
令和２年度「地域発 元気づくり支援金」重点テーマについて 

１ 重点テーマ設定の趣旨 

○県、市町村、住民が同じ方向を向いて重点分野に取組むために平成 24年度から設定 

○県総合５か年計画の施策や重要な地域課題への対応を推進 

     ① 県全体で取り組む重点テーマの明確化と推進 

     ② 地域課題を踏まえた重点テーマを地域ごとにも設定 

２ 補助率 

県及び地域重点テーマに該当する事業は補助率嵩上げの対象（予算の範囲内） 

    ○ソフト事業： ３／４ →  ４／５ 

    ○ハード事業： ２／３ →  ３／４ [財政力指数が平均以下の町村、公共的団体]         

３ 重点テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県として重点的に取り組

む課題のうち、地域の実

情に合わせて選択すべき

もの 

※地域振興局が選択 

〔テーマ案〕 
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③ 地域特有の課題で重点的 

に取組を行うもの 
（５～６項目） 

○ 県内高等教育機関の知の活用［H30～32］ 

○ 森林、林業を活かした地域づくりの推進 

○ 観光地域づくりの推進 

○ 地域防災力・減災力の強化 

○ 人口減少下における「ひと」・「しごと」の

確保 

○ 生活基盤の確保 

① 県として重点的に取り組

む課題のうち、県全域で取

り組むことができるもの 

 

県
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○信州こどもカフェの推進［H30～32］ 
（高齢者、障がい者なども集える場の創出を伴うも

のを含む） 

○ 若者のＵＩＪターン就業の促進［R2～R4］ 

○ 信州ＡＣＥプロジェクトの推進［H29～R2］ 

○ 地域防災力の向上［R2～R4］ 
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○「信州こどもカフェ」とは 

子どもの居場所の取組で、学習支援、食事提供、悩み相談、学用品のリユース
、高齢者との交流等など複数の機能を提供し、月１回以上開催されているもの
を「信州こどもカフェ」という愛称で呼ぶこととし、取組の拡大を推進中。 

☞「信州こどもカフェ」のポイント 

子どもと家庭を地域で支える多機能な居場所 

ポイント１ 

ポイント２ 

ポイント３ 

学習支援又は食事提供を必須とし、 

悩み相談、学用品のリユース等を実施 

継続して開設し、子どもたちに 

寄り添った支援を実施 

 

地域の行政や学校、民間団体、個人など 

が信州こどもカフェと連携 
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県民文化部、健康福祉部 

信州こどもカフェの推進 （高齢者、障がい者なども集える場の創出）      令和元年度元気づくり支援金重点テーマ 

【主な役割】 
（１）学習支援員の確保、食材・場所の確保 等 
（２）子ども等の課題の行政支援への結びつけ 等 
（３）子どもたちへの情報発信 

◇様々な地域資源を活用 

ネットワークの場 

学習支援、食事提供、悩み相談、学用品リユース、 
多世代交流、地域での見守り等から複数の機能 

信州こどもカフェ 

子どもと家庭を地域で支える 
多機能な居場所づくりの促進 

・取り組みやすく 
・続けやすく 
・参加しやすく 

 
（取組例） 
 ○ボッチャなど障がい者スポーツを通じた子ども 
  との交流 
 ○絵や粘土などの作品づくりを共同で実施 
 ○福祉施設等を活用した子どもとの食事づくり 

◇障がい者の理解促進、社会参加 

 
 
（取組例） 
○ご当地体操による高齢者と子どもの健康づくり 
○子どもと一緒の農作物づくり 
○宅老所やサロンでの高齢者と子どもとの交流 

◇高齢者の生きがいづくり、社会参加 
◇フレイル（虚弱）・介護予防 

○こどもカフェを起点とした地域づくり 

ヒト 

・地域住民 

・学生 
・青少年サポーター 
       など 

・公民館 ・児童館 
・学校 ・宅幼老所 
・店舗 ・民家 
                   など 

・地域の農産物 
・家庭で余った食材 
・不要になった学用品 
        など 

・伝統行事 
・祭り 
・自然環境 
     など 

モノ コト 場所 

地域プラットフォーム 

 
 
