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第１ 基本的な事項 
 

１ 策定の趣旨 

  長野県過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第

９条及び長野県過疎地域持続的発展方針に基づき、県が過疎地域の市町村と協力して実施

する又は支援する事業について策定するものです。 

 

２ 対象地域 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項の規定により公示された

過疎市町村 36市町村に、同法附則第５条及び第７条の規定による特定市町村４市村を加え

た計 40市町村（以下「過疎市町村等」という。）を、本計画における対象地域とします。 

 
３ 計画期間 

  令和３年度（2021年度）から令和７年度（2025年度）までの５年間 

 

４ 過疎地域持続的発展の基本的な方向 

過疎対策の推進に当たって、踏まえるべき共通の視点と目指すべき方向として、次の２

点を市町村をはじめとする各関係者と共有しながら取り組みます。 

創造的で豊かな生き方が実現できる地域づくり 

 モノの豊かさよりも心の豊かさに重きを置き、自らの人生を自らデザインできる

創造的な生活のある地域をつくります。 

 地域に今ある価値（原風景・町並み、伝統・文化等）を再認識し、高め、発信する

ことで、都市住民が憧れを抱く地域をつくります。 

 学びと自治の力を発揮し、「クリエイティブ・フロンティア」（これからの時代を牽

引する新しい生き方や暮らし方、価値を創造できる最先端の地域）へと価値観の転

換を図ります。 

 

確かな暮らしが営まれる地域づくり 

 人々が地域で安心して暮らし続けることができる基盤を確保します。 

 田園回帰（信州回帰）の潮流を捉え、移住・二地域居住の推進、つながり人口の創

出により、地域活動と地域の産業を支える人材を確保・育成します。 

 ＤＸの推進により、必要な生活・行政サービスを享受できる環境を整備します。 

 地域にある資源を活かし、過疎地域から脱炭素（ゼロカーボン）社会を実現します。 
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５ 基本目標 

  過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域活力の更なる向上の実現に向け、

過疎地域の要件である人口及び財政力に関する目標を設定し、施策を展開していきます。 

 指標名 目標 備考 

人口減少率 

（長野県調査） 

R2年から R7年の減少率：-3.0％ 

（特段の政策を講じない場合の減少率：-5.0％） 

R2 年度から R7年度

の人口減少率 

若年者比率 

（長野県調査） 

R7年：現状の水準以上（R3年：12.5%） 人口に占める 15～

29 歳の比率 

財政力指数の平均 

（長野県調査） 

R7年度：現状の水準以上（R3年度：0.303） 基準財政収入額を

基準財政需要額で

除した数値（過去

３か年平均） 

  ※ 各指標の数値は、原則として２の対象地域で示した県内過疎市町村等に係る数値（以下同じ。） 

※ 今後の県総合５か年計画の新規策定等を踏まえ、目標の見直しを実施（以下同じ。） 

  

６ 計画の達成状況の評価に関する事項 

  計画の実行に当たっては、設定した達成目標をもとに進捗状況の評価を実施し、ＰＤＣ

Ａサイクルを回していくことにより、計画の実効性を高めます。 

  達成状況の評価は、長野県過疎地域対策協議会において毎年度実施し、その結果を公表

します。 

 

７ 計画の推進に当たって 

  各部局・現地機関が一丸となって、県内過疎市町村で構成する長野県市町村過疎地域対

策協議会と連携（市町村の取組状況のフォローアップや助言、広域的取組への支援等）し

ながら、対策を計画的に推進します。 

 

《推進体制》 

県 

連携 

市町村 

長野県過疎地域対策協議会 

・副知事 

・関係部局長 

・地域振興局長 

長野県市町村過疎地域対策協議会 

・過疎市町村長 

 幹事会 

・関係部局主管課長 

・地域振興局企画振興課長 

 幹事会 

・過疎市町村担当課長 

過疎対策班 

・関係部局企画担当係長 

・地域振興局企画振興課課長補佐 

担当者会議 

・過疎市町村担当者 
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第２ 実施すべき施策に関する事項 
 

１ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成            

《基本的な方針》 

 「多様なひと・企業に選ばれる長野県（地域）」を目指し、理想とする「仕事と暮らし

がある信州」の実現、新たな働き方の促進、創造的な暮らし方の発信等による「つなが

り人口（関係人口）」の拡大を図ります。 

 大都市圏等から本県への人や企業の呼込みを強化するため、行政と民間団体、事業者が

連携し、オール信州の観点で様々な分野の取組を展開します。 

 地域住民が自主的・主体的に地域づくりに取り組んでいくための学びや対話を促進する

とともに、地域内外の人材が地域社会の担い手となり活動していくことを推進します。 

《実施する事業》 

ア 移住・定住の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州暮らし案内人

の配置 

移住相談等に係る総合窓口として、三大都市圏（東京・大阪・名古

屋）及び県庁内に「信州暮らし案内人」を配置し、移住検討者からの

相談に応えることにより、県内への移住促進を図ります。 

○ 田舎暮らし「楽園

信州」推進協議会

事業 

移住セミナーの開催、移住応援企業など受入体制の充実や移住ポータ

ルサイト「楽園信州」による情報発信など市町村等と一体的な移住施

策を実施するための協議会の運営を行います。 

○ 移住総合Ｗｅｂメ

ディアによる情報

発信 

地方暮らしを漠然と思い描いている方から検討中の方に対し、長野県

で「暮らす、働く」ための一歩を踏み出してもらうことを促すことを

目的として、移住情報を包括する専用サイト（「ＳｕｕＨａａ」）によ

り移住、転職、新卒Ｕターン就職などの情報を発信します。 

 

イ 地域間交流の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ つながり人口創

出・拡大事業 

都市部人材と県内地域との関わりの場を創出し、つながり人口（関係

人口）構築に向けたプログラムを運営します。 

○ 二地域居住情報サ

イトによる情報発

信 

長野県で二地域居住を実践する者の暮らし等を専用サイト（「ニブンノ

ナガノ」）を通じて情報発信するとともに、二地域居住検討層の不安や

疑問に応えることにより、県内における二地域居住の促進を図ります。 

○ 森林（もり）の里

親促進事業 

里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導

し、森林整備と交流を通じた森林づくりによる地域活性化を図りま

す。（森林づくり県民税活用事業） 



4 

 

○ 山村留学の推進 山村留学合同説明会の開催や移住関連イベント等の機会を捉えた情報

発信等により、山村留学の取組を推進します。 

 

ウ 地域社会の担い手となる人材の確保・育成 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 中間支援人材の活

動促進 

地域づくりに寄り添う人材の育成・活用により、住民主体の地域づく

りを支援します。 

○ 地域おこし協力隊

受入・活躍支援事

業 

地域おこし協力隊員の円滑な受入や活動の支援、任期終了後の定着を

促進するため、必要な調査研究や情報提供を行うとともに、隊員向け

研修や情報共有等の広域単位ネットワーク形成、市町村の受入支援を

行います。 

○ 外部人材活用の促

進 

集落支援員をはじめ市町村における外部人材の活用を促進するため、

情報提供や相談支援を行います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 特定地域づくり事

業の推進 

特定地域づくり事業協同組合の設立を促進す

るため、市町村に対して制度を周知するとと

もに、事業協同組合の認定等を円滑に行うた

めの体制整備や相談支援を行います。 

 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

移住者数 

（長野県調査） 

1,088 人 

（R2年度） 

1,300 人 新規学卒Ｕターン就職者や数

年内の転出予定者などを除く

県外からの転入者 

地域おこし協力隊員の

定着率 

（長野県調査） 

86.2% 

（R2年度） 

87.0% 地域おこし協力隊員の任期終

了後の定着率 

山村留学に取り組む団

体数 

（長野県調査） 

14 団体 

（R3年度） 

18 団体 山村留学生を受け入れている

団体の数 

 

 

２ 産業の振興、観光の開発                     

《基本的な方針》 

 農業・農村振興に当たっては、地域の基幹産業として、多様な担い手が参画し、農畜産

物の生産・販売力を確保するとともに、美しい景観などの地域資源の有効活用と都市住
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民との交流を含めた様々な方々との連携により集落機能の向上を図ることで、「魅力あ

