
 

 

 
 
 

 

  



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



平成２9 年度 大北支部活動報告書 

           

支部長 宮澤 敏文 

  

人口が減少し続ける大北地域は、県平均より高齢化が著しく、出

生率も低いこの「負の循環」から地域力が落ち続けている。 

池田町の昨年の出生者は 39 名、白馬村は 43 名と歴史初めての

低出生者を記録し、他地区と同様に、今までにない人口減少状況に

ある。 

介護人材不足、建設業や建築業も同様で、人手不足は大北地域の最

大の課題となっている。 

地域医療分野も県の医療福祉体制の確立で、患者の他医療圏への

流出が多いため、現在５３０床(実際使用病床４７３床)であるが、

国が示す計画では４０３床となっており、大北地域の個性ある医療

体制の構築が課題となっている。地域振興局とともに現地調査も実

施した。また、当地区だけ遅れていた「がん連携病院」の設置を北

アルプス医療センターあずみ病院に設置できる見通しができた。 

 観光客の減少が大きく、これを克服するために首都圏や中京圏の



体験型旅行やエージェントを通じ、修学旅行の誘客確立など、白馬

高校生の協力のもとアンケートを実施した。北アルプス山麓ブラン

ドも 100 品を迎え、ブランド品を使っての体験旅行の拡大や教育旅

行の販売も手掛けた。 

会派の基本としている「地域の課題とその解決は現場にあり」を

もとに、現地へ出かけ調査研究し、新たな可能性を拡大させた。 

「現地の住民とともに」を原則にすべての問題の解決のために、県

がしなければならないことを後押しするとともに、具体的な成果を

上げることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 木曽支部活動報告書 

 

支部長 村上 淳 

 

現在、木曽郡の人口は 2 万８千人。高齢化率は４０％で典型的な

過疎地域である。木曽郡は毎年人口が５百人ずつ減少しており、限界

集落も何カ所か出てきている。このような木曽の厳しい現況を見据

えて将来を築いて行かなければならない。木曽の産業において、かつ

ては木材林業だったが現在は中京圏に近いこともあり、自動車部品

の製造業の雇用が 2 千人ほどで木曽の基幹産業と言える。最近は人

手不足感がり、若手労働力の確保が課題である。 

木曽地域は医療福祉教育等、過疎地域特有の課題が多くあるが、新

たに発足した木曽地域振興局、木曽建設事務所、木曽保健福祉事務所

等、県の出先機関を中心に木曽地域の地域振興が図られている。  

東京一極集中が続く限り、人口減少が続き本県全体の将来像も厳

しい。地方創生が叫ばれているが、本県が策定した地方創生総合戦略

と総合５カ年計画が連動して、良い結果が出てくる努力が必要であ

る。 



 

○木曽の再生は「観光」掛かっているところは大きい。木曽の観光に

焦点を当てて検証した。 

 

○木曽の観光 

木曽地域は観光産業が盛んであるが現況は厳しい。平成６年に年５

３０万人の観光客があったが現在は 220 万人である、平成 26 年に

は御嶽山の噴火があるなど自然災害が多い地域であり、特に木曽町

や王滝村は打撃が大きい。県として御嶽観光の復興にむけて観光復

興キャンペーンなど年４千万円の宿泊補助をつけており効果がで

てきている。また、本年度御嶽山は県立自然公園に指定されている

関係で御嶽山の県立公園としてのあり方の調査に入った。 

木曽の再生を図る中で大きいのは、木曽地域は県内唯一の日本遺

産の指定を受けたことである。木曽の再生は観光に頼る部分は大き

いが、木曽の素晴らしい自然環境に加えて、伝統文化や食文化等の

魅力を全国に世界にもっと発信するべきである。 

本県は本年度ＤＣキャンペーンを展開したが天候がすぐれず、思

ったほどの入り込み客が無く目標に達しなかったが、今後ＤＣキャ



ンペーン効果を活かす観光事業を展開することが必要だ。 

リニア新幹線は木曽に隣接する中津川市に駅ができるが、リニア

新幹線効果を見込み今から誘客の事業を展開したい。 

近年、外国からのインバウンドが増え、木曽地域でも年間 5 万人

ほどの外国人が来ている。外国人観光客の入り込みも期待でき観光

戦略を立てる必要があるまた、木曽郡観光連盟の木曽版ＤＭＯを立

ち上げるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 大町支部政務活動報告書 

 

               支部長 諏訪 光昭 

  

