
 

 

 

長 野 県 の 行 政 組 織 等 の 課 題 
 

 ﾍﾟｰｼﾞ 

 １ 審議会における組織改正の検討にあたっての主な論点 

  

１ 

２ 主な検討課題の担当部局の状況 

 

 ３ 部局横断的課題への対応状況について 

 

３ 

 

４ 

 

４ 各都道府県の部局体制 

 

７ 

  

  

  

  

  

 

資料５ 



  

審議会における組織改正の検討にあたっての主な論点（事務局案） 
 
 

１ 基本的な考え方 

○ 中長期的な視点からしあわせ信州創造プランを着実に推進する組織体制 

○ 県民の期待に応え、時代の要請に柔軟に対応できる組織体制 

○ わかりやすく簡素で効率的な組織体制  
  

２ 主な検討課題 

（１）しあわせ信州創造プランの実現に向けた施策を推進するため、企画・総合調整機能の強化に

ついて検討 

 

（２）「未来の信州」を見据えた課題への対応例 

○ グローバル化の進展などにより地域間競争が激化する中で、分野を超えた付加価値の高い

産業を構築 

 ⇒ 産業施策全般を統括する機能について検討 

    

○ 個性的な魅力にあふれた地域の創造、元気で自立的な地域づくりの推進 

⇒ 地域振興に関連する施策の推進体制について検討 

       

○ ゆとりある暮らしやすい信州の実現 

⇒ 暮らしに関連する施策の推進体制について検討 

   

○ 誰もが心豊かな暮らしを送れるように人生を彩る感動との出会いを提供するため、文化芸

術やスポーツ振興を充実 

⇒ 文化芸術やスポーツ振興施策の推進体制について検討 

   

○ 少子高齢化が進む中で、「子育て応援先進県」を実現 

⇒ 子育て支援に関連する施策の推進体制について検討 

 

  ○ 世界に誇れる健康長寿先進県の構築 

    ⇒ 健康長寿を継承・発展させる体制について検討 

 

  ○ 全ての県民が主体的に学び、個々の持つ能力を発揮できる教育県信州の構築 

    ⇒ 教育再生に向けた体制について検討 

 

（３）部局横断的なプロジェクトの推進や時限的な重要課題の解決のため、組織体制のあり方につ

いて検討 



 

 

長野県総合５か年計画 

～しあわせ信州創造プラン～（抜粋） 

 

 

第３章 私たちがめざす「未来の信州」の姿 

 

基本目標で掲げた 「確かな暮らしが営まれる美しい信州」 に向かって県民みんなで県づく

りに取り組むためには、将来どのような長野県となってほしいのかを明らかにした上で、その

姿に向かって県づくりを進めていく必要があります。 

このため、今生まれた子どもたちが大人になる概ね 20 年後に私たちが次の世代に引き継ぎ

たい長野県の姿を５つの将来像で分かりやすく描き、県民みんなでめざしていきます。 

 

