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「県 民 協 働 に よ る 事 業 改 善」
事業点検結果への対応について

長野県
平成30年(2018年) 2月

平成29年９月５日、10日に実施した「県民協働による事業改善」

の事業点検結果への対応（平成30年度当初予算案公表時点）を

別添のとおりまとめました。

mailto:comp-gyosei@pref.nagano.lg.jp


１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

A-1 事業名 移住・交流推進事業

担当

部課名

企画振興部

楽園信州・移住推進室

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 12121212 5 4 6 8

2222

事業改善の必要あり

2 1

合理化・縮小 1 1 1 1

10101010 0000

県民意見 県としての考え方・対応方針

【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】

・移住を推進する県が多くある中で、あえて信州・長野県

を選んでもらうコンセプトや工夫、それに連動した情報発

信が必要ではないか。

・移住して数年たった人へのアンケートを取ることができ

れば、サポートにつなげられるのではないか。

・交流人口の拡大にも力を入れることで長野県の魅力を体感し

てもらう機会を増やし、将来への移住・二地域居住につなげて

いきます。

・市町村と連携して移住者との意見交換会を開催し、定着への

課題把握等に取り組みます。

合　計 17171717 7777 7777 7777

0000 1111

現状維持 3333 1

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・移住されてくる女性や子育て中の母親の支援など、移

住後のサポートをもう少し手厚くしてほしい。

・空き家バンクは、賃貸の物件を充実することで、移住し

やすくなるのでは。

・中京・関西圏及び県内の相談センターについて、土日

も対応すべき。

・研修会の開催等を通じて、「移住コンシェルジュ」（市町村移住

相談窓口等）のレベルアップを図ることで支援内容を充実して

いきます。

・市町村や(一社)長野県宅地建物取引業協会と連携し、「楽園

信州空き家バンク」の登録物件の充実していきます。

・首都圏を除く移住相談窓口について、土日の常時開設は人

員体制の面で困難ですが、休日の移住セミナー開催や移住イ

ベントへの参加などにより、相談機会の充実に努めていきます。

【広報手法】【広報手法】【広報手法】【広報手法】

・移住希望者のニーズや不安をより細かく分析して、長

野県の強みに沿ったＰＲや情報提供をすべき。

・ＳＮＳやテレビ、雑誌などを通じて信州ならではの魅力

を発信し、他県に負けないくらいのＰＲをすべき。

・移住者捕捉アンケートの分析を行い、関心の高い子育て環境

の良さや就業に関する情報を積極的に発信しています。また、

従来の移住専門誌を通じた情報発信に加えて、WEBやSNSを

活用したＰＲも行っています。今後も効果的な情報発信に取り組

んでいきます。

【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】

・県と地域振興局、市町村との連携をスムーズにし、地域

の実情をよく汲み取り、サポートすることが大切。

・全体的な動きは県でいいが、実働部隊は市町村では

なく民間へ移管した方が良いと思う。

・県、市町村及び民間事業者等で構成される、田舎暮らし「楽

園信州」推進協議会の研修会や運営委員会を通じて様々な意

見を取り入れ、官民一体で移住施策を推進していきます。

・市町村との役割分担を明確にした上で連携を図り、相談体制

等を整えていきます。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 51,102 63,086 △△△△ 11,984

・都市農村交流推進事業の充実により交流人口の拡大を図り、新たな移住・二地域居住希望者の掘り起こしにつ

なげるとともに、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会を通じた官民一体の移住施策に取り組みます。

・関係部局と連携し、長野県の産業を支えるＵ・Ｉターン人材確保の取組のさらなる充実を図り、移住者増につなげ

ていきます。

〔事業費の主な増減〕

・産業を支える人材のＵ・Ｉターン人材確保推進に

要する経費の増 2,396千円）

・移住フェアの開催内容見直しによる減

（△3,294千円）

・Ｉターン信州登録システムの改修完了等による減

（△4,054千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計 （単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