大町支部では平成２９年度におきまして、地域要望、地域課題の解

決に向けて、地元で開催される各種事業などに出席するとともに、参

加者、並びに関係者の皆様との懇談、意見交換、要望の聞き取り、現

地調査などに取り組んできました。 

神城断層地震から３年余が経過しました。災害からの教訓を生か

し、災害時の情報伝達、情報収集のあり方の精度をさらに高めるとと

もに、災害に強い県土づくり、防災・減災対策を積極的に推進してい

かなければならないことを確認させていただきました。 

東日本大震災から７年目を迎えました。被災地の皆様との交流、懇

談会を今年度も開催して、被災地からの声を復興支援に結びつける

活動と、震災を教訓とした地域の防災対策、減災対策などへの施策に

活かす活動にも取り組みました。 

県政の諸課題とともに、地域の医師確保対策、地域医療の充実、危

機管理体制、各産業の振興、雇用対策、森林整備、野生鳥獣被害対策、



農業振興、遊休荒廃地の解消、地球温暖化対策、産業廃棄物処分場問

題、産業汚泥・臭気対策、観光振興、高校再編、教育振興、警察行政

などにつきまして、先進地の視察をはじめ、県内、県外の状況の現地

調査を実施。併せて、地元住民の皆様、各種団体の皆様との意見交換

も開催させていただきました。 

「信州創生戦略」への取り組みがスタートして３年目となりまし

た。加えて、総合５か年計画が最終年度を迎えたことから、これまで

の取り組み状況、各施策の進捗状況を確認するとともに、新たな総合

５か年計画へ、これまでの取組みの成果を的確に反映させ、新たな目

標と、新たな施策の形成に向け意見交換をさせていただきました。 

懸案事項のひとつであります、地域高規格道路「松本糸魚川連絡道

路」建設事業につきましては、一昨年の１月、県から起点となる安曇

野北インター（仮称）から、大町市南部までの区間が公表されました。

しかし、安曇野市域からルートに関しての反対運動が沸き上がり膠

着状況が続いています。一日も早い事業着手が図られよう活動しま

した。引き続き、ルートの定着が一刻も早く実現できるよう努力して

いかなければなりません。加えて、国土交通省、県当局等への要望活

動も積極的に展開しました。 



大町岳陽高等学校が開校２年目を迎えました。校地内の建設工事

は平成３０年度まで続きますので、完全な状態での学校運営とはな

っていませんが、生徒の皆さんがしっかり学習できる環境づくりと

共に、工事が無事故で安全に推進できるよう見守ってきました。 

地域の生徒、保護者、関係自治体の皆さんたちからのご意見、要望等

に耳を傾け、魅力ある高校づくり、地域の学力、教育力向上のために

は、地域挙げてさらに取り組む必要性を痛感いたしました。 

併せて、農政・林務、環境、医療・福祉、警察など、住民の生活に

直接関わる問題、課題解決に向けて、県当局をはじめとする関係機関

との話し合い、意見交換も実施いたしました。 

大北森林組合の補助金不適切受給の問題に関しては、これまで判明

した調査内容について地域の皆様に報告するとともに、森林行政の

後退につながることのならない対応と、二度とこのような不祥事を

起こすことのない体制づくりに向けて意見交換させていただきまし

た。 

問題点の解消、課題を解決した事項もありますが、なお引き続いて、

調査、研究しながら取り組まなければならない課題も残されました

ことを付け加えさせていただきます。 



平成 29 年度 長野支部活動報告書 

 

支部長 太田 昌孝 

 

 29 年度においては、昨年度に引き続き福祉医療費の更なる充実

と教育課題について調査研究を行った。 

 福祉医療費については、「平成３０年度より、未就学児までを対

象とする医療費助成については、国保の減額調整措置を行わない」

旨の決定がなされたことにより、私自身も、県において子どもの医

療費の現物給付導入に向けた市町村との検討の場を、すみやかに立

ち上げ、見直しを行うことを提言したが、県として導入に前向きに

検討することとなったことから、更なる調査研究と県に要望を積み

重ねてきた。その結果、平成 30 年 8 月から県としても中学卒業時

まで現物給付導入を行う決定がされたところである。 

教育課題については、ライフワークとしてきた専修学校等、困難

を有する子ども・若者の支援についての先進事例や教育相談、不登

校解消に向けての先進的な取組みも調査したたほか、ＳＮＳを活用

したいじめ自殺対策においても一定の結果を出すことができた。 



平成 29 年度 茅野市・富士見町・原村支部活動報告書 

 

 支部長 小池 久長 

 

【建設関係事業】 

社会資本整備と地域振興との連携のための下記の事業を調査研究 

① 国道 152 号線湯川バイパスや国道 299 号線の整備促進。 

② 茅野駅進入道路整備開始。 

③ 原村中新田地区歩道整備。 

④通学路等の安全確保 

 

【環境関係】 

再生可能エネルギーの推進と自然環境整備の推進調査研究 

① 小水力や太陽光発電などの整備。 

② 景観確保のための森林整備。 

  

【農政関係】 

自給率の向上の取組や地消地産の推進のための調査研究 



① 中山間地域圃場整備及び担い手育成。 

②6 次産業化による付加価値のある農業の普及。 

 

【林務関係】 

①里山整備を始め森林保全の調査研究。 

 

【鳥獣対策推進】 

①鹿駆除について、昨年の大雪で頭数は減少傾向にあるが今後の対

策について調査研究 

 

【保険福祉関係】 

① 介護福祉施設の増床について調査研究した。 

②予防医療の推進について調査研究した。 

 

【教育関係】 

① 発達障害児の就労環境整備について調査研究した。 

② 学力向上への取組みについて調査研究した。 

 



【産業振興・地域振興】 

① 諏訪圏工業メッセの開催。 

②リニア停車駅への接続、投資促進。 

 

※ 引き続き地域課題を解決し、地域住民の安全、安心向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 上田・小県支部活動報告書 

                     

支部長 清水 純子 

 

平成２９年度におきまして上田・小県支部では、地域での事業に積

極的に参加をし、関係者の方々との意見交換、要望の聞き取り、現地

調査を重ねて参りました。少子高齢人口減少社会が本格的になる中、

県民のニーズも多様化してきています。長野県総合５か年計画も最

終年を迎える本年、誰もが居場所と出番がある長野県を目指し、県民

のニーズに沿った政策が求められます。 

特に、障がいを持つ児童の自立は重要と考えることから、上田養護

学校、就労移行支援事業所への調査を行ないました。養護学校では、

現在７割が社会福祉施設への就職となっています。特別支援学校で

の技能検定を導入し、また、教育に協力を頂ける企業を、応援企業と

して認定をしているとのことでありました。今後の課題として、障が

い者の一般就労を推進するための、就労コーディネーターの役割が

大変大きく、更なる人員の確保が求められます。 

就労移行支援事業所では、自立のためのＩＣＴを活用した教育環



境が必要との観点から調査し、現状で県では、障がい者ＩＴサポート

センターでのセミナーやテレワーク模擬体験会、県技術専門校にお

いて委託訓練事業を行ない、ＷＥＢ制作等の訓練を行なっています

が、一人に寄り添った支援が一層必要になってくると確信しました。

県内７４事業所での状況を調査しつつ、就労移行支援の活用も含め、

障がい者の自立と社会参加を目指した環境整備が更に進んでいくよ

う、調査、研究を重ね活動して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 松本支部活動報告書 

 

