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【趣旨】

★県民起点による政策形成の推進

部・課長を始め、政策形成に関与する職員が、県が取り組む特定の政策の現状や課題、方向性について県民と対話し、意見を政策に反映する。
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【お問い合わせ・意見等】 危機管理部危機管理防災課

E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp

【危機管理部：災害から自らの命を自らが守るには】

・正常性バイアスが課題。行動心理学を活用するなど正常性
バイアスを前提とした施策が必要。

【災害時における正常性バイアスへの対応策について】
○適正な避難行動をとるためには、警報や注意報を素直に受け止め、最悪の事態
をしっかりと想定し、しかるべき避難行動をとることを常に繰り返す必要があり
ます。
　県では、現在、県政出前講座や研修会などにおいて、適正な避難行動をとるた
めの習慣を身に着けるため、事例紹介や簡単な図上演習による周知を図っている
ところであり、引き続き、啓発に努めてまいります。

防災訓練に
ついて

防災訓練に
ついて

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
全国的に大規模な災害が頻発する中、県民一人ひとりの災害に対する意識を醸成し、具体的な行動につなげることができるようになるにはどう
したらよいか。

・防災訓練等への住民の参加が少ない。志のある人達が地域
で取り組んでも、ついてくる人が少なく心が折れてしまう。
・訓練に参加して話し合いを重ねても、行動意識に変化がみ
られないので参加者が減る。
・参加者を習熟度別に分け、それに合わせた訓練を実施して
はどうか。長く訓練に参加している人の対応を見て、「あの
人のようになりたい」といった魅力を伝えることが大切では
ないか。

【安全な避難についての積極的な自治体支援について】
○令和元年度の事業として、

・災害時住民支え合いマップ等の作成手順
・避難勧告などの適切な情報発信や安全な避難の方法
・避難所の開設・運営方法

などを、わかりやすく取りまとめる「『いのちを守る』防災力向上プログラム」
の開発に取り組んでおります。
○本プログラムが出来次第、市町村において住民が参加する災害時住民支え合い
マップの作成、適切な避難行動をとるための訓練や避難所の運営訓練などに使用
していただき、地域防災力の向上を図ってまいります。
　また、市町村の職員研修などでも使用していただくことで、災害対応力の向上
に努めていただくとともに、市町村長を対象とした減災トップフォーラムにおい
て市町村長にも認識していただくよう取り組んでまいります。

【長野県総合防災訓練事業 2,513千円】

・県下１か所を選定し、防災関係機関や地域住民など多くの参加を得て、総合的な

防災訓練を実施

【市町村減災トップフォーラム事業 １,008千円】

・市長村長を対象に、住民避難の判断などの災害対応を学ぶため、実践的な演習を

取り入れた研修を実施
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・訓練は継続が大切。訓練も楽しいものが入っているとよ
い。

【防災意識の向上策について】
○長野県防災ツイッターを用いて、「防災ダック」（県防災キャラクター：防災
を身近に感じてもらうためH22年度から活動）から、防災に関する写真や動画を積
極的に発信するなど、住民の防災意識の向上に取り組んでいます。
　これまでの活動に加え、防災イベントへの出演やツイッター以外の広報等でも
積極的に参画し、県民の皆様にさらに「防災」を身近に感じてもらうための活動
を行ってまいります。

【災害伝承について】
○子どものころから、両親、祖父母から災害を受けた記憶や身を守ることの教え
を受け継いできた住民は、災害の際早期に避難行動を行っており、こうした伝承
が命を守る一助となります。同じような災害があった時には、迅速かつ的確に対
応することができるよう、今回の台風第19号災害など、しっかりと記録にとど
め、得られた教訓を将来の防災・減災対策に活かしてまいります。

・他県での災害を、注意ポイントとともに情報発信してはど
うか。
・出前講座を多く実施してもらってありがたいが、内容や感
想等の公表をしてほしい。

【情報発信等について】
○今回の台風19号災害において、県ではホームページやツイッターなど、様々な
媒体を活用して、市町村から出された避難情報の提供や適切な避難行動の呼び掛
けなど、命を守る行動を取るよう発信しました。
 結果的には、多くの県民の方が適切な避難行動を取られた一方で、1,500名を超
える方が逃げ遅れ、救助関係機関に救助されるなど、県の思いや情報発信と県民
の行動とが十分に合致していなかった部分があったものと認識しております。
　このことから、今後の災害においては、県の情報発信が住民の確実な避難行動
につながるよう、発信の方法等について検討してまいります。

【県政出前講座について】
〇県政出前講座の実施内容や感想について公表するようにいたします。

意識啓発に
ついて

行政職員の
技能向上に
ついて

・防災担当の行政職員の異動が頻繁で、知識の引継ぎがされ
ずにレベルが上がらない。
・行政職員全員が防災リーダー研修を受講することで、地域
への広がりも期待できる。

【行政における職員の防災知識・技術等の能力向上】
○現在、「『いのちを守る』防災力向上プログラム」の開発に取り組んでおり、
作成次第、市町村へ提供します。本プログラムを災害対策本部の設置・運営訓練
や市町村職員研修等に使用していただくことで、災害対応力の向上に努めていた
だくようお願いしてまいります。
また、国や防災専門機関が実施する研修への参加を促すなど、併せて行政担当職
員の資質の向上に努めます。

・リアルを感じることで、意識が変わる。一般住民向けに災
害現場見学の機会を設けてほしい。
・過去の大災害により集落移転をしたことを、祖父母から聞
いて育って防災を意識している。

防災訓練に
ついて
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・放送が風に流されてしまい聞こえないことがある。システ
ムをしっかりと築き上げることも大切。
・静岡県のように、誰でも利用できる訓練センターを設置す
べき。

【災害・防災情報の発信について】
＜地域情報伝達無線システム＞
○雨風の強い日にも聴き取りやすい、地域情報伝達無線システム（エリアトー
ク）を市町村が導入する場合、特別交付税措置や緊急防災・減災対策事業債の対
象となることから、要望に応じて必要な助言を行います。
＜防災行政無線＞
○防災行政無線は、屋外スピーカーによる音声は、雨風の強い日には聞こえづら
いという課題があり、その解決のためには、各住宅に戸別受信機を設置すること
が考えられます。（特別交付税措置の対象）
○また、超短波放送(FM)を利用したコミュニティ放送は、放送エリアが地域（市
町村単位）に限定されることから、災害関連情報の発信において、住民に対し、
より身近な情報が伝達できるものと期待しています。
　現在、県内ラジオ３社（ＳＢＣ、ＦＭ長野、ＦＭぜんこうじ）と県等の関係機
関により「長野県大規模災害ラジオ放送協議会」が設立されていることから、ど
のような連携が図れるか、協議会においてご意見を伺ってまいりたいと考えてお
ります。
＜訓練センター＞
　現在、市町村や地域において様々な形による訓練が実施されております。ま
ず、現行の訓練を充実し、その上で、どのような訓練が必要かについて検討する
必要があると考えております。

防災システ
ムについて

・地域防災計画を、項目別の記載から、タイムラインに沿っ
た記載に変えたらどうか。
・単発ではなく、線の取組が必要。

【防災意識を高める取組について】
〇地域防災計画は、主に行政の災害対応を行うため、震災対策編や風水害対策編
など、災害ごとに構成し、災害対策の時間的順序に沿って、災害予防、災害応急
対策、災害復旧・復興について記述しています。
○住民が適切な避難行動を実行できるようにするためにも、日頃から防災意識を
高めておくことが重要です。
　そのため、広報ながのけんや県ホームページなどで「マイ・タイムライン」の
作成方法の周知、ツイッターをはじめ様々なメディアを活用した啓発、「地域防
災力アップ　出前講座」や「自主防災組織リーダー研修会」の開催などによる直
接の働きかけなどにより、防災意識の高揚を図っているところです。
○今回の台風19号災害を受けて、県民の防災に対する関心が高まっていることが
予想されますので、この機会を捉え、市町村と連携して自治会に対し「災害時住
民支え合いマップ」作成の働きかけを強化するなど、住民の防災意識が高まるよ
う取り組んでまいります。

【自主防災組織リーダー研修会開催事業 500千円】

・長野県の自主防災組織の活性化及び防災知識の底上げを図るため、自主防災組織

リーダー等を対象に研修会を実施
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【お問い合わせ・意見等】 企画振興部信州暮らし推進課