る農村」を目指します。 

 林業振興に当たっては、環境と経済の調和した持続可能な社会づくりを目指し、豊かな

森林資源をはじめとする森林の多面的機能を最大限活用することにより、地域の持続的

発展を図ります。併せて、森林に対する多様な要請に応えるため、適正な森林管理のた

めの合意形成や自立的な組織づくりを推進します。 

 水産業の振興に当たっては、豊かな水資源を活用した養殖魚生産を促進するとともに、

地域色豊かな漁場づくりを進めます。 

 伝統的な産地技術や、農林水産物といった地域資源の有効活用等により、自立的な魅力

ある地場産業の振興を図ります。 

 企業誘致は地域における雇用の場の創出に直接的な効果を有するものであり、また、特

に地域の資源、技術を活用する企業を誘致することは、既存産業の振興にも寄与するも

のであることから、過疎地域等においても活動が可能な企業を中心に、様々な方法を駆

使して積極的に誘致活動を進めていきます。 

 過疎地域等における創業（新たな地域産業起こし）・事業承継のニーズに対応した支援

を実施します。 

 地域の商店・商店街は、住民の生活を支える場として、また多くの人が集まる交流の場

として大きな役割を果たす、まさに「地域コミュニティのよりどころ」であるとの認識

のもと、地域が一丸となった商店街のにぎわい再生を図ります。 

 世界水準の山岳高原リゾートを目指し、「観光の担い手としての経営体づくり」、「観

光地域としての基盤づくり」、「世界から観光客を呼び込むインバウンド戦略」に取り

組むとともに、人々の行動や価値観の変化、社会変革を好機と捉え、「安全・安心な観

光地域づくり」、「長期滞在型観光の推進」、「信州リピーターの獲得」を柱とした持

続可能な観光地域づくりに取り組みます。 

《実施する事業》 

ア 農業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 新規就農者支援事

業 

次世代の農業を担う農業後継者、新規参入者など、多様な新規就農者

の確保・育成を図るため、就農相談活動や農業体験研修、農業次世代

人材投資資金の交付、新規就農里親制度等による実践的な技術研修な

どにより、円滑な就農を支援します。 

○ 農業リーダー育成

事業 

農業生産の中核を担う青年農業者、先進的・企業的農業者、女性農業

者等を、地域の営農活動や農村集落社会で重要な役割を担うリーダー

として位置付け育成するとともに、経営者能力の向上や経営発展を支

援します。 
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○ 自然循環型農業定

着促進事業 

地球温暖化を防止するため、農業生産活動に由来する温室効果ガスを

削減する技術の開発や実証を進めるとともに、有機農業をはじめとす

る「環境にやさしい農業」に取り組む生産者を支援します。 

○ 信州伝統野菜継

承・産地育成事業 

伝統野菜の安定的な生産を推進し、地域の人たちに育まれてきた食文

化を多くの人に提供・発信し、伝統野菜の継承と地域振興を図りま

す。 

○ 中山間地農業ルネ

ッサンス推進事業 

中山間地域農業の振興を図るため、農村集落の特色を活かした創意工

夫あふれる取組の紹介や営農指導、地域をけん引していく担い手の確

保・育成・定着への支援に加え、営農・販売戦略の策定など地域の所

得向上に向けた体制整備を支援します。 

○ かんがい排水事業 農業用水を安定的に供給し、農産物の安定生産と品質確保を図るた

め、農業用排水路や頭首工、用排水機場など、基幹的な農業水利施設

の更新・整備を行います。 

○ 畑地帯総合土地改

良事業 

野菜や果樹産地へ農業用水を安定的に供給し、農業経営基盤の強化を

図るため、畑地かんがい施設や農道等の一体的な更新・整備を行いま

す。 

○ 経営体育成基盤整

備事業 

地域農業の将来を担う経営体を育成するため、農地集積の加速化や農

業経営規模の拡大に資する農地の大区画化・汎用化、用排水路の整備

などの基盤整備を一体的に行います。 

○ 農道整備事業 農産物の品質向上や輸送の効率化、農作業の省力化と農村生活環境の

改善を図るため、地域の基幹となる農道の整備を行います。 

○ 中山間総合整備事

業 

中山間地域の農業、農村の活性化を図るため、地域経済の振興、定住

の促進、国土の保全等に資する農業生産基盤と農村生活環境の総合的

な整備を行います。 

○ 農村地域防災減災

事業 

激甚化・頻発化する気象災害や大規模地震に対応するため、機能低下

した排水機場のポンプ設備、耐震性不足が確認されたため池や水路の

改修を計画的に行い、農村地域の安全を確保します。 

○ 地すべり対策事業 地すべり等防止法の指定を受けた区域において、農地や農業用施設、

人家、公共施設等に及ぶ地すべり災害を未然に防止するための対策工

事や既存施設の計画的な改修を行います。 

○ 野生鳥獣被害総合

対策事業 

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、地域が主体となり実施す

る侵入防止柵の整備等を支援するとともに、野生鳥獣被害対策チーム

等により、各地域の実情に合わせた被害対策に必要な支援・助言を行

います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 強い農業・担い手

づくり総合支援交

付金 

競争力・経営力等の強化を図るため、共同利

用施設の整備や地理的条件が不利な地域にお

ける共同利用機械の整備を支援します。 

国 1/2以内 3/10以

内 
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 信州農業生産力強

化対策事業 

多様な生産力を強化するため、新品種・新品

目・新技術の導入や、マーケットニーズに対

応できる産地づくりに向けた施設整備等を支

援します。 

県 1/2以内 

 経営体育成支援事

業 

地域農業の担い手となる経営体を育成するた

め、規模拡大や農産物の高付加価値化等を図

るために必要な農業用機械等の導入を支援し

ます。 

国 3/10 以内 

 食料産業・６次産

業化交付金 

農業者等が認定された総合化事業計画に従っ

て実施する農林水産物等の加工・販売等の整

備に対して支援します。 

国 3/10 以内 

 中山間地域農業直

接支払事業 

中山間地域において、耕作放棄地の発生を防

止し、農業・農村の持つ多面的機能を確保す

るため、集落の話し合いに基づく自律的かつ

継続的な農業生産活動を支援します。 

国 1/2 1/3 

県 1/4 1/3 

 中山間地農業ルネ

ッサンス推進事業 

中山間地域農業の振興を図るため、将来ビジ

ョンに基づく農村集落の特色を活かした創意

工夫あふれる取組や営農・販売戦略の策定な

ど地域の所得向上に向けた取組を支援しま

す。 

国 定額 

 多面的機能支払事

業 

農業・農村の有する多面的機能（国土保全、

水源かん養等）の維持・発揮を図るため、農

地、水路、農道等の地域資源を適切に保全管

理するための共同活動を支援します。 

国 1/2 

県 1/4 

 地籍調査事業 災害復旧の迅速化等を図るため、土地の基本

情報である所有者や地番、地目、境界、地籍

に関する調査を支援します。 

国 1/2 

県 1/4 

 団体営土地改良事

業 

農業用水の安定供給を図るため、機能保全計

画に基づく農業水利施設の計画的な補修・更

新を支援します。 

また、農地の耕作条件を改善するため、多様

なニーズに沿ったきめ細かな基盤整備を支援

します。 

国 5.5/10 

県 1.4/10 

 団体営農村地域防

災減災事業 

災害の未然防止に必要な水路やため池の整

備、安全施設の設置等を支援します。 

国 5.5/10 

県 1.4～2.1/10 

 県単農業農村基盤

整備事業 

農業用水の安定供給や維持管理労力の軽減等

により持続的な農業の確立を図るため、小規

模な基盤整備を支援します。 

県 4/10 
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 鳥獣被害防止総合

対策交付金 

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、

鳥獣被害防止特措法に基づく市町村被害防止

計画に沿った鳥獣被害防止柵の設置や捕獲の

取組を支援します。 

ソフト事業 国 定額 

ハード事業 国 1/2

以内 

条件不利地域 55/100

以内 

 

イ 林業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 県営林道開設事業 森林整備や効率的で低コストな間伐材等の生産に必要な林内路網の骨

格となる基幹道の整備を進めます。 

[地域の基幹的な林道の整備] 

長谷高遠線   幅員 4.0m   延長 495m  

千遠線     幅員 4.0m   延長 300m 

高森山線    幅員 4.0m   延長 600m 

○ 林業労働力対策事

業 

「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、林業労働力の確

保及び育成を図る対策を総合的に実施します。 

○ 林業就労条件整備

促進事業 

林業就業者を対象に、退職金掛金等の補助など、就労条件の改善に対

して支援を行い、林業就業者の定着と雇用の促進を図ります。 

○ 林業士等養成事業 森林・林業に関する知識・技術を習得する研修を実施し、地域林業の

リーダーとなり得る者を林業士等として認定し、明日の森林・林業を

支える人づくりを推進します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 造林事業 木材の生産、国土の保全、水資源のかん養、