 
（取組例） 
 ○子どもへの学習支援など担い手にシニア 
    が参加 
 ○食事提供の食事作りに食生活改善推進員 
    が参画 

◇人生二毛作社会づくり 
◇食育の推進 



☆ 平均寿命が全国トップクラスである長野県において、世界で一番（ＡＣＥ）の健康長寿を

目指し､県民一人ひとりが自ら健康づくりに取り組みます。

☆ 健康づくりに取り組む様々な主体と連携して、県民総ぐるみで取組を展開していきます。

信州ACE（エース）プロジェクト ～「健康長寿」世界一を目指して～

４つの取組方針

Ⅰ 「健康経営」
を推進します

○健康経営の普及

＊働き盛り世代の運動習慣の定着

（事業所対抗ウォ－キングの全県展開）

＊企業における（被扶養者を含めた）健診受診

＊受動喫煙防止対策

を推進します。

Ⅱ 「健康地域づくり」
を推進します

○県と市町村が連携した県民の健康づくり

＊地域の健康課題の「見える化」と市町村が行う保健事業に対する支援

＊長野県 自治力による健康づくり推進会議で県と市町村が課題を共有

＊糖尿病性腎症重症化予防の体制づくり

＊フレイル予防をとおした高齢者の健康づくり

を推進します。

Ⅲ 「健康教育」
を推進します

○学びと実践による健康づくり

＊家庭や学校等での減塩や野菜摂取を重点とした食生活改善

＊子どもの頃からのよりよい食生活の実践と定着

＊幼・保、小中学校における長野県版「運動プログラム」の実施

を推進します。

Ⅳ 「ACE県庁」
を推進します

○健診受診や体を動かす取組など、職員が率先して健康づくりを実践する

「マイエース」

を推進します。

信州ACE(エース)プロジェクト 取組方針について

健康増進課

毎日続ける速歩と体操 家族そろって必ず健診 減らそう塩分、増やそう野菜



令和２年度元気づくり支援金 重点テーマ対象事業 

 

信州ＡＣＥ（エース）プロジェクト 

対象事業 考え方 

健康経営 ○商工会、商工会議所、業界団体等が実施主体となって、傘下の中小企業を

中心に複数の企業が参加して実施する健康経営の取組であること 

 ・健康経営セミナー、健康経営シンポジウムの開催など 

若い世代の 

食生活の改善 

○若い世代（高校生、20～30 歳代）の食生活の改善を目的とする、食生活

改善推進員等の健康ボランティアや栄養士会などが実施する取組であること 

（市町村と健康ボランティアや栄養士会等との協働事業も可） 

 ・レシピ集の作成、料理教室の開催、出前講座の開催など 

フレイル予防 ○地域住民を対象に市町村やＮＰＯ等が開催する、高齢者のフレイル予防の必

要性を理解し、実践するための学習会等 

※市町村が実施または委託している介護予防を目的とした事業の財源振替は

対象外 

 

 

事業実施にあたってのお願い 

１ 広報印刷物を作成する場合は、次の２つを必ず記載してください。 

○信州 ACE（エース）プロジェクトのロゴマーク 

○信州 ACE（エース）プロジェクトの主旨 

２ 講演会、イベント等においては、参加者に対し、信州 ACE（エース）プロジェクトの主旨について

必ず説明してください。 

 

  



 

【信州 ACE プロジェクト ロゴマーク】 

○ロゴマークは様々な種類がありますので、以下のページから使いたいマークを選び、「信州

ACE(エース)プロジェクト」ロゴマーク使用取扱規程の様式１により、あらかじめ申し込んでくださ

い。 

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康増進 > 

健康づくり県民運動「信州 ACE(エース)プロジェクト」 > 

信州 ACE（エース）プロジェクトについて 

（アドレス） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko 

/kenminundou/index.html 

 

○それぞれのロゴマークには色の指定がありますので、ご注意ください。 

 