E-mail iju@pref.nagano.lg.jp

【企画振興部：地域と多様に関わる「つながり人口」の創出・拡大について】

令和元年度　政策対話における意見等への対応

＜趣旨＞
移住相談窓口の設置や市町村等との連携による移住前後の支援等の移住・二地域居住の促進に係る施策及び「つながり人口」の拡大に向けた施
策について

政策対話当日の意見 意見等への対応（予算要求公表時）

あなたが考
える地域の
課題は何で
しょう？

アイデア不足で現状維持が精一杯。

・村が今後どうなってしまうのかに不安をもっている。

化が必要。

が弱い）。

同じ地区でまとまっていない。

○しあわせ信州創造プラン2.0においては、多様な関わり方で長野県とつながる人
を増やすことにより、地域活力の創出を図ることを掲げています。
これを踏まえ、平成31年３月に策定した「信州暮らし推進の基本方針」では、重
点プロジェクトの１つに「つながり人口にフォーカス」を掲げ、「必ずしも移
住・定住をゴールとしない、二地域居住者や地域の人々と多様に関わる『つなが
り人口』」を増やしていくこととしています。

○今回の政策対話を通じて、そもそもの「つながり人口」の定義やそのあり方が
多様であることを改めて認識しました。
地域課題の解決に向けてこの「つながり人口」をどう巻き込み、さらにどう拡大
するのか、総論的なご意見や、具体的なご意見を事業への反映に向けて次のとお
り検討を進めます。

①つながり人口創出・拡大の取組は、県庁の部局間での連携が必要なことから、
令和元年８月に15の関係課等による庁内プロジェクトチームを設置し、いただい
たご意見を共有し、今後の事業展開について議論してまいります。

②都会と地域をつなぐ体制の整備として、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会に
おいて、県内市町村・地域と都会をつなぎ、地域課題解決に向けた「つながり人
口」を活用できる新たな体制を構築してまいります。

③地域が都会人材を巻き込みながら協働による研究と実践を行い、つながり人口
による地域活性化の取組を推進してまいります。

つながり人
口を増やす
ためのあな
たのアイデ
アをお聞か
せくださ
い。

�・個人の能力（スキル）と場のマッチングが重要。必ず
「Do」を生むプロセスを加える。
�・つながり人口は何か気付かせてくれる。それを地域がどれ
だけ分かるか、分かろうとするか。
�・外部人材をどう集めるかではなく、地域の人がどうしたい
かを考え、外部をどう巻き込んでいくかが大切。
�・都会はこうだ、自分はこうだと自己主張する人はダメ。少
し歩み寄る。
�・新しい田舎をつくる。拡大家族、＋α親族。

【つながり人口創出・拡大事業 4,351千円】

・公募した都市部人材と地域住民の協働により、地域の課題解決を図るつながり人口

を創出、拡大
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政策対話当日の意見 意見等への対応（予算要求公表時）

④仕事を通じた地域との関わりを築く取組として、移住せずとも県内企業に関わ
りを持つ副業人材の活用など「つながり人口」を巻き込んだ新たな働き方に対し
てチャレンジする企業向けセミナーを開催してまいります。

つながり人
口を増やす
ためのあな
たのアイデ
アをお聞か
せくださ
い。

�・地元住民やNPO法人、都市部企業などとの官民一体事業を増
やす。
�・解決のコンセプトは、「地域住民と生産活動・仕事を一緒
にする人を増やすこと」（消費する場（生活や遊び）だけで
はない、都市の仕事を持ちこむだけではない）。
�・地方からSOSを送る。
�・東京からお客様を呼べる者に事業費をつける。ともに作り
上げる時代で、個人のプレイヤーに事業費をつける。
�・若者は行政らしくない、フランクな場が必要。
・日本酒、ワイン、農業、そばなど長野県の資源についての
「学びの場」の提供。
�・アクティビティ＋ツーリズム。都会の人を呼んで田舎暮ら
しの良さを体験してもらう。お越しいただいた方に喜んでも
らえると地元が喜ぶといった好循環を創っていく。
�・空き家の賃貸。週末のみや日単位で借りられるようにす
る。
�・デュアルスクール、学籍簿の移動など学校・自治体・当事
者が取り組みやすい仕組みづくりや信州ならではの学びの場
が必要。
�・滞在中の医療レベルの見える化や手続きの簡素化。１個人
１カルテを推進し、同様に取り組む他県と相互連携。
�・学校が大人と接する機会がない。学校をシェアオフィスや
コワーキングスペースにすることによる学校の開放。
�・民泊や旅行業の免許を取得しやすくするとともに、ゆるく
信州の魅力を感じてもらうための取組。
�・第２県民を認める。第２県民として、移動に関する費用を
補助。

【社会人を対象としたＵＩＪターン促進強化事業 5,000千円】

・県内企業に対し、新たな働き方や魅力発信力の機運を醸成させる研修会の開催する

ことで、企業の価値向上及びＵＩＪターン就職を促進
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【お問い合わせ・意見等】 総務部財産活用課

E-mail zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

【総務部：県有財産の有効活用について】

旧自治研修所について

・残してほしい。壊してしまうことは簡単だが、守っていく
ことが大切でなないか。
・他の移築した旧県庁舎は引受者が改修できないという事情
があり既に解体されたが、旧自治研修所(旧県庁舎）はまだ存
在し、歴史的価値もある。
・できれば耐震と改修をして活用してほしい。
・民俗館のようなものとして整備し、公園や広域観光拠点等
とセットにして観光の名所として売り出してはどうか。
・大正時代を感じさせるような施設（長野県の歴史、飯綱地
区の文化、ホテル、レストランなどを集めた施設）としては
どうか。
・市運営の大峰城・チョウと自然の博物館（閉館中）や戸隠
の化石博物館等を合併した博物館としてはどうか。
・芋井地区（地元）には公民館がないので、公民館として利
用したい。
・横浜市の港の見える丘公園の洋館のようなイメージで活用
してはどうか。
・一般から公募してレストラン（特にジビエを活用したも
の）として活用してはどうか。

○県では政策対話実施後、10月にサウンディング型市場調査を実施し、売却も含
め民間事業者から幅広く利活用アイデアを求め、参入の意向や事業化の条件等を
お聞きしたところです。県としましては、できる限り建物の外観を保存し、地域
の活性化に貢献できる利活用の可能性を探りつつも、利活用が難しいと判断され
る場合は、廃止についても視野に入れ、更なる検討を進めてまいります。
　なお、検討状況は地域自治会の皆様にも情報提供しながら進めてまいりますの
で、御理解の程よろしくお願いします。

利活用・保
存に向けた
意見

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
県有施設の活用方法に対する意見として、遊休施設となっている旧自治研修所の他、環境保全研究所の利活用のアイデア等について
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

環境保全研究所について

・今回の対話を機に、今後も地元の皆さんと丁寧に話し合う
ことが大切。
・地元自治会が使用したいというのであれば、地元に無償あ
るいは限りなく無料に近い価格で譲渡したらよいのでは。
・ドラマや映画の撮影として利用する場合、使用料を徴収し
てはどうか。
・集会施設の整備は県の仕事ではない。
・観光資源として活用することについても、市と地元が自ら
の責任も含めて考えるべき。

その他

廃止に関す
る意見

・改修費が必要ということを考えると、歴史的価値があると
しても解体すべきでは。
・民間等で使いたいという事業者がいれば、売却などを検討
してはどうか。
・年間数回の映画・写真の撮影等の利用頻度では維持してい
く意味がないのでは。

【再掲】

○県では政策対話実施後、10月にサウンディング型市場調査を実施し、売却も含
め民間事業者から幅広く利活用アイデアを求め、参入の意向や事業化の条件等を
お聞きしたところです。県としましては、できる限り建物の外観を保存し、地域
の活性化に貢献できる利活用の可能性を探りつつも、利活用が難しいと判断され
る場合は、廃止についても視野に入れ、更なる検討を進めてまいります。
　なお、検討状況は地域自治会の皆様にも情報提供しながら進めてまいりますの
で、御理解の程よろしくお願いします。

政策対話当日の意見 意見等への対応（予算要求公表時）

建物自体の
利活用

・市民の方が講師を招いて議論や研究発表するときに会議室
の確保に苦労しているとお聞きします。そういった方が土日
でも環境保全研究所の２階ロビー、会議室を使えるようにし
ていただきたい。
・研究所としての機能は大切にしながら、有料でよいので民
間の方も使用できるようご検討ください。
・２階のロビー部分を民間企業等と連携しカフェにしてはい
かが（ジビエ軽食の提供など）。
・敷地の一部をエコなBBQ場にしてはいかが。

○平日における研究所の会議室等の利用につきましては、県民の皆様が環境保全
等に関して学習・交流できる場として、無料でお貸ししております。また、土日
祝日の利用については管理運営上の課題がありますので、個別にご相談いただけ
れば対応を検討してまいります。

○２階エントランスホール（ロビー）は自由に展示等をご覧いただけますが、飲
食物の提供やBBQ場の設置につきましては、施設の趣旨や火気利用の安全性などの
面から現状では困難と考えています。