自然環境の保全等の森林機能の増進と山村地

域社会の健全な発展を図るため、森林整備に

対する助成を行います。 

国 51%,県 19%等 

 森林整備地域活動

支援事業 

森林の計画的かつ適切な整備を図るため、所

有者からの施業の同意取り付け、森林経営計

画の作成等を支援します。 

定額  

8,000円～75,000円/ha 

 地域で進める里山

集約化事業 

区、集落などの地域が主体となり、集落周辺の

森林整備の計画づくりや計画区域内の森林所有

者からの施業同意を得る取組を支援します。 

（森林づくり県民税活用事業） 

定額 

15,000 円～30,000 円

/ha 
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 補助林道整備事業 森林整備や効率的で低コストな間伐材等の生

産に必要な林内路網の骨格となる林道の整備

を支援します。 

・林道開設 

国 45%又は 50%,県 1%～

5%  

・林道改良、舗装 

国 30～50%,県 1% 

・林道点検診断、保全

整備、PCB廃棄物処理 

国 50%、県 1% 

 林業経営構造対策

事業 

持続的かつ生産性の高い林業経営の確立、山

村地域の経済振興と活性化を図るため、特用

林産物生産施設の整備を支援します。 

国 1/2以内 

 木造公共施設整備

事業 

公共施設等に県産材を利用し、温もりある教

育・生活環境を創り出すため、展示効果やシ

ンボル性の高い木造公共施設等の整備を支援

します。 

国 15%以内又は、1/2

以内等 

 木材産業成長産業

化促進対策事業 

市町村等公共施設等へのペレット・薪等の木

質バイオマス利用施設の導入や、木質バイオ

マスの供給施設の整備に対して支援します。 

国 1/2以内等 

 特用林産産地振興

総合対策事業 

地域の森林資源を活用したきのこ等の特用林

産物の生産を推進するために、原木栽培きの

この資材導入などを支援します。 

県 1/2以内等 

 木工体験活動支援

事業 

小中学校や地域団体が行う木や森への理解を

深める木工体験活動を支援します。 

（森林づくり県民税活用事業） 

県 3/4以内 

 

ウ 水産業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 外来魚等食害防止

対策事業 

ブラックバス等の外来魚やカワウ、ミンクによる漁業被害や生態系撹

乱を防ぐため、駆除や食害防止などの取組を支援します。 

○ 漁業指導事業 漁業協同組合に適切かつ効果的な漁場運営を指導するとともに、漁場

の利用促進による遊漁者の増加などにより、漁協の体質強化を図りま

す。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 浜の活力再生・成長

促進交付金（水産業

強化支援事業） 

漁業所得の向上を図るため、種苗生産施設等

の整備を支援します。 

国 1/2以内 
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エ 地場産業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 地域資源製品開発

支援センター事業 

中小企業等が県内に豊富に存在する特色ある地域資源を活用して行う

製品開発を、企画の段階から商品化まで一貫して支援し、競争力のあ

る地域資源活用型産業の集積を図ります。 

○ 伝統的工芸品産業

販路拡大・後継者

育成支援事業 

伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図るため、後継者の育成・

確保、県内外への販路開拓等、産地が取り組む新たな挑戦を支援しま

す。 

○ 信州ジビエ流通体

制整備事業 

日常生活において身近な食材としての地位の確立と、長野県の自然環

境を活かした観光目的アイテムとなるような販売戦略を行うため、販

路開拓や流通体制の整備、衛生管理体制の整備を行います。 

 

オ 企業誘致の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 産業立地促進事業 県内の工業用地やサテライトオフィスを紹介するガイドブックや展示

会による企業誘致情報の発信、民間企業出身者等による大都市圏での

企業誘致活動、本社機能を持つサテライトオフィスを設置する企業等

への優遇制度により、県内への産業の集積を推進します。 

 

カ 創業・事業承継の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州スタートアッ

プステーション運

営事業 

次世代産業創出のための創業支援拠点「信州スタートアップステーシ

ョン」を運営し、創業相談やセミナー等の開催を通して、創業前後の

方を支援します。 

また、「事業承継・引継ぎ支援センター」（県中小企業振興センター）

と連携して、後継者不在事業の経営資源を活用した創業の促進を図り

ます。 

 

キ 商業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 中小小売商業振興

事業費 

県内小売商業企業 400 社を対象に業況、売上高、経営の問題点等を調

査、分析します。 
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ク 情報通信産業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州ＩＴバレー構

想推進事業 

産学官が連携しＩＴ人材・産業の集積を目指す「信州ＩＴバレー構想」

実現のため、推進体制構築や国内外へのプロモーション等を実施しま

す。 

 

ケ 観光又はレクリエーション 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 観光地域づくり促

進事業 

「ＤＭＯ形成支援センター」（県観光機構）による観光振興方針の推

進に向けた、観光地域づくりのための広域的な連携・取組等を支援

します。 

○ 観光おもてなし推

進事業 

「おもてなし」の輪を広げるとともに、各業界・地域と繋がり、「地

域の応援隊」として活躍する人材を引き続き育成します。 

○ しあわせ信州観光

キャペーン事業 

安心・安全を基本として、長野県観光をアピールし、冷え込んだ観

光需要を早期に回復し、厳しい状態が続く観光産業を支援するため、

各市町村と連携して効果的なプロモーションを実施します。 

○ インバウンド戦略

推進事業 

訪日外国人旅行者を誘致するため、各市場の特性に応じた効果的な

プロモーションを展開するとともに、滞在日数の長期化及び一人当

たりの観光消費額の向上などを図るための取組を実施します。 

○ 山岳観光地におけ

る登山道の整備 

世界を魅了する観光地域づくりを目指した山岳の環境保全のため、山

域の将来像を踏まえた持続可能な登山道その他必要な施設の整備を行

います。 

○ 「信州 山の日」推

進事業 

平成 26年度に制定した「信州 山の日」を契機とした取組を進め、「信

州の山」の魅力を発信することにより、観光誘客、定住促進を図りま

す。 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

企業立地件数 

（工場立地動向調査 

経済産業省） 

20 件 

（R2年度） 

100件 

（R3～7 年度累計） 

敷地面積 1,000 ㎡以上の工

場・研究所の立地件数 

税制優遇等を受け本社

移転・拡充を行う企業 

（長野県調査） 

4 件 

（R2年度） 

35 件 

（R3～7 年度累計） 

国又は県制度の税制優遇等を

受け、本社移転・拡充を行う企

業の数 

製造品出荷額等 

（工業統計調査 経済

産業省） 

2,994 億円 

（R元年度） 

現状の水準を維持 １年間における製造品出荷額、

加工賃収入額等の合計 
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ＩＴ産業における１従

業員あたり売上高 

（特定サービス産業実

態調査 経済産業省） 

1,507 万円 

（H29 年） 

2,000 万円 

（R7年） 

ＩＴ産業における生産性に関

する数値 

伝統野菜選定数 

（長野県調査） 

49 種類 

（R2年度） 

54 種類 「信州伝統野菜認定制度」に

より選定された野菜の数 

 

 

３ 地域における情報化                       

《基本的な方針》 

新型コロナウイルス感染症などの前例のない危機にも対応できるように、Society5.0 時代

を見据えて、県全域のＤＸを行うことで５Ｇなどのインフラ整備を促進し、本県を、県民

や地場企業に加えて、県外の人や企業にとっても魅力的な地域にします。 

 行政手続等のオンライン化や、各種決済のキャッシュレス化の推進、住んでいる地域に

かかわらず、質の高い教育や医療などのサービスを享受できる環境づくり等により、県

民にとって魅力的な地域にします。 

 ＩｏＴや遠隔操作等によるテレワークの促進、ＡＩ等の活用による地域の課題解決とイノ

ベーションの創出等により、地場企業にとって魅力的な地域にします。 

 ＩＣＴとデータの活用による多様で柔軟な働き方が実現できる環境づくり、デジタル人

材の確保・育成等により、県外の人・企業にとって魅力的な地域にします。 

《実施する事業》 

ア ＤＸの普及による情報通信技術の利用機会の格差是正 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 高速情報通信ネッ

トワーク整備事業 

高速情報通信ネットワークの利活用により、教育・医療・福祉などの

分野において県民サービスの向上を図ります。 

○ 長野県先端技術活

用推進協議会活動 

県民の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、県と市町村等による

「長野県先端技術活用推進協議会」の場を活用し、行政事務等への情報

システムの活用・導入及びその推進手法の検討や情報共有を実施します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 移動通信用鉄塔施