A-2 事業名 信州木のある暮らし推進事業

担当

部課名

建設部

建築住宅課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 11111111 6 8 5 4

1111

事業改善の必要あり

1 3 2

合理化・縮小 1

6666 0000

県民意見 県としての考え方・対応方針

合　計 18181818 9999 9999 8888

0000 0000

現状維持 6666 2

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・大工技能者を育成するだけでなく、伝統工法や伝統建

築物の推進など大工技能者が求められる環境を作ること

が重要。

・林業従事者の育成及び良質な県産材の流通体制の整

備を優先すべき。

・既存住宅のリフォームなど、大工技能者が活躍できる場所の

創出に取り組みます。

・市町村と連携し、古民家等を活用したまちづくりなど、伝統工

法や伝統建築物の支援策を検討してまいります。

・生産・流通に関わる林業・木材産業への支援とともに、直接エ

ンドユーザーに係る建築業への支援も併せて実施することによ

り、一層の推進を図ります。

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・信州の木への関心を醸成する取組を強化すべき。

・木造建築担い手育成啓発事業については、技能者が

不足している現状に鑑み、事業規模の拡大を図るべき。

・県産材のブランド化等の付加価値を加えるなど、「信州

の木造建築の価値」の啓発という一本化した事業展開が

必要。

・信州の木や木造建築の担い手としての大工技能者への関心

をより一層高めるため、木造建築担い手育成啓発事業や”信州

の木”建築賞は、事業内容の充実を図ります。

・信州プレミアムカラマツや信州型接着重ね梁などの県産材ブ

ランドや、本県を代表する樹種であるカラマツの強度や美しい

色合いなどの強みを林務部と連携して発信してまいります。

【広報手法】【広報手法】【広報手法】【広報手法】

・信州の木建築賞は、建築業界だけでなく、一般県民へ

もPRして、信州の木の魅力を発信すべき。

・コンパクト住宅は多様なニーズに合わせて、PRを強化

すべき。

・建築業界を始め一般県民や学生など、徹底した周知を図るこ

とにより、信州の木の魅力を発信し、広く県民に親しまれる賞を

目指します。

・コンパクト住宅は多様なニーズに対応できるよう、モデルプラン

の拡充を検討するとともに、積極的なPRを実施します。

【他との連携】【他との連携】【他との連携】【他との連携】

・移住促進事業や建設業界との連携強化を目指したい。

・空き家改修などに信州の木を使って整備してもらったら

どうか。

・コンパクト住宅については、移住セミナーや移住フェア、イベン

トなど、あらゆる機会を通じて一層のPRを行います。またモデル

プランの拡充及びPRは、建築関係団体とともに連携して取組み

ます。

・既存住宅のリフォームの機会を捉え、県産木材の活用を支援

してまいります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 3,066 11,362 △△△△ 8,296