7



意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

県有財産全体について

広報のあり
方

・建物の名前を変更し、県民や観光客が気軽に立ち寄れ、夏
休みの子供の自由研究などにもっと利用されるようにしてほ
しい。
・年に数回だけではなく、定期的にセミナー（研究発表、環
境学習会、敷地内での自然観察会）を開催してほしい。
・地域の行う自然保護活動に加わり、その成果を全国に発信
してほしい。
・目立たず、何があるかわからないので入りづらい建物のよ
うに感じる。まず外見から入りやすいようにしてほしい。
・施設案内看板がもう少し目立ってもよいと思う。あまりに
も環境に配慮しているため場所が分かりにくい。

○皆様のご意見を踏まえ、より一層充実した環境学習及び交流の場を提供できる
よう検討してまいります。また、山と自然のサイエンスカフェ（年８回程度）等
の他にも、要望に応じて出前講座として随時対応しておりますので、お問い合わ
せください。

○案内表示等については、飯綱庁舎の敷地が長野市自然環境保全条例により自然
環境保全地域に指定されていることから、地域指定の趣旨に沿って慎重に検討し
てまいります。

研究所機能
のあり方

・「研究フロア」と「普及啓発フロア」に区分するなど、よ
り効果的な運営を行ってはどうか。
・展示物の見せ方をもっと面白く、興味を引くようなものに
変えてほしい。
・これからの環境保全の活動拠点として、施設の内容を充実
するとともに一層広くPRして環境政策を進めてほしい。
・可能な限り県立大学等と連携して、充実した研究所として
ほしい。また、常時、県民や教育機関に開放すべきではない
でしょうか。

○２階エントランスホール（ロビー）の展示内容等につきましては、お越しいた
だいた皆様に興味を持って観ていただけるような工夫に努力してまいります。
　なお、当研究所では、県内外の大学をはじめ多くの研究機関と連携して研究に
取り組んでいます。今後も連携を深め、充実した研究の実施と得られた成果の発
信に努めてまいります。

政策対話当日の意見 意見等への対応（予算要求公表時）

○お寄せいただいたご意見も踏まえ、国や市町村、NPO、民間企業、地域の皆様と
連携・協働して一層質の高い公的サービスの提供ができるように努めてまいりま
す。
○限られた財源の中で有効活用と効率的利用を図るため、総合的かつ長期的な観
点によりコストと便益の最適化を図りながら、総合的に企画、管理、活用する
「ファシリティマネジメント」を重視して県有財産の有効活用に取り組みます。

・色々な規制により、話が進まないことがある。国、県、市の管轄の考え
方を柔軟にしてほしい。
・施設の運営が赤字でも住民の気持ちに寄り添い、必要な施設は維持して
ほしい。
・予算やマンパワーが限られる中、必要な機能を取り上げて集中していく
事が大事。
・市の施設、県の施設等の統合も含めて考えていってもよいのではない
か。

8



【お問い合わせ・意見等】 県民文化部次世代サポート課

県民文化：E-mail jisedai@pref.nagano.lg.jp

【お問い合わせ・意見等】 教育委員会事務局心の支援課

教育：E-mail kokoro@pref.nagano.lg.jp

【県民文化部・教育委員会：学校へ行くことが難しい子どもたちへの学びの支援について】

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
①義務教育段階における不登校児童・生徒の新たな「学びの場」のあり方や必要性等、これからの不登校児童・生徒の「学び」について
②様々な理由により、学校へ行くことができない子どもが自立するために必要な「学び、生活習慣、仲間づくり」等に対する効果的な支援につ
いて

・子どもたちの状況、家族の状況、社会の状況が変わってき
ていることを、皆が認識することが必要。
・不登校児童の休養の必要性、不登校は問題行動ではないと
いうことを前面に出し、学校を変えていくことが重要。
・現場の先生も保護者も学校へ行くことは 当然の ことだと
いう思いがある。子どもたちに「無理しなくていいよ。」と
言えることが大事。
・本人も保護者も含めて「学校へ行くのが当たり前」という
不登校への偏見や差別の目で見る社会環境も問題にして考え
ていかないといけない。
・子どもたちの個性を大事にするという考え方を、地域も学
校も持っている社会に変えていくことが大事。
・官民共同で一緒に不登校の心を理解することを学べる仕組
みが必要。
・学校教育の変化も必要だが、多様な価値観で生きられると
いう社会設計の変化も必要。
・学校で国連「子どもの権利条約」を皆が学び合えることか
らスタートして欲しい。
・不登校は子ども の SOS 。自立とは自分一人で立つではな
く倒れそうな時に支えてくれる人がいること。自信をつけさ
せることが大事。
・不登校の実態を長野県独自に調査できないか。

○11月５日に「第１回不登校児童生徒への支援の在り方懇談会」を開催し、不登
校支援に係る民間施設の関係者、学校関係者及び学識経験者から不登校に係る課
題への対応についてご意見をいただきました。年度末までさらに２回の懇談会を
開催し、不登校の課題の解消に向けた基本方針を策定する予定としています。
　また令和２年度は、学校・教育委員会と民間の不登校支援等を行っている方々
との協議会を設置し、市町村教育委員会や民間施設等が連携した新たな不登校支
援の仕組みを検討するとともに、課題を解消するための施策について検討しま
す。

○令和２年度は、不登校やひきこもり、発達障がい等、様々な困難を有する子ど
もたちに対する理解をさらに深めるために、社会的包摂に対する啓発を推進しま
す。

不登校に対
する考え方

【いじめ・不登校等総合対策事業（教育委員会） 11,771千円】

・不登校支援コーディネーターの配置

・科学的知見に基づく予防的な取組

・不登校児童生徒の社会的自立に向けた仕組みづくり

【子ども・若者育成支援推進事業（県民文化部） 18,000千円】

・困難を有する子ども・若者の居場所の役割を担う民間団体等や、自立に向けた場を

運営する団体を支援
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

○令和２年度は、抽出校において、科学的根拠に基づいた子どもの実態調査を実
施し、専門家の助言・指導により、学校が不登校等の要因を解消する取組を計
画・実践するとともに、効果のある取組の普及に務めてまいります。
　また、学校・教育委員会と民間の不登校支援等を行っている方々との協議会を
設置し、市町村教育委員会や民間施設等が連携した新たな不登校支援の仕組みを
検討するとともに、課題を解消するための施策について検討します。
　さらに、不登校支援コーディネーターを配置し、市町村教育委員会や民間施設
等との連絡調整等を行い、事業の推進を図ります。

　県内各地において、支援に関わっている民間の支援団体や学校、教育委員会、
保護者の方々が意見を交換し合う場を設け、さらに充実した支援が行えるような
連携体制の整備を検討します。

子ども・家
庭への理解
と切れ目の
ない支援

○令和元年９月から10月にかけ、不登校当事者である子どもたちを対象に「学校
生活に関する欠席状況アンケート」を実施し、結果は不登校児童生徒への支援の
在り方懇談会に報告しました。今後は、基本方針の策定や施策に反映してまいり
ます。（教育委員会)

・当事者・元当事者たちの声を聴き、不登校となった理由を
きちんと把握することがとても大切。

○令和２年度は、学校・教育委員会と民間の不登校支援等を行っている方々との
協議会を設置し、市町村教育委員会や民間施設等が連携した新たな不登校支援の
仕組みを検討するとともに、課題を解消するための施策について検討します。

・学校復帰が前提になっている。児童生徒が自らの進路を主
体的に捉えて、社会的に自立することを目指すということに
変わっていって欲しい。
・中間教室の意識改革、学校との連携や学習の評価ができる
仕組みが必要。
・中間教室は通過施設であり、その子どもに沿った学びの場
であるべき。

中間教室の
あり方

・学校との関わりで傷つく子どもや保護者がいる。学びの支
援の前に、本人と家族の心の理解と心のケアが必要。
・不登校や発達特性のある子どもたちを、小中高とつなげて
フォローしていく仕組みが弱い。特に高校生の居場所が必
要。
・不登校の子ども たちが、フリースペースや中間教室とつな
がった時点で、学校との連携をしっかり取るべき。
・低年齢からの支援や連続性のある支援をワンストップで受
けられる、より身近な相談先の整備がとても大事。
・不登校の子どもたちがこの社会でどういう生き方ができる
のかという将来設計も含めて考えていかなければいけない。
・タブレットの使用でやる気が出た子どもに使用を認めると
いった、学校での「合理的な配慮」も必要。
・「学校に子どもを合わせる」のではなく「ひとりひとりの
子どもに合わせる学校づくり」が必要。

