政策的アプローチ①

防災分野
（１）地域課題の解決からのアプローチ
① 防災分野のめざす姿を実現するための具体的取組
防災分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

●ＩＣＴを活用した迅速かつ正確な災害情
報の収集・発信が可能なシステムを導入
すること

［危機管理部]
施策の展開番号１
●迅速かつ円滑な情報収集・共有・発信を
行うための「長野県防災情報システム」
を構築

●被災時にデータ送受信に係る通信障害が
発生した場合の代替通信が確保されてい
ないこと

●地震や土砂災害といった災害に影響を受
けない通信インフラを整備すること

［危機管理部]
施策の展開番号２
●老朽化した衛星系防災行政無線設備を更
新し、衛星通信による映像等の大量デー
タの送受信を可能とするなど、最先端の
技術を導入して、災害時に途絶しない通
信機能を確保

●施設点検や評価を短時間かつ正確に行う
必要があること

●短時間で正確に施設点検・評価ができる
技術・システムの開発・導入を促進する
こと

［建設部・産業労働部]
施策の展開番号３
●施設点検の省力化・高度化に必要なセン
サー・ロボット等の利活用技術の調査、
それに基づく新規利活用技術の研究開発

●施設点検情報を共有・活用する必要があ
ること

●施設点検情報を共有・活用する技術・シ
ステムの開発・導入を促進すること

［建設部・産業労働部]
施策の展開番号４
●施設点検情報を共有・活用する最新の技
術・システムの調査、長野県に適用する
場合の課題の抽出、その解決方策の研究
等による新たな技術・システムの開発・
整備

●材料の耐久性向上による機能の長期確保
が必要であること

●一層の耐久性向上とライフサイクルコス
ト低減をめざした新材料を創出すること

［建設部・産業労働部]
施策の展開番号５
●インフラ施設における長寿命化（耐久性
向上等）に資する材料の開発

●災害対応業務のさらなる効率化、迅速化
が必要であること
●県民への迅速かつ正確な情報発信・伝達
を強化する必要があること
●迅速かつ正確な災害情報の収
集・共有・発信を行う仕組みの
強化により、適時的確な避難行
動ができる地域社会の実現

●インフラ施設の老朽化による事
故等が発生しない、安心して暮
らせる地域社会の実現
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政策的アプローチ①

健康・福祉分野
② 健康・福祉分野のめざす姿を実現するための具体的取組
健康・福祉分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［健康福祉部]
施策の展開番号６
●市町村や保健・医療関係団体に加え、産
業分野も参加するネットワークの構築に
よる実施プランの展開
→健康に配慮した食環境整備、地域や企
業における体を動かす取組等を促進

［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号７
●信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトの普
及・発信
・企業などのＡＣＥネットへの加入促進
と加入団体と連携したセミナーの開催
などによる普及
・ＡＣＥ専用サイトやフェイスブック等
を活用した健康づくり情報の発信
●生活習慣病の予防のため信州ＡＣＥ
（エース）プロジェクトを推進すること

●全国トップレベルの健康長寿の
将来にわたる継承・発展の実現

●生活習慣病の予防が必要であること

施策の展開番号８
●信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトの普
及（県民の取組意欲を高めることなど）
に資する、県工業技術総合センター等に
よるツール（ソフト・ハード）の研究開
発
・楽しみながらActionでき、その効果を
実感できるツールの研究開発

［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号９
●生活習慣病の予防に資する食品の有効成
分の特定やその成分を増やす技術などの
研究開発

［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号10
●食塩添加食品の減塩した際の品質保持技
術の研究開発

●科学技術を活かし、全国トップレベルの
健康長寿の将来にわたる継承・発展に資
する新たな方策を創出・提供すること
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［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号11
●長野県次世代ヘルスケア産業協議会によ
り、県内で構築が進む「リビングラボ」
等を活用した、健康長寿をめざす科学的
プロジェクトの企画・実施化を調査・検
討
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政策的アプローチ①

健康・福祉分野
② 健康・福祉分野のめざす姿を実現するための具体的取組
健康・福祉分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開
［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号12
●医療・介護従事者、障がい者支援関係者、
支援を受ける県民等が抱える現場課題の
情報を、その解決を図る製品開発を志向
する地域企業に提供するシステムの構築
施策の展開番号13
●医療・介護従事者、患者やその家族の負
担軽減ができる製品開発

●高齢化の進展に伴い要支援・要介護者が
増加していること

●医療・介護提供体制を整備すること

施策の展開番号14
●介護予防や身体機能回復のための支援器
具の研究開発
施策の展開番号15
●介護ロボット導入の有用性について認識
してもらうため、介護事業所を対象に、
先行導入事業所や最新機器の開発状況の
紹介、様々なタイプの介護ロボットの展
示等を実施
［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号16
●高齢者・障がい者等の生活を支える支援
器具の研究開発