支部長 中川 宏昌 

 

 平成 29 年度の松本支部の活動については、下記にわたり調査お

よび活動にあたってきた。 

 

（1） 若者の自殺対策の更なる充実について 

長野県における 20代までの平均自殺率は全国で一番高いことか

ら、この状況を打開したいとの思いのなか、若者の自殺対策の充実

への活動を行ってきた。現在、県においても電話やメールでの相談

窓口を設置しているが、様々な調査から判明しているように、若者

の大半が、固定電話や携帯電話を日常使用していることは殆ど少な

く、圧倒的に使用しているのはソーシャルメディアネットワークで

あることから、SNS を活用しての若者の相談窓口を模索した。SNS

最大手の LINE 株式会社様のご協力もあり、LINE を活用したいじ

め・自殺対策の相談窓口を、健康福祉部・県民文化部・教育委員会

も鋭意ご検討いただき、昨年の 9 月に全国で初めての相談窓口を



試行的に実施した。電話相談の年間の 20 倍にあたる相談が約 2 週

間であったことから効果はあったと感じている。来年度も引き続き

事業を行うとされていることから、この度の検証結果からさらに若

者の水際対策として有効な手当てとなるよう提言してまいりたい。 

 

（2） 人工内耳装用者における助成金の創設について 

松本市内に信州大学付属病院があることから、耳鼻咽喉科の教授

の皆様や装用者の方とも都度連携を図りながら、人工内耳装用者の

プロセッサー交換における補助金制度の勉強会を積み重ねてきた。

人工内耳においては、当初の手術の際は保険適用となるものの、以

後プロセッサー等の劣化による交換の際は、保険適用が無く、全額

自己負担となることから、装用者にとっては大きな負担を強いられ

ているのが大きな課題であった。全国の事例を調査する中で、国の

障がい者日常生活用品補助事業で適用できることが分かり、阿部知

事ほか、健康福祉部等とも連携を図り、県からそれぞれの市町村へ

情報提供を図っていただいた。結果的に松本市をはじめとして、多

くの市町村が 29年度当初よりこの事業に賛同していただき、また、

30 年度においても長野市、上田市、佐久市等、装用者の多い自治



体も事業をはじめることから、県内の装用者の大半の方が恩恵を受

けられる状況になったことは非常に喜ばしいことである。 

 

（3）ものづくりにおける県の支援について 

松本市内には伝統的工芸品をはじめとして、自社の強みを活かし

た製造業等も多く点在する。消費動向が伸びない昨今、松本地域振

興局商工観光課とも連携を取りながら、市内製造業等を同行訪問し、

課題等について現場の声を頂いてきた。中でも今後急速に成長して

いくだろう AI・IOT など第 4 次産業革命という高度な成長産業に

中小企業がどのように関わっていけばいいのかというご意見を多

数頂戴した。来年度から松本市に所在する県工業技術センター内に、

AI・IOT デバイスのセンターの建設に着手することから、同セン

ターを基軸として広く地域の中小企業に情報等が展開できるよう

要望をして参りたい。 

 

（4）県民が安心して暮らせる環境整備について 

松本市内は多くの県営住宅が存在することから、住民から多くの

声を頂いた。一番多く頂いたご意見は高齢化により、バリアフリー



を進めていただきたいとのご意見であった。近年建設された県営住

宅はエレベーターの設置や手摺等の設置等、バリアフリー化されて

いるのに対し、殆どはその恩恵が受けられずエレベーターや手摺等

は未設置の状況。松本地域振興局建築課とも現地調査を行い、住民

のご希望に添える対策を何点が着手していただいた。この問題につ

いては今後も対応策を検討していかなければならない。より高齢化

が増す中で、多くの県営住宅が持つ課題となることから、バリアフ

リー化については引き続き調査の対象としてまいりたい。 

また、河川の外来樹伐採についてのご意見も多く頂戴した。河川予

算の縮小の中、伐採のご希望に添えない状況が続いている。昨今、

ゲリラ豪雨等、全国でも河川氾濫の事故が続いている。河川整備特

に外来樹の伐採が近々の課題である。アダプト制度等の活用もある

が限界があり、今般、森林づくり県民税のメニューに河畔林の伐採

への補助メニューも加えられたことから、今後の執行状況に注視す

るとともに、さらに解決策を模索していく必要がある。 

 

 

 



平成２９年度 岡谷・下諏訪支部活動報告書 

 

支部長 浜  章吉 

 

当支部のエリアである岡谷市は、近年、特に精密加工技術を更に

応用した超微細加工技術の集積地として、医療をはじめ航空、宇

宙、環境などの先進分野でその技術は高い評価を受けものづくりの

まちとして発展を遂げている。 

また、下諏訪町は、電子機器関連産業を主とした小規模工場群、

更に温泉と多くの名所旧跡をもつ観光のまちとして観光客が増加傾

向にある。 

しかしながら両市・町とも足腰の強い地域経済への醸成向けた課

題は多く、本年度、まずは県政に向け実情を発信することとし、前

年に引き続き地域の期待に応えられる県の支援を含む解決へ誘導す

る取り組みをした。 

そのため、両市・町の首長をはじめ役所内の部課長、商工会議所

や企業の経営者及び各諸団体の長の方々と課題解決に向けた対話を

重ね、地元の声として、県担当部局とも課題解決に向け取り組ん



だ。 

また、県が示した「学びの改革基本構想」について、両市町の首

長、教育関係者及び同窓会役員の皆さんのこれに対する考え方等、

意見交換をした。 

 