【信州 ACE プロジェクト 主旨】 

○以下のとおり記載してください。 

信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトは、脳卒中等の生活習慣病予防に効果のある

Action（体を動かす）、Check（健診を受ける）、Eat（健康に食べる）に取り組

む県民運動の名称です。 

長野県では、県民のみなさん一人ひとりが生きがいを持ち、健やかで幸せに暮らせ

るよう、取組を推進しています。 
 

 



Ｒ２年度 地域発 元気づくり支援金 重点テーマ 

 テーマ名 地域防災力の向上 

事業目的 

自然災害から住民のいのちを守るためには、日頃からの備えと近隣住民の共

助による初動確保の重要性が、この度の台風第19号災害においても再認識させ

られたところである。 

ついては、住民の暮らしの基盤となる地域コミュニティの維持と機能強化を

図るため、地域が行う防災力向上の取組に対して重点支援する。 

事業内容 

１ 地域住民の避難体制の構築と防災訓練の実施 

防災マップの作成や、既存の防災マップの活用・必要に応じた見直し作業と合

わせた取組とすること。 

なお、災害時住民支え合いマップ（地域福祉総合助成金（安心生活支援事業（災害時

住民支え合いマップ作成促進事業））[地域福祉課]）、地区防災マップ（防災安全交付金（総

合流域防災事業（効果促進事業））[砂防課]）の作成は、支援金の対象外とする。 

   【事業例】 

①地域版タイムライン（※）による地域支え合い事業 

   地域の自助、共助の意識を高め、地域の防災力を向上させるため、自治会（町

内会）で、住民参加で地域タイムラインを作成し、災害発生時の避難場所や避難

行動などを地域で共有する。また、自治会（町内会）単位でＩＴを活用した避難

情報などを発信する仕組み（ＳＭＳへの一斉送信など）を導入し、地域版タイム

ラインとあわせ、自治会（町内会）で避難訓練を行う。 

※地域版タイムライン：いざというときにあわてることがないよう、避難に

備えた行動を一人ひとり（地域）があらかじめ決めておくこと。 

 ②多様な主体との連携による防災訓練の実施 

   防災機材メーカーが地域住民等と連携し、非常用機器の取扱講習や、災害時に

活用できる料理レシピ本を用いた炊き出し訓練等の実施により、災害時における

住民の適応力の向上を図る。 

③住みやすく災害に強いまちづくり 

   場所が特定しづらい名のない路地に住民にわかりやすい名称を付け、避難所・

避難場所への誘導が安易に行えるような表示板を設置するとともに、実際に避難

訓練を行って、災害に強いまちづくりを進める。 

 ➃地域住民主体の避難体制強化の取組 

自治会の役員等が災害時に地域住民に危険を伝達する手段として使用する資機

材（避難の目安を判断する簡易雨量計などの設置、半鐘、拡声器などの購入等）

を整備し、避難訓練を行うことで危機管理体制の強化を図る。 

２ 地域の子どもたち等に対する防災教育・災害履歴の伝承事業の実施 

【事業例】 

①災害履歴の伝承事業 

地域での災害の歴史を知ることをとおして、地域の防災意識と防災力の向上を

図るため、地域の子どもたちと大人が一緒に、地域に残る災害の履歴となる伝承

（自然災害伝承碑や古文書、口伝など）を掘り起こし、後世に伝えていくための

記録（伝承説明版、浸水深表示板、災害誌、紙芝居など）を作成するとともに、

地域で共有するための発表会や講座を開催する。 

②被災経験を未来へつなげる「語り部」活動 

被災された方に「語り部」となっていただき、地域の子どもたちへ伝承するこ

とで、地域の防災教育を進める。 

      また、その体験をドラマ化（歌詞含む）し、子どもたちが演じることで災害を

我がこととし、後世への伝承を図る。 

事業効果 
地域住民のいのちが守られるほか、共助による地域防災力の向上と地域住民

の結束力の高まりによりコミュニティ機能も強化される。 



令和２年度地域発元気づくり支援金重点テーマのねらい 

 