●誰もが住み慣れた地域でいきい
きと安心して暮らせる社会の実
現

［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号17
●医療・介護従事者、障がい者支援関係者、
支援を受ける県民等が抱える現場課題の
情報を、その解決を図る製品開発を志向
する地域企業に提供するシステムの構築
（再掲）
施策の展開番号18
●高齢者・障がい者等の生活を支える支援
器具の研究開発（再掲）

●障がい者手帳所持者の増加、障がい者の
高齢化が進行していること

●障がい者が能力を発揮できる環境づくり
や社会参加を促進すること

施策の展開番号19
●介護ロボット導入の有用性について認識
してもらうため、介護事業所を対象に、
先行導入事業所や最新機器の開発状況の
紹介、様々なタイプの介護ロボットの展
示等を実施（再掲）
［健康福祉部・産業労働部]
施策の展開番号20
●障がい者が就労するための身体機能を補
う支援器具やコミュニケーションツール
の研究開発
施策の展開番号21
●障がいがあってもなくても利用できる製
品等の開発・普及
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政策的アプローチ①

環境保全分野
③ 環境保全分野のめざす姿を実現するための具体的取組
環境保全分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開
［環境部]
施策の展開番号22
●県内の最大電力の削減のため、夏と冬に
県独自の数値目標を掲げた県民総ぐるみ
の節電・省エネキャンペーンの実施

★省エネルギー化の推進
●家庭部門及び事業活動部門におけるエネ
ルギー消費量の削減のためには、さらな
る技術・システムの開発等が必要である
こと

●最大電力需要を抑制（ピークカット等）
する技術・システムの開発・普及等を促
進すること
●高効率な家電への転換と効率的なエネル
ギー使用を促進すること
●事業者のエネルギー管理や省エネルギー
の取組を推進すること

施策の展開番号23
●計画的な地球温暖化対策の促進のため、
一定規模以上の事業者に「事業活動温暖
化対策計画書」の提出を義務付け、事業
者の省エネの推進
施策の展開番号24
●エネルギー供給者である電力会社やガス
会社などの社員の「省エネアドバイ
ザー」への登録、メーター点検などの機
会を活用した家庭の省エネアドバイス等
の実施
［環境部・産業労働部]
施策の展開番号25
●省電力ニーズの見える化に資する、県工
業技術総合センター等による技術・シス
テムの研究開発
施策の展開番号26
●省電力ニーズの高い家電・産業機器等の
省電力技術・システムの研究開発
［環境部]
施策の展開番号27
●自然エネルギー信州ネット（産学官民で
自然エネルギーの普及に取り組むネット
ワーク組織）等との連携

●省エネルギー化が進み、自然エ
ネルギー利用が普及した地域社
会の実現

★自然エネルギーの普及拡大
●自然エネルギー利用の事業化において、
事業構築の展開に必要な資格、技術的な
システムなどに関するノウハウや事業化
に向けた資金が不足していること
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●自然エネルギーの普及拡大のための支援
策、先進的な取組などの自然エネルギー
に関する情報を共有する体制・仕組みを
構築すること
●地域（中小企業者・ＮＰＯ・行政等）が
取り組む自然エネルギー事業を支援する
こと

施策の展開番号28
●公共施設等の屋根を、まとめて発電事業
者に貸し出す分散型メガソーラー事業の
推進
施策の展開番号29
●地域経済の活性化を図る１村１自然エネ
ルギープロジェクトの登録、自然エネル
ギーを活用した地域づくりや産業創出の
推進のため、地域主導型の自然エネル
ギー創出事業（防災拠点等への自然エネ
ルギー導入、熱供給・熱利用事業、発電
事業等）に対する支援
［環境部・産業労働部]
施策の展開番号30
●地域における発電事業の拡大や、農業・
製造業等における自然エネルギーの利用
拡大の障害となる技術的課題の解決方策
の研究開発
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政策的アプローチ①

環境保全分野
③ 環境保全分野のめざす姿を実現するための具体的取組
環境保全分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開
［環境部]
施策の展開番号31
●県民・事業者の３Ｒへの取組促進に資す
る啓発活動等の実施

●３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）への県民・事業者の意識の向上と行
動への動機付けが必要であること