○私たちがめざす「未来の信州」の姿

　誰もが等しく社
会からその存在を
認められ、自らの
可能性に挑戦し、
自分らしく生きて
いる。

１ 世界に貢献する
　　　　　　　　　 信州

３ 誰にでも居場所と
　　 出番がある信州

２ 「豊かな」
　　ライフスタイルを
　　　　実現する信州

４ 健康長寿世界一
　　　　　　　 の信州

５ 一人ひとりの
　　 力を引き出す
　　　　教育県信州

　世界との相互依
存が深まる中で、
地域の知恵や資源
を活かして信州が
世界に、そして他
地域に貢献してい
る。

　自然や伝統と最
先端の技術が調和
した、ゆとりある
暮らしやすい信州
となっている。

(1)心潤う信州の暮らし
　美しい自然や景観、
文化など個性的な地域
の魅力を、多くの人々
が楽しんでいる。

(2)人生を彩る感動との
出会い
　文化芸術やスポーツ
など人生に彩りを与え
る環境が整っている。

(3)自然からのお裾分け
　環境に配慮した生活
が徹底されるととも
に、自然エネルギーの
地産地消が実現してい
る。

(4)どこでも営まれる快
適な暮らし
　情報通信技術の活用
や交通基盤の維持・整
備、安全の確保などに
より、どこでも快適な
暮らしが確保されてい
る。

(1)世界をリードする最
先端産業
　新たな成長分野で信
州の産業が世界をリー
ドしている。

(2)世界品質の農林産
物
　市場のニーズに合っ
た高品質の農林産物が
世界から高く評価され
ている。

(3)世界をひきつける信
州の魅力
　信州の自然や伝統・
文化などが高く評価さ
れ、そのすばらしさが
知れわたり、国内外か
ら多くの人々が訪れて
いる。

(4)知の拠点
　企業・大学の研究機
能が充実し、世界レベ
ルの知恵や技術が集う
拠点となっている。

　世界に誇れる健
康長寿先進県が、
将来にわたり継
承・発展してい
る。

(1)一人ひとりの自己実
現
　若者から高齢者ま
で、女性も男性も、全
ての県民が一人ひとり
の能力を発揮し、職場
や地域で活躍してい
る。

(2)子育て応援先進県
　安心して子どもを生
み育てられ、子どもが
伸び伸びと育つ家庭や
社会が実現している。

(3)認め合い支え合う社
会
　全ての県民が必要な
福祉サービスの提供を
受けている。

　子どもから大人
まで全ての県民が
主体的に学び、
個々の持つ能力を
社会の中で発揮し
ている。

(1)人間力を養う
　子どもたちが確かな
学力と人間性を身に付
けている。

(2)楽しい学び舎
　全ての子どもが満足
感を持って学校生活を
送っている。

(3)自然の中でたくまし
い育ち
　子どもたちが自ら進
んで運動に親しみ、基
礎体力が向上してい
る。

(4)個性輝く子どもたち
　障害の有無などに関
わらず支援を必要とす
る子どもたちへの教育
体制が整備されてい
る。

(5)常に学び自ら活かす
　誰もが生涯を通じて
学び自らを高めること
で、人生を充実させて
いる。

(1)生涯にわたる健康づ
くり

一人ひとりが健康づ
くりに取り組み、県民
が元気に暮らしてい
る。

(2)生きがいが生み出す
元気な暮らし

一人ひとりが仕事と
家庭の両立に心掛け、
心身の健康が保たれて
いる。

(3)健康長寿を支える保
健・医療

保健活動や医療など
が充実し、県民の健康
でいきいきとした暮ら
しを支えている。

 



主な検討課題の担当部局の状況 

 

 

【産業に関連する施策】 

  ○商工労働部 

○観光部 

○農政部 

○林務部    など 

 

【地域振興に関連する施策】 

○企画部（情報統計課：地域情報化推進） 

○総務部（市町村課：地域振興、過疎対策） 

○観光部（移住・交流課：移住・交流） 

○農政部（農産物マーケティング室：都市農村交流）  など 

 

【暮らしに関連する施策】 

  ○企画部（人権・男女共同参画課：人権尊重、男女共同参画 

生活文化課：交通安全対策 

消費生活室：消費者施策の企画・調整 

県民協働・ＮＰＯ課：県民及び民間団体との協働の推進） 

  ○観光部（国際課：国際交流・協力の推進、多文化共生、旅券発給）  など 

 

【文化芸術、スポーツに関連する施策】 

  ○企画部（生活文化課：芸術文化振興） 

  ○教育委員会（スポーツ課：スポーツ振興）   など 

 

【子育て支援に関連する施策】 

  ○企画部（企画課：少子化対策 

次世代サポート課：子ども・若者育成支援） 

  ○総務部（情報公開・私学課：私立学校振興） 

  ○健康福祉部（こども・家庭課：児童福祉、保育・ひとり親）  など 

 



 

部局横断的な課題への対応状況について 

 

 

＜庁内組織＞ 

連携の方法 対応例 

○推進本部 

(知事などを本部長、関係部局長

などを構成メンバーとして、関

連施策を総合的・一体的に推進

することを目的として設置す

る組織) 

長野県子ども若者育成支援推進本部 

子ども・若者育成支援施策を総合的・一体的に推

進（事務局：企画部次世代サポート課） 

長野県野生鳥獣対策本部 

野生鳥獣に関する情報の収集・共有を図り、総合

的・効果的な対策を推進（事務局：林務部野生鳥

獣対策室） 

○プロジェクトチーム 

(２以上の部局に関係する臨時

又は特別な事務で、短期間に

処理を要する場合に設置する

組織) 

県有財産ファシリティマネジメント推進会議

プロジェクトチーム  

県有財産の有効活用・効率的利用に関する全庁的

な課題を検討（事務局：総務部財産活用課） 

○既存会議の活用 

 