【子ども・若者育成支援推進事業（県民文化部） 18,000千円】 （再掲）

・困難を有する子ども・若者の居場所の役割を担う民間団体等や、自立に向けた場を

運営する団体を支援

【いじめ・不登校等総合対策事業（教育委員会） 11,771千円】（再掲）

・不登校支援コーディネーターの配置

・科学的知見に基づく予防的な取組

・不登校児童生徒の社会的自立に向けた仕組みづくり

【いじめ・不登校等総合対策事業（教育委員会） 11,771千円】（再掲）

・不登校支援コーディネーターの配置

・科学的知見に基づく予防的な取組

・不登校児童生徒の社会的自立に向けた仕組みづくり
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・学び直し・自分と他人への信頼の回復・社会的自立に必要
な技能習得ができる県立高校を創って欲しい。

○平成30年９月に策定した「高校改革～夢に挑戦する学び～実施方針」におい
て、多様な生徒の生活・学習スタイルに応えるため、多部制・単位制高校の充
実・拡大や、通信制の改革に取り組むとしており、旧12通学区ごとに設置する
「高校の将来像を考える地域の協議会」からの意見・提案を踏まえ策定する「再
編・整備計画」の中で検討していきます。
　また、通信制の改革の一つとして、週１日から週５日まで自分のペースに合わ
せて登校可能で、生徒一人ひとりに寄り添うきめ細やかな支援を実現する新たな
通信制である長野西高等学校望月サテライト校を令和２年４月に設置します。
（教育委員会）

・一番問題なのは学校が中心ということ。本来は子どもたち
が中心で、 子どもたちが学びの場 を選択できることではな
いか。
・金銭的な問題からフリースクール等に通えない現状につい
て、行政との話し合いの場が必要。
・多様な生き方の人がいる社会においては、学校だけではな
い学びの場が増えていくことが大切。
・学習支援だけが学びの場ではなく、充電をする、時間をか
けて子どものエネルギーを蓄えるのも学びの場。

○令和２年度は、学校・教育委員会と民間の不登校支援等を行っている方々との
協議会を設置し、不登校の児童生徒が社会的自立に向けて必要な支援を受けるこ
とができるよう検討してまいります。
　また、不登校の課題等の解消を図るため、不登校支援コーディネーターを配置
し、市町村教育委員会や民間施設等との連絡調整等を行います。

○今年度、政策対話以外にもフリースクール関係者との意見交換を行いました。
（計５回　講演会や「不登校を考える県民のつどい」において）
　令和２年度は、さらに充実した支援が行える連携体制の整備を検討するととも
に、学校以外の場において自己肯定感が高まり、社会的な自立につながるような
活動を支援します。

学校以外の
学びの場の
必要性

高校入試・
新しい高校
づくり

・保護者は、評価がつかないことによる公立高校入試への影
響をとても心配している。
・不登校傾向の生徒や、学校生活に困難を抱える 生徒に対し
て、新しい入試制度でサポートされるということを具体的に
示して欲しい。

○評定がつかない生徒（目標に準拠した評価による評定が不可能な生徒）につい
ては、調査書の記載事項も含めて、特に慎重に検討しています。（教育委員会）
○不登校生等であっても本人が有する資質や能力を多面的に評価するための説明
書（調査書の付票）を追加し、これまで以上に配慮した選抜とします。また、前
期選抜に学力検査を導入することで、調査書の評定以外も評価してまいります。
（教育委員会）

【子ども・若者育成支援推進事業（県民文化部） 18,000千円】（再掲）

・困難を有する子ども・若者の居場所の役割を担う民間団体等や、自立に向けた場を

運営する団体を支援

【いじめ・不登校等総合対策事業（教育委員会） 11,771千円】（再掲）

・不登校支援コーディネーターの配置

・科学的知見に基づく予防的な取組

・不登校児童生徒の社会的自立に向けた仕組みづくり
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・さまざまな困難を有する子どもたちに、学費の心配をせず
に学び直しの機会を提供することが、公立の学校の義務では
ないか。

○高等学校を中途退学した者で、再び公立高等学校で学び直す者に対し、高等学
校等就学支援金の支給期間経過後も一定期間継続して就学支援金に相当する金額
を支給することにより、経済的負担の軽減を図ります。

高校入試・
新しい高校
づくり

【高校生等学び直し支援事業（教育委員会） 3,667千円】

・就学支援金の支給期間である36月（定時制・通信制は48月）経過後も卒業までの間

最長２年間継続して就学支援金制度とほぼ同等の授業料を支援

12



【お問い合わせ・意見等】 健康福祉部障がい者支援課

E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

【健康福祉部：共生社会づくりについて】

・地域には様々な意欲ある方々がいるが、それらを繋いでコー
ディネートする人の存在が重要。また、SNSを活用して情報発信
を続けることが効果的。
・障がいのある児童を分けるのではなく、小さい頃から自然な形
で交流していくことが、障がい理解には重要。障がい者の地域生
活移行も同様で、障がい者も高齢者も当たり前に一緒に暮らす、
ごちゃまぜの社会がいい。
・障がいのある人とない人を区別することが壁を作っている。
・障がいに対する理解があり、安心できる場所があればよい。
・一緒にできる環境・経験が大切。お互いの良さを理解する。
・養護学校と地域社会との交流が少なく、地域社会とのつながり
がないまま卒業。
・障がいのある方が外に出ることにより、関わる機会につなが
る。
・一緒に居ることで学ぶこともある。「交流」ではなく、「一緒
にいる場」を。
・偏見ではなく、「違い」を認め、「個性」を認める。
・普段から障がいのある方を見慣れると違和感がなくなる。
・障がい者が参加しやすい行事がもっと地域に増えると嬉しい。
・聞こうとしてくれる人がいれば、コミュニケーションができる
ようになる。
・いろいろ用意され過ぎると逆に困る。
・小さい頃から地域の人に知ってもらう。

○ご参加いただいた皆様がそれぞれの発言に耳を傾け、互いを理解し合おうとす
る柔らかな雰囲気づくりにご協力いただいたことで、実のある対話が実現しまし
た。ご意見を踏まえ、共生社会づくりの実現を目指して、以下の施策に取り組み
たいと考えております。

○障がいのある人もない人も、学びを通じて誰もがお互いに尊厳を重んじて支え
合い、心豊かに地域で安心して暮らすことができる長野県づくりを進めるため、
「長野県障がい者共生社会づくり条例（仮称）」を制定し、共生社会の実現を目
指します。

○障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）を目指し、多様な障がい
の特性、必要な配慮等を理解して、障がいのある方にちょっとした手助けや配慮
を実践する「信州あいサポート運動」を推進します。

障がいのあ
る方との交
流について

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
障がいの有無に関わらず、誰もがお互いに理解し合える「共生社会づくり」の実現を目的とした条例の制定に向け、障がい者の差別解消を図る仕組
みや共生社会実現のための取組等について

【長野県共生社会づくり体制整備事業 8,028千円】

・障がい者共生社会づくり推進員等による相談体制及び周知活動の強化

・「合理的配慮マニュアルブック」等の作成

・多様な広告媒体を活用した積極的な周知活動の実施

【信州あいサポート運動推進事業 3,627千円】

・あいサポート運動とヘルプマークの普及啓発

・「あいサポーター」（支え手）の育成及び運動継続の強化

・あいサポートメッセンジャーの養成・派遣

・「あいサポート企業・団体」の認定
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・できない事を受け入れる。
・特別扱いはしないこと。
・当事者や経験者の話を聞ける場に参加する。
・障がい者との交流イベントがあることを発信していくことが大
切（SNS等）。
・ICTを活用しながら障がいにも興味を持ってもらいたい。
・相手を否定せず、まずは受け入れる。
・当事者の意見をもっと聞く機会を増やしていくべき。
・先入観を持たず意見を聞く。
・「いろいろな人がいて当たり前」との思いを伝える。
・相談できる場所、交流できる場所をつくっていく。
・行政も、関係者や団体などにもっと頼ってほしい。相談されれ
ば、何とかしたいという意欲のある人は必ずいる。

自分が明日
からできる
こと（やれ
ること）

障がいのあ
る方との交
流について

・誰でも自分が発揮できる場所が大切。
・周囲が変われば「障がい」という壁がなくなる。
・エレベーターや多目的トイレなど、バリアフリーのための設備
は充実してきたが、当事者目線が欠けていて、ちょっとした配慮
が足りず、使いにくいことがあり残念。