・担い手育成及び”信州の木”建築賞は、信州の木への関心をさらに高めるため、事業内容充実のための予算を計上

しました。

・コンパクト住宅は、長野県住まいづくり推進協議会と連携して、モデルプラン拡充の検討及びPRを実施します。

・伝統技能の継承と技能を発揮する場の創出のため、市町村と連携し、伝統工法や伝統建築物の支援策を検討します。

〔事業費の主な増減〕

・コンパクト住宅PR費用の増（202千円）

・担い手育成啓発・”信州の木”建築賞

事業費の増 （1,502千円）

・宿泊体験施設整備費補助金の減

（△10,000千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

【取組方針の紹介ページＵＲＬ】

https://www.pref.nagano.lg.jp/airport/houshin.html

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

A-3 事業名 信州まつもと空港活性化事業

担当

部課名

企画振興部

松本空港利活用・国際化推進室

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 8888 4 6 5 3

1111

事業改善の必要あり

5 2

合理化・縮小 1 1

5555 0000

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・利便性を向上するため、便数の増加、利用しやすい時

間帯への変更、運用時間の延長、夜間駐機等の様々な

方策を検討すべき。

・信州まつもと空港の発展・国際化に向けた取組方針（以下「取

組方針」という。）に基づき、利便性の向上を図るべく利用促進及

び増便等の航空会社への働きかけ、運用時間延長等の国との

調整を行ってまいります。

合　計 15151515 7777 6666 11111111

3333 0000

現状維持 6666 2

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・国際定期便及びチャーター便を増加し、空港の活性化

を図っていく必要がある。

・小型ジェット機の運航拡大を研究してはどうか。

・取組方針に基づき、国際チャーター便の実績を積み上げ、定

期便の就航を目指します。

・松本空港の施設特性に合うリージョナルジェット機等の開発状

況、航空会社の導入状況を把握し、就航の働きかけに活かして

まいります。

【広報手法】【広報手法】【広報手法】【広報手法】

・もっとターゲットを絞り込んだ（客層や地域など）PRが必

要。

・「バスに乗る感覚で飛行機に乗れる」など、『松本空港な

らでは』の利点をもっと前面に打ち出して広報をしてはど

うか。

・県内利用者を増やす（利用したことのない県民に利用し

てもらう）ことはできないか。

・ＰＲにあたっては、その目的に応じてターゲットの絞り込んだ方

法も、意識しながら実施してまいります。

・コンパクトな松本空港は、搭乗手続きが短い等の利点があるの

で、これまで利用したことの無い方も含め、松本発の利用者拡大

向け広報では、アピールしてまいります。

【観光との連携】【観光との連携】【観光との連携】【観光との連携】

・増加するインバウンド需要に応える方策や、空港から観

光地への２次交通等について、他部局との連携が必要。

・インバウンド客の獲得等に向け、観光部等関係部局とより連携

を図ります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 46,449 36,200 10,249 

利便性向上のため、広報宣伝と利用者・旅行会社等への支援をより効果的なものとなるよう関係機関と連携して取り組み、

信州まつもと空港発着の国内路線の拡充や国際チャーター便の誘致を進めます。

〔事業費の主な増減〕

国際チャーターに係る航空会社・旅行会社

への支援便数の増(20便→30便)(7,500千円

増)

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

B-1 事業名 地域間幹線バス路線確保維持事業

担当

部課名

企画振興部

交通政策課

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

強化・拡大 1111 1 1

現行

どおり

1

1111

事業改善の必要あり

1 2 7 6

合理化・縮小 1

 点検者

9999 6666

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・これまで県全体の目標を掲げているが、地域間幹線バ

スの評価の指標としては漠然としすぎている。地域間幹

線バスを評価できるような指標を検討してほしい。

・地域幹線バスの系統毎の評価が必要だと考える。

合　計 12121212 7777 2222 2222

0000 0000

現状維持 10101010 6

・従前の目標設定を見直し、地域間幹線バスに着目した成果目

標を設定します。

　【新規設定目標】

　　・地域間幹線バスの一日当たり輸送量

　　・地域間幹線バス運行事業者の乗合バスの低床バス導入率

・個々の系統の評価については、事業改善シート上に掲載する

ことはできませんが、年度末に系統毎の評価を国・県・事業者で

実施しており、県公式ホームページ上で公表しています。

【掲載先ＵＲＬ】

http://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/kurashi/kotsu/bus/kans

