
価格決定力のある製造業へ

の転換、日本一創業しやすい

県づくり

長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略の推進

⻑野県⼈⼝定着・確かな暮らし実現総合戦略により、⼈⼝減少への⻭⽌めと⼈⼝減少を踏まえた地域社会の維持
・活性化に向けた以下の取組を進めます。

Ｈ２８予算案：

292億5132万4千円

人生を楽しむことができる多様な
働き方・暮らし方の創造 若者のライフデザインの希望実現 活⼒と循環の信州経済の創出

一人多役など多様な働き方・自然と共生し人と人
とが支え合う暮らし方の促進
○ 信州での多様な暮らし方、新たな暮らし方等を国内

外に発信するライフスタイルデザイン国際会議の開

催等 （2,491万８千円）

定年帰農者やⅠターン就農者の就農資金の金利

負担の軽減 （151万８千円）

等

新新新新

新新新新

シニア層が元気に活躍できる人生二毛作社会の
確⽴

⼦どものいる家庭や⼥性などの視点を⼤切にした
官⺠一体での移住の促進

人生を楽しむための文化やスポーツ等の振興

○ シニア活動推進コーディネーターの増員配置による

県全域での人生二毛作社会づくりの取組強化

（3,061万７千円）

等

市町村、企業と連携した結婚支援の充実

産科医の確保や助産師の活用など出産環境の整備

⼦育て世代の経済的負担の軽減など⼦育て支援の
充実

多様な働き方の普及による出産・⼦育てと仕事の
両⽴促進

価格決定⼒のある製造業への転換、⽇本一創業し
やすい県づくり

多様な観光需要に対応する観光業の成⻑産業化

サービス産業と農林業の⾼付加価値化・生産性向上

地消地産の推進

○ 子育て世代の視点による移住セミナーの開催や移住

里親の登録など地域への溶け込み支援の実施

（469万７千円）

県営住宅について、子育て世代に向けた住まいのア

イディア募集とこれを取り入れたリノベーションのモ

デル的な実施 （191万１千円）

○ 「農業女子」による本県の農業・農村の魅力発信の

支援 （460万４千円）

等

新新新新

文化芸術の底上げを図るための芸術監督団の配置、

戦略的事業の企画・実施

（2,934万２千円）

○ 地域のコミュニティスペース等において新たに行う地

域スポーツ活動の支援 （393万３千円）

等

新新新新

市町村等が設置する結婚相談所の情報一元化等を

行う総合的な拠点としてのしあわせ信州婚活支援セ

ンター（仮称）の設置 （2,365万円）

等

○ 信州医師確保総合支援センターを中心とした研修医・

医学生等へのキャリア形成支援や産科医を増やす

取組等の実施 （５億6,944万６千円）

県内の周産期医療と助産師の就業先の偏在状況の

把握と助産師の出向・受入れの実施 （211万７千円）

等

新新新新

新新新新

○ 第３子以降の保育料を軽減する市町村の支援

（３億979万５千円）

困難を有する子ども・若者のための専門的な自立支

援の場を運営する民間団体へ助成

（1,200万円）

○ 自然保育の社会的認知や信頼性、質の向上と人材

確保の支援 （759万３千円）

等

新新新新

経済団体、教育機関等と連携したネットワークの構築

と女性の活躍推進の取組、情報発信

（156万９千円）

○ アドバンス認証制度の更なる普及促進に向けた県内

企業への働きかけや幅広い情報発信

（2,639万２千円）

等

新新新新

医療・福祉現場と企業をつなぐコーディネート活動に

よる新製品開発の促進 （640万円）

飯田下伊那地域の航空宇宙産業に係る取組が全県

に波及するための支援 （493万６千円）

○ 「ながの創業サポートオフィス」による相談・助言やセミ

ナー開催等による創業支援 （1,681万８千円）

等

新新新新

新新新新

観光地域経営の視点に立って観光地域づくりの舵

取り役となるＤＭＯの構築 （8,741万円）

金融機関と連携した旅館・ホテルの事業展開、経営

改善への取組支援 （400万円）

等

新新新新

○ 独自商品やサービスの開発につながる短期実践開発

型ワークショップを開催する事業者等の支援

（100万円）

○ 稲作農家の経営規模の拡大や生産コストの削減、県

オリジナル品種の生産拡大、革新的農業技術の開発

等の戦略的な推進 （１億33万１千円）

等

ホテル・観光旅館等での県産オリジ ナル食材の利活

用促進 （742万９千円）

県内ワイナリーのぶどう成分分析体制の整備支援

（568万円）

県内の酒蔵が行う若者向け日本酒魅力発信事業へ

の補助とイベントの開催 （379万８千円）

県域及び県下５流域での森林・木材自給圏づくりに

向けた検討の実施 （744万６千円）

等

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新



信州創生を担う人材の確保・育成 賑わいある快適な健康⻑寿の
まち・むらづくり ⼤都市・海外との未来志向の連携

県内⾼等教育の充実による知の拠点づくり

多様な教育・人づくりの充実強化

地域社会・産業で必要とされるクリエイティブな
人材の育成・確保