●県民・事業者の３Ｒに対する意識の向上
と実践の促進に資する各種支援施策を企
画・実施化すること

施策の展開番号32
●事業者等と「産業廃棄物３Ｒ実践協定」
を締結し、環境への取組を公表すること
で企業イメージのアップを図り、その経
済活動を側面支援
［環境部・産業労働部]
施策の展開番号33
●３Ｒへの取組促進に資する、企業ニーズ
に応じたきめ細やかな技術支援
［環境部]
施策の展開番号34
●廃棄物の最終処分量削減のため、各主体
への情報提供（セミナー等の開催）

●資源の消費抑制や有効活用が進
み、廃棄物の環境への負荷が低
減された循環型社会の実現

施策の展開番号35
●産業分野毎に優先的に減量化すべき産業
廃棄物の抽出・特定
●廃棄物の有効活用（リサイクル等）や適
正処理のための技術開発が必要であるこ
と

●廃棄物の有効活用（リサイクル等）を徹
底し、リサイクル困難な廃棄物の適正処
理の確保や廃棄物処理に資する技術開発
を促進すること

施策の展開番号36
●産業廃棄物の最終処分量の削減のために
優先的に削減すべき種類の抽出・特定
［環境部・産業労働部]
施策の展開番号37
●優先的に減量化すべき廃棄物の発生抑制
や資源化（リサイクル等）の方策の研究
開発
施策の展開番号38
●最終処分量の多い廃棄物の資源化方策の
研究開発
［環境部]
施策の展開番号39
●湖沼等への流入河川における水質浄化及
び水生生物の浄化機能を活用した湖内環
境の改善に向けた調査・研究

●良好な水・大気環境が保全され
た地域社会の実現
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●湖沼については、水質の改善が図られて
いるが、工場等以外の非特定汚染源から
湖沼へ流入する汚濁負荷のさらなる削減
が必要であること

●非特定汚染源負荷の実態や特性、湖内環
境等を把握するための調査を実施した上
で、調査結果を踏まえた効果的な対策を
検討・実施すること

［環境部・農政部]
施策の展開番号40
●湖沼等の汚濁に結びつきにくい肥料・農
薬の利用技術の研究開発
［環境部・林務部]
施策の展開番号41
●土壌侵食・崩落による土砂流出防止技術
の検討
- 15 -

政策的アプローチ①

環境保全分野
③ 環境保全分野のめざす姿を実現するための具体的取組
環境保全分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開
［環境部]
施策の展開番号42
●汚染発生源の寄与割合を推計し、寄与の
大きな発生源への対策の推進

●良好な水・大気環境が保全され
た地域社会の実現

●大気環境については、良好な水準である
が、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）等による
大気環境の悪化が危惧されること

●大気の常時監視を実施し、汚染状況を正
確に把握して、被害防止対策に活用する
こと

（再掲）

［環境部・産業労働部]
施策の展開番号43
●汚染状況の迅速かつ高精度の把握に資す
る測定・分析技術の開発
［環境部・産業労働部]
施策の展開番号44
●ＰＭ2.5による健康被害を防止するための
用具・装置等の研究開発
［環境部]
施策の展開番号45
●レッドデータブックの改訂などを通じた
野生動植物の現状把握

●生物の多様性が保全された地域
社会の実現

●本県では、国内でも特に豊かな生物多様
性を有しているが、里山の利用衰退、外
来種の繁殖等が生態系に影響を及ぼして
いることや保全活動を担う体制が十分で
ないこと

施策の展開番号46
●長野県の生物多様性の保全活動に企業や
都市部の参画を促し、社会全体で生物多
様性の確保を支える新たな仕組みの構築
●生態系の現状を詳細に把握し、問題点を
明確にすることによって、的確な生物多
様性の保全活動につなげていくこと

［環境部・産業労働部]
施策の展開番号47
●生態系の問題点を「見える化」できる技
術・システムの研究開発
［環境部・産業労働部・林務部]
施策の展開番号48
●野生動物の生態調査用の安価な動画セン
サーカメラなど、生物多様性の保全活動
に必要な機器・システムの研究開発

●各研究機関等が保有する気象情報や影響
情報を一元的に整備し、気候変動予測と
影響分析を進めること
●気候変動に適応する技術開発に
より、地球温暖化による被害が
抑制された地域社会の実現

●地域ごとの気象情報がそれぞれの研究機
関で共有されていないことや、地域ごと
の気象変動予測・影響予測の精度が不足
していること
●関係者間の情報共有、研究開発を促進す
るプラットフォームを構築すること

［環境部]
施策の展開番号49
●気象データ等を保有する機関等（県機関、
国機関、独立行政法人の研究施設、大学
等）のネットワーク化による、データ
ベースの構築と精度の高い気候変動予測、
影響分析の実施
［環境部・産業労働部・農政部・林務部]
施策の展開番号50
●産学官連携体制により、気候変動による
影響の分析・評価手法の研究開発
施策の展開番号51
●産学官連携体制により、気候変動による
影響の防止方策の研究開発
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政策的アプローチ②