en.html

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 274,373 268,810 5,563 

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・県が主導して需要の深堀をし、それに対する具体的な

取組をしてほしい。

・地域間幹線バスの利用促進等、生産性向上の取組を国、県、

市町村、事業者で検討して実施していく体制を整えていきま

す。

【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】

・沿線市町村との連携をよく図り、合理的に対応してほし

い。

・県地域振興局のより強い関与・調整を望む。

・沿線市町村で開催する地域公共交通会議に積極的に参画

し、連携を強化できるように努めます。

・地域間幹線バスは広域的な調整、取組が必要であるため、県

と沿線市町村、事業者の連携を強化できるような地域振興局の

関わり方を今後検討していきます。

【その他】【その他】【その他】【その他】

・利用者増を図るため、市町村における効果のあった取

組事例を発信し、共有してはいかがか。

・毎年開催する長野県公共交通活性化協議会にて、効果の

あった取組事例等を市町村、事業者と共有します。

・持続可能な公共交通根とワークの形成のためには、地方公共団体とバス事業者の双方向の対話の促進を通じ、

路線バス事業の生産性が向上することが不可欠であると考え、国、県、市町村、事業者共同で地域間幹線バス

の生産性向上の取組を検討していきます。

・合理的な運行欠損費の算定のため、補助対象経費の算定方法を変更します。

〔事業費の主な増減〕

・地域間幹線系統確保維持費補助金の補助対象

費用の増加（983千円）

・車両減価償却費等補助金における補助対象台

数の減（県有民営への移行による）（△1,320千円）

・県有民営による幹線バス路線確保対策事業に

おける車両購入費の増（5,900千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

B-2 事業名 テーマ別ツーリズム振興及び観光バス運行支援

担当

部課名

観光部

観光誘客課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 4444 3 3 1 3 1

1111

事業改善の必要あり

1 5 4 3

合理化・縮小 1 1

7777 4444

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・観光消費額が成果目標では、事業内容の検証ができ

ない。各事業ごとツアーバス台数とか、送客数など具体

的に設定した方が分かり易い。（同趣旨５件）

・各事業ごとの効果検証が実施できるよう、成果目標を設定しま

した。具体的には、平成29年度の貸切バス運行支援事業では、

成果目標を「支援バス台数285台」「貸切バス旅行商品造成数

225本」と設定しました。

合　計 12121212 6666 5555 7777

0000 0000

現状維持 7777 3

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・自ら考え、企画することが重要。事業者や市町村が主

体的に取り組む方向で県は主導して欲しい。（同趣旨２

件）

・魅力的なテーマが設定できるよう、広くアイディアを求

めることを含めて一層工夫されるよう、委託先へのご指

導をお願いしたい。

・市町村・観光協会や各テーマを推進する団体を対象にした商

品開発のための研修会を実施します。

　研修会では、個々の企画力・商品開発力を高め、魅力的な旅

行商品開発に繋げます。

【広報（ＰＲ）手法】【広報（ＰＲ）手法】【広報（ＰＲ）手法】【広報（ＰＲ）手法】

・利用者の口コミ効果は大きいので、これを高める工夫を

して頂きたい。

・情報が必要な人に届いているか。プロモーションを見

直すべき。

・各自治体で取り組んでいる事業と、県の取り組みの連

携が見えるような広報を。

・商品開発と同様に、情報発信についても、効果的なデジタルプ

ロモーションの手法を学ぶ研修会・ワークショップを実施します。

　オール長野県として戦略性を持って観光情報を発信するととも

に、ＳＮＳやデジタル動画の活用による注目度の高い発信を目

指します。

【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】【県民・民間企業・市町村との連携】

・観光機構への戦略的な移行が望ましい。

・市町村の観光資源を結び物語を作り上げ、情報発信

するのは、県もしくは県観光機構の役割なので、更なる

充実を望む。

・点検のH28年度事業では民間旅行会社への委託事業でした

が、H29年度より長野県観光機構が主体となり、負担金事業とし

事業を進めています。

　今後も継続して、広域周遊を促す観光資源の結び付けを県Ｄ

ＭＯの役割として実施し、商品開発支援等を実施していきます。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 21,309 47,000 △△△△ 25,691

・市町村・関連事業者の商品開発力と県全体の総合的なＰＲ力強化のため、戦略的な商品づくりを支援するための

予算を計上しました。

・貸切バスツアー造成に係る支援および二次交通バスへの運行支援を終了し、新たに、地域の商品開発力強化と

効果的な誘客のため、着地型周遊バスツアー支援のための予算を計上しました。

〔事業費の主な増減〕

・着地型周遊ﾊﾞｽﾂｱｰの造成(9,500千円)

・観光ﾂｱｰﾊﾞｽ支援金の終了(△25,000千円)

・二次交通ﾊﾞｽ支援金の終了(△10,000千円)