１．県政報告会 

  県政報告会を開催し、諏訪地区から小池久長議員にもご出席

頂き、県議会における会派の考え方、県政に取り組む姿勢、

また参加者の声を聞き取り活動の参考とした。 

 

２．産業振興 

  中小企業の景況調査やものづくり産業に取り組む経営者と懇

談を重ね、成長期待分野への展開支援、技術者の育成強化や

後継者育成・確保に関する支援を求める声を県に届けた。 

 

３．諏訪湖整備への取り組み 

  諏訪湖の再生に向け、繁茂するヒシ刈り取り時期や、刈り取

り範囲の拡大や水辺の整備について関係団体と懇談し、県の



担当部に実情を訴え、「諏訪湖創生ビジョン」の策定を進める

中で、諏訪湖再生に向けた効果の上がる県の改善策を求め

た。 

 

４．住民との対話 

  住民からの幼児教育の充実、教育の充実、また景観の向上や

環境の保全等々に係る要望を受け止め、県政推進が図るよう

取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 千曲・坂城支部活動報告書 

 

支部長 小川 修一 

 

長野市と上田市の中間に位置する千曲・坂城地域は、古くから関東

と北陸を結ぶ交通の要衝である。健康長寿、先進技術、観光業などに

関する産業集積もあり、いわば長野県の縮図のような地域である。産

業活動の更なる活性化を促進していくうえで、高速交通網との接続

に対応する道路網の整備等の基盤整備が急務となっている。今年度

は県宝松田館の火災による焼失という衝撃的な出来事があり、あら

ためて文化財の意義、管理体制のあり方が問われた年でもあった。ま

た、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉の充実は、施設整備も含め一

層重要な課題となっている。当支部において、本年度は次のとおり調

査をした。 

 

１．社会資本整備について 

（１）河川・砂防、災害対策 

  ○千曲市土口地区周辺の沢山川氾濫対策について 



○坂城町 洞岩沢砂防堰堤、名沢川砂防堰堤の整備促進につ 

いて 

（２）道路関連 

  ○（主）坂城インター線、森篠ノ井線ほか県道の延伸について 

  ○国道 18 号線バイパス整備促進、早期事業化について 

○土口雨宮バイパス先線（国道 403 号線）の早期事業化につ 

いて 

○都市計画道路一重山線について 

  ○スマートＩＣ、道の駅について 

（３）千曲市への新幹線新駅誘致については JR 東日本からの回答

を受け、千曲市長が誘致中止を表明後、新駅設置期成同盟会

も解散した。 

 

２．農商工業、観光業の振興について 

 ○企業誘致の現状と課題について 

○戸倉上山田温泉、姨捨の棚田、あんずの里など、観光資源につ 

いて 

○市民協働による地域活性化の取組について 



○有害鳥獣対策の推進、防護柵設置への支援について 

 

３．教育について 

○県立高等学校の再編整備に関し、屋代南高校の発展について 

○文化財の保護・保全について、文化財レスキューについて 

 

４．地域福祉について 

今年度は特に稲荷山医療福祉センターの現地調査を実施した。

来年度も継続して課題解決に向け調査をしてゆきたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 新ながの・公明 佐久支部 調査報告書 

 

支部長 小山 仁志 

 

【地域振興局の運営状況】 

本年度から、県下１０圏域の各地方事務所が地域振興局となって

スタートした。 

各圏域の特色ある地域づくりと横断的な課題に速やかに対処して

いくため、これまでと比較し、大きな財源と権限を付与する形でスタ

ートすることとなった。 

佐久地域振興局においても、地域振興推進費１，０６９万円の予算

がつき、地消地産を健康とした地域づくり、地理的優位性を活かした

二地域居住の探求、浅間山の防災体制強化及び活用を横断的な課題

として設定し、様々な事業が展開された。 

今年度は、さくっと「ずく出す」プロジェクト事業として、働き盛

りの運動セミナーや、健康増進機器開発企業と連携した「ロコモ」予

防普及の事業が行われた。佐久地域は、健康長寿の強みを更に磨き上

げていくため、活性化しつつあるヘルスケア産業の振興とも絡めた



事業を活かし、世代を超えた運動習慣の形成には、まだまだ課題が多

い。 

また、年間８００人の方が訪れる軽井沢の観光客を、佐久圏域にい

かに周遊していくか、その仕掛けをどのような角度で作っていくか

は、長年の課題となっており、今後も地域の皆さまとの意見交換を積

極的に重ね政策提言につなげていきたいと考える。 

地域振興局の業務体制は、総務管理課への負担が大きいと感じて

いる。後段で触れる、子どもプラットフォームについても担当をされ

ており、業務の分散の必要性を感じた。また、１０の地域振興局すべ

てが、同じ組織体制になっており、地域の特色等に合わせた組織業務

体制のあり方も考えていく必要があると感じた。 

 