設整備事業補助金 

過疎地域等において市町村が整備する移動通

信用鉄塔施設整備に対して助成します。 

１者参画：2/3 

（国 1/2、県 1/6） 

複数者参画：7/9 

（国 2/3、県 1/9） 
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イ 住民生活の利便性向上 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 高速情報通信ネッ

トワーク整備事業

（再掲 P12） 

高速情報通信ネットワークの利活用により、教育・医療・福祉などの分

野において県民サービスの向上を図ります。 

○ 長野県先端技術活

用推進協議会活動 

（再掲 P12） 

県民の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、県と市町村等による

「長野県先端技術活用推進協議会」の場を活用し、行政事務等への情報

システムの活用・導入及びその推進手法の検討や情報共有を実施します。 

 

ウ 産業の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州ＩＴバレー構

想推進事業（再掲 

P11） 

産学官が連携しＩＴ人材・産業の集積を目指す「信州ＩＴバレー構想」

実現のため、推進体制構築や国内外へのプロモーション等を実施しま

す。 

○ ＡＩ活用/ＩｏＴデ

バイス事業化促進

事業 

県内企業によるＩｏＴ機器等の研究開発・事業化や、ＡＩ・ＩｏＴによ

る製造業の生産設備の生産性向上などを支援します。 

 

エ 地域公共交通の活性化・再生 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 公共交通機関にお

けるキャッシュレ

ス化推進事業 

県内公共交通機関におけるキャッシュレス決済を推進するため、乗合

バス事業者が行う機器導入等に係る費用を支援します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 多角連携型モビリ

ティ・ネットワー

ク形成事業 

交通専門家とＩＣＴ等多様な分野の知見者を

市町村に派遣し、多角的な連携と相乗効果に

より課題解消を目指します。 

 

 

オ 物流の確保 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 買物環境向上支援

事業実施事業者一

覧の作成 

小売業者や商店街等が県内で実施している事業に関する情報を集めた

データベースを作成します。 
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カ 医療の充実 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 地域医療ネットワ

ーク活用推進事業 

ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備に要する経費を助

成します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 地域医療ネットワ

ーク活用推進事業 

ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤

の整備に要する経費を助成します。 

基金繰入金 1/3 

 

キ 教育の充実 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ ＩＣＴ環境整備事

業（県立高等学校

へのタブレット端

末の整備） 

生徒一人一人が学校でも家庭でもタブレット端末を活用し、個別最適

な学びや協働的な学びを通じて主体的・対話的で深い学びを実施する

ため、県立学校でＢＹＯＤを主軸としながら、端末を購入できない生

徒に対して補完的に公費負担のタブレット端末の整備を行います。 

○ ＩＣＴ環境整備事

業（県立高等学校

への無線アクセス

ポイントの整備） 

高等学校の特別教室等に無線アクセスポイントを整備します。 

○ ＩＣＴ環境整備事

業（県立高等学校へ

の電子黒板の整備） 

高等学校の特別教室等に電子黒板を整備します。 

 

ク 電気通信施設の整備 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 長野県防災行政無

線（衛星系）更新

事業 

現在運用している第２世代システムが令和７年度で終了するため、第

３世代システムへの更新を行います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 移動通信用鉄塔施

設整備事業補助金

（再掲 P12） 

過疎地域等において市町村が整備する移動通

信用鉄塔施設整備に対して助成します。 

１者参画：2/3 

（国 1/2、県 1/6） 

 

複数者参画：7/9 

（国 2/3、県 1/9） 
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《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

特に国民の利便性向上

に資する手続とされて

いる手続のオンライン

化率 

（長野県調査） 

0% 

（R2年度） 

100% 総務省「自治体ＤＸ推進計

画」において、「特に国民の利

便性向上に資する手続」とさ

れた手続のオンライン化率 

 

長野県先端技術活用推

進協議会を活用し実施

した共同調達件数 

（長野県調査） 

0 件 

（R2年度） 

5 件 長野県先端技術活用推進協議

会を活用し実施した共同調達

件数 

教育用コンピュータ１

台当たりの児童生徒数 

（学校における教育の

情報化の実態等に関す

る調査 文部科学省） 

4.5人／台 

（R元年度） 

1.0人／台 長野県の公立小・中・高校に

おける教育用コンピュータ１

台当たりの児童生徒数（ＢＹ

ＯＤを含む） 

 

 

４ 交通施設の整備、交通手段の確保                 

《基本的な方針》 

 過疎地域等と生活圏の中心都市等を結ぶ道路網の整備を進め、都市との時間距離の短

縮を図るとともに、一層の交流促進に努めます。 

 過疎地域等と県内外の各地域との交流の拡大を図るため、高規格道路等の整備を進め

ます。 

 幹線道路網及び地域内道路網について、優先度、緊急度等を考慮し、計画的・効率的な

整備を進めます。 

 地域内の集落間を連絡するなど、住民生活に密着した主要な生活道路について、県道と

市町村道の一体的な整備を進めます。 

 過疎地域等においても住民が安全・安心して生活できるよう、県主導により、地域公共

交通の最適化に向けた取組を推進するとともに、鉄道の輸送力強化と利便性の向上を

促進します。 

 

 過疎地域等と都市との交流を拡大し、地域振興に資するため、関係団体等との連携によ

り、北陸新幹線及びリニア中央新幹線の建設促進並びに信州まつもと空港の利用促進

を図ります。 

《実施する事業》 

ア 道路網の整備 

ⅰ 国・県道及び市町村道の整備 
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□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 国道（県管理分）

及び県道の整備 

過疎地域等と県内の中核都市又は生活圏の中心都市との連絡強化、及

び高規格道路のインターチェンジや鉄道駅へのアクセスを確保するた

め、一般国道と主要な県道等の整備を推進します。 

○国道（県管理分） 

（国）143号 他 12路線（P36 別表参照） 松本市（旧四賀村）他 

 道路改築 

 幅 員 7.0～15.0ｍ 

 延 長 40.6ｋｍ 

○県道 

（主）飯田富山佐久間線 他 45 路線（P36 別表参照） 阿南町他 

 道路改築 

 幅 員 5.0～10.25ｍ 

 延 長 42.5ｋｍ 

○ 市町村道の整備 

（県代行） 

基幹的な市町村道について、県代行制度の活用により整備を図ります。 

大河内線    幅員 6.0m  延長 2.8km  天龍村 

長野殿線    幅員 8.8m  延長 0.7km  大桑村 

川向梛野線   幅員 6.5m  延長 0.1km  南木曽町 

伊折線      幅員 5.0m  延長 0.9km  小谷村 

野尻菅川線   幅員 6.0m  延長 1.2km  信濃町 

16号線     幅員 6.0m  延長 2.0km  小川村 

4-116号線    幅員 6.0m  延長 1.1km  飯山市 

1-3号線     幅員 6.0m  延長 0.5km  野沢温泉村 

 

ⅱ 農道の整備 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

 農道整備事業（再

掲 P6） 

農産物の品質向上や輸送の効率化、農作業の省力化と農村生活環境の

改善を図るため、地域の基幹となる農道の整備を行います。 

 

ⅲ 林道の整備 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 県営林道開設事業 森林整備や効率的で低コストな間伐材等の生産に必要な林内路網の骨

格となる基幹道の整備を進めます。 

[地域の基幹的な林道の整備] 

長谷高遠線   幅員 4.0m   延長 495m  

千遠線     幅員 4.0m   延長 300m 

高森山線    幅員 4.0m   延長 600m 
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■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 補助林道整備事業 

（再掲 P9） 

森林整備や効率的で低コストな間伐材等の生

産に必要な林内路網の骨格となる林道の整備

を支援します。 

・林道開設 

国 45%又は 50%,県 1%～

5%  

・林道改良、舗装 

国 30～50%,県 1% 

・林道点検診断、保全

整備、PCB廃棄物処理 

国 50%、県 1% 

 

イ 公共交通機関の確保 

ⅰ バス路線等の確保 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 長野県公共交通活

性化協議会活動 

移動に困難を生ずる住民の移動手段の確保・利便性の向上を図るため

にも、県、市町村、事業者等が一体となり、持続可能で最適な地域公

共交通の再構築に取り組みます。 

○ 地域間幹線バス路

線確保維持事業 

広域的幹線バス路線の維持を図るため、乗合バス事業者が行うバス路

線運行に要する経費に対し助成します。 

○ 県有民営による幹

線バス路線確保対

策事業 

県がバスを所有し、乗合バス事業者が運行する「県有民営」手法によ

り、地域間幹線バス路線の基盤を強化します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 地域公共交通確保