○パラスポーツをツールとして年齢や障がいを超えた人々の交流を図り、共生社
会を実現するとともに、地域で障がい者がスポーツに親しむことができる環境を
整備します。

○障がい者の優れた芸術作品を県民が鑑賞する機会と障がい者が文化芸術活動に
参加する環境を整備し、障がい者の社会参加の促進と共生社会の実現を図りま
す。

【パラウェーブNAGANO推進事業 58,294千円】

・パラスポーツ文化づくり事業

・みらいアスリート育成支援推進プロジェクト事業

【障がい者文化芸術振興事業 21,536千円】

・障がい者の芸術作品展「ザワメキアート展」の開催

・障がい者芸術文化活動支援センターの設置
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【お問い合わせ・意見等】 環境部自然保護課

E-mail shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

【環境部：県立自然公園の利活用について】

【中央アルプス県立公園について】

・ライチョウが生息する環境があるということをＰＲして、
皆さんに周知することで、協力をいただければよい。

○中央アルプスにおいて、ライチョウの生息が可能な範囲について広域的な調査
を行うとともに、登山者に対し、捕食者を高山帯に誘引するゴミをださないよう
呼びかける啓発活動等を行います。

・日本アルプスの中央にあるから、北アルプスも、南アルプ
スもよく見える。この展望の良さがあまり知られていない。
・北アルプスや南アルプスは、稜線が２重にあったりする
が、中央アルプスはほぼ１本の稜線しかなく、遠くの山を見
ることができ、ここが魅力。

○中央アルプス県立公園の国定公園化を契機として、自然公園の持続可能な利用
を促進するため、山岳・自然環境の魅力や重要性を発信するフォーラムを開催し
ます。

・本日のテーマは「県立公園」であるが、国立公園、国定公
園、県立自然公園の違いや区別を認識した上で訪れている人
はどれだけいるのか。関心のある人しか区別は理解していな
いのではないか。
�・県立自然公園は、国立や国定公園に比べると身近で裏山の
ような印象だが、保護すべき大切な動植物があったり、素敵
な景観がある。
・塩嶺王城のような身近なものから、中央アルプスや御嶽山
のように国立公園と遜色ない景観を楽しめる自然がある。
�・生活圏や暮らしと一体になった公園、観光客はもとより地
元の方が気軽に行ったり、見たり、住民に知恵を与える公園
というところ。

○県立公園の身近で貴重な自然環境を保全し、持続的な利用を促進するため、県
と市町村等の地域関係者で構成する地域会議を公園ごとに設置し、公園の魅力に
ついて外部有識者から助言を聞くとともに、公園計画の見直し等について協議し
ます。

県立自然公
園の魅力に
ついて

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
自然環境を保全しながら持続的な利活用を推進する等、魅力的な県立自然公園の実現に向けた今後の展開及び中央アルプス県立公園の国定公園
化を見据えたPRや利活用の推進のための取組について

【魅力ある自然公園づくり事業 9,374千円】

・民間（外部有識者）意見を取り入れ自然公園の利用を促進

・県立自然公園ごとに設置した地域会議の運営、公園計画の見直し

【ライチョウ緊急保全対策事業 6,221千円】

・生息環境調査を実施し、今後の保全対策を検討

・登山者に対するマナー啓発

【中央アルプス国定公園（仮称）指定記念事業 2,000千円】

・フォーラムの開催準備に着手
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・利活用の促進には、歴史や文化の発信が重要。外国人観光
客も増えており、多言語対応のパンフレットを作成してＰＲ
してはどうか。
・野生動物対策も重要で、特にニホンジカ対策をどうしてい
くのか。
�・魅力が発信されればされるほど、団体客が増えるので、駐
車場が一杯で中々入りにくいなど、アクセスの問題が生じ
る。
�・登山道を整備する人達が必要。建設会社が登山道を整備す
るにしても、山に慣れていないと大変で困ることがある。山
に関する仕事をしながら、子育てをしていける環境が大事。

利活用を促
進するには

○山岳関係者が連携して登山道や道標等の整備、維持管理に取り組む体制づくり
を行うとともに、市町村等が実施する登山道等の整備に対して支援し、山岳の環
境保全と適正利用を推進します。

○利用マナーの啓発や公園内の美化清掃などをボランティアで行う自然保護レン
ジャーの活動により自然公園利用者の自然保護及び適正な利用の意識向上に努め
ます。

○自然公園の魅力を伝える担い手（エコツーリズムガイド）を育成し、自然と親
しむ機会を拡大し、自然環境保全意識の向上を図ります。

○県立公園の身近で貴重な自然環境を保全し、持続的な利用を促進するため、県
と市町村等の地域関係者で構成する地域会議を公園ごとに設置し、公園の魅力に
ついて外部有識者から助言を聞くとともに、公園計画の見直し等について協議し
ます。

・自然の保護と利活用は、ある意味相反しており、難しい面
があるが、貴重な自然の価値を使いながら、それをうまく持
続させていくことが重要。
�・地域の自然公園に対する考え方と利用者の考え方をより
マッチングして、ギャップを埋めていくべき。
・利活用促進のためには、登山道の整備が一番重要。市町村
の堺を越える登山道の整備のためには、県がリーダーシップ
を取っていただきたい。
�・道標を統一して、わかりやすさを追求すべき。特徴的な道
標だと、独自性もあるし、強く印象に残る。
・利用者のモラルやマナーの低下の問題がある。自然保護レ
ンジャーやガイドといった保護の発信役の育成が重要。
・見るだけの観光はもう成り立たない。学びとか、別の要素
を付加した取組みが必要。
・例えば「花めぐりツアー」など、地域限定の物語と自然体
験を組み合わせた仕組みづくりにより、魅力がさらに高まる
のではないか。

【民間との協働による山岳環境保全事業 22,972千円】

・寄付金を活用し、市町村や山小屋関係団体が行う山岳環境保全施設の整備を支援

【自然保護レンジャー事業 1,360千円】

・自然公園等の利用者に対する普及啓発（マナーカード等の配布）

・自然保護レンジャーの資質向上に係る研修会の開催

【自然体験促進事業 1,564千円】

・質の高いエコツーリズムガイドの養成（研修会開催）

【魅力ある自然公園づくり事業 9,374千円】（再掲）

・民間（外部有識者）意見を取り入れ自然公園の利用を促進

・県立自然公園ごとに設置した地域会議の運営、公園計画の見直し
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

利活用を促
進するには

・国定公園化に向けて動植物の保全や地形を活用した最小限
の整備と利用者目線の対応を両立させた登山道の整備が必
要。
�・国定化することにより、補助金も活用できる。適正な整備
のための基準づくりが必要ではないか。
・ロープウェイがある場所は、地震や台風などの災害が起
こった場合の対策として、エスケープルートや山小屋や物流
の整備などが必要。
�・中央アルプスはほとんどが長野県内にあり、他県とあまり
絡まないので、国定公園になっても長野県が音頭を取って、
例えば長野県だけで中央アルプスの魅力を発信するなどでき
るのではないか。
・登山道と山小屋の整備は必須。宝剣岳を出てしまうと空木
岳まで有人小屋がなく、中央アルプスを楽しみづらい環境。

○国定公園化が予定される中央アルプス県立公園において、案内標識の整備や老
朽化した利用施設の再整備等が必要となるため、県としてスタートアップを支援
します。

○中央アルプス県立公園の国定公園化を契機として、自然公園の持続可能な利用
を促進するため、山岳・自然環境の魅力や重要性を発信するフォーラムを開催し
ます。

【中央アルプス県立公園について】

【中央アルプス国定公園（仮称）重点整備支援事業 71,799千円】

・自然環境の保全を図るとともに、公園利用の増進及び自然とのふれあいを推進

するため、施設整備を行う市町村を支援

【中央アルプス国定公園（仮称）指定記念事業 2,000千円】（再掲）

・フォーラムの開催準備に着手
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【お問い合わせ・意見等】 産業労働部創業・サービス産業振興室

E-mail service@pref.nagano.lg.jp

【産業労働部：創業希望者等への支援について】

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
創業を希望する者、ベンチャー事業者に対する県の支援施策について

・会社員を辞めて起業をした際には収入が大幅に減るので、
できれば会社員と起業準備を平行して行いたい。しかしなが
ら、そういったことを認めてくれる企業は少ない。

創業のきっ
かけ

○頂戴したご意見を参考にしながら、今後、社会全体が創業に関する理解を深め、
誰もが創業にチャレンジできるような環境の整備や啓発に努めてまいります。

・①既存サービスに対する「憤り」、②蓄積による「自
信」、③「お金」が動く目途という三つの要素がそろったタ
イミングで創業した。
・親族が経営する事業が代替わりのタイミングであり、何か
地域のためにできないかと思ったことと、一緒にやろうと
言ってくれたパートナーがいたため。