【交通網の整備について】 

中部横断自動車道は、平成３０年４月２８日に、佐久南インターチ

ェンジから八千穂高原インターまで開通予定となった。同区間の工

事状況等について現地調査を行った。中央道双葉ＪＣＴから新清水

ＪＣＴまでの区間は平成３１年度に全線開通となっている。残りは、

八千穂高原 IC から長坂 JCT の約３４ｋｍを残すのみとなる。 



八千穂高原インターチェンジまでの延伸開通により、佐久圏域に

は、新たに２つのインターチェンジが設けられることになる。県道１

４１号線とのアクセス道路がバイパスとしても同時期に開通の予定

となっており、佐久圏域にとって、物流や観光、また災害、緊急医療

にも新たな機能強化が期待される。 

八千穂高原インターチェンジから長坂ジャンクションについては、

現在、基本計画区間となっており、整備計画への格上げがなされるよ

うに、中部横断道整備促進議員連盟や、期成同盟会皆さまと国への要

望活動をおこなった。整備効果については、国土交通省理解は深く、

財務省への理解をどのように深めていくかが今後の課題である。 

また都市計画道路相生大手線、三分中込線や、信濃追分停車場線、

志賀・新子田バイパス等の県道の事業進捗状況の確認や、関係団体皆

さまと県への要望活動も行った。 

 

【佐久地域子供プラットフォーム（信州子どもカフェ）】 

県では、子どもの居場所づくり促進のための信州子どもカフェを

県下１０圏域にプラットフォームの形成を行っている。 

佐久地域では、モデルとして、他地域より先行して、子どもプラッ



トフォームづくりが昨年度より行われてきた。 

今年度からは、運営を担う、委託事業者も決定し、子どもに係る

NPO や支援団体、民間企業、行政等、地域の多様な主体が出来るこ

とからはじめようという意識の中で連携のもと「佐久子ども応援会

議」というプラットフォームの構築が図られ、子ども食堂はじめとし

た様々な事業が行われた。 

１月１４日には、子ども笑顔ミーティングが開催され、多くの関係

者が参加。官民協働、また各組織の横ぐしをさす連携を図るため、基

調講演会、グループワークによる意見交換会も開催された。 

「孤（こ）育てから地域（みな）育て」と題しての基調講演では、

晩婚化による晩産化、また地域関係の希薄化の中で、母親抱えるの孤

立やストレス、不安等、社会構造の変化による親と子の関係の変化に

ついて、課題が提起された。 

子どもをめぐる環境が多様化し、また虐待や貧困、課題が蜘蛛の巣

のように複雑に絡み合う中で、それをどのように解きほぐしていく

のか社会としてむきあっていくための連携を深めていくことの重要

性を認識した。 

「佐久子ども応援会議」は、今後更に連携を密にされながら、子ど



もの居場所づくり、学習支援、世代間の交流等様々な企画が続けられ

る事が期待され、課題や状況の調査を今後も深めていきたい。 



29 年度 行財政改革調査会報告書 

            

座長  宮澤 敏文 

1.報告事業 

★人口減少による地域社会へ変化を調査した。 

①学校の統合  

②商店街の疲弊化―廃業シャッター街の増加  

③消防団や地域防災力の著しい低下  

  ④水道、下水道、集落の維持機能に低下等々 

人口減少を食い止めることの必要を現地の声から判断した。 

★地域のコミュニティの確保として、福祉ベースとした新しいコ

ミュニティづくりを先進地金沢市に学び、子供の居場所づくり

と合わせて新しい地域づくりを参考とした。 

★全国の都道府県の地域振興策を調査研究し、長野県に取り入れ

る提言作りの展開 

 

2.県政への反映・提言 

★本会議や委員会での提案 



★数回にわたる知事要望で調査ポイントを整理し新政策や総合計

画への導入を提案した。 

★新たにスタートした振興局の充実のために、各広域ごとに異な

る課題を整理し、新たな情実を広域からスタートする体制を実

行した。 

 

3.考察 

★長野県の高齢化少子化は驚くスピードで進んでいる。 

今具体的な手立ての必要性を感じるとともに、思い切った対策

が必要である。本会議で 3 人以上の子供たちに 20 歳になるま

で、対象者に月 5 万への交付を提案したが、これは今後の大き

な課題として次年度へも継続するとした。 

★市町村合併が遅れた長野県は小規模市町村が残り、それぞれの

市町村運営は大変な工夫と踏ん張りが求められている。先見性

を持って取り組むように県議会の立場で市町村と向き合う必要

性がある。 

 

 



平成 29 年度 県民文化、健康福祉調査会報告書 

 

座長 村上 淳 

 

〇県民文化関係 

県は開館から 50年経つ信濃美術館の改築事業に取り組んでおり建

設費は 100 億円以上かかる事業が見込まれている。現在信濃美術

館整備委員会、専門委員会を立ち上げて計画が進められており、本

県が誇る美術館となる計画である。県議会県民文化委員会として徳

島県の大塚美術館を訪れて美術館の運営状況について調査研究を

実施した。 

 

〇生活保護費見直しと子どもの貧困 

厚生労働省は生活保護費の見直しは厳しい方向がだされている。平

成 30年度より受給世帯の 3分の 2の６７％が来年度から減額とな

る。生活扶助も一部引き下げとなる。一方、地方の小規模自治体で

は母子世帯では 10％以上の増額となる。 

子どもの貧困の現況を見るとひとり親世帯が５０％を超えており、



母親のひとり親世帯は年収 200 万円前後が一番多く、生活保護世

帯が多い。加えて、児童虐待、不登校の問題も同時に発生しており

本県として、修学補助や信州子どもカフェ事業を鋭意進めている。

なお児童虐待対策は「ながの子ども、子育て応援総合計画」基づき、

進められている。 

 

〇信州保健医療総合計画は本県の医療福祉の柱になる計画であるが、

県民の一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」との考え方で進め

られており、県が、市町村、医療従事者、医療保険者等と一緒にな

り健康増進や福祉の増進を進める努力が求められている。 

 

