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用語解説               

 



 

１ 計画策定の趣旨 

私たちが生きる現代社会は、第４次産業革命＊と呼ばれる技術革新が進展し、工業社会、

情報社会に続く、超スマート社会に向かって急速に変化しています。日本では、人口減少

と少子高齢化、東京圏への人口の一極集中が進み、右肩上がりの経済成長や人口構造を前

提とした旧来型の社会システムは、もはや通用しなくなりつつあります。 

私たちを取り巻く環境が大きく加速度的に変化する中にあって、県民の皆様が将来に

わたってしあわせに暮らし続けられるようにするためには、豊かな自然や独自の文化、健

康長寿などの価値を大切に守り育てながら、先行きが見通せない現状を打破し、新しい時

代にふさわしい社会の仕組みを創造していかなければなりません。 

この計画は、こうした潮流を的確に捉え、県づくりの方向性を明らかにし、県民の皆

様と共有しながら、夢や希望の実現に取り組んでいくために策定するものです。 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、県政運営の基本となる総合計画であり、次の性格を有するものです。 

○ 概ね 2030年の長野県の将来像を展望する長期ビジョン

○ 上記を実現するための今後５年間の行動計画

○ まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に規定する都道府県まち・

ひと・しごと創生総合戦略[信州創生戦略を継承]

○ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）＊の達成に寄与するもの[経済・社会・環境の３

側面の課題に統合的に取り組み、誰一人取り残さない社会の実現をめざす]

３ 計画の期間 

  2018年度（平成 30年度）から 2022年度までの５か年間とします。 

４ 計画の進捗管理 

  計画の実行に当たっては、設定した数値目標をもとに、毎年度政策の進捗状況の評価

を実施し、ＰＤＣＡサイクルを回していくことにより、計画の実効性を高めます。 

進捗管理については、評価の客観性・妥当性を担保し、説明責任を果たすため、策定

に関与した総合計画審議会において実施します。また、その評価結果は、県議会に報告

するとともに、県民の皆様に分かりやすく公表します。 
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