・もうすぐ70歳になるが、長野県はシニアに対する取組が弱
く、何かやりたいと言うと「シルバー人材センターに行っ
て」と言われる。人口減少のなかで若い人に活躍してもらい
つつ、シニアの経験を活かす方法を考えてほしい。
・大学内の研究者は研究が専門で、会社経営できない人が多
い。大学発ベンチャーを立ち上げる際には、経営関係者との
つながりを作っておくことが大切。

○頂戴したご意見を参考にしながら、今後、創業を考える皆さんが一歩踏み出せ
るよう創業支援施策の充実を図ってまいります。

○令和２年度は市町村と連携した創業支援拠点を設置し、創業に関するセミナー
やイベントの開催、情報発信等を予定しています。こうした取組により、老若男
女幅広い方が創業の第一歩を踏み出せるような事業構築を図ってまいります。

【創業支援拠点モデル事業 20,830千円】

・開業率の向上や、新たな価値を創造する創業を促進するために、起業家や

支援機関等が交流できる拠点を市町村と連携して設置
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・最近だとワーケーションが盛り上がりを見せており、週末
は地方にいるという働き方がスタンダードになってきた。同
僚で、地方と都心をつなげるスタジオを作りたいというメン
バーがいる。

○信州のリゾート地で「仕事」と「休暇」を両立させる『信州リゾートテレワー
ク』の推進を図ることで、多様な働き方やつながり人口の創出に取り組んでまい
ります。

・法務局、税務署、県税事務所、市町村等、起業する上で手
続きしなければならない機関への書類提出をワンストップで
出来るようにしてほしい。

○創業にあたっては、様々な機関に対して手続きを行う必要があるため、創業を
考える方が容易に手続きを行える環境の整備は重要です。今後、頂戴したご意見
や他自治体の取組・工夫なども参考にしながら、創業支援施策への反映を検討し
てまいります。

創業時の苦
労/欲しい支
援

・企業は社員だけで成り立つものではなく、地域の理解が
あってこそ。地域を活かすという観点を行政にも意識してほ
しい。
・県として、新しいコンテンツを活用した地域づくりを積極
的にしてほしい。これまで接点のなかった人が長野県に関わ
るため、県、市町村、地域が連携して動ける支援をしてほし
い。
・実は県でも支援を整備しているが、その支援をもとめる方
に情報がいきわたっていない。
・ベンチャー企業は人材が不足しているので、人材マッチン
グ支援をしてほしい。

※再掲
○令和２年度は市町村と連携した創業支援拠点を設置し、創業に関するセミナー
やイベントの開催、情報発信等を予定しています。こうした取組により、老若男
女幅広い方が創業の第一歩を踏み出せるような事業構築を図ってまいります。

創業のきっ
かけ

【リゾートテレワーク推進事業 40,156千円】

首都圏等からの新たな人の流れを創出し、地域の活性化を図る。

・県内のリゾートテレワーク環境を整備

・都市圏企業等を対象としたＰＲの実施

・東京オリンピック・パラリンピックを契機とした全国イベントの開催
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

創業時の苦
労/欲しい支
援

・ものづくり企業向けのコワーキングスペースがあるとあり
がたい。

○県内の30を超えるコワーキングスペースのうち、ものづくり機能を備えたもの
は次の２箇所ありますので、是非ご活用ください。頂戴したご意見は、利用者の
ニーズも踏まえながら、県の創業支援施策に活かしてまいります。

◆信州・学び創造ラボ（県立長野図書館内）
長野市若里1-1-4　/　026-228-4500

◆信濃町ノマドワークセンター
上水内郡信濃町野尻1200-45　/　049-287-8807
（指定管理者：NPO法人Nature Service）

・創業したいが、金銭面の問題もありダブルワークを考えて
いる。しかしながら、所属する会社の上層部が理解を示して
くれない。県から副業の啓発をしてほしい。

・ベンチャーコンテストやベンチャーサミット、アクセラ
レーションプログラム等の様々な事業を行なっているが、そ
れぞれを有機的に結びつけるよう意識してほしい。

・実際にアクションを起こせる起業家には少額でも補助金を
支給し、ビジネスが上手い原石を拾い出す支援をしてほし
い。

○県では、ご意見に挙げていただいたような事業を実施し、創業ステージに応じ
た支援を提供できるよう努めているところです。今後、県・市町村・民間支援機
関等の支援施策の情報を一元的に発信する方策を検討するなど、各機関との連携
を密にし、効果的な情報発信に努めてまいります。

※再掲
○頂戴したご意見を参考にしながら、今後、社会全体が創業に関する理解を深め、
誰もが創業にチャレンジできるような環境の整備や啓発に努めてまいります。

○令和元年度より、地域課題の解決に資する創業を公募の上、選定しております。
来年度も引き続き公募を行うとともに、モデル的な創業事例に関する情報提供や

啓発等により創業支援施策を充実してまいります。

【創業支援拠点モデル事業 20,830千円】（再掲）

・開業率の向上や、新たな価値を創造する創業を促進するために、起業家や

支援機関等が交流できる拠点を市町村と連携して設置

【地域課題解決型創業支援事業 69,755千円】

・地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる

創業を促進するため、創業に係る経費を助成
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【お問い合わせ・意見等】観光部山岳高原観光課、国際観光推進室

E-mail go-nagano@pref.nagano.lg.jp

【観光部：インバウンド推進における受入環境の整備について】

・小谷エリアは十分な通信環境が整っていないことに加え、ATMも限られて
いるので、外貨の両替えを、協会の職員が対応するなど、早期に解決して
いかないといけない。
・村内全域でのWi-Fi環境が悪く、観光地周辺しか繋がらない。
・キャッシュレス導入を検討するにしても、高齢の事業者の賛同が得られ
ず、地域を挙げた取組みになりにくい。
・キャッシュレスは、事業者の「気持ち次第」であり、こういう地域にし
ていくという地域全体の取組みが重要。
・外国語表記について、統一した基準で進めるべきである。

○県では本年６月に「重点支援広域型DMO」として「HAKUBAVALLEY TOURISM」を指
定しました。
「世界から選ばれる山岳観光地域づくり」に向け、ソフト・ハード両面からのス
タートアップ支援を実施してまいります。

【Wi-Fi、キャッシュレスについて】
○外国人観光客が増加する中にあって、地域で実際に発生している課題につい
て、様々な視点からご意見をいただきました。特に強いご意見のあったwi-fi、
キャッシュレス、多言語対応などの受入環境整備を推進してまいります。

【外国語表記について】
○外国語表記については、統一基準となる公共案内標識整備指針を見直している
ところであり、関連するガイドライン等とあわせて広く周知するとともに、標識
の整備を促進します。

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
今後インバウンド需要の一層の増加が見込まれる中、外国人旅行者を快適に受け入れるための環境整備の推進について

【外国人にもわかりやすい案内標識整備促進事業 11,000千円】

・HAKUBAVALLEYエリアの一体的な案内標識等の整備を進めるため、エリアの特徴を

踏まえたゾーン分け、デザインコードの策定、案内標識整備支援を実施

【インバウンド受入環境整備事業 10,000千円】

・HAKUBAVALLEYエリアにおけるWi-Fi、キャッシュレスの面的整備に対する支援や

外国人旅行者の満足度調査を実施
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・一部の外国人旅行者が、屋内で花火をしたり、飲酒して夜大声で騒ぐな
どトラブル事案が見受けられる。
・外国人のスキーのインストラクターの就労ビザを申請してもほとんど認
められず、需要が多いにもかかわらず対応に苦慮している。
・世界級のリゾートを目指すのであれば、スキー場の安全パトロールのレ
ベルを上げるなど安全面に配慮すべきである。

【マナー向上について】
○増加する外国人旅行者への対応として、マナーの向上や安全対策などを地域が
どのように取り組んでいくか、地域と共に検討してまいります。

【人材の確保・育成について】
○スキー関連を含めた人材の確保・育成については、必要に応じて国に要望を行
なうとともに、地域がどのように取り組んでいくか、地域と共に検討してまいり
ます。
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【お問い合わせ・意見等】 農政部農業政策課

E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp

【農政部：スマート農業の導入加速化について】

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
技術発展の著しいＡＩ等先端技術を活用し、省力化や生産性の向上を図る「スマート農業」の導入を加速化させる施策を県が進める際に、どの
ような支援や手法を行うことが有効であるかなどについて

○「スマート農業」の導入を加速化させるため、当日はアシストスーツや水田畦
畔除草機などを実体験していただきました。また、対話ではスマート農業技術が
導入可能な分野はどのようなものか、加速化に必要なことは何かという視点から
意見交換しました。
御意見を踏まえ、「スマート農業機械の開発・導入支援」及び「スマート農業技
術の普及」の観点から以下の施策に取り組みたいと考えています。