〇県内病院にとって医師の確保は最重点であり、県内における医師

不足は深刻である。特に木曽、上伊那地域は医師不足が深刻であり、

全国平均を下回り、県立木曽病院は循環器系医師がいないことも

あり 28 年度は 27 年度に比べて循環器で入院患者数が 90％減で

赤字経営に陥った。県はドクターバンク事業、医学生修学資金貸与

や各種助成制度の取り組みをしている。 

 



〇がん対策 

がん治療は日進月歩に進んでいるが、本県では毎年 6 千人以上が

亡くなっておりさらなる対策が求められている。がん対策の基本は

がん検診であり、部位別に検診率は違うが、平均６０％を超える努

力をして欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 危機管理・防災対策調査会報告書 

 

                    座長 諏訪 光昭 

 

昨年３月に発生した県の消防防災ヘリコプター事故に関しては、

「消防防災航空体制のあり方検討会」の中で議論が重ねられ、当面の

対応として機体の借り上げ、操縦士・整備士の民間からの派遣で対応

することとなりました。加えて、１２月からは「安全運航管理幹」を

配置して安全対策、隊員の教育、訓練を実施しる体制を構築しました。

新たな機体の導入に係る検討委員会も立ち上げました。改めて、安全

第一に運航しながら、県民の皆様の生命、財産を守るための消防防災

活動を進めていく必要性を痛感しました。 

断層がいくつも存在し地質が脆弱で、地形が急峻な県土に住む県

民の皆さんの生命財産を脅かす災害は、地震、大雨、大雪、火山爆発、

自然災害、原子力災害、大規模火災事故などが想定されます。東日本

大震災、長野県北部地震等を教訓として、さまざまな危機事象に対し

て、被害を最小限に抑えるためには、日頃からの防災、減災への対応

が求められることから、危機管理体制の充実に向け一年間活動を進



めてきました。 

危機管理部では今年度、「減災トップフォーラムｉｎ長野」の開催、

「長野県火山防災連絡会議」の開催、火山ハザードマップ等作成支援

事業、防災行政無線設備更新事業、消防団充実強化支援事業などの主

要施策に取り組みましたので、関連する事業について調査を進め、関

係者の皆さんから意見を聴くなどの活動をすすめました。 

調査等は精力的に実施。研究会も重ねながら、会派内での議論と討

論も加え、知事はじめ、関係する危機管理部等に対しましては、本会

議、委員会審議などを通じて質疑、提言なども積極的に行いました。 

「多くの災害から学び、生命・財産・暮らしを守り抜くという」、平

時からの備えを県民の皆様が誰でも取り組めるよう、引き続き、災害

に強い県土づくりの推進の必要性を確認させていただき報告とさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 社会インフラ整備調査会報告書 

 

座長 小池 久長 

 

県土の広い本県おいて社会インフラ整備は喫緊の課題であるが、

予算に制限があるなか、選択と集中が必要である。平成 37 年に開通

するリニア中央新幹線県内駅を中心とした南信地域の活性や、三遠

南信道や中部横断道、新東名清水ＪＣ～双葉ＪＣ開通等本県を取り

巻く環境は大きく変化しようとしているが、県内の高規格道路整備

も併せて進めなくてはならない。また、公共交通の整備も課題である

が中央東線や西線の高速化や、松本空港への定期便の増便等も急が

れる。当調査会では、越後湯沢駅を利用した観光政策や、外国人のス

キー誘客等を調査し本県の観光振興の参考とした。また、松本・糸魚

川道路の建設の進捗を調査し今後の経済の活性化について意見交換

をした。少子高齢化と中山間地域を多く抱える本県では、県民の社会

インフラを支える事も重要な課題であり、買い物の弱者への対策や

医療機関へ交通等を調査し、県政課題として知事はじめ執行部へ提

言をした。 



平成 2９年度 建設調査会報告書 

                        

        座長    清水 純子 

 

平成 2９年度は、総合五か年計画の最終年の年であり、計画に掲げ

る建設関連事業の目標達成に向けた取り組みに注視し、調査を行な

った。 

初めに、人口減少社会へと進む中、建設企業の経営安定、工事の入

札状況等を調査するため、建設業協会及び青年部との意見交換を行

なった。特に、建設関連人材の確保、若手技術者の育成、建設業の働

き方改革等、直面する多くの課題への対応が求められている。 

また、県外調査では、高知県での建設業におけるインターンシップ

の推進について、女性の活躍支援について等の調査を行なった。 

建設業での女性の活躍では、高知県で先進的な取り組みを行なっ

ている旭ブロック建設㈱へ直接伺い意見交換を行なった。優秀な女

性社員に活躍をしてもらう事、そして働き続けられる環境を作るこ

とは、企業にとっても大きな利益になるとのこと。今後、景気の回復

が図られる中、益々人材確保の課題の対応が求められる。 



建設業界の週休２日制の確立による働き方改革の推進やＩＣＴ技

術の活用による生産性の向上、建設業のイメージアップのＰＲ活動

等、中長期での施策を明確にし、進めていくことが必要である考え、

今後も調査を重ねて参りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 産業・観光調査会 

環境・自然エネルギー調査会報告書 

 

座長 中川 宏昌 

 