製造業分野
（２）県内産業の振興からのアプローチ
① 製造業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
製造業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

●県民や地域等が抱える課題を把握し、課
題解決方策の仕様等を検討できる仕組み
を構築すること

施策の展開
［産業労働部]
施策の展開番号52
●県民や地域等の課題に係る情報の把握及
び提供の場の構築
施策の展開番号53
●課題解決方策の仕様に関する情報提供や
検討の場の構築

●海外における地域課題を把握できる仕組
みを構築すること

施策の展開番号55
●海外における地域課題を解決するための
共同研究開発プロジェクトの企画・実施
化の仕組み構築に向けた調査・検討

★課題把握と課題解決方策創出の視点

●先進的な科学技術の活用による
市場競争力を有するものづくり
産業の実現

＊県内企業の課題
●県民や地域等が抱える課題（行政課題を
含む）を把握して、それを解決するため
の技術や製品を開発し、ビジネス化する
取組が必要であること
＊行政の課題
●県民や地域等が抱える課題（行政課題を
含む）の解決に、産業界の協力が必要で
あること

［産業労働部]
施策の展開番号54
●海外の地方政府や産業支援機関等との交
流・連携等を通じた、海外における地域
課題の把握の仕組み構築に向けた調査・
検討

●科学技術を活用した、県民や地域等の課
題解決方策に係る研究開発及びビジネス
化を促進すること
●開発された課題解決方策の利害関係者に
よる試行・評価、そのフィードバック等
のシステム構築を支援すること

［産業労働部]
施策の展開番号56
●把握した地域課題の解決方策創出のため
の、産学官連携による研究開発計画の策
定から研究開発成果のビジネス化までを
俯瞰的に一貫して支援する仕組み（拠点、
総合窓口）の構築及び制度（資金支援、
早期ビジネス化支援等）の強化
［産業労働部・環境部・農政部・林務部]
施策の展開番号57
●課題解決方策に係る研究開発から製品化
に至るまでの、県試験研究機関等の連携
支援の仕組みづくり
［産業労働部]
施策の展開番号58
●県内で構築が進む、ヘルスケア製品分野
の「リビングラボ」をモデルとして、ヘ
ルスケア製品分野以外の製品分野の「リ
ビングラボ」構築の調査・検討

●県民や地域等の課題解決型の技術や製品
の開発を企画・運営できる人材の育成を
支援すること
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［産業労働部]
施策の展開番号59
●課題解決型の研究開発人材に係る育成事
業の企画・実施体制の調査・検討
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政策的アプローチ②

製造業分野
① 製造業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
製造業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［産業労働部]
施策の展開番号60
●県内企業の技術課題や技術ニーズを把握
し、その解決方策を他の企業・大学等が
提案できる仕組み（技術ニーズと技術
シーズの新たなマッチングシステム）の
構築

●科学技術を活用して、高付加価値の新製
品や新技術を創出するためのオープンイ
ノベーション（産学官連携）による研究
開発を活性化し、その研究開発成果の早
期事業化を促進すること
★技術・製品開発の視点

●先進的な科学技術の活用による
市場競争力を有するものづくり
産業の実現

＊県内企業の課題
●県内製造業の付加価値創出力が低下して
いること

［産業労働部]
施策の展開番号62
●産学官連携による研究会の開催、研究開
発プロジェクトの企画・実施化
施策の展開番号63
●研究開発向けの競争的資金獲得等に係る
公益財団法人長野県テクノ財団等の支援
機能強化

●進出すべき高付加価値分野の探索・抽出
力向上が必要であること

（再掲）

［産業労働部]
施策の展開番号61
●技術シーズや技術ニーズを提供してくれ
る、国内外の大学・研究機関・産業支援
機関等とのネットワークの構築・拡充に
よるマッチングシステムの高度化

［産業労働部]
施策の展開番号64
●科学技術活用の中核拠点となる県工業技
術総合センターの支援機能及び支援体制
強化の検討

●めざす分野への参入障壁突破力向上が必
要であること

●斬新な新規アイデアの具現化（製品企
画・試作等）を実施しやすい仕組み（プ
ラットフォーム）を構築すること

［産業労働部]
施策の展開番号65
●科学技術活用の中核拠点となる県工業技
術総合センターにおける、斬新な新規ア
イデアを具現化するための製品企画から
研究開発・製品化までを見据えた一貫支
援機能の検討
［産業労働部]
施策の展開番号66
●斬新な新規アイデアではあるが、ビジネ
ス化のリスクの高い製品の試作・実験・
評価等への資金的支援制度の構築
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政策的アプローチ②