【スマート農業機械の開発について】
○スマート農業機械の開発については、より導入しやすい仕様・価格となるよう
メーカー等に要望を伝えてまいります。
　また、実用化のニーズが高い水田畦畔除草機等については、来年度も引き続き
実用化に向けた開発を支援してまいります。

・ほ場のモニタリングシステムは導入しやすく便利であり、
管理をデータで行えるため、ＧＡＰの取得等に関しても経験
や勘に頼らずにできる等のメリットがある 一方、通信コスト
や停電時の対応などが課題。
・水田センサーは、遠隔地の管理には効果的だが、自分で水
を見ないと気が済まない高齢者等がおり、そういった方々へ
の浸透は難しい。また、時間的な制約のある兼業農家向きの
ツールではないか。
・アシストスーツは、単一の作業でなく一連の作業の流れに
対応できる工夫が必要。
・水田畦畔除草機は夏場の農作業安全の観点などから重要だ
と思うが、コストや取り回しなどが課題。

スマート農
業体験等の
感想

スマート農
業技術が導
入可能な分
野

・中山間地域の樹園地における防除作業は、農業従事者が高
齢化して危険なため、無人化又は遠隔操作ができるものを開
発してほしい。
・温暖化等により栽培環境が変化しており、新たな病害虫の
発生が懸念されるため、予察できるシステムが開発されると
よいのではないか。
・水田センサーのほか、カメラ等の搭載により生育管理がで
きればよいのではないか。
・水田における生育状況の把握はドローンの活用により可能
だが、雑草の発見にも活用できればよい。

【スマート農業機械の導入支援について】
○スマート農業機械のお試し導入については、引き続き実施し効果を実感してい
ただくとともに、本年度特に評価の高かった施設園芸のほ場モニタリングシステ
ムについては、野菜、花きのほか果樹（ぶどう）についてもお試し導入を行いま
す。また、事業者の要望を踏まえながら、国庫補助事業を活用した実装支援を進
めてまいります。

【スマート農業機械社会実装加速化支援 6,000千円】

・民間企業と連携し現場ニーズの高い農業機械の実用化に向けた開発支援

【スマート農業機械お試し導入 5,351千円】

・民間企業と連携し農業経営体へ先端機器の「お試し導入」を実施
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

・現在スマート農業の実証試験に取り組んでいるが、現在使
用しているスマート農業機械は、「これでなくてはならな
い」という必要性の高いものは多くないが、従来の３Ｋと呼
ばれる農業のイメージを払拭し、若い人たちが農業に参入し
てもらえるようになればと思って取り組んでいる。

スマート農
業技術が導
入可能な分
野

・導入のメリットをうまく説明できるようにすることが必
要。
・スマート農業機械の導入に関してはコストが大きな課題。
レンタルの制度などがあってもよいのではないか。
・スマート農業に興味がある方はよいが、そうでない人に対
してどのように対応していくかが重要ではないか。
・スマート農業にアクセスするスマートフォンやタブレット
等のデバイスが高齢者には取りつきにくい。ＩｏＴ時代でテ
レビもインターネットに接続できる時代なので、高齢者がア
クセスしやすいデバイスの選択が重要。
・センサーなどは様々な企業が開発しているが、規格の統一
が必要ではないか。
・現在のスマート農業機械の価格は生産コストから決定され
ていると思うが、この考え方では、生産物の販売価格を自分
で決定できない農業の収益性をみれば導入は困難。メーカー
も農家の収益性を踏まえた価格帯での販売をしてもらいた
い。
・農業者がスマート農業にアプローチするのは難しい部分が
あるので、行政でも取組を率先して進めていかないと一歩が
踏み出せないのではないか。また、普及する側（県農業改良
普及センターやＪＡの指導員）の理解促進と情報共有といっ
たことに連携して取り組む必要がある。
・オピニオンリーダー等の人材育成が必要。
・導入の成功例・失敗例の情報共有と蓄積が必要。

スマート農
業導入加速
化において
必要なこと
は？

【スマート農業技術の普及について】
○今年度より開始したスマート農業技術の大規模実証プロジェクトに引き続き参
画して効果を検証し、その活動を県内農業に横展開できるようマニュアルの作成
等に取り組んでまいります。
　また、多くの農業者にスマート農業を知っていただく機会を増やすため、新た
に地域における研修会や分かりやすいパンフレットの作成を行うとともに、県農
業大学校におけるスマート農業教育の充実を図ります。

【スマート農業の理解促進 4,947千円】

・スマート農業に関するパンフレットを作成し、ミニ研修会を開催

・農業大学校で外部講師によるスマート農業の講義・実習や、タブレット等を活用

した授業を実施
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【お問い合わせ・意見等】 林務部信州の木活用課

E-mail ringyo@pref.nagano.lg.jp

【林務部：林業の担い手確保について】

を聞くことも。林業は、危険で過酷なイメージ。今は機械化
などで環境も変わってきている。林業のイメージを変えてい
くことが必要。

い 意義や魅力がたくさんある。林業の魅力をもっと訴えてい
くことが大事。

をやりたいという傾向。安全でクリーンなイメージが大事。

は仕事のとき、あえて派手な色の服や格好いい道具を使っ
て、見られることも意識している。

を持って格好良いユニホームで安全な仕事だったら子どもも
憧れる。海外の林業を知ってもらうことも必要。

ペースなど課題もある。女性も活躍できる職場にしていくこ
とが必要。

○林業が環境や社会に貢献していることや、先進技術の導入や安全性の向上、服
装・労働環境の改善等の林業の最新の取組を共同説明会や就林セミナーで伝える
とともに、ＨＰ等での情報の発信、学校などでの普及啓発や幅広い世代が参加す
るイベント等も活用しながら、林業への理解とイメージの向上に努めます。

林業のイ
メージの向
上

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
森林資源が充実し利用可能な段階を迎える中、森林県から林業県への飛躍に向けて、林業の担い手の確保・定着化や、人材育成の取組について

林業の担い手確保について

【森林整備担い手育成確保総合対策事業】

・林業労働力確保支援センター推進事業 6,044千円

林業労働力の育成・確保や就業環境の改善に取り組む林業労働力確保支援

センター（（一財）長野県林業労働財団）の運営経費の補助

・次代の担い手対策事業 500千円

林業のイメージアップのためのＨＰ作成やＩＴ技術を活用した林業体験等

により若年層へのＰＲを実施
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

○森林での教育活動は、様々な気付きを促し、子どもの成長にも効果があるとと
もに、将来の職業として林業を意識する機会としても期待できることから、学校
林の整備をはじめとする森林での教育活動を積極的に展開するとともに、林業を
紹介する分かりやすいパンフレットを作成するなど、子どもの森林・林業体験を
推進していきます。

いたり 林業体験をしてもらうことが重要。今は林業を知る機
会がない。

会があれば林業の格好良さも伝わる。子どもが憧れる職業に
していくことが必要。

学童期にお
ける林業体
験の重要性

木材の利用
の促進

○子どもの居場所や観光地の案内標識等の木質化や木材関係団体が行うPRイベン
トを支援することにより、県産材の利用促進に努めています。
　令和２年度は、県産材の一層の利用促進を図るため、多くの方が利用し、波及
効果があるモデル的な民間施設の木質化支援や販路拡大支援を行うコーディネー
ターの配置を検討していきます。

もらうこと。身近な場所で木を使うことを、地域の人にも観
光客、外国人にも発信していきたい。

ちのネットワークやイベントなど、地域でできることを重ね
ていけば、自然と林業のイメージも上がる。

がるのではないか。

【森林整備担い手育成確保総合対策事業】（再掲）

・次代の担い手対策事業 500千円

林業のイメージアップのためのＨＰ作成やＩＴ技術を活用した林業体験等に

より若年層へのＰＲを実施

【学校林等利活用促進事業 17,975千円】

・児童・生徒が森林・林業に親しみを感じ、次世代の森林づくりに理解を深めるため

に学校林の活用を推進

【地消地産による木の香る暮らしづくり事業 98,075千円】

・市町村や民間事業者等が行う、子どもの居場所・民間施設・公共サインの木質化等

の取組を支援。また、県有施設の木質化により、県民に木に触れる機会を提供。

【県産材活用加速化推進事業 8,203千円】

・木材加工事業者のＪＡＳ(日本農林規格)認証取得を支援するとともに、都市部への

販路拡大を支援するコーディネーターを設置。また、県産材の付加価値向上を検討。
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