維持改善事業 

（国事業） 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等に

おいて、地域の特性・実情に最適な移動手段

が提供され、また、バリアフリー化により制

約の少ないシステムの導入等移動に当たって

の様々な障害が解消されるよう、地域公共交

通の確保・維持・改善を支援します。 

 

 

ⅱ 鉄道 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 地域鉄道安全性向

上支援事業 

県内鉄道の維持を図るため、地域鉄道事業者が行う設備整備に対して

助成します。  

○ 利用者にやさしい

駅舎の整備事業補

助金 

移動の円滑化を促進するため、鉄道事業者が行う駅におけるエレベー

ター等の整備に対し助成します。  
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ⅲ 空港 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州まつもと空港

活性化事業 

市町村や関係団体と連携し、空港の利用促進に取り組みます。 

○ 信州まつもと空港

の管理 

安全確保を優先した空港施設の維持管理と必要な機能強化に取り組み

ます。 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

地域公共交通計画を策

定する市町村数 

（長野県調査） 

17 市町村 

（R2年度） 

40 市町村 バスなどの日常生活に必要な

公共交通網を確保するための

計画を策定する市町村数 

 

 

５ 生活環境の整備                         

《基本的な方針》 

 快適な生活環境の形成を図るため、水道施設、下水処理施設、ごみ・し尿処理施設、一

般廃棄物の最終処分場等の生活環境施設の整備を推進します。 

 水道施設については、小規模水道の整備統合により事業基盤の強化を図るとともに老

朽化施設の更新や耐震化を計画的に行うよう支援します。 

 下水処理施設については、小規模下水処理施設、浄化槽等地域の実情に応じた施設の整

備・管理を促進します。 

 消防・救急施設については、消防施設の計画的な整備と、救急体制の確立を図るととも

に、常備消防の広域化を推進します。 

 さらに、地域における消防防災活動の中核として重要な役割を果たしている消防団の

団員確保を促進します。 

 高齢者の生活に配慮し、バランスの取れたコミュニティの形成や新たな定住化に向け、

地域の特性に対応する快適でゆとりのある住宅の供給と、魅力ある良好な住環境の整

備を促進します。 

 さらに、特別豪雪地帯における住民の暮らしを支えるため、生活困窮者等の雪下ろしの

負担軽減をはじめとする総合的な雪対策や除雪体制の構築を推進します。 

 過疎地域等の治安を確保し安全で安心な生活環境を形成するため、地域における自主防

犯活動への支援を強化するとともに、警察官によるパトロール活動の強化や巡回連絡等

の活動を通じた犯罪・事故等の防止に資する指導・助言及び情報発信活動を強化します。 

 近年発生した大雪、土石流、火山噴火、地震などの災害から得られた教訓を活かし、災

害に強い県土づくりを目指して、防災・減災対策を積極的に推進します。 
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《実施する事業》 

ア 水道施設の整備 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 簡易給水施設災害

復旧事業 

市町村（一部事務組合を含む）が経営する簡

易給水施設の災害復旧事業に助成します。 

県 1/2以内 

 生活基盤施設耐震

化等交付金事業 

水道事業の運営基盤の強化を図るため、市町

村（一部事務組合を含む）が行う水道事業に

おける、水道施設の耐震化及び広域化に資す

る事業に係る経費の一部について助成しま

す。 

県 1/2～1/4 

（国庫 10/10） 

 

イ 下水処理施設の整備 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 公共下水道事業 

（県代行） 

財政力や技術力等が十分でない過疎市町村における下水道整備を促進

するため、し尿及び生活雑排水を集める幹線管渠とこれを処理する処

理施設の整備を行います。（増設は、過去に代行により整備を行った箇

所に限ります。） 

○ 農業集落排水事業 

（県代行） 

財政力や技術力等が十分でない過疎市町村における農業集落の水質保

全及び農村生活環境の改善を図るため、し尿及び生活雑排水を集める

幹線管渠とこれを処理する処理施設の整備を行います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 合併処理浄化槽整

備事業 

生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と

良好な生活環境の確保を図るため、市町村が

実施する浄化槽整備事業に助成します。 

国 1/3 

県 1/3以内 

（財政力指数 0.4未満

の場合、県 1/3） 

 

ウ 消防・救急体制の整備 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 消防団充実強化支

援事業 

消防団協力事業所に対する優遇措置や消防団員へのインセンティブ

の充実等に取り組むことにより、消防団への加入促進や充実強化を

図ります。 

○ 消防防災航空セン

ター運営事業 

山岳・山間過疎地域を多く抱え、ヘリコプターによる救急・救助及

び林野火災等への対応が必要であることから、消防防災ヘリコプタ

ーを活用した消防防災活動に取り組みます。 
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エ 住環境の整備・景観形成の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州健康エコ住宅

普及促進事業 

指針を策定するとともに、県産材を活用し、省エネルギー基準を上回

る高い断熱性能を有した住宅又は省エネルギー基準に適合する住宅の

新築に対して助成します。 

また、省エネルギー化リフォーム工事費の一部を助成します。 

○ 景観育成推進事業 県民共有のかけがえのない財産である本県の景観を長く後世に伝える

ため、様々な主体が協働し、景観の保全や地域特性を活かした魅力あ

る景観の創出につなげる取組を推進します。 

（景観保全事業・風景育成事業） 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 地域景観整備事業 景観育成重点地域内で住民が行う修景事業等

に対し市町村が助成した場合、市町村に助成

します。 

県 1/2以内 

 特別豪雪地帯住宅

除雪支援事業 

特別豪雪地帯における生活弱者世帯の雪下ろ

し等除排雪を行うため、市町村が住宅除雪支

援員を派遣した経費に対して助成します。 

県 1/2以内 

（雪下ろし 上限 6,500

円/件 

玄関先除雪 上限 3,500

円/世帯） 

 住宅・建築物耐震

改修総合支援事業 

地震による既存建築物の倒壊から県民の生命

及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興

費の削減を図るため、耐震診断・耐震改修等

を促進します。 

・耐震診断（戸建て住

宅） 

 国 1/2 

 県 1/4 

・耐震改修（戸建て住

宅） 

 国 2/5※ 

 県 1/5※ 

※アクションプログラ

ム策定の市町村 

 

オ 安全なまちづくりの推進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 安全なまちづくり

の推進 

高齢者が被害者となる各種事犯や高齢者が関与する交通事故を未然防

止するため、地域における自主防犯活動に対する支援を強化するとと

もに、駐在所等の警察官によるパトロール活動の強化、巡回連絡等の

活動を通じた防犯指導等を推進します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 
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 長野県警察街頭防

犯カメラ設置促進

事業 

防犯カメラの設置を促進し、地域住民の身近

で起こる犯罪及び地域住民が不安に感じる事

案を抑止するため、市町村及び地域住民によ

り構成される自治組織が街頭防犯カメラを設

置するために要した費用について補助金を交

付します。 

市町村の場合、補助対

象経費の 1/3以内 

１団体当たり上限25万

円 

 

カ 災害に強い県土づくりの推進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 逃げ遅れゼロプロ

ジェクト 

住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って、自らの判断で避難行動

をとる、という防災意識の高い社会を構築し、「逃げ遅れゼロ」を実現

するため、防災・減災対策を推進します。 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

汚水処理人口普及率

（国土交通省、農林水

産省、環境省 調査） 

97.8% 

（R2年度） 

99.1% 下水道、農業集落排水施設

等、浄化槽等の汚水処理施設

の普及状況数 

空家等対策計画策定市

町村の割合 

（長野県調査） 

66.7% 

（R2年度） 

80.0% 空家等対策計画を策定してい

る市町村の割合 

住宅の耐震化率 

（長野県調査） 

82.5% 

（H30 年度） 

92.0% 耐震改修の実施などにより耐

震性を有する住宅の割合 

景観行政団体数 

（長野県調査） 

７市町村 

（R2年度） 

10 市町村 景観行政団体へ移行した市町

村数 

 

 

６ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上・増進       

《基本的な方針》 

 保育士の確保により、保育ニーズに対応するとともに、老朽化に対応した保育施設の改

修等を支援します。 

 市町村が地域のニーズに応じた多様な子育て支援策を円滑に実施できるように、市町

村に対して必要な支援を行います。 

 子育ての不安や虐待などに対応するため、相談支援体制の充実・強化を図ります。 

 結婚の希望を叶えるため、市町村や公的結婚支援団体と連携し、支援の充実を図ります。 

 高齢者が「主体的に学び、健やかに」・「支え合いながらともに」・「自分らしく」暮らせ

るよう、人口密度・地形・地域資源・歴史文化など地域の特性に応じながら、県内全て
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の日常生活圏域において、医療・介護・生活支援等の各サービスが相互に連携し、自治