製造業分野
① 製造業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
製造業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［産業労働部]
施策の展開番号67
●３Ｄプリンターの活用など、先進的生産
システムの開発・導入に向けた調査・検
討

★生産システム構築の視点

●科学技術を活用した、品質・コスト・納
期で優位性があり、柔軟性の高い先進的
生産システムの導入・開発を促進するこ
と

＊県内企業の課題
●多様化する市場ニーズに応じて、高品質
な製品をタイムリーに低コストで提供す
る取組強化が必要であること
●先進的な科学技術の活用による
市場競争力を有するものづくり
産業の実現

●生産性向上のための生産システム構築力
強化が必要であること

（再掲）

●県内の研究所や工場を核とする、高生産
性グローバルネットワークの構築を促進
すること

施策の展開番号68
●競争優位性を確保する生産システムの高
度化及び改善活動の推進
［産業労働部]
施策の展開番号69
●大学や県工業技術総合センター等による、
先進的生産システム等の構築に不可欠な
キーデバイス（センサー、通信機器、省
エネデバイス等）や生産技術（ロボット
による生産自動化・省力化・無人化、基
盤技術の高度化等）等の研究開発推進の
強化
［産業労働部・企画振興部]
施策の展開番号70
●ＩｏＴ・ＩｏＥによるスマート工場を核
とする、生産性の高いサプライチェーン
構築実現のための調査・検討
施策の展開番号71
●上記サプライチェーン構築を実現できる、
生産技術とＩｏＴ・ＩｏＥの両方に精通
する人材育成事業の調査・検討

★ノウハウ、技能継承の視点
＊県内企業の課題
●市場競争力を有する製品づくりに必要な
数値化できない技能やノウハウの継承が
必要であること
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●科学技術を活用した、技能やノウハウの
新たな継承方法の創出に係る取組を促進
すること

［産業労働部・企画振興部]
施策の展開番号72
●ＩＣＴ等を活用した技能やノウハウの新
たな継承方法、遠隔地の生産現場への技
術指導方法等の調査・検討
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政策的アプローチ②

サービス産業分野
② サービス産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
サービス産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

●独自製品の開発活動を活性化すること

施策の展開

［産業労働部]
施策の展開番号73
●住民生活の質的向上や地域産業の生産性
向上等の実現のために解決しなければな
らない具体的課題の把握やビジネス手法
による解決方策の創出ができる場づくり
（コミュニティやネットワーク等）

●県内ＩＴ人材の資質向上を図ること
★ＩＴ
施策の展開番号74
●県内ＩＴ人材等が主催する短期集中開発
イベントによる開発能力等の資質向上と
連携強化

●下請け体質で独自商品が少ないこと
●人材が不足していること

●県外からのＩＴ人材を誘致すること
●競争力（生産性及び付加価値）
の高いサービス産業の実現

★ヘルスケア
●ヘルスケアに対する消費者意識が十分で
はないこと（健康に対する意識はあって
も、「投資」までいかない）
●ヘルスツーリズム等の市場の認知度が低い
こと
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●健康維持に資する公的保険外サービスの
消費者へのＰＲや健康投資を促進するた
めの意識啓発を実施すること

［産業労働部]
施策の展開番号75
●県外のＩＴ人材を対象に「おためし」的
に本県に居住・事業実施を行う機会を提
供し、本格的に居住・拠点設置への誘導
を実施

［産業労働部・健康福祉部]
施策の展開番号76
●信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトの普
及（県民の取組意欲を高めることなど）
に資する、県工業技術総合センター等に
よるツール（ソフト・ハード）の研究開
発（再掲）
・楽しみながらActionでき、その効果を
実感できるツールの研究開発
施策の展開番号77
●長野県次世代ヘルスケア産業協議会と連
携した「健康経営」に取り組む企業に対
する支援及び「健康経営」の普及
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政策的アプローチ②

サービス産業分野
② サービス産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
サービス産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

★ヘルスケア
●ヘルスケアに対する消費者意識が十分で
はないこと（健康に対する意識はあって
も、「投資」までいかない）
●ヘルスツーリズム等の市場の認知度が低い
こと
●競争力（生産性及び付加価値）
の高いサービス産業の実現

●特徴あるヘルスツーリズム等の商品化により、
地域のヘルスケア産業を活性化すること
●ヘルスツーリズム等の市場の認知度を向
上すること

施策の展開

［産業労働部・健康福祉部・観光部・
林務部]
施策の展開番号78
●長野県次世代ヘルスケア産業協議会の取
組等を通じた、地域資源を活用したヘル
スツーリズムの商品化による地域のヘル
スケア産業の活性化
施策の展開番号79
●ヘルスツ－リズムの商品化にあたり、旅
行によるストレス・血圧等に対する医科
学的効果検証や心の満足度検証の実施を
検討