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

B-3 事業名 ながの結婚・子育て応援事業

担当

部課名

県民文化部

次世代サポート課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 4444 3 3 3 2 1

事業改善の必要あり

3 2 1 3

合理化・縮小

3333 4444

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・達成目標をより具体的なものとすべき。（相談件数、登

録件数等）

・なぜこの事業を行政が行うのか分析し、PRすべき。

・限られた財源の中、いつまでも行政が実施し続けること

に抵抗がある。5～10年先の目標を立てて、民間へ事業

を移すことも視野に検討してほしい。

・H29年度に成果指標についての分析（例えば出生率を増やす

ためには他のどのような指標を増とすればよいか等）を委託によ

り実施しています。その分析結果を踏まえ、適切な成果指標を

検討します。

・行政機関が結婚支援を行う必要性をわかりやすく広報します。

・民間との連携あるいは役割分担などの先の見通しについて検

討します。

合　計 9999 4444 6666 5555

2222 0000

現状維持 5555 1

事業費 53,332 123,942 △△△△ 70,610

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・自己啓発、自己肯定感向上、コミュニケーション能力を

向上させるセミナーを開催してほしい。（同趣旨4件）

・県外への情報発信を行ってほしい。

・市町村や企業等との情報共有の強化、研修内容の充

実を期待。

・事業の広報・PRを強化すべき。（同趣旨3件）

・自己肯定感の向上及びコミュニケーション能力向上セミナーに

ついては、若者への教育や支援全般にわたる大きなテーマとし

て、総合的に事業を検討します。

・サイト等を活用した県外への情報発信も随時実施します。

・市町村や企業等との連携を促進するため、これまで以上に情

報提供の強化や支援担当者のスキルアップ研修を充実します。

・これまでもポータルサイトや地元広報誌への掲載等でPRを

行ってきましたが、SNSの活用等効果的な手法を活用した情報

発信についても、行っていきます。

【今後の方向性】【今後の方向性】【今後の方向性】【今後の方向性】

・出会いの場の提供だけでなく、結婚までしっかりフォ

ローすることが必要。（同趣旨3件）

・行政が結婚支援を行うメリットはある。民間のノウハウを

積極的に取り入れ、官民協働での実施を。（同趣旨3件）

・結婚・子育てに肯定的な雰囲気づくりを行ってほしい。

婚活イベント等に行きやすい雰囲気づくりも重要。（同趣

旨2件）

・高校生や大学生に対するライフプラン形成支援の事業

を展開してはどうか。

・公的相談所の相談員等を対象とした研修を行い、相談員が結

婚までフォローするためのノウハウの習得を目指します。

・民間のノウハウを適宜取り入れながら、事業を実施します。

・婚活サポーターや婚活イベント等様々な事業や広報を通じ

て、結婚・子育てに肯定的な雰囲気づくりを進めていきます。

・高校生等を対象とするライフデザインセミナーを継続して行う

ほか、大学生のライフプラン形成支援のためのセミナーについ

ても、実施していきます。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

・大学生のライフプラン形成支援に取り組むため、必要な予算を

計上しました。

・子育てに温かい社会機運の醸成を図るため、情報発信の取組

について必要な予算を計上しました。

〔事業費の主な増減〕

・大学生のライフプラン形成支援に係る事業

費の増（1,616千円）

・子育てに温かい社会機運の醸成に係る事

業費の増（2,234円）

・活用希望市町村の事業費が減となったこと

による地域少子化対策重点推進補助事業

等の減。（△40,838千円）

・新たな子ども・若者支援の総合計画の策定

終了による、関係費用（計画策定に係る事

務費、実態調査・分析委託料等）の減

（△29,867千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

B-4 事業名 官民協働の子どもの居場所「信州こどもカフェ」推進事業

担当

部課名

県民文化部

こども・家庭課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 5555 3 3 1 2 3

2222

事業改善の必要あり

3 1 1 3

合理化・縮小 1 2 1 1

4444 6666

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・多機能な信州こどもカフェとは最終的な形としてどのよう

な事業とするのか。

・モデル事業からプラットフォーム事業への展開の妥当性

は。

・放課後子ども総合プラン関連事業などの市町村事業との連携・

活用により、時間の延長や食事提供などで機能の充実をしてい

くことが考えられます。また、民間の活動が多い地域は民間主

導、中山間地では行政や社協との連携での事業推進を考えて

います。

・モデル事業を実施する中で、地域で取組を継続していくには、

地域の多様な主体のネットワーク化と担い手等の人材育成が課

題であることが分かってきたため、今年度はプラットフォーム構築

事業に取り組むこととしております。

合　計 10101010 5555 8888 3333

1111 0000

現状維持 3333 1

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・もう少しモデル事業を展開しその中で分析検証が必要

ではないか。

・他の関連事業と重複する部分の見直しが必要。信州こ

どもカフェとしてのあり方をもう一度設計しなおした方が良

い。

・昨年度のモデル事業で得られた課題を踏まえ、地域の特徴を

活かした支援を行うため、プラットフォーム構築事業を推進して

参ります。

・放課後子ども総合プランや生活困窮世帯の子どもへの学習支

援などの他事業や民間での取組との連携を進めていくことは重

要であると考えております。そうした関連事業との一体的な実施

など今後の連携方法を検討して参ります。

【広報手法】【広報手法】【広報手法】【広報手法】

・他の地域の取組みや成果をプラットフォーム内で共有し

て発信する必要がある。

・地域プラットフォームは１０地域毎に地域の特徴を活かした支

援・連携を促進するものではありますが、共有すべき取組や成果

については情報を集約し横展開を図って参ります。

【他との連携】【他との連携】【他との連携】【他との連携】

・学校との連携を密にされたい。

・地域振興局を通した市町村との連携は重要な観点と思

う。

・実施にあたっては、学校や教育委員会との連携を図って参りま

す。

・事業の実施にあたり地域振興局と地域の実情を熟知している

市町村との連携は非常に重要な観点であることから、引き続き綿

密な情報交換・連携を行って参ります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 4,100 5,774 △△△△ 1,674

