型観光地域づくり (3)農林業の高付加価値化
(1)省エネルギー化の促進 (2)自然エネルギーの普及拡大
(3)水資源の保全 (4)安定的な農業生産の確保

方針２「豊かさが実感できる暮らしの実現」

○私たちがめざす「未来の信州」の姿

を進めるためのプロジェクト
４健康づくり・医療充実プロジェクト

～私たちが次の世代に引き継ぎたい５つの長野県の姿～

１ 世界に貢
献する信州

第１編 現状認識
○時代の潮流

２ 「豊かな」ラ
イフスタイル
を実現する信
州

３ 誰にでも居
場所と出番が
ある信州

４ 健康長寿
世界一 の信
州

～「未来の信州」の姿を支える仕組みを県民みんなで整える～
・分厚い層が支える共創・協働の社会
・信州独自の自治による自立度の高い地域
・交流・連携を深めるネットワーク型社会

第３編 今後５年間の政策推進の基本方針
◎ 今後５年間の政策推進の基本方針を３つ掲げ、
県行政と県民の英知を結集

方針１

「貢献」と「自立」の経済構造への転換

信州の強みに立脚した「貢献」と「自立」の経済構造への転換
①技術集積と起業家精神を基礎とした次世代産業の創出
②観光と農林業を基礎とした農山村産業クラスターの形成
③地勢と知恵を基礎とした環境・エネルギー自立地域の創造

方針２

豊かさが実感できる暮らしの実現

安心・満足・誇りを得られる信州ならではのライフスタイルの充実
①「安心」して暮らすための健康づくりと医療の充実
②「満ち足りた」暮らしのための雇用と社会参加の促進
③景観・自然・文化に囲まれた「誇り」ある暮らしの実現

方針３

(1)健康づくり県民運動の展開
(2)三大死因に対する診療機能の向上
(3)心の健康支援策の充実 (4)地域医療体制の強化

５ 一人ひとり
の力を引き出
す教育県信
州

○ 「未来の信州」の姿を支える仕組み

時
代
信の
州転
の換
強点
、
み
を
意
識

施策の総合的展開

～県民と一緒になって取り組む全ての施策～
１ 産業・雇用
(1) 信州をけん引するものづくり産業の
振興
(2) 強みを活かした観光の振興
(3) 夢に挑戦する農業
(4) 森林を活かす力強い林業・木材産業
づくり
(5) 地域の暮らしを支える産業の振興
(6) 職業能力の開発と安心できる雇用・
就業環境づくり

３環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト

確かな暮らしが営まれる美しい信州

平成25～29年度
（５か年間）

３ 際立つ地域の個性

を進めるためのプロジェクト

(1)成長期待分野への展開支援 (2)戦略的企業誘致と創業促進
(3)産業人材の育成・確保強化

～県民みんなで心を一つにして県づくりに取り組むための目標～

○計画の期間

２ 先人が築いてきた たまもの
努力の賜
(1) 全国トップレベルの健
康長寿
(2) 教育を大切にする風土
と県民性
(3) 伝統・文化を受け継ぐ
地域
(4) 企業家精神を育む土壌

１次世代産業創出プロジェクト

２農山村産業クラスター形成プロジェクト

直面する課題に向き合
い、将来像をめざして確か
な一歩を踏み出す、県政運
営の基本となる総合計画

１ 大地から与えられた恵み
(1) 美しく豊かな自然環境
(2) 大都市圏への近さ・交
通の結節点

第５編

方針１「『貢献』と『自立』の経済構造への転換」

○基本目標

○計画の性格

○長野県のポテンシャル

プロジェクトによる施策の推進

◎ 「未来の信州」に向けた先駆的で先導的な取組を
部局横断的な９つのプロジェクトとして推進
◎プロジェクトに県の「アクション」と「県民の皆様へ」を
明示し県民と一緒になって実現