（再掲）
施策の展開番号80
●ヘルスツ－リズム商品の国内外に向けた
情報発信

（再掲）

★スモールビジネス
●ビジネス化が難しいこと
●資金調達が難しいこと（新しいアイデア
に対する理解の不足）
●市場需要が希薄なこと（マーケティング
の困難さ）
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●独自製品の開発活動を活性化すること

［産業労働部]
施策の展開番号81
●住民生活の質的向上や地域産業の生産性
向上等の実現のために解決しなければな
らない具体的課題の把握やビジネス手法
による解決方策の創出ができる場づくり
（コミュニティやネットワーク等）（再
掲）
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政策的アプローチ②

農業分野
③ 農業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
農業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

●高品質な農産物を安定生産する技術を開
発・普及すること

［農政部]
施策の展開番号82
●病害虫や難防除雑草などの生産阻害要因
を克服するための技術開発
［農政部・産業労働部]
施策の展開番号83
●農業生産の各工程におけるニーズと、
様々な分野・業種に存在する技術シーズ
とのマッチングを行う体制の構築
［農政部]
施策の展開番号84
●栽培法の改善や機械化による低コスト・
省力化・軽労化技術の開発

●農産物価格の低迷や、農業生産資材価格
の高止まりなどにより農家所得が減少し
ていること

●一定の経営規模を有する企業的農業経営
体の育成を図るための生産性向上に資す
る、新たな低コスト・省力化栽培技術を
開発・普及すること

●高品質な農産物の安定生産と、
生産コストの削減による、農業
所得向上の実現

［農政部]
施策の展開番号85
●畜産における、自給飼料やエコフィード
等を有効活用した低コスト飼養管理技術
の確立
［農政部・産業労働部]
施策の展開番号86
●県農業関係試験場や県工業技術総合セン
ター等による、多分野が連携した「レタ
ス収穫機」や「水田畦畔除草管理機」な
ど、省力化・軽労化のための新技術・機
械の開発
［農政部]
施策の展開番号87
●ＩＣＴを活用した生産コストや労務の分
析による効率的生産体系の構築

●地球温暖化に伴う気象変動により、高温
条件下での生育障害など、農畜産物の生
産への様々な影響が顕在化しつつあるこ
と

●地球温暖化が農業に及ぼす影響評価と対
策技術を開発・普及すること

［農政部・環境部]
施策の展開番号88
●県農業関係試験場と県環境保全研究所に
よる、地球温暖化が農畜産物に及ぼす影
響の評価と、その基本的対策のあり方に
関する調査・研究
［農政部]
施策の展開番号89
●高温条件下でも生育障害のない品種の育
成や、適応技術の体系化等の技術開発
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政策的アプローチ②

農業分野
③ 農業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
農業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［農政部]
施策の展開番号90
●市場ニーズに適合する食味・品質に優れ
た県オリジナル品種の育成

●人口減少による農畜産物の国内消費量の
減少や、消費者ニーズの多様化・複雑化
に対応していく必要があること

●国内外の市場ニーズに適合する県オリジ
ナル品種の育成と、その知的財産の保
護・活用等による市場競争力を強化する
こと

［農政部・産業労働部]
施策の展開番号91
●国外市場ニーズを調査・把握し、国際展
開を目的とする農畜産物・加工食品の開
発体制の構築

［農政部]
施策の展開番号92
●ＤＮＡマーカー等を利用した県育成品種
の識別技術の確立と、知的財産の保護・
活用
［農政部・産業労働部]
施策の展開番号93
●機能性成分を速やか・安価に分離・定量
できる新技術・新装置の研究開発

●国内外で認められる信州産農畜産
物のブランド化の実現
●農産物や加工食品の機能性評価を科学的
に高度に実施できる体制を整備すること

●農畜産物や加工品の高付加価値化の取組
をさらに拡大・強化していく必要がある
こと

●市場性の高い農畜産物加工品の企画・開
発による、６次産業化を促進すること

［農政部・産業労働部]
施策の展開番号94
●県農業関係試験場による機能性など付加
価値を高める品種改良や県工業技術総合
センターによる食品製造技術の研究開発
［農政部・産業労働部・観光部]
施策の展開番号95
●県民や市場ニーズを起点とする、農家、
製造業関係企業、サービス産業関係企業、
大学等からなるコンソーシアムによる、
新規高付加価値食品の開発
［農政部]
施策の展開番号96
●実需者の要望に応える加工適性に優れた
品種の育成と、加工業務用向けの栽培技
術の開発
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政策的アプローチ②