・信州こどもカフェの普及拡大を図るには担い手となる人材を育成する必要があります。

このため、平成29年度に構築する地域プラットフォームをベースに、こどもカフェ運営の担い手となる地域の人材の発

掘・育成のための研修事業費を計上しました。

〔事業費の主な増減〕

・信州こどもカフェ運営のための人材育成

に要する経費の増（4,100千円）

・地域プラットフォーム構築・運営事業に要

する経費の減 （△5,774千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

B-5 事業名 母子保健推進事業

担当

部課名

健康福祉部

保健・疾病対策課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 3333 1 2 2 1

1111

事業改善の必要あり

4 3 1 2

合理化・縮小 1 1

3333 3333

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・相談が多ければよいわけではないので、相談件数を成

果目標としなくてよいのではないか。

・相談件数については、相談窓口の周知の度合いを計る指標

になると考えております。

合　計 10101010 3333 6666 5555

1111 0000

現状維持 6666 2

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・不妊相談、SOS信州などの実施時間については、より

利用しやすい休日などに拡大すべきではないか。

・ピアカウンセラー養成の対象は大学生だけでなく高校

生にも拡大したほうが良いのではないか。

・不妊治療の助成には年齢制限を設けないほうが良い

のではないか。

・SOS信州については、今年度試行的に実施時間を拡大してお

りますが、相談件数は微増に留まる見込みであるため、来年度

は周知に注力してまいります。

不妊専門相談については、休日等の実施について検討いたし

ます。なお、利用者の利便性を鑑み、飯田圏域等での出張相

談の充実を図ります。

・高校生へのファシリテーターとしての役割を果たす大学生のピ

アカウンセラーを養成することすることで、性について多感な高

校生に正しい知識を効果的に伝えることができると認識しており

ます。

・年齢とともに妊娠･出産に至る可能性は低下し、妊産婦死亡率

が大幅に増加することが医学的に明らかになっております。母

子ともに安心安全な妊娠･出産を支援する観点から、不妊治療

の助成には年齢制限を設けております。

【広報・PR】【広報・PR】【広報・PR】【広報・PR】

・不妊相談、SOS信州のさらなる周知が必要ではない

か。

（同趣旨4件）

・ライフデザインセミナー受講者数を目標に近づけるた

めの方策が必要ではないか。

・相談窓口周知ステッカーを増刷するとともに、若者が集まる場

所に配布し効果的に周知いたします。

・校長会等の場で本事業の活用について引き続き依頼してまい

ります。また、委託先である看護協会及び助産師会からの情報

発信について検討いたします。

【教育機関との連携】【教育機関との連携】【教育機関との連携】【教育機関との連携】

・ライフデザインセミナーについて、高校生の保健体育

の授業の一環として組み込んでいけばよいのではない

か。

・校長会等において本事業の説明を行い、教育委員会及び教

育機関との連携について検討いたします。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 4,181 4,485 △△△△ 304