安全性の向
上

収入の確保

○林業の安全性の抜本的な改善は重要な課題と認識しており、従来から実施して
いる巡回指導や安全対策セミナーに加え、事業体が行う安全改善の取組を支援し
ます。

は事実で、それに見合う収入が必要。

マネジメント。危険性はゼロにはできないが、安全性を高め
ていくことはできる。

は、リスクマネジメントとその教育が重要。

だけの仕事をしてもらうにはそれだけの賃金が必要。 危険に
見合うだけの収入も必要だと思う。

面。その次がやりがい。自分は、今どちらも満たせているの
で、毎日が充実している。そうなると仲間も増えてくる。

ば、収入にもつながるのではないか。

しての賃金の課題は取り上げて欲しい。

○林業は、高い技術力が必要なことから、就業後３年間は、研修期間として位置
付け、国の「緑の雇用」新規就業者育成支援事業により支援を行っています。
　また、各事業体や従事者がより生産性を高め、できるだけ多くの木材収入を得
ていく工夫をしていくことが重要になることから、高性能林業機械の導入や技術
習得への支援、事業体が自主的に経営や生産性等の課題と向き合い、改善を行っ
ていく取組を支援します。

【林業労働災害防止対策事業 729千円】

・林業の労働災害を防止し、林業の就労環境の改善と担い手の確保・定着を図るため、

専門家による巡回指導や労働安全衛生対策セミナーの開催等を支援

【持続的な林業経営の確立支援事業 9,187千円】

・森林整備の担い手として、「意欲と能力のある林業経営者」となる林業事業体の経

営改善等の取組を支援するとともに、経営感覚を持った人材の育成やＩＴ化による業

務の効率化等を支援

【高性能林業機械導入推進事業 92,169千円】

・素材生産の効率性や労働安全性を高めるために、高性能林業機械の導入の支援を行

うとともに、オペレーターとなる人材を養成

【持続的な林業経営の確立支援事業 9,187千円】（再掲）

・森林整備の担い手として、「意欲と能力のある林業経営者」となる林業事業体の経

営改善等の取組を支援するとともに、経営感覚を持った人材の育成やＩＴ化による業

務の効率化等を支援
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

就業後の支
援

られている印象。ただ、実習用の林業機械は今では現場で使
われていないような古い機械を使っているため、就職先で役
に立つよう最新の機械で学ぶ環境を整備してあげて欲しい。

通していて色々なつながりを持っている人が必要で、全体を
ディレクションできる人材が必要。

○学生が安心して暮らし、学業に専念できる生活環境を整備するため、老朽化が
激しい男子寮の建替えを行います。

○就業先で活かせる実践的な技術を学ぶため、林業現場で多く普及しているフォ
ワーダ（積載式集材車両）を講習用に導入するとともに、演習林をより高度に活
用するための作業道を整備します。

○これからの林業を担う人材は、社会の多様なニーズを踏まえ、広い視野と確か
な技術を身につけていることが必要となりますので、こうした人材を育成するた
め、これからの林業大学校のあり方や教育の充実について、更に検討を深めてい
くこととします。

全般

政策対話当日の意見

林業大学校について

のサポートをして欲しい。
○生産性を高めていくためにも、高性能林業機械の一層の活用は重要な課題と捉
えており、高性能林業機械のオペレーター養成や操作技術の向上のための機会を
設けています。

意見等への対応（予算要求公表時）

【高性能林業機械導入推進事業 92,169千円】（再掲）

・素材生産の効率性や労働安全性を高めるために、高性能林業機械の導入の支援を行

うとともに、オペレーターとなる人材を養成

【林業大学校教育環境整備事業 493,530千円】

・開校以来40年以上が経過し、男子寮棟等の施設の老朽化が著しいため、学生が安心

して知識・技術の習得に専念できる教育環境を整備

【林業大学校費 44,674千円】

・林業の専門的知識・技術を身につけた、農山村地域の指導的な役割を果たす林業技

術者を養成。また、全寮制による行学一致の総合的な教育を展開
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【お問い合わせ・意見等】 建設部建築住宅課

E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

【建設部：『信州の多様な住まい方について』～信州らしい魅力的な住まい方とは～】

令和元年度　政策対話における意見等への対応

意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

＜趣旨＞
　人口減少・少子高齢化や空き家の増加等住まいを取り巻く環境が大きく変化する中、人々の価値観や住まい方・暮らし方も多様化しています。
　信州らしい多様で魅力的な住まい方とは何か？　県民の皆様からアイデアやご意見をいただき、今後の住宅施策の参考とする。

・コミュニティとの「つながり」が比較的強い「おすそ分
け」、「結」、「お互い様」の文化
・都会（東京）とのちょうどよい距離感。遠くもなく近くも
ない、ほどほどの距離感・まちなかと自然との距離感がちょ
うどよい。仕事前や後にも自然が楽しめる。大自然の景観を
楽しむことが日常的にできる
・水がきれい、温泉が多い　そこから派生する、水路利用、
酒蔵、ワイナリー、レジャーの文化が豊富
・郊外では渋滞がないが、車社会のため「まちなか」では渋
滞が発生
・文化財（善光寺、松本城、開智学校、海野宿等）が多い
・地域ごとの伝統的な祭り、松本ぼんぼん等の市民参加型の
祭りが多い
・民芸、クラフト等が生活の身近にあり、クラフトフェア等
の発表の場も多い
・人口の減少で空き地・空き家が増えて、家と土地が余り、
価格が安くなる

○参加いただいた皆様から頂いた意見を参考に、令和２年度において、信州の魅
力を活かした暮らしや住まい方のビジョンのとりまとめや、そのような暮らしや
住まい方を体現されている事例の収集を通して、信州に「住まう」ことの魅力や
可能性を広く県内外に情報発信してまいります。

信州にある
魅力的な資
源・文化・
環境とは

【信州の多様な住まい方検討事業 4,489千円】

・豊かな自然や美しい景観、地域の歴史や文化に根ざした信州らしい魅力を発信
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意見等への対応（予算要求公表時）政策対話当日の意見

○地域のコミュニティーや歴史・文化、自然との関係性の中に信州の暮らしの豊
かさなど、皆様から頂いた新たな知見を元に2030年（10年後）の暮らしの姿を見
据え、信州の優れた点を活かした魅力的な住まい方の実践者にインタビューを行
い、住まい方ビジョンとしてまとめ、令和２年度にホームページで公表し、信州
の魅力を情報発信してまいります。

その魅力を
活かした暮
らしの姿と
は

・地域で支え合いながら、血縁関係ではない、「おもいや
り」をシェアする暮らし
・声が聞こえて、生活の香りがする程良く外部に開かれた、
コミュニケーションのある暮らし
・自然やアクティビティを楽しみながら働くワーケ―ション
・週末、仕事・季節ごとに居住地を移す二地域・二拠点居住
・生活の中に自然（用水、畑、日本アルプスの景色等）を取
り込む
・自動運転等のICT技術の発展、カーシェア等による、車が無
く便利な暮らし
・文化財や古民家を動態保存（使用しながら）していく先人
の営みを感じる
・「特別な日」は文化資源を使用し、「日常」 は高機能な住
宅で過ごす
・路地にある空き家を使い、クラフト等の趣味を活かした小
商いをする

・自然を無理に住まいに取込まなくても、ありのままの自然
をそのまま活かす住まいが大切
・若い人の感覚が変わり、信州で実現できるテレワークや
ワーケ―ション等の住まい方の魅力をアピール
・車移動でまちを捉えがち、徒歩移動の速度 、スケールでま
ちを捉えた住まい方を提案
・終の棲家、財産としての家ではない、新たな住まい方や家
仕舞いの在り方を考えることが求められている
・暮らしまでは地域の文化が落とし込めているが、住まいを
考えた時に落とし込む方法の検討
・決まった家を持たずに身軽に移動ができる不動産シェア
・農山村地域ならではの土間・縁側を利用した地域に開かれ
たコミュニケーションハブの設置
・まちの空きスペース（空き家、空き地）を活かした自宅以
外の仕事、趣味、交流、小商い等のプライベート・パブリッ
ク半々のシェアスペースの検討
・地域内循環を生むエコ住宅を推進し、世代間で継承して、
永く使うことができるシステムの構築

そんな暮ら
しに相応し
「住まい」
の姿とは

○質の向上をはじめ、住まいの流通、使い方、働き方など少し先の未来（10年
後）の暮らしの姿を見据え、信州の優れた点を活かした新たな暮らしや住まい方
をビジョンとして取りまとめ、令和２年度にホームページで公表いたします。
　また、県民の皆様のライフステージとニーズに応じた、信州の総合的な情報発
信をしてまいります。

【信州の多様な住まい方検討事業 4,489千円】（再掲）

・信州らしい多様な住まい方『(仮称)しあわせ信州“住まい方”ビジョン2030』

を提示

【信州の多様な住まい方検討事業 4,489千円】（再掲）

・県の施策へ反映するほか、県民の皆様と想いを共有し、これからの時代にふさ

わしい魅力的な信州の住まい方を実現したい方を支援
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