企画調整委員会、政策会議、主管課長会議 等  

県の主要施策の企画・調整（必要に応じて、開催） 

○スタッフ職の配置 

（複数部局にまたがる政策課題

を専門に担当するスタッフ職）

商工労働参事 

複数部局にまたがる雇用政策を総合調整（部長級：

商工労働部） 

企画幹（被災者支援担当） 

東日本大震災被災者への対応のため、複数部局にま

たがる支援施策を総合調整（課長級：危機管理部）

 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜官民協働組織（庁内組織＋庁外組織）＞ 

連携の方法 対応例 

○官民協働組織 

(庁内組織だけでなく、他の行政

機関、事業者、研究機関などを

構成メンバーとして、関連施策

を総合的・一体的に推進するこ

とを目的として設置する組織)

信州ジビエ研究会 

ジビエに係る多様な主体の情報交換と連携した活動

により、信州ジビエのブランド化を推進（平成 24 年

３月設立） 

【会長：玉村豊男 氏】 

【事務局：（一社）長野県調理師会】 

【構成員：県、松本市、阿智村、猟友会、獣肉処理

団体、商工・観光団体 等】 

【主な活動：信州ジビエ振興策の検討・策定、料理

講習会の開催、獣肉のトレーサビリティーの仕組

みづくり、需要拡大活動（販路開拓、PR イベント）】

信州ワインバレー構想推進協議会（仮称） 

産学官連携により信州ワインバレー構想を実現する

ための体制を検討中【構成員：県、市町村、関係団

体、民間事業者 等】 

 



地域振興を所管する部門
県民生活を所管する部門

長野県 危機管理部 企画部 総務部 健康福祉部 環境部 商工労働部 観光部 農政部 林務部 建設部 会計局 11

北海道 総合政策部 総務部 保健福祉部 環境生活部 経済部 農政部 水産林務部 建設部 出納局 9
青森県 企画政策部 総務部 健康福祉部 環境生活部 商工労働部 観光国際戦略局 農林水産部 県土整備部 ｴﾈﾙｷﾞｰ総合対策局 出納局 10

岩手県 政策地域部 総務部 保健福祉部 環境生活部 商工労働観光部 農林水産部 県土整備部
秘書広報室、復興局、国体・障
がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会局

出納局 11

宮城県 震災振興・企画部 総務部 保健福祉部 環境生活部 経済商工観光部 農林水産部 土木部 出納局 8
秋田県 企画振興部 総務部 健康福祉部 生活環境部 産業労働部 観光文化スポーツ部 農林水産部 建設部 出納局 9
山形県 企画振興部 総務部 健康福祉部 環境エネルギー部 子育て推進部 商工労働観光部 農林水産部 県土整備部 会計局 9
福島県 企画調整部 総務部 保健福祉部 生活環境部 商工労働部 農林水産部 土木部 知事直轄 出納局 9
茨城県 企画部 総務部 保健福祉部 生活環境部 商工労働部 農林水産部 土木部 知事公室 会計事務局 9
栃木県 総合政策部 経営管理部 保健福祉部 環境森林部 県民生活部 産業労働観光部 農政部 県土整備部 会計局 9
群馬県 企画部 総務部 健康福祉部 環境森林部 生活文化スポーツ部 産業経済部 農政部 県土整備部 会計局 9

埼玉県 危機管理防災部 企画財政部 総務部
福祉部
保健医療部

環境部 県民生活部 産業労働部 農林部
県土整備部
都市整備部

知事室 出納局 13

千葉県 防災危機管理部 総合企画部 総務部 健康福祉部 環境生活部 商工労働部 農林水産部 県土整備部 出納局 9
総務局

財務局
主税局

神奈川県 安全防災局 政策局 総務局 保健福祉局 環境農政局 県民局 商工労働局 県土整備局 会計局 9
知事政策局 農林水産部

交通政策局 農地部

富山県 知事政策局 経営管理部 厚生部 生活環境文化部 商工労働部 観光・地域振興局 農林水産部 土木部 出納局 9
石川県 企画振興部 総務部 健康福祉部 環境部 商工労働部 観光戦略推進部 農林水産部 土木部 出納室 9
福井県 総合政策部 総務部 健康福祉部 安全環境部 産業労働部 観光営業部 農林水産部 土木部 会計局 9

企画県民部
リニア交通局

阜
県土整備部

（県民生活部門）

13

建設部門 知事直轄・その他 出納部門

東京都 知事本局 福祉保健局 環境局
生活文化局
スポーツ振興局

産業労働局
都市整備局
建設局
港湾局

会計管理局

農政部 出納局森林環境部

危機管理部門 企画部門 総務部門 保健福祉部門 環境部門 産　業　部　門

各 都 道 府 県 の 部 局 体 制

県土整備部 知事政策局 12総務部 福祉保健部
産業労働部
エネルギー局

観光部

部局数

H25.4.1現在

11

山梨県

土木部 出納局新潟県 防災局 総務管理部 福祉保健部 県民生活・環境部 産業労働観光部

岐阜県 危機管理統括監 総合企画部 総務部 健康福祉部 環境生活部 商工労働部 農政部 林政部
県土整備部
都市建築部

秘書広報統括監 出納事務局 12

静岡県 危機管理部 企画広報部 経営管理部 健康福祉部 くらし・環境部 経済産業部 文化・観光部 交通基盤部 出納局 9
知事政策局
地域振興部
戦略企画部
地域連携部