の力を活かして地域住民が互いに支え合う「地域包括ケア体制」の確立を目指します。 

 市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について、研修や好事例の横展

開等を進め、令和６年度までに全ての市町村が展開できるよう支援します。 

 介護人材の確保を図るために、入職促進、資質向上、定着支援（離職防止）の観点から

取組を進めます。 

 全ての市町村において子育て世代包括支援センターの設置を目指します。 

 小規模町村においても質の高い母子保健サービスが提供できるよう、地域の特性に応

じて支援します。 

 総合的な権利擁護体制の構築に向け、成年後見制度の中核機関の設置を通して成年後

見制度利用促進に取り組みます。 

《実施する事業》 

ア 子育て環境の確保 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州母子保健推進

センター事業 

母子保健推進員による子育て世代包括支援センター事業等の運営に関

する支援、母子保健関係者への技術的支援等を行います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 子ども・子育て支

援事業 

地域子育て支援拠点、病児保育、放課後児童

クラブ等の子ども・子育て支援事業の実施に

必要な経費について助成します｡ 

国 1/3 

県 1/3以内 

 

イ 結婚支援の取組推進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 長野県婚活支援セ

ンター事業 

全県的な拠点として、結婚支援に取り組む関係団体及び個人の活動を

支援するとともに、結婚希望者への一元的な情報提供・発信を行い、

県内の婚姻件数の増加を図ります。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 ながの結婚支援ネッ

トワーク事業 

（長野県将来世代応

援県民会議事業） 

県が事務局を担う「ながの結婚支援ネットワ

ーク」において、結婚マッチングシステムの

運用等により、各市町村が取り組む結婚支援

事業の広域的な連携体制を構築し、事業成果

の向上が図れるよう支援します。 
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ウ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 長野県長寿社会開

発センター運営事

業 

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを促進するため、（公財）長野県

長寿社会開発センターが行う高齢者の社会参加に関する普及啓発やシ

ニア大学等の事業を支援します。 

○ 人生二毛作社会推

進事業 

シニア世代の社会参加を推進するため、（公財）長野県長寿社会開発セ

ンターにシニア活動推進コーディネーターを配置し、関係団体との連

携や地域の課題に応じる相談窓口機能の役割を担うとともに、シニア

が地域で活躍できる仕組みづくりを支援します。 

○ 地域包括ケア構築

推進事業 

医療、介護、生活支援等が切れ目なく提供される「地域包括ケア体

制」の構築を推進するため、各分野における研修等による市町村事業

の質の向上や中山間地介護サービス確保のための取組、地域資源の

「見える化」等を推進し、市町村の取組を多角的に支援します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 振興山村等地域に

おける特別地域加

算に係る利用者負

担軽減措置 

社会福祉法人等が、振興山村等におけるホー

ムヘルプ等の介護報酬の特別加算分に相当す

る利用者負担額について減額を行い、これに

対して保険者（市町村等）が補助した場合に

助成します。 

国 2/4 

県 1/4以内 

 中山間地域等の地

域における加算に

係る利用者負担軽

減措置 

社会福祉法人等が、中山間地域等の地域にお

けるホームヘルプ等の介護報酬の加算分に相

当する利用者負担額について減額を行い、こ

れに対して保険者（市町村等）が補助した場

合に助成します。 

国 2/4 

県 1/4以内 

 

エ 障がい者の福祉の向上及び増進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 福祉のまちづくり

推進事業 

障がい者等用駐車区画の適切な利用を促進するため「信州パーキン

グ・パーミット制度」を実施するなど、だれもが安心して暮らせる福

祉のまちづくりを推進します。 

○ 障がい者スポーツ

振興事業 

スポーツを通じて、障がい者の社会参加の促進及び体力の維持増進等

を図るため、障がい者のスポーツ大会を開催します。 

○ 障がい者相談支援

事業 

障がい者が地域で安心して暮らすために、身体・知的・精神の３障が

いに対応できる相談支援センターを圏域ごとに設置するなど、県と市

町村が連携して総合的な支援体制を整備します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 
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 市町村地域生活支

援事業 

障がい者の自立と社会参加の促進を図るた

め、市町村が行う相談支援、コミュニケーシ

ョン支援、移動支援等の事業に対し助成しま

す。 

 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

病児・病後児保育利用

可能市町村割合 

（長野県調査） 

87.0% 

（R2年度） 

90.9% 病気又は回復期にある子ども

の保育を利用可能な市町村の

割合（ファミリーサポートセ

ンター事業による病児預かり

含む） 

 

 

７ 医療の確保                           

《基本的な方針》 

 高齢化が進展している過疎地域等において、住民が将来にわたり安全に安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現を図るため、日常の健康管理の徹底、高齢者に多くみら

れる慢性疾患に係る医療の確保、救急医療の提供体制の整備等地域医療の確保のため

の事業を一層推進します。 

 過疎地域等における医療水準の向上のため、へき地診療所における初期診療機能を充

実させるとともに、へき地医療拠点病院等による地域医療の支援体制等の確保を図り

ます。 

 自治医科大学卒業医師等の配置や長野県ドクターバンクによる医師の仲介・あっせん

等によりへき地勤務医師の確保を図ります。 

 今後も、保健・医療・福祉分野の連携を進めながら、広域的な観点から、医療資源の効

率的な活用を図りつつ、施策を展開します。 

《実施する事業》 

ア 医療従事者の確保 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 医師確保対策 修学資金被貸与医師及び自治医科大学卒業医師を医師少数区域等に配

置します。 

長野県ドクターバンクによる医師の紹介等を実施します。 

地域の中核的な病院から過疎地域等への医師派遣を支援します。 

○ 看護師・保健師等

確保対策 

看護職員修学資金貸与や長野県ナースセンター登録者の紹介等を実施

します。 
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イ 医療提供体制の整備 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 へき地診療所運営

事業 

へき地診療所の運営費に対して助成します。 補助率 2/3 

（国 10/10） 

 へき地医療拠点病

院運営事業 

へき地医療拠点病院の運営費に対して助成し

ます。 

補助率 10/10 

（国 1/2、県 1/2） 

 へき地医療拠点病

院施設整備事業 

へき地医療拠点病院、医師住宅の新築・増改

築に対して助成します。 

 

補助率 10/10 

（国 1/2、県 1/2） 

 へき地医療拠点病

院設備整備事業 

へき地医療拠点病院に必要な医療機器の整備

に対して助成します。 

補助率 10/10 

（国 1/2、県 1/2） 

 へき地診療所施設

整備事業 

へき地診療所、医師・看護師住宅の新築・増

改築・改修、ヘリポートの整備に対して助成

します。 

補助率 1/2 

（国 10/10） 

 へき地診療所設備

整備事業 

へき地診療所に必要な医療機器の整備に対し

て助成します。 

補助率 1/2 

（国 10/10） 

 へき地患者輸送車

整備事業 

へき地の患者輸送車等の整備に対して助成し

ます。 

補助率 10/10 

（国 1/2、県 1/2） 

 へき地巡回診療車

整備事業 

へき地の巡回診療車等の整備に対して助成し

ます。 

補助率①1/2、②10/10

（民間事業者の場合） 

（①国 10/10、②国

1/2、県 1/2） 

 過疎地域等特定診

療所施設整備事業 

過疎地域等特定診療所、医師・看護師住宅の

新築・増改築・改修に対して助成します。 

補助率 3/4 

（国 2/3、県 1/3） 

 過疎地域等特定診

療所設備整備事業 

過疎地域等特定診療所に必要な医療機器の整

備に対して助成します。 

補助率 3/4 

（国 2/3、県 1/3） 

 へき地保健指導所

施設整備事業 

へき地保健指導所、保健師住宅の新築に対し

て助成します。 

補助率 1/3 

（国 10/10） 

 へき地保健指導所

設備整備事業 

へき地保健指導所の保健師用自動車の整備に

対して助成します。 

補助率 1/3 

（国 10/10） 

 遠隔医療設備整備

事業 

遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対し

て助成します。 

補助率 1/2 

（国 10/10） 

 へき地・離島診療

支援システム設備

整備事業 

へき地・離島診療支援システムに必要な情報

通信機器の整備に対して助成します。 

補助率 1/2 

（国 10/10） 

 離島等患者宿泊施

設施設整備事業 

離島等患者宿泊施設の新築・増改築・改修に

対して助成します。 

補助率 2/3 

（国 1/2、県 1/2） 

 離島等患者宿泊施

設設備整備事業 

離島等患者宿泊施設に必要な備品の整備に対

して助成します。 

補助率 2/3 

（国 1/2、県 1/2） 
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《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