・不妊専門相談を飯田圏域等での出張相談に必要な予算を計上しました。

・SOS信州の試行的な実施時間拡大による相談件数の増加は微増にとどまる見込みであるため、平成30年度は

周知に注力し、ステッカーの増刷の予算を計上しました。

〔事業費の主な増減〕

・不妊専門出張相談追加（31千円）

・SOS信州周知ステッカー増刷（86千円）

・SOS信州の試行的な実施時間拡大の終了

（△468千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

C-1 事業名 はたらく女性応援プロジェクト事業

担当

部課名

産業労働部

労働雇用課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 2222 1 2 1 2 1

2222

事業改善の必要あり

4 1 5 3

合理化・縮小 1 1 1 1

8888 5555

県民意見 県としての考え方・対応方針

【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】【姿・目標】

・再就職したことをもって成果とするのではなく、その後の

定着支援、就業継続を重視すべきではないか。

・多様な働き方への対応が必要ではないか。

・就業継続できる職場環境づくりを推進するため、再就職後の定

着状況把握による成果の確認を行います。

・ご意見を踏まえ、H30年度は多様な勤務形態が利用できる企

業への就職を促進するため、企業に対して多様な働き方の普及

を図る事業と連携して事業を推進してまいります。

合　計 11111111 9999 7777 2222

0000 1111

現状維持 7777 7

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・再就職の枠を縮小し、継続支援を強化していく必要が

ある。（同趣旨２件）

・企業側ニーズの把握が重要ではないか。（同趣旨２件）

・ご意見を踏まえ、Ｈ30年度は、女性従業員を対象とした継続支

援に加え、企業に対する就業継続の働きかけや正規雇用での

マッチング支援を行ってまいります。

・インターンシップ受入企業開拓やセミナーの中で、企業側の

ニーズを把握し、より良いマッチングを図ります。

【広報手法】【広報手法】【広報手法】【広報手法】

・求職できていない人への各種イベントの参加を促す上

で、参加の意味合いや気づきになるような周知が重要で

はないか。

・市町村の子育て支援センター等子育て期女性の身近な地域

に出向き、就職を検討されているの方からの相談への対応を通

じて、個々のニーズに応じてきめ細かく対応するとともに、各種イ

ベントの意味合いを伝えながら、参加を促してまいります。

【事業実施に当たって】【事業実施に当たって】【事業実施に当たって】【事業実施に当たって】

・外部委託する際の実行管理が課題。ＰＤＣＡサイクルを

組み込みながら、来年度の事業展開となることを期待し

ている（同趣旨１件）

・委託事業者からの毎月の定期報告や各就業支援事業の実施

状況を随時確認する等により、進捗状況を管理するとともに、事

業完了後の成果の把握及び効果検証を確実に実施し、翌年度

事業へ反映してまいります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 35,889 49,042 △△△△ 13,153

アドバイザーが企業に対して多様な働き方の導入を働きかけることと、子育て期女性のインターンシップ実習先の

開拓を一体的に実施することにより、多様な勤務形態が利用できる企業と、正規雇用を希望する女性等を効率的

にマッチングしてまいります。

〔事業費の主な増減〕

・インターンシップ実習先の企業開拓業務を企

業に対する多様な働き方の普及促進業務へ統

合することによるインターンシップ企業開拓員の

減(4名→0名）

（△13,000千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

C-2 事業名 多様な働き方普及促進事業

担当

部課名

産業労働部

労働雇用課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 6666 3 6 6 4 1

1111

事業改善の必要あり

2 3

合理化・縮小 1 1

4444 2222

県民意見 県としての考え方・対応方針

【目指す姿・成果目標】【目指す姿・成果目標】【目指す姿・成果目標】【目指す姿・成果目標】

・アドバンス認証企業数や子育て応援宣言登録事業所

数の目標達成だけでなく実際にどれだけ労働者に反映

されているかが重要ではないか。

・アドバンス認証企業数等だけではなく、多様な働き方制度

等を利用し、就業継続・雇用の安定に結びついた労働者数

も目標として設定しております。

　【設定目標】

　　多様な働き方制度等利用者数　1,000人（平成30年度末）

合　計 11111111 5555 9999 9999

1111 0000

現状維持 4444 2

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・グッドプラクティスを紹介するような啓発活動が必要

・働き方改革に伴う企業サイドの負担を軽減するような施

策・対応が必要ではないか。

・多様な働き方制度導入を促進する意味でも、アドバン

ス認証要件をもっと柔軟にしたほうがよいのではないか。

・長野県らしい地域の好事例を発信するため、「一人多

役」型ライフスタイルのモデル地域を増やしてはどうか。

・企業の経営者等が働き方改革先進企業へ訪問、事例を研究

しその取組みを自社へ取り入れる研究会を開催します。

・企業の働き方改革を支援する専門家チームを派遣し、労務管

理・法制面の助言や仕事の見直し等のコンサルティングを実施

します。

・働き方改革関連法案など法改正に対応した認証要件の見直

しを行います。

・首都圏の移住希望者等を対象に「一人多役」型の働き方・暮ら

し方のモデルケースを積極的に発信してまいります。

【広報・PR手法】【広報・PR手法】【広報・PR手法】【広報・PR手法】

・金融緩和で金利の優遇がどれほどのインセンティブに

なるのか。もう少し他のインセンティブをそろえてアピー

ルするほうがよいのでは。

・イクボス温かボス宣言の取組みと連携してはどうか。

・金利優遇以外の入札参加資格における加点、合同企業説明

会への優先参加、県施策の補助金上限額UPといったインセン

ティブも併せてＰＲします。

・人権男女共同参画課と連携して、イクボス・温かボスや一般事

業主行動計画の策定を働きかけます。

【課題】【課題】【課題】【課題】

・アドバイザーの相談・助言により、正社員転換制度の導

入促進を重点的に行ってはどうか。

・テレワークが県内企業の労働者の実態・ニーズに即し

ているか再度検討して欲しい。

・正社員が育児・介護によってフルタイムで働けないときの短時

間正社員制度等も重要であるため、アドバイザーの企業訪問に

より、正社員転換制度も含めた多様な働き方の導入を働きかけ

ます。

・テレワークの普及にあたっては、企業訪問等を通じて企業の

ニーズを把握し、個別の支援を行ってまいります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費 35,775 40,532 △△△△ 4,757