テーマ名 県内高等教育機関の知の活用 

事業目的 
大学の知を活用して地域課題の解決を図るため、地域の課題を集約し、大学と地

域の協働を推進する。 

現状及び課題 

急速な社会の変化に対応するためには、高等教育機関の知の拠点としての機能の

向上・広範化が必要となる。高等教育機関は、本県の産業技術の向上や、健康・長

寿の地域づくり、地域の課題解決などを進めるうえで、重要な位置を占めている。 

こうした機能を有効に活用するために高等教育機関の連携を進め、高等教育機関

を県民の共有の資源として活用していくことが求められている。また、地域や社会

に対して研究活動の成果を還元し、その発展に資することが求められている。 

県の役割 

（県の施策として取

り組むこと） 

（高等教育振興事業）  

県内高等教育機関の魅力を高め、県内外へ発信するとともに、産学官連携に

よる人材の育成・定着を推進することで、「郷学郷就」の県づくりを進める。ま

た、県内の高等教育全体の振興、高等教育機関を核とした地域づくりを促進さ

せる。 

元気づくり支援金に

求める役割（地域に

期待すること） 

地域特有の課題解決のため、高等教育機関の特性を活かした地域の活性化に

関する取組を促進。 

支援金を活用して達

成したいこと（目標） 

① 地域課題の解決 

② ①による高等教育機関の教育・研究の充実 

③ ②により知の拠点としての機能が強化され、地域課題の解決がさらに促進

される好循環の形成 

④ 高等教育機関を核とした地域の個人・団体とのネットワークの形成 

 



[1] 

長 野 県 高 等 教 育 振 興 基 本 方 針 

～信州創生を担う高等教育の振興に向けて～ 

（抜 粋） 
第１ 策定の趣旨 
２ 高等教育機関振興の意義 

 (2)  社会の変化への対応と高等教育機関の役割 

長野県が、知識基盤社会の到来や人口減少などの社会のあり方の変化に対応し、持続可

能な社会を構築する上では、高等教育機関が中核的な役割を果たすことが期待されます。 

高等教育機関は、次の二つの機能を有しており、信州創生にとって欠かすことのできない

ものです。 

  ア 人材育成 

高等教育機関は、次代の長野県を担う人材を育成する基幹的機関として位置づけること

ができます。 

また、短期大学、専門学校にあっては、卒業者のうちの就職者に占める県内就職率は９

割程度であり、長野県の人材育成に大きな役割を担っているのに対し、大学にあっては、

卒業後の就職者に占める県内就職率が５割余りであり、更なる県内定着が求められます。 

イ 知の拠点としての役割 

変化への対応のためには、高等教育機関の知の拠点としての機能の向上・広範化が必

要です。高等教育機関は、本県の産業技術の向上や、健康・長寿の地域づくり、地域の

課題解決などを進めるうえで、重要な位置を占めています。 

 

また、こうした機能を有効に活用するために高等教育機関の連携を進め、高等教育機関 

を県民の共有の資源として活用していくことが求められます。 

  

第３ 高等教育の振興 

１ 長野県の高等教育振興のめざす姿 

(1) 基本的な考え方 

ウ 学生の資質の向上 

大学、短期大学における人材育成に当たっては、より高度で複雑な課題解決やグロー

バル化に対応するために必要な教養・マインド・行動力を身につけさせるような教育の

確保が必要です。 



[2] 

県内の人材育成等の現状・課題と高等教育振興の方向性 

①人材の育成・確保 

人材・分野等 今後求められる人材と高等教育振興の方向性 

マネジメント人材 
(企業経営・地域経営等) 

・グローバル社会に適応できる能力や、新しい視点で地域社会の振興に寄与す
るイノベーション創出能力、課題解決能力を備えた人材の育成を拡大 

・地域におけるフィールドワークや実践的な課題研究等を通じて、地域の
人々と協働する力を充実 

 

２ 長野県としての支援充実の視点 

 (2)基本的方策 

 オ 産学官の連携促進 

 (ｴ)地域課題解決や研究・開発等への大学の知の活用 

大学の知を活用した地域課題の解決を図るため、地域の課題を集約し、大学と地域の

協働を推進します。また、産学官の連携による研究・開発の促進を図ります。 

～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。～。 

◆重点事業の対象としての考え方 

・事業の内容自体は、各高等教育機関の特色に応じて分野は様々であり、従来の元気づくり支援金で採択

しているような事業が想定される。 

・このうち、重点事業の対象とするには、手法として県内高等教育機関の知を活用していることが条件。 

【高等教育機関の定義】 

大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校(第４・５学年)、専修学校（専門課程を置くものに限

る。「専門学校」）及び学校教育法以外の法律に基づく学校で高等学校卒業相当者を入学の対象とするもの。 

 