農業分野
③ 農業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
農業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［農政部]
施策の展開番号97
●病害虫の発生予察に基づく効率的な防除
技術の開発

●生産性の向上だけでなく、健全な土壌や
水資源、生物多様性の保全にも配慮した
生産が求められていること

［農政部]
施策の展開番号98
●化学合成農薬に依存しない病害虫防除技
術の実用化の研究
●環境と調和した持続的な農業生産技術を
開発・普及すること
［農政部・産業労働部・林務部]
施策の展開番号99
●地域内木質バイオマスを活用した環境と
調和した暖房方法の開発
［農政部]
施策の展開番号100
●有機質資材を活用した肥培管理方法の開
発

●美しい農村景観や豊かな農村環
境が維持・創造される農業・農
村の実現

［農政部]
施策の展開番号101
●新規就農者が取り組みやすい農業技術の
開発とマニュアル化
●農作業の軽労化や、新規就農者（高齢者
や女性含む）が取り組みやすい農業技術
を開発すること
●農業者の高齢化や、野生鳥獣による被害
等により耕作放棄地が発生していること

●野生鳥獣被害を防止する技術を普及する
こと
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［農政部・産業労働部]
施策の展開番号102
●県農業関係試験場や県工業技術総合セン
ター等による、多分野が連携した「レタ
ス収穫機」や「水田畦畔除草管理機」な
ど、省力化・軽労化のための新技術・機
械の開発（再掲）
［農政部・林務部]
施策の展開番号103
●野生鳥獣被害防止に効果的な侵入防止柵
や、追い払い方法の検討
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政策的アプローチ②

林業・林産業分野
④ 林業・林産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
林業・林産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

●林内路網の整備を推進すること

施策の展開
［林務部]
施策の展開番号104
●ＣＳ立体図等を活用した、低コストで耐
久性に優れた林内路網整備の推進
［林務部]
施策の展開番号105
●高性能林業機械や架線系木材搬出機械を
活用した高効率搬出システム等の開発と
定着

●高性能林業機械の活用等を推進すること
［林務部]
施策の展開番号106
●林業先進国オーストリア等の技術の調
査・導入・現地適応化（技術改善）
［林務部]
施策の展開番号107
●低コスト造林を進めるため、技術指導や
コンテナ苗等の活用を推進
●低コスト造林システムを確立すること
施策の展開番号108
●シカによる食害の効果的な対策のための
防護柵等の研究開発

●木材の搬出コストが高いこと

●高収益・高効率の自立した林業
の実現

●労働力及び効率的な伐採技術や経営感覚
を持った人材が不足していること
●再造林の植栽コスト等が高く、主伐（皆
伐等）が進まないこと

●労働力確保に向けた雇用の改善、事業を
合理化すること

［林務部・産業労働部]
施策の展開番号109
●労働安全性の向上及び労働負担軽減のた
めの林業の機械化を促進
施策の展開番号110
●労働強度の低減を図るための機器導入等
を検討
［林務部]
施策の展開番号111
●林業先進国オーストリア等の技術の調
査・導入・現地適応化（技術改善）（再
掲）

●架線技術や素材生産・製材・木材加工に
関する技術者を育成すること

［林務部]
施策の展開番号112
●県林業総合センター、県林業大学校、一
般財団法人長野県林業労働財団、信州木
材認証製品センター等による技術者の育
成
［林務部]
施策の展開番号113
●国立大学法人信州大学及び関連企業等と
の連携による搬出技術や木材加工技術等
の調査・研究
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政策的アプローチ②

林業・林産業分野
④ 林業・林産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
林業・林産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［林務部・建設部]
施策の展開番号114
●県産材を利用した住宅の普及推進

●公共施設等への県産材利用の促進と普及
啓発を図ること

●高収益・高効率の自立した林業
の実現

［林務部]
施策の展開番号115
●公共施設等については、「公共建築物等
における木材の利用の促進に関する法
律」に基づく木造・木質化を率先して実
施
施策の展開番号116
●首都圏等大消費地への販路拡大を目的と
したネットワークの構築・拡大

●県産材の利用が進まないこと
●優れた品質を有し、国内・国際競争力を
有する製品開発が不十分であること

（再掲）

［林務部]
施策の展開番号117
●県産材の新たな用途開発による、輸入木
材や木材以外の資材等を使った製品の県
産材への転換
●製品の品質向上と利用開発の推進及び加
工流通体制を整備すること
［林務部]
施策の展開番号118
●木材の流通・加工等の高度化を図り、価
格・品質等で国際競争力を有する木製品
の製造

●きのこや山菜などの特用林産物
の振興による地域経済の活性化
の実現
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●マツタケ等菌根性きのこの人工栽培の技
術が確立していないこと
●商品の画一化により、需要が低迷してい
ること