アドバイザーの企業訪問による多様な働き方の普及に引き続き取り組むとともに、働き方改革先進企業の事例研

究やモデル企業の長時間労働の是正支援など、より踏み込んだ働き方改革の支援を通じて、県内企業の働き方

改革における好事例を全県へ普及してまいります。
〔事業費の主な増減〕

・長時間労働の是正等働き方改革モデル企業への支援の増

（2,491千円)

・働き方改革先進企業の事例研究会の増（88千円）

・「一人多役」型ライフスタイルの発信、合同企業説明会の開

催等の増（689千円）

・職場環境改善アドバイザーの減(10名→8名) (△6,007千円)

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］



１　点検結果集計

（単位：人）

２　県民意見と対応状況

３　平成30年度当初予算案での対応

（単位：千円）

「県民協働による事業改善」点検結果と対応状況

事業

番号

C-3 事業名 信州正社員チャレンジ応援事業

担当

部課名

産業労働部

労働雇用課

現行

どおり

移管・

廃止改善の方向性

改善項目（複数回答）

姿・目標 事業内容 広報手法 連携 その他

点検者

強化・拡大 6666 4 6 5 3 2

1111

事業改善の必要あり

1 2 1

合理化・縮小 1

4444 3333

県民意見 県としての考え方・対応方針

【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】【目指す姿・目標】

・職場定着フォローを行うべき（同趣旨2件） ・早期離職防止を図るため、ジョブカフェ信州のスタッフ等が職

場実習中だけでなく、就職後も職場定着のための必要なフォ

ローを行います。

合　計 10101010 5555 7777 7777

1111 1111

現状維持 3333 1

【事業内容】【事業内容】【事業内容】【事業内容】

・他事業との統合を含めて抜本的に見直ししたほうが良

いのでは（同趣旨2件）

・継続就労を念頭においた研修内容（仕事上の困難さ

や仕事のやりがいなど長期的な視点で考えたプログラ

ム）とすべき

・より非正規雇用で働く人が参加しやすい内容にすべき

・首都圏からの還流を促すため、県外募集にも取り組む

こと（同趣旨2件）

・若者の就労支援機関「ジョブカフェ信州」を活用することによ

り、事業予算のスリム化を図ります。

・能力・特性とマッチする職業選択の支援だけでなく、将来の

キャリアビジョンの展望に資するような研修プログラムを実施して

まいります。

・参加者の「一括募集、集団育成」から「随時募集、個別育成」と

することにより、参加者のニーズに合わせた研修プログラムを提

供してまいります。

・銀座NAGANO「移住・交流センター」と連携して、首都圏を中

心に事業の周知を図ります。

【広報・PR手法】【広報・PR手法】【広報・PR手法】【広報・PR手法】

・研修参加者の募集方法、選考方法の見直し

・事業説明会やセミナーを土日に開催してより多くの参

加者を募ること

・「一括募集」から「随時募集」に変更します。また、参加希望者

の正社員への意欲等を評価し、正社員に結びつく人材を見極

めて選考するとともに、選考の結果対象外となった方について

も、ジョブカフェのアドバイザーによるカウンセリングや他相談機

関等の紹介を行うなど引き続きフォローを行います。

・ご意見を踏まえ、より多くの希望者が参加できる実施日を検討

してまいります。

【その他】【その他】【その他】【その他】

・雇用情勢が好転する中で行政支援の必要性は後退し

ているのではないか（同趣旨2件）

・雇用情勢は回復傾向であるものの、若者の非正規就労、早期

離職は依然として課題であるため、事業内容を見直しながら継

続して実施してまいります。

　また、参加者を「随時募集、個別育成」し、参加者のニーズに

合わせた研修プログラムを提供してまいります。

Ｈ30当初予算案 Ｈ29当初予算額 増減

事業費

24,399 0 24,399

0 71,773 △△△△ 71,773

・若者の就業支援に取り組んできた「ジョブカフェ信州」の事業と統合し、参加者のニーズに合わせた研修プログ

ラムを提供するなど、効果的な事業実施に努めてまいります。

〔事業費の主な増減〕

・ジョブカフェ信州運営事業への統合に伴う

事業の廃止（△71,773千円）

・研修部分をジョブカフェ信州の事業と一体

的に実施することによる事業費の増

（24,399千円）

［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］［当初予算案時点］

※効率的かつ効果的な事業運営のため、既存の事

業を見直し、ジョブカフェ信州運営事業へ統合します。