Ｑ１：高等教育機関との連携とは。 

Ａ１：例えば○○大学□□ゼミとしての参画は、高等教育機関との連携ととらえて差し支えない。 

   教員個人が講師として参加、というだけでは高等教育機関との連携とは認められない。 

Ｑ２：学生の参画とは。 

Ａ２：学生の参画とは、学生の学びの支援となるようなものを意図しており、例えば学生が駐車場係とし

て参加というように、単なる人足としての参加は要件を満たさない。 

Ｑ３:学生のみの参画は対象となるか。 

Ａ３:学生のみの参画は、高等教育機関との連携とは認められない。 

Ｑ４：県内他地域の高等教育機関との連携は対象外か。 

Ａ４：対象となる。 
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事業の事例 

 

１ 地域環境に関する啓発のため、専門家や地域の小中学校の教員、小中学校の生徒及びその保護者とと

もに、大学の教員・学生が地域環境に関する体験活動等を実施。 

 

２ 地域の課題解決のため、市町村が地域の住民等と大学の教員及び学生を主体としたワークショップ等

を開催し、政策提言を実施。 

 

３ 市町村が地域の企業、大学と連携し、地域の特産品を活かした新たな商品を開発。 

 

４ 学生の「生き方・働き方」を考えるきっかけづくりとするため、学生と企業・団体等の職員が社会や

会社のリアルについて気軽に話すことができるイベントを大学生が主体となり実施。 
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令和２年度地域発元気づくり支援金重点テーマのねらい 

産業労働部労働雇用課 

企画振興部信州暮らし推進課 

テーマ名 若者のＵＩＪターン就業の促進 

事業目的 

若者の減少に起因する地域課題の解決を図るため、地域の企業や経済団

体、行政機関、教育関係機関・団体など多様な主体が連携して、若者のＵ

ＩＪターン就業を促進する。 

現状及び課題 

県内の大学進学者の約８割が県外に進学する一方、県内企業へのＵター

ン就職率は４割弱にとどまり、進学を契機に若者の多くが県外に流出して

いる。 

また、少子化、東京圏への人口一極集中により県内生産年齢人口は加速

度的に減少しており、県内企業の人材不足が深刻化している。 

本県は移住先として高い評価を得ている一方で、県内の暮らしや仕事の

魅力・情報が移住希望者に対して十分に届いていない。 

こうした現状から、県内経済や地域社会の維持・発展のために、若者の

ＵＩＪターン就業の一層の促進を図ることが求められる。 

県及び関係機関

で取り組む施策

の方向性 

・児童生徒に対し地元企業に触れ交流する機会を設ける。 

・県外に進学した若者に対し県内企業の魅力を伝える。 

・県外在住の移住希望の若者に対し長野県で暮らし働くことの魅力を発信

する。 

これらの取組を総合的に実施することにより、若者のＵＩＪターン就業の

促進を図る。 

元気づくり支援

金に求める役割

（地域に期待す

ること） 

県の取組では解決できない地域固有の課題や、県の取組では行き届かな

いきめ細かな取組に対処するため、地域の関係する機関や団体がそれぞれ

の特性を活かした取組を展開することにより、地域課題の効果的な解決を

図る。 

支援金を活用し

た取組のねらい

（目標） 

①早い段階から地元企業を知るキャリア教育 

小中高生が地域産業や地元企業の特色に触れることにより、これらへ

の理解と一定の意識づけの効果が期待できること。 

②県外に進学した学生の地元就職への誘導 

県外に進学した学生に対してＵターン就業の魅力を伝えることによ

り、就職活動におけるＵターン就職の動機付けや、Ｕターン就職につな

がる効果が期待できること。 

③県外在住の若者の県内移住の促進 

移住を希望する県外在住の若者に対して信州で暮らし働くことの魅力

を発信することにより、移住先として信州を選択するための一定の動機

付けや、県内への移住就業につながる効果が期待できること。 
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対象事業の考え 