●積極的な人工栽培技術の開発を行うこと
●生産物の高付加価値化や新たなニーズを
掘り起こすための新品目を開発すること

［林務部]
施策の展開番号119
●県林業総合センター、研究機関、大学等
が連携して、栽培きのこやマツタケ等の
菌根性きのこ、山菜などの特用林産物の
栽培技術や増殖技術を研究開発
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政策的アプローチ②

林業・林産業分野
④ 林業・林産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
林業・林産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［林務部]
施策の展開番号120
●木質バイオマス発電施設や木質ペレット
等による端材や林地残材の利用促進
●木材の製材過程で発生する端材や林地残
材等の利用を促進すること

●木材のカスケード利用が進んでいないこ
と
●木質バイオマスエネルギーの効率的な利
用形態である熱利用が不十分であること
●木質バイオマスの活用による地
域経済の活性化と循環型社会の
実現

●家庭・温浴施設・農業用ハウス等で使用
している化石燃料を木質バイオマスへ転
換すること
●利用形態として効率性の高い熱利用シス
テムの開発・導入を促進すること

［林務部・産業労働部・農政部]
施策の展開番号122
●木質バイオマスを活用し、地域と環境に
調和した暖房設備の開発・導入

●バイオエタノール・水素・ガス化発電等
の分野の研究及び利用が進んでいないこ
と

●バイオエタノール・水素・ガス化発電等
の新分野における民間等の研究開発の活
性化及び木質バイオマス燃料の調達支援
などを実施すること

●木質バイオマスのマテリアル利用等の新
たな取組が進んでいないこと
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［林務部]
施策の展開番号121
●薪や木質ペレットなどの木質バイオマス
を使用した、家庭用ストーブや温浴施設
等で利用する木質バイオマスボイラの普
及促進

●木質バイオマスのマテリアル利用を促進
するため、産学官が連携した研究開発を
活性化すること

［林務部・産業労働部]
施策の展開番号123
●大学や試験研究機関等を拠点とする産学
官連携による調査・研究

［林務部・環境部]
施策の展開番号124
●木質バイオマス発電及び熱利用の推進

［林務部・産業労働部]
施策の展開番号125
●大学や試験研究機関等を拠点とする産学
官連携による調査・研究（再掲）
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政策的アプローチ②

林業・林産業分野
④ 林業・林産業分野のめざす姿を実現するための具体的取組
林業・林産業分野のめざす姿

めざす姿を実現する上での課題

課題を解決するための方向性

施策の展開

［林務部・農政部]
施策の展開番号126
●野生鳥獣被害防止に効果的な侵入防止柵
や、追い払い方法の検討（再掲）
［林務部]
施策の展開番号127
●ニホンジカやイノシシ捕獲用のわなにカ
モシカ等が誤って掛らないよう、錯誤捕
獲を減少させるわなの開発
●野生鳥獣被害を防止する技術を開発・普
及すること
●野生鳥獣による農山村の暮らしの営みや
自然環境を破壊する被害が多く発生して
いること
●捕獲対策はマンパワーに依存しているこ
とから、捕獲頭数をこれまで以上に伸ば
すには限界があること

［林務部・環境部]
施策の展開番号128
●県林業総合センターや県環境保全研究所
による、貴重な植生を守るための効率的
かつ効果的な侵入防止柵の設置検討
［林務部・農政部]
施策の展開番号129
●侵入防止柵だけでは被害を防ぎきれない
獣（ニホンザルなど）の群れの実態把握
や総合的な防護対策の普及

●農林業及び自然環境等に対する
野生鳥獣による被害軽減の実現

●効率的な捕獲方法を推進すること

［林務部・産業労働部]
施策の展開番号130
●シャープシューティングやＩＣＴ活用に
よる効率的な捕獲技術の開発、ドローン
等を活用し、リアルタイムでシカの生息
密度の高い場所を特定できる技術の開発
など、より効率的な捕獲方法の検討
［林務部・産業労働部・観光部]
施策の展開番号131
●シカ肉の成分分析（味・栄養成分等）の
実施等による信州産認証シカ肉等のブラ
ンド力アップ

●信州ジビエを振興すること
［林務部・観光部]
施策の展開番号132
●「信州産シカ肉認証制度」の普及と加工
施設への支援及び流通企業との連携によ
る販路拡大とジビエ消費の定着

●捕獲したニホンジカ等の利活用が進まな
いこと

●角や皮など、肉以外の利活用を推進する
こと
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［林務部]
施策の展開番号133
●角や皮などの有効利用を商業ベースに乗
せるための仕組みづくりの検討
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