プロフェッショナル人材の育成・誘致

構造的な人材不⾜に対応する雇用のミスマッチ解消

多くの人を惹き付け賑わいをもたらす都市・農山
村の拠点整備の促進

地域公共交通の充実による生活・観光の利便性
向上

超⾼齢社会に適応した健康的で安心できるまち・
むらづくりの推進

⻑野県の優位性を活かした二地域居住の促進

本社機能・研究所の誘致

学校交流や海外⾏政機関との連携など⼤都市・
海外との互恵関係の構築

県内外から人材が集まる魅力ある学びの場の創出

と学生の県内就職促進に向けた支援を充実するた

め信州高等教育支援センターの設置 （510万円）

○ 新県立４年制大学の設立準備 （20億4,527万４千円）

等

新新新新

○ ふるさとに誇りと愛情を持ち、地域を大切にする心を

育む「信州学」の県立高校での実施

（2,300万３千円）

○ 白馬高校への国際観光科の設置 （417万６千円）

等

県内の大学・短大におけるグローバル人材の育成を

促進するための産業界と連携した意欲ある学生の県

内企業海外事業所でのインターンシップ支援

（800万円）

○ 新規学卒者の県内就職促進のためのインターンシッ

プ経費助成やモデルプログラムの実施

（3,387万４千円）

学生等を対象としたアプリコンテスト開催と若年層を

対象としたＩＣＴ人材育成事業への助成

（335万８千円）

等

新新新新

新新新新

○ プロフェッショナル人材戦略拠点での企業と専門人

材とのマッチング支援 （7,651万２千円）

ものづくり現場でのカイゼン活動を指導助言できる

指導者の養成 （707万４千円）

等

新新新新

○ 若年者の職業的自立のための就職情報提供やキャ

リアコンサルティング等の就業支援事業の実施

（5,528万６千円）

○ 介護職員不足解消等のための職業紹介、就職面接

会等の実施 （２億6,774万５千円）

等

遊休不動産を活用した民間主導のまちづくり推進の

ための人材育成講座等の実施 （179万５千円）

空き家の利活用の活性化ための既存住宅現況検査

費用及び既存住宅瑕疵担保保険料への補助

（500万円）

商店街の空き店舗オーナーと出店希望者とのマッチ

ングの支援 （142万３千円）

まちづくり・むらづくりを企画する市町村への建築、

まちづくり、景観等の専門家の派 （５万２千円）

交流機能や窓口機能等を有する地域の拠点づくりの

支援 （278万９千円）

○ 交流機能を提供する小さな拠点を形成するための重

点「道の駅」の整備 （7,350万円）

広域連携に対する国の支援制度が適用されない地

域において市町村が取り組む連携事業への支援

（1,000万円）

等

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

快適で持続可能な交通体系を実現するための地域

交通最適化に向けた取組を進める市町村への支援

（454万円）

○ 県がバスを所有し、乗合バス事業者が運行する「公

有民営」の手法による地域間幹線バス路線の基盤

強化 （5,300万円）

等

新新新新

○ 企業や市町村、関係団体等と連携した「健康経営」

「健康地域づくり」「健康教育」の視点による取組など

信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトの推進

（1,954万３千円）

○ 地域ケア会議への専門職の派遣や認知症になっても

初期段階で適切な支援に結び付ける体制の整備に

よる地域包括ケア体制構築の推進 (587万4千円)

等

○ 県内にも生活の拠点を置く県外住民を週末信州人等

として登録する制度の創設等 （631万８千円）

○ ITなどクリエイティブ人材の県内集積促進のための

県内で生活し働く「おためし」機会の提供

（990万８千円）

本県の気候風土に適したコンパクト住宅を二地域居

住希望者に提案するための市町村が行う宿泊体験

施設等の整備に対する支援 （1,029万７千円）

等

新新新新

本社等の企業誘致の促進のための金融機関や大

学等と連携した県の魅力を発信するセミナーの開催

（108万９千円）

○ 県内に事業所等を新設するＩＣＴ産業等の事業者に

対する建物・設備の取得費用等の一部の助成

（830万円）

○ 国制度の対象外となる小規模な本社等の移転に対す

る県独自の助成金の交付 （1,240万円）

等

新新新新

海外の特定地域との互恵的な経済交流を通じた県

内事業者の海外取引拡大や貿易の多角化の促進

（1,186万１千円）

○ 県内企業の販路開拓や海外展開を促進するための

国内外の展示会への出展支援や専門家等による相

談、助言等の実施 （１億1,909万２千円）

○ 県産農産物、６次産業化産品の「長寿世界一ＮＡＧＡ

ＮＯの食」として海外への売り込みの促進

（732万円）

○ 林業立国オーストリアとの技術交流を通じた先進的

技術の導入、人材育成等の実施 （300万円）

長野県の強みを活かした海外向けのプロモーション

の展開と新たなメディアを活用した情報発信の強化

（6,280万円）

等

新新新新

新新新新

新新新新