方（事業例） 

 

※商工会、商工会

議所等の経済

団体、市町村

（広域連合）、

教 育 関 係 機

関・団体など多

様な主体が連

携した取組で

あることが望

ましい。 

①早い段階から地元企業を知るキャリア教育 

○小中高生が地域産業や地元企業の特色に触れることができる機会を提

供する取組であること。 

○対象者の成長段階に配慮した内容であること。 

＜事業例＞ 

・企業展示会見学ツアー、地域産業体験フェア、親子企業見学会 

（小中学生や進学希望の高校生等を対象に、早い段階から地元企業への

愛着を育む取組） 

②県外に進学した学生の地元就職への誘導 

○県外に進学した学生に対してＵターン就職の魅力を伝え、Ｕターン就

職への誘導を図る取組であること。 

＜事業例＞ 

・高校生向け地元就職ガイドの作成・配布、「地元に帰ろう」動画の作成・

発信 

（単なるガイドブックや動画の作成・配布（発信）のみを目的とした事

業ではなく、他の取組と組み合わせて実施することにより相乗効果が

期待できるなど、発展性のある取組であること。） 

・インターンシップの普及活動 

（インターンシップ導入研修、インターンシップマッチング、学生の受

入れ＊等） 

＊インターンシップ参加学生に対する交通費・宿泊費の補助は支援金の対象外であること。 

③県外在住の若者の県内移住の促進 

○県外に在住する若い移住希望者に対して信州で暮らし働くことの魅力

を伝え、県内移住の促進を図る取組であること。 

○働く場を信州に求める移住希望者のニーズに応じた取組であること。  

＜事業例＞ 

・現状も実施例がみられる単なる移住体験ツアー（生活情報、生活環境

を伝える・見せるためのツアー）ではなく、「企業を訪問し説明を聞く」、

「実際の仕事を体験する」などの就業につながるメニューを盛り込ん

だ、「仕事と暮らしのセット」をテーマとした体験ツアーの実施 

・求人のターゲットとして移住希望者を歓迎している企業（移住者ウエ

ルカム企業）の登録制度の創設や、リモートワーク、副業人材の受け

入れなど、新たな働き方にチャレンジしている企業の表彰等を実施し、

これらの企業やそこに勤める社員を紹介するなど、都市部在住の移住

希望者にとって働く意欲を喚起する企業情報が提供できるよう工夫が

されたガイドブックの作成・配布。（なお、地域の生活情報も併せて掲

載し、県内地域に働く場を求める者にとって情報を得るためのワンス

トップのツールとなりうるもの。） 

 



 

令和２年度 地域発 元気づくり支援金 木曽地域重点テーマ 

 

 

 木曽曽地域重点テーマ  

                                   

① 森林、林業を活かした地域づくりの推進 

（１）林業・木材加工業の高付加価値化に資する事業 

（２）林業・木工関係の人材育成や拠点形成に資する事業 

 

② 観光地域づくりの推進 

（１）木曽ブランド（日本遺産など）の再構築や発信に資する事業 

（２）木曽路の眺望景観の整備に資する事業 

（３）地域資源（中山道木曽路、星空など）を活かした広域・滞在型観光を促進する

事業 

（４）すんき、そば、御嶽はくさい、木曽牛などの地域ブランディングに資する事業 

 

③ 地域防災力・減災力の強化 

（１）御嶽山安全対策の充実に資する事業 

（２）土砂災害や地震などに対する地域の防災力、減災力の強化に資する事業 

 

④ 人口減少下における「ひと」・「しごと」の確保 

（１）起業・就業の支援を促進する事業 

（２）移住・交流、定住を促進する事業 

 