平成 29 年度の環境産業観光調査会としては、下記の事項について

調査・活動に努めてきた。 

（1）観光産業を盛り上げるための仕組みづくりについて 

信州ＤＣキャンペーンや県の観光施策の推進により観光産業にお

いては以前に比べ上昇傾向ではあるものの、突破口を開くまでには

至っていない。 

特に外国人観光客の増加における県内観光産業の取組みや仕組み

づくりが遅れていると感じたところである。外国人観光客は既にキ

ャッシュレス化であり、特に県内では大きな課題であるとともに、

スキー王国長野県にとっては、同一カードで県内どこのスキー場に

訪れても入場できるという仕組みづくりが必要である。これらを模

索するため、スキーゲートの世界最王手の企業や、フィンテック産

業の日本トップレベルの企業等を訪問・調査するなかで、更なる取



組みの必要性を感じたところである。この調査結果から、私自身、

長野県の次期総合５カ年計画の研究会メンバーに所属していたこ

とから、観光地における先端技術の導入やキャッシュレス化を推進

することを提案し、計画に盛り込まれたところである。特にこのよ

うな施策は他県に先んじて行うことにより有益性も発揮されると

思料されることから、今後の推進に注目してまいりたい。 

 

（2）若手起業家によるまちづくりについて 

人口減少・若者の人口が流出している長野県において、若者のが生

まれ育った長野県に定住し、働いて頂くことは持続可能なまちづく

りの第一歩である。 

IT の若手起業家が、かつては新婚旅行のメッカであった宮崎県に

おいて、現在は寂れている状況を危惧し、街づくりを行なっている

事例を知ったことから調査をした。既にその IT 企業は宮崎県から

起業スタートし、地元雇用 1000 人目指し、急成長しており、IT 業

界でも注目を集めている。その企業が現在まちづくりを進めており、

地元住民との触れ合いを重視しながら、コワーキングスペースや新

たな観光地づくりに着手している。長野県においてもこのようなま



ちづくりは十分に可能であり、特に過疎化した地域においての活性

化手段の一つとなり得ると感じたところである。地域の特色や習慣

を重んじながら、新たな若者の働く場を創出していく対策を今後も

調査研究してまいりたい。 

 

（3）環境に配慮した自然可能エネルギーの普及について 

自然可能エネルギーの普及については、歓迎する一方で、景観や環

境に配慮されていないという課題も浮き彫りになっている。私の地

域においてもそのような課題は散見されており、再生可能エネルギ

ーが普及されないブレーキとなっている。設置事業者と地元住民と

話し合いとなっている地域で調査するほか、屋根貸により環境に配

慮したエネルギー事業者等へ調査する中で今後の方向性について

考察した。来年度県は、新たに太陽光発電のポテンシャルマップ事

業をおこなうこととされているが、これは環境に配慮しながら普及

するうえでの足がかりとなりうる事業であると思うことから、動き

を注視しながら今後も調査を進めてまいりたい。 

 

（4）長野県の魅力を打ち出せる海外の観光プロモーションについて 



今回、長野県議会海外調査団としてタイ・台湾に調査に行かせてい

ただき、外からみた長野県の観光対策について調査することができ

た。積極的な海外プロモーションが進められているなか、両国の調

査でデジタル観光プロモーションの重要性を大きく認識したこと

から、デジタルで魅せる観光プロモーションを県にも提言したとこ

ろである。ドローンメーカーへも調査に伺い、長野県の大自然をま

だまだ海外に売り込んでいける素地は十分にあると実感したとこ

ろであり、来年度、ドローンを活用した観光プロモーションを県も

進めるとお聴きしたことから、より海外の方が長野県の魅力を感じ

とれるような観光プロモーションを大いに期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 教育・スポーツ調査会報告書 

                           

座長 浜 章吉 

 

本調査会では、次のとおり調査活動を行いましたので報告します。 

 

「学びの改革基本構想」に対する県民の受け止めへの対応について、   

平成２９年７月に、県教委は県立高校の第二期再編や、今後の高

校教育のあり方を盛った「学びの改革基本構想案」が示された。 

  「急激な少子化」から「必要な能力への探求的な学び」を目指し、

併せて「県立高校の再編整備による学びの場づくり」を求めるもの

である。 

  県下、旧１２通学区ごとに実施した県教委による「第１回の地域

懇談会」では、ＰＴＡ、市町村、教育関係者等が出席し、県教委の

考え方に対する課題や疑問等の意見を確認した。更に、平成３０年

に入り、第２回目の「地域懇談会」では、「地域の将来を考えなけ

ればならない時期」といった意見も徴したところである。３月には、

県教委による「実施方針案」が公表されること、また、平成３０年



度の９月に実施方針を決定後、地域の首長や教育委員会、経済界等

を含む「地域協議会」の開催が予定されており、本格的な高校配置

の検討が進むこととなる。県民からは様々な要望があり、引き続き

幅広い関係者と意見交換をする必要がある。 

 

本年３月に開催された「平昌五輪大会」では、オリンピック新記録

による小平奈緒、オリンピック同一大会で二つの金メダルや菊池選

手が夫々金メダルを獲得する快挙を遂げた。県関係３選手に対して、

県民、国民に深い感動と勇気を与え、今後のスポーツ競技力向上に対

して、様々な角度から支援の必要性を感じた。 

一方、県教委においては、来年度から５年間の次期「県スポーツ推

進計画」案が示され、１０年後の将来像に向けて、今後５年間に取り

組む施策を進めることになる。このことから、今後の大きな大会を見

据え、子どもの運動や生涯を通じたスポーツの充実、選手の育成、ス

ポーツによる地域活性化の必要性を感じる、本調査会の１年間の活

動であった。 

 

      



平成 29 年度 農政林務調査会報告書 

 

座長 小川 修一 

 