医療施設従事医師数

(人口 10 万人当たり) 

（医師・歯科医師・薬

剤師統計 厚生労働

省） 

233.1 

(H30年度) 

233.1 以上 人口 10万人当たりの医療施設

従事医師数 

就業看護職員数(人口

10 万人当たり) 

（衛生行政報告例 厚

生労働省） 

1436.9 

(H30年度) 

1436.9以上 人口 10万人当たりの就業看護

職員数 

へき地医療拠点病院の

数 

（長野県調査） 

８病院 

（R2年度） 

８病院 へき地診療所への医師派遣、

へき地への巡回診療の実施等

を行うへき地医療拠点病院の

数 

 

 

８ 教育の振興                           

《基本的な方針》 

 過疎地域等が有する優れた環境の中で、心豊かな人間性の育成を図る教育を推進します。

また、連帯と協調による活力ある地域づくりを推進するため、地域の人々が協力して守り

育ててきた文化や伝統を尊重し、郷土を愛する心の育成を図ります。 

 教員の確保、通学環境の整備を行うとともに、老朽化した施設の改修及び改築や非構造

部材の耐震対策など安全・安心な学校施設整備を推進し、教育の充実を図ります。 

 障がいのある児童・生徒の教育環境を充実するため、特別支援学校、小・中学校、高校

における児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育の充実や、障がいのある子ど

もを地域で支える体制の整備を推進します。 

 学校給食において地場産物を積極的に活用し、生産者や地域の方々との交流を通して

地域の食に係る産業や食文化、自然の恵沢に対する理解を深め、生産者などへの感謝の

心を育みながら児童・生徒に対する食育を推進します。 

 保護者や地域住民などが学校と連携・協働し、それぞれがもつ特性を活かして子どもた

ちの学びや成長を支援する取組の充実を図ります。 

 住民が主体的に自らの暮らしや地域課題に向き合い、その解決を図る力をかん養する

ため、図書館や公民館を中心とした社会教育施設における生涯学習環境の充実を図り

ます。 

 地域住民の健康で活力ある生活を維持していくために、体育施設の有効活用を図りな

がら、ライフステージに応じたスポーツ活動を主体的・継続的に実施できるようスポー

ツ指導者の養成や総合型地域スポーツクラブの育成等スポーツ環境の充実を図ります。 



27 

 

《実施する事業》 

ア 学校施設等の整備・利活用 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 市町村への国庫補

助制度や他県の好

事例の周知・助言 

市町村への国庫補助制度の助言等を行い、校舎等施設の円滑な整備や

老朽化した施設の改修及び改築の計画的な整備を推進します。 

 

イ 必要な教員の配置 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 小規模小中学校の

教育の充実 

過疎地域における小規模小中学校の教育の充実を図るため、必要な教員

の配置に努めます。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 小規模校の豊かな

環境づくり研究に

係る教員配置 

児童数の減少に伴い複式学級が生じる小学校

に教育環境づくりを研究するための教員を配

置します。 

教職員定数措置 

（県費負担） 

 中学校免許外教科

担任解消に係る教

員配置 

教員数の減少に伴い免許外の教科を担当する

教員が生じる中学校に免許外教科担任を解消

するための教員を配置します。 

教職員定数措置 

（県費負担） 

 

ウ 体育施設、社会教育施設等の利活用・機能向上 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 地域スポーツ活動

支援事業 

住民の自主的・主体的な運営による総合型地域スポーツクラブの育成

を推進する等、地域住民のスポーツ・レクリエーション活動の充実を

図ります。 

○ 県立長野図書館事

業 

県内公立図書館の運営に関する相談対応や専門職員の人材育成を通

じ、地域住民の学びを支える公立図書館の環境整備・充実を図るほ

か、図書館未設置町村に対しては、公民館図書室の運営支援及び図書

館新設検討に対する助言を行います。 

 

エ 多様な学習機会の提供 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 生涯学習推進セン

ター事業 

・地域課題への対応や、持続可能な地域づくりを中核的に担う人材の

養成を推進するため、各種講座・研修等を実施します。 
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・公民館支援の専門アドバイザーが各市町村の公民館活動に関する支

援・助言等を行います。 

○ 公民館支援事業 ・公民館活動の組織と活動を支援し、活性化を図るため、公民館関係

者を対象とした実践的な研修等を実施します。 

・地域づくりの取組につながる、公民館の先進的な学びの優良事例に

対する顕彰や情報提供を行います。 

○ 山村留学の推進 

（再掲 P4） 

山村留学合同説明会の開催や移住関連イベント等の機会を捉えた情報

発信等により、山村留学の取組を推進します。   

 

オ 地域とともにある学校づくり 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 信州型コミュニテ

ィスクール促進事

業 

地域との連携・協働による学校づくりをすすめるため、学校運営参

画、協働活動、学校評価を一体的に取り組む信州型コミュニティスク

ールの活動を促進します。 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

「今住んでいる地域の

行事に参加している」

と答えた児童（小６）

の割合 

（全国学力・学習状況

調査 文部科学省） 

83.7% 

（R2年度） 

83.7%以上 全国学力・学習状況調査にお

ける児童への質問に対する回

答 

「今住んでいる地域の

行事に参加している」

と答えた生徒（中３）

の割合 

（全国学力・学習状況

調査 文部科学省） 

64.0% 

（R2年度） 

64.0%以上 全国学力・学習状況調査にお

ける生徒への質問に対する回

答 

「学校に行くのが楽し

い」と答えた児童の割

合（小学校） 

（長野県調査） 

88.7% 

（R2年度） 

88.7%以上 長野県が実施する調査におけ

る児童への質問に対する回答 

「学校に行くのが楽し

い」と答えた生徒の割

合（中学校） 

（長野県調査） 

86.7% 

（R2年度） 

86.7%以上 長野県が実施する調査におけ

る生徒への質問に対する回答 

山村留学に取り組む団

体数 

（長野県調査）（再掲 

P4） 

14 団体 

（R3年度） 

18 団体 山村留学生を受け入れている

団体の数 
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９ 集落の整備                           

《基本的な方針》 

 集落を安全安心に暮らせる地域として維持していくため、移住・定住の促進、空き家や

遊休施設の利活用、集落機能の見直しや広域連携を促進します。 

なお、集落の状況に応じて、これらの取組や集落の統合・新行政区の設定などの集落整

備を行うことが考えられますが、地域住民の意向や移住・定住者の動向等に配慮しなが

ら取り組むことが必要です。 

 集落の維持・活性化に向けて、住民が集落の問題を自らの課題として捉え活動に取り組

むことをはじめ、行政だけではなく地域住民を含む様々な人材や主体が連携し、自主

的・主体的に集落の元気を生み出す取組を促進します。 

《実施する事業》 

ア 持続可能な集落の整備 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 小さな拠点の形成

促進 

小さな拠点の形成を促進するため、必要なノウ

ハウや国の支援制度等を市町村へ周知します。 

 

 

イ 集落を支える人材の確保や組織の形成、連携 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 中間支援人材の活動

促進（再掲 P4） 

地域づくりに寄り添う人材の育成・活用により、住民主体の地域づく

りを支援します。 

○ 地域おこし協力隊

受入・活躍支援事

業（再掲 P4） 

地域おこし協力隊員の円滑な受入や活動の支援、任期終了後の定着を

促進するため、必要な調査研究や情報発信を行うとともに、隊員向け

研修や情報共有等の広域単位ネットワーク形成、市町村の受入支援を

行います。 

○ 外部人材活用の促

進（再掲 P4） 

集落支援員をはじめ市町村における外部人材の活用を促進するため、

情報提供や相談支援を行います。 

○ 地域づくりへの支

援 

活力あふれる元気な長野県づくりを進めるために、「地域発 元気づく

り支援金」を通じて、市町村や公共的団体等が住民とともに、自らの

知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモ

デル的で発展性のある取組を支援します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 地域運営組織の形

成促進 

地域運営組織の形成を促進するため、必要な

ノウハウや国・県の支援制度等を市町村へ周

知します。 
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 地域づくりへの支

援 

活力あふれる元気な長野県づくりを進めるた

めに、「地域発 元気づくり支援金」を通じ

て、市町村や公共的団体等が住民とともに、

自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取

り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある取組を支援します。 

原則として、 

ソフト事業県 3/4以内 

ハード事業県 1/2以内 

（財政力指数が県平均

以下の市町村は 2/3

以内） 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

小さな拠点形成数 

（小さな拠点の形成に

関する実態調査 内閣

府） 

30 か所 

（R2年度） 

35 か所 生活サービス・交流機能など

を提供する小さな拠点の形成

数 

地域おこし協力隊員の

定着率（長野県調査）

（再掲 P4） 

86.2% 

（R2年度） 

87.0% 地域おこし協力隊員の任期終

了後の定着率 

地域運営組織数 

（地域運営組織の形成

及び持続的運営に関す

る調査 総務省） 

153団体 

（R2年度） 

167団体 地域住民が主体となって、地

域課題の解決に向けた取組を

持続的に行う組織の数 

 