⑤ 生活基盤の確保 

（１）地域医療の確保を目指した事業 

（２）福祉・介護の充実に資する事業 

（３）子育て・教育の充実に資する事業 



木曽地域で重点的に推進するテーマ 

区    分 判    断    の    目    安 

① 森林、林業を活か

した地域づくりの推

進 

①事業目的 

・豊富な森林資源や林業・木工関係教育機関等の集積を活かして、林業・

木材加工業の高付加価値化や人材育成、定着を推進することにより地域

活性化を図ることを目的としていること。 

②事業内容 

  ・木曽ヒノキや信州プレミアムカラマツのブランド化の促進、間伐材の高

付加価値化に資する事業 

・林業、木工関係の人材育成や拠点形成に資する事業 

・上記のほか、様々な視点から関係者等が主体的・自主的に実施する森林・ 

林業を活かした地域づくりの推進を図る事業 

③事業効果 

  ・林業・木材加工業の高付加価値化や人材の育成・定着が促進され、豊か

な森林資源を活かした地域づくりの推進が期待できること。 

 

② 観光地域づくり

の推進 

①事業目的 

  ・日本遺産など豊富な地域資源や木曽ブランドを活かした観光地域づくり

を推進し、観光客や観光消費額の増加、ひいては豊かな地域づくりを目

的としていること（御嶽山噴火災害からの復興を含む）。 

②事業内容 

  ・木曽ブランド（日本遺産など）の再構築や発信につながる事業 

 ・木曽路の眺望景観の整備に資する事業 

 ・地域資源（中山道木曽路、星空など）を活かした広域、滞在型観光の促

進を図る事業 

 ・すんき、そば、御嶽はくさい、木曽牛などの地域ブランディングや地消

地産を推進する事業 

・上記のほか、様々な視点から関係者等が主体的・自主的に実施する観光

地域づくりの推進を図る事業 

③事業効果 

  ・上記の取組により、国内外の観光客や観光消費額の増加、さらには観光

地域づくりの進展が期待できること。 

 

③ 地域防災力・減災

力の強化 

①事業目的 

  ・御嶽山の噴火や土砂災害などに対する地域の防災力、減災力の強化を 

目的としていること。 

②事業内容 

 ・御嶽山の安全対策に関する事業 

・防災情報の伝達手段の構築や、防災意識の向上に向けた啓発活動など、 

地域の安全を確保するために行う事業 

・上記のほか、地域住民や関係者が協働して主体的・自主的に実施する 

  地域の防災力・減災力の強化を図る事業 

③事業効果 

  ・地域住民など関係者が一体となった取組により、御嶽山の安全対策の強

化や地域の防災力・減災力の向上が期待できること。 

 

  



区    分 判    断    の    目    安 

④ 人口減少下にお

ける「ひと」・「しご

と」の確保 

①事業目的 

  ・人口減少への対応として、移住・交流・定住やその基盤となる起業・就

業の促進を目的としていること。 

②事業内容 

・起業・就業につながる「ひと」と「しごと」のマッチングや就労の場づ

くり等に着目した取組であること。 

  ・移住や交流、定住の促進（空き家を含む）に取組む事業                 

・上記のほか、様々な視点から地域住民等が主体的・自主的に実施する 

    移住、交流、定住や就労促進などを図る事業 

③事業効果 

  ・地域の関係者の一体的な取組により、Ｕ・Ｉターン等による移住、交流、

定住や就労などが促され、地域の活力向上が期待できること。 

 

⑤ 生活基盤の確保 ①事業目的 

  ・人口減少や少子高齢化が進む中でも、子どもから高齢者まで安心して暮

らし続けられるよう、基本となる医療、福祉、介護、子育てや教育支援

の確保・充実を目的としていること。 

②事業内容 

  ・地域医療（医療従事者）の確保を推進する事業 

  ・病院や介護保険など公的部門のサービスの不足部分を補うため、医療・ 

福祉関係者や住民が連携して行う事業 

  ・子育ての情報共有や相互支援等を目的とする地域の団体がその目的に沿

って主体的、自主的に行う事業 

・上記のほか、様々な視点から関係者や地域住民等が主体的・自主的に 

実施する医療、福祉、介護、子育てや教育支援の確保・充実を図る事業 

③事業効果 

・地域の関係者の一体的な取組により、医療、福祉、介護、子育てや教育

支援の確保・充実が期待できること。 

 

 