今年度は主に以下の調査をした。 

１農政関係 

・新規就農者への支援など次代を支える農業の担い手の確保・育成 

について 

・６次産業について 

栽培技術、栽培環境システム構築、省力化・自動化、高機能食品

加工など、工農連携による農業イノベーション創出基盤のプロジ

ェクトである、信大工学部 FAID（食・農産業の先端学際研究会）

について 

・土着天敵を活用した病害虫駆除など環境保全型農業について 

２林務関係 

 ・CLT 工法の推進による林業振興の可能性について 

 ・有害鳥獣対策について（防護柵設置状況、地元猟友会の現状等） 

 ・国際ウッドフェア、信州プレミアムカラマツのブランド化につい 



  て 

 ・大北森林組合の経営再建について 

３．所感 

人口減少や農林業従事者の高齢化など本県農林業を取り巻く

情勢の変化に対応していくため、県では、本県における農業・農

村の将来像と、それを実現するための施策を方向づけした「第３

期長野県食と農業農村振興計画」を策定中である。林業において

は、従来は間伐のみであった「森林づくり県民税」の使途拡大を

し、広く木に親しむことや林業振興のための事業にも活用できる

ことになったが、県民への情報発信が十分でなく、事業効果等の

検証もしていかねばならず課題は山積している。 

農業・林業それぞれ、人口減少とともに高齢化が顕著であるこ

とから、担い手の高齢化、担い手不足が切実であり、人材育成は

喫緊の課題である。そのためには先端技術や新しい発想で、かっ

こよく「稼げる産業」であることを若者にアピールすることも大

切である。そのためには、テーマを決め、今まで以上に部局横断、

業際・学際で取り組むことも重要ではないか。 

 



平成２９年度 地域安全調査会報告書 

 

座長 小山 仁志 

 

◎警察施設の老朽化対策 

  警察署や交番、駐在所をはじめとした、県警施設は、高度成長期

に建設されたものが多く、多数の施設が更新時期を迎え、長野県フ

ァシリティマネジメント推進基本計画に基づいた更新がなされて

いる。 

  今年度は、佐久警察署が竣工し、新施設の視察の機会を頂いた。 

 県産材のカラマツや、浅間石等、地元の地域材が多く使われた施設

となっていた。佐久市、立科町、御代田町、南佐久郡という広いエ

リアを管轄し、２６の交番・駐在所を所管する警察署として、機能

発揮の充実に期待がされる。 

  今年度中に署長官舎、外構工事が終了し、佐久警察署の整備事業

が完了する。 

 

 



＊今後の警察基盤強化の現状と課題 

 ・施設の老朽化、耐震機能の不足等（木曽警察署：築４５年経過） 

 ・施設の狭隘化（安曇野警察署：署員数が建設時の１．５倍） 

 ・交番、駐在所の老朽化狭隘化、プライバシーに配慮した相談室の

確保等 

  小海町交番（昭和５４年築） 

  朝日村駐在所（昭和５４年築） 

  長谷駐在所（昭和５５年築） 

  生坂村駐在所（昭和５５年築） 

 

◎刑事部鑑識課・警察犬訓練施設の調査 

  刑事部鑑識課及び、直轄警察犬訓練所の調査を行った。 

 訓練所は長野市松代町にある警察学校敷地内に設置されている。 

 鑑識課「証を得て人を罰す」という犯罪捜査の鉄則徹底のため、鑑

識業務を統括する課として昭和２３年に発足した。その後、科学捜

査の推進への対応のため、科学研究室の設置や、機動鑑識班の増設、

平成３年には警察機動センタ―が建設され、平成５年には、鑑識課

事務室が県庁から移転した。警察訓練所は、昭和５４年警察学校敷



地内に設置され、直轄警察犬が導入された。 

  現場鑑識は、東北中南信に設置された機動鑑識班が重要事件発

生時には臨場され、綿密・的確な現場鑑識活動を実施している。 

 また、写真観察、指掌紋、足痕跡の対照、鑑識を鑑識課において行

っている。 

  警察犬は、現在２６頭が嘱託を受け、県下各地で活動している。 

 訓練施設では、指導手２名、警察犬３頭で訓練が行われている。 

 警察犬出動状況は、平成２８年７３件で前年比－７件となってい

る。 

  今後は、犯罪検挙力強化のため、若手鑑識係員の鑑識実務能力の

向上が重要な課題となっており、若手鑑識係員を対象とした鑑識

実践塾、刑事任用科での現場対応訓練等の各種教養、機動鑑識班に

よる機会教養等を通じた県下全体の鑑識能力の向上、技術研さん

を行っていくということである。 

 

◎徳島県警（ＰＦＩ手法による警察インフラ整備事業の取組みにつ

いて） 

  徳島県警は、民間資金を活用した「ＰＦＩ（的）手法を活用し、



警察署整備、宿舎整備、交番・駐在所整備を行っている。 

 警察署整備（センター署庁舎整備）では、設計、建築、維持管理を

包括して実施しており、民間のノウハウ・技術力を最大限に活用す

ることによるクオリティの高い施設整備と維持管理、また、コスト

縮減と財政支出の平準化をねらいにＰＦＩ手法を活用した。 

  ＰＦＩ事業の特徴は、①ＳＰＣ（特別目的会社）を事業者として、

設計、建設、維持管理、運営各業務の一括発注、②性能発注による

発注（＊従来の仕様発注と異なり発注者が必要な性能を示し、性能

達成のため技術的提案・施工を行う）③ＶＦＭ（Value For Money）

の評価（支払いに対するサービスの価値を最大化にする）④県財政

支出の平準化である。従来型公共事業と比較し、建設コストが大き

く削減されることが大変印象に残った。 

  また、新たな歳入確保のため、広告看板の設置や、広告付き地理

案内板などの設置に取り組んでいる。 

 本県の老朽化対策や、県警本部の安全セキュリティ対策に対して、

大変参考になる手法であることを実感した。 

  