滋賀県 総合政策部 総務部 健康福祉部 琵琶湖環境部 商工観光労働部 農政水産部 土木交通部 知事直轄 会計管理局 9
京都府 政策企画部 総務部 健康福祉部 文化環境部 府民生活部 商工労働観光部 農林水産部 建設交通部 知事室 会計管理者 10

総務部
財務部

兵庫県 健康福祉部 産業労働部 農政環境部 県土整備部 出納局 6

奈良県 地域振興部 総務部
健康福祉部
医療政策部

くらし創造部 産業・雇用振興部 農林部 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 会計局 9

和歌山県 企画部 総務部 福祉保健部 環境生活部 商工観光労働部 農林水産部 県土整備部 知事直轄 会計局 9
未来づくり推進局
地域振興部
政策企画局
地域振興部

岡山県 危機管理監 総合政策局 総務部 保健福祉部 環境文化部 県民生活部 産業労働部 農林水産部 土木部 出納局 10

山口県 総合企画部 総務部 健康福祉部 環境生活部 商工労働部 農林水産部 土木建築部 会計管理局 8
徳島県 危機管理部 政策創造部 経営戦略部 保健福祉部 県民環境部 商工労働部 農林水産部 県土整備部 監察局 出納局 10
香川県 危機管理総局 政策部 総務部 健康福祉部 環境森林部 商工労働部 農政水産部 土木部 出納局 9
愛媛県 企画振興部 総務部 保健福祉部 県民環境部 経済労働部 農林水産部 土木部 出納局 8

地域福祉部 産業振興推進部 農業振興部
健康政策部 商工労働部 水産振興部

福岡県 企画・地域振興部 総務部
福祉労働部
保健医療介護部

環境部 新社会推進部 商工部 農林水産部
県土整備部
建築都市部

会計管理局 11

佐賀県 統括本部 経営支援本部 健康福祉本部 くらし環境本部 農林水産商工本部 県土づくり本部 出納局 7

長崎県 危機管理監 企画振興部 総務部 福祉保健部 環境部 県民生活部 産業労働部
農林部
水産部

土木部 国体障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会部 出納局 12

熊本県 企画振興部 総務部 健康福祉部 環境生活部 商工観光労働部 農林水産部 土木部 知事公室 出納局 9
大分県 企画振興部 総務部 福祉保健部 生活環境部 商工労働部 農林水産部 土木建築部 会計管理局 8
宮崎県 総合政策部 総務部 福祉保健部 環境森林部 商工観光労働部 農政水産部 県土整備部 会計管理局 8
鹿児島県 危機管理局 企画部 総務部 保健福祉部 環境林務部 商工労働水産部 農政部 土木部 知事公室 出納局 10
沖縄県 企画部 総務部 福祉保健部 環境生活部 商工労働部 文化観光スポーツ部 農林水産部 土木建築部 知事公室 出納事務局 10

都市整備部
住宅まちづくり部

大阪府市大都市局 会計局 13

農林水産部

産業労働部

大阪府

防災部 総務部

環境農林水産部府民文化部政策企画部危機管理監 商工労働部

高知県 会計管理局 13

企画県民部　　　

総務部 文化生活部 土木部林業振興・環境部観光振興部

地域政策局 総務局

商工労働部

危機管理部

福祉部
健康医療部

出納局

文化観光局 農林水産部 県土整備部 会計局

会計管理部 9環境県民局 商工労働局 農林水産局 土木局

出納局 10

11会計局

県土整備部

広島県 危機管理監 健康福祉局

11

島根県 健康福祉部 環境生活部 商工労働部 農林水産部 土木部 10

鳥取県 危機管理局 総務部 福祉保健部 生活環境部

三重県 防災対策部 健康福祉部 環境生活部 雇用経済部

農林水産部 建設部総務部 健康福祉部 環境部 県民生活部

総務部

愛知県 防災局

沖縄県 企画部 総務部 福祉保健部 環境生活部 商工労働部 文化観光スポ ツ部 農林水産部 土木建築部 知事公室 出納事務局 10
※部内局を除く


