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○表紙の絵　
「My dream hands!」
長野県小諸養護学校高等部１年　秋田谷理美さん



みんなで描き、みんなでつくる長野県

長野県は今、少子高齢化や人口減少の急速な進行など社会経
済の大きな転換期にあり、産業、医療・福祉、教育など県民の
生活に関わりの深い様々な分野で数多くの課題に直面していま
す。こうした状況の変化を、長野県の飛躍のチャンスとして生
かし、新しい時代にふさわしい長野県を築いていかなければな
りません。
そのためには、これからの長野県のめざすべき将来像を県民

の皆様の声をもとに描き、課題や目標を共有しながら知恵と力
を結集して、県づくりを計画的に進めていくことが何より重要
であると思います。
こうした考え方のもとで、長野県中期総合計画を策定し、今

後５年間における県政の方向性や方策を明らかにしました。
広大な県土のそれぞれの地域が活力にあふれ、誰もが安全・

安心を実感でき、住む人と暮らし、そして、私たちの誇りであ
る自然が、将来にわたっていつまでもいきいきと輝き続けるよ
うな、「“活力と安心” 人・暮らし・自然が輝く信州」を創造
してまいりたいと考えています。
計画の策定に当たりましては、「みんなで長野県のあらまほ

しき（こうあってほしい）姿を描く」を合言葉として、広く意
見をお聴きすることに意を用いてまいりました。ここに至るま
で、広範な分野にわたって貴重な御意見・御提言をお寄せいた
だいた県民の皆様、県議会をはじめ、様々にお力添えいただい
た多くの皆様に心から感謝を申し上げます。
この計画を今後の県政運営の「ガイドブック」として、県民

の皆様とともに、長野県の確かな礎を一歩一歩着実に築いてま
いりたいと思いますので、御理解と御協力をお願いいたします。

平成19年12月

長野県知事　
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1 計画策定の趣旨

長野県は今、急速に進行する少子高齢化と人口減少時代
の到来など社会経済の大きな転換期にあり、回復の遅れる
県内経済、厳しさを増す自治体運営、医療・福祉環境の変
化など、県民の生活に関わりの深い様々な分野で数多くの
課題に直面しています。
とりわけ、本県は危機的な財政状況にあり、行財政改革

に積極的に取り組むとともに、県民、市町村等と一体と
なって、選択と集中の考え方のもと、必要な施策を着実に
推進していくことが求められています。
この計画は、本県を取り巻くこうした厳しい状況を踏ま

えて、様々な変化や課題に的確に対応し、特色や資質を生
かしながら、新たな時代にふさわしい長野県づくりを計画
的、総合的に推進していくため、その方向性や方策を明ら
かにするものです。

2 計画の性格

県政運営の基本となる総合計画とします。
県が計画期間中に取り組む必要のある主な施策や達成目

標をわかりやすく示すことにより、県づくりの課題や方向
性を県民と共有するとともに、市町村、国等の理解と協力
のもと、県民一人ひとりの自主的、積極的な参加を得て、
目標の実現をめざします。
なお、計画の推進に当たっては、その実施内容や方法、

達成目標等について、社会経済情勢の変化に常に弾力的に
対応していく必要があります。

3 計画の期間

平成20年度（2008年度）を初年度とし、24年度（2012
年度）を目標年度とする5か年間を対象とします。
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