○「未来の信州」に向けて

○計画策定の趣旨

１ 到来した人口減少社会
(1) 地域社会の活力の低下
(2) 高齢者を支えるシステ
ムへの不安
２ 価値観の変化
・ 自然、景観、健康長寿
など長野県の心安らぐ暮
らしが評価
３ 成熟した経済
(1) アジア新興国の活力の
取り込み
(2) 新分野への進出と新商
品の創出
４ 変革が求められる社会シ
ステム
(1) 持続可能な財政構造の
構築
(2) 多様な主体との共創・
協働
(3) 自然エネルギーの利用
の拡大

第４編

第２編 長期的な視点に立った長野県の将来像

はじめに

「人」と「知」の基盤づくり

２ 地域づくり
(1) 魅力ある地域の創造と発信
(2) 協働、人権尊重、男女共同参画社会
の実現

３ 環境
(1) 低炭素で循環型の地域社会づくり
(2) 豊かな自然環境の保全

５雇用・社会参加促進プロジェクト
実県
現民
にと
向一
け緒
たに
確な
かっ
なて
一
歩
を

(1)女性の雇用と社会参加の促進
(2)若い世代の雇用と自立の促進
(3)人生二毛作社会の仕組みづくり
(4)障害者の社会参加と雇用促進
(5)多様で安心できる働き方の検討

４ 安全
(1) 地域防災力の向上
(2) 県民生活の安全確保

６誇りある暮らし実現プロジェクト
(1)農山村の活性化支援 (2)地域づくり人材の確保・育成
(3)美しい景観の維持創造 (4)身近な自然環境の保全創造
(5)個性際立つ文化芸術の振興

５ 社会基盤
(1) 高速交通・情報通信ネットワークの
充実
(2) 快適で暮らしやすいまちづくり

方針３「『人』と『知』の基盤づくり」を進めるためのプロジェクト
７活動人口増加プロジェクト
(1)結婚しやすい環境づくり (2)子育てを支える環境づくり
(3)移住・交流推進施策の積極的な展開
(4)公共的活動の支援と協働の積極的推進

８教育再生プロジェクト
(1)学力・体力の向上と多様な学習機会の提供
(2)地域に開かれた信頼される学校づくり
(3)農林業体験など体験活動の推進
(4)情報活用能力、英語コミュニケーション能力の向上
(5)高等教育全体の振興 (6)生涯にわたる学びの環境整備

「『信州』の価値向上と発信」を進めるためのプロジェクト
９信州ブランド確立プロジェクト
(1)信州ブランドの普及・拡大
(2)商品や物産、サービスの新たな価値の創造・発信

６ 健康・福祉
(1) 健康で長生きできる地域づくり
(2) いきいきと安心して暮らせる社会
づくり

７ 教育・子育て
(1) 子ども一人ひとりの個性や能力を
伸ばす学校教育の充実
(2) 子育て先進県の実現
(3) 生涯を通じた学びと文化・スポーツ
に親しむ環境づくり

◎ 達成目標 － １１５指標

地域の課題を自ら解決できる「人」と「知」の基盤づくり
①信州を元気にする「活動人口」の増加
②良き人生を築き社会に貢献できる人材の育成
③県民参加と協働により地域課題を解決する県政の強化

発信

「信州」の価値向上と発信
信州の強み、信頼性、信州人の誇りなど「信州」の価値を
向上させ、統一感のあるブランドとして発信
・県民総参加による「信州」の誇りある発信と新たな「価値」の創造

～地域の個性や魅力を活かした10広域圏ごとの
めざす方向や方策～
４ 上伊那地域
５ 飯伊地域
９ 長野地域
10 北信地域

第６編 各地域がめざす方向とその方策
１ 佐久地域
６ 木曽地域

２ 上小地域
７ 松本地域

３ 諏訪地域
８ 大北地域

第７編 計画を推進するための基本姿勢
１ 行政・財政改革の推進
（１）県民参加と協働により地域課題を解決する県政の強化
（２）行政・財政改革方針に基づく質の高いサービスの提供

～この計画を着実に推進するために
県政に取り組む基本姿勢～
２ 市町村との協働
３ 政策評価・事業点検による実効性の確保
４ 計画の見直し