 

10 地域文化の振興等                        

《基本的な方針》 

 「長野県文化芸術振興計画（平成 30年３月策定）」に基づき、文化芸術を取り巻く環境

の変化や、県内の文化の特性を踏まえた上で、基本目標である『文化力で、心豊かな人

生 100 年時代を拓く～創造性あふれる信州を目指して～』の実現に向けて、「文化芸術

を楽しみ、創るひとづくり」、「文化芸術に広く親しむ社会づくり」、「文化芸術の力を活

かした地域づくり」を進め、誰もが生涯にわたって文化芸術に親しむことができる環境

づくりを進めます。 

 地域の人々が先人から受け継ぎ協力して守り育んできた文化財を保護・継承するとと

もに、文化財を活用した個性的で魅力的な地域づくりを推進します。 

《実施する事業》 

ア 文化芸術の振興 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 県民芸術祭の開催 

 

県民芸術祭を開催し、創作活動等の発表の場及び鑑賞機会を提供しま

す。 
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〈主催事業〉 

１ 県民コンサート 

県内のアマチュア交響楽団と音楽愛好団体との合同コンサートを

開催します。 

２ 長野県立美術館展覧会 

長野県立美術館の移動展を開催します。 

３ 信州新世代アーティスト「ｎｅｘｔ」公演 

県ゆかりの若手芸術家による演奏会等を開催します。 

〈参加事業〉 

県内文化芸術団体が実施する事業に対し共催するとともに、事業費の

一部を負担します。 

〈県立文化施設事業〉 

県立文化施設が県民芸術祭の期間中に行う音楽や美術などの催物を

県民芸術祭事業と位置付け開催します。 

○ 行事の共催及び後

援 

県以外が行う営利を目的としない事業で、本県の文化振興に寄与し、か

つその範囲が広域的である文化関係行事に対して、共催又は後援するこ

とで支援します。 

○ 文化芸術情報発信

力強化事業 

文化芸術情報の一元的な把握・発信を通じて国内外との活発な交流を喚

起することにより、若い世代をはじめとする国内外の多くの者を長野県

に引きつけるとともに、県内の文化芸術の振興を図ります。 

 

イ 文化財の保護・継承と活用 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 文化財修理及び防

災事業 

国・県が指定した文化財の修理、情報発信・活用、調査事業等を支援

します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 文化財修理及び防

災事業 

国・県が指定した文化財の修理、情報発信・

活用、調査事業等を支援します。 

(国指定) 

国 1/2～8.5/10 

県 国庫補助残額の

1/2以内 

(県指定) 

県 事業費の 2/3以内 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

文化芸術活動に参加し

た人の割合 

（長野県調査） 

44.8% 

（R2年度） 

72.5% 県民が文化芸術活動に参加し

た人の割合 

※県政モニターアンケート調

査による 
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文化財指定等件数 

（長野県調査） 

822件 

（R元年度） 

918件 国・県が指定した文化財の件数 

 

 

11 再生可能エネルギーの利用の推進                 

《基本的な方針》 

 過疎地域等が有する資源の積極的な活用により、収益を地域に還元する地域主導型の再

生可能エネルギーの普及を推進し、再生可能エネルギーで暮らしが営まれる持続可能な

脱炭素（ゼロカーボン）地域の実現を目指します。 

《実施する事業》 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 自然エネルギー地

域発電推進事業 

固定価格買取制度を活用した自然エネルギーの事業化を支援するため、

市町村や地域の NPO、中小企業者等が地域金融機関等と連携して行う自

然エネルギー発電事業に対して収益納付型補助金により助成します。 

○ 地域主導型自然エ

ネルギー創出支援

事業 

自然エネルギーの利用を促進するため、市町村や地域の NPO、中小企

業者等が行う自然エネルギーを活かした熱供給・熱利用に係る取組に

対して助成するとともに、自然エネルギー等を活用した地域づくり計

画の策定を支援します。 

○ 再生可能エネルギ

ー中間支援事業 

地域の資源を有効に活用する再生可能エネルギー事業推進のため、ヘ

ルプデスクや再エネ専門人材バンクの運営等により、各地域での地域

密着型再生可能エネルギー事業の事業化を支援します。 

○ 信州の屋根ソーラ

ー普及事業 

県内住宅のエネルギー自立化を促進するため、住宅屋根での太陽光ポテ

ンシャルの見える化をするとともに、地域の太陽光発電事業者と連携し

た補助制度により蓄電池設備設置に対する費用の一部を助成します。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 木材産業成長産業

化促進対策事業 

市町村等公共施設等へのペレット・薪等の木

質バイオマス利用施設の導入や、木質バイオ

マスの供給施設の整備に対して支援します。 

国 1/2以内等 

 

《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

１村１自然エネルギー

プロジェクト登録数 

（長野県調査） 

163件 

（R2年度） 

213件 地域でモデルとなる再生可能

エネルギー事業実施の広がり

を表す数値 
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12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項             

《基本的な方針》 

 地域住民や地域コミュニティを支える団体をはじめとした多様な担い手と行政との協働

を通じ、学びと自治の力による地域の新たな魅力・価値の創造や、県・市町村間、市町村

間の連携の推進等により、過疎地域等の持続的発展を目指します。 

《実施する事業》 

ア 地域コミュニティの活性化 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ 中間支援人材の活

動促進（再掲 

P4） 

地域づくりに寄り添う人材の育成・活用により、住民主体の地域づく

りを支援します。 

○ 地域おこし協力隊

受入・活躍支援事

業（再掲 P4） 

地域おこし協力隊員の円滑な受入や活動の支援、任期終了後の定着を

促進するため、必要な調査研究や情報発信を行うとともに、隊員向け

研修や情報共有等の広域単位ネットワーク形成、市町村の受入支援を

行います。 

○ 外部人材活用の促

進（再掲 P4） 

集落支援員をはじめ市町村における外部人材の活用を促進するため、

情報提供や相談支援を行います。 

○ 地域づくりネット

ワークの支援 

多様な主体の協働による活力あふれる地域づくりの推進のために、住

民主体による地域づくりやコミュニティの活性化に向けた取組事例を

学ぶ研修事業の実施や、地域づくり団体への情報提供と交流機会を設

けることなどにより、地域づくり団体が活動しやすい環境を整え、新

たなネットワークづくりを支援します。 

○ 地域づくりへの支

援（再掲 P30） 

活力あふれる元気な長野県づくりを進めるために、「地域発 元気づく

り支援金」を通じて、市町村や公共的団体等が住民とともに、自らの

知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモ

デル的で発展性のある取組を支援します。 

○ 中山間地農業ルネ

ッサンス推進事業 

（再掲 P6） 

中山間地域農業の振興を図るため、農村集落の特色を活かした創意工

夫あふれる取組の紹介や営農指導、地域をけん引していく担い手の確

保・育成・定着への支援に加え、営農・販売戦略の策定など地域の所

得向上にむけた体制整備を支援します。 

○ 野生鳥獣被害総合

対策事業 

（再掲 P6） 

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、地域が主体となり実施す

る侵入防止柵の整備等を支援するとともに、野生鳥獣被害対策チーム

等により、各地域の実情に合わせた被害対策に必要な支援・助言を行

います。 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 
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 地域運営組織の形

成促進（再掲 

P30） 

地域運営組織の形成を促進するため、必要な

ノウハウや国・県の支援制度等を市町村へ周

知します。 

 

 地域づくりへの支

援（再掲 P30） 

活力あふれる元気な長野県づくりを進めるた

めに、「地域発 元気づくり支援金」を通じ

て、市町村や公共的団体等が住民とともに、

自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取

り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある取組を支援します。 

原則として、 

ソフト事業 

県 3/4以内 

ハード事業 

 県 1/2 以内 

（財政力指数が県平均

以下の市町村は 2/3

以内） 

 中山間地農業ルネ

ッサンス推進事業 

（再掲 P7） 

中山間地域農業の振興を図るため、将来ビジ

ョンに基づく農村集落の特色を活かした創意

工夫あふれる取組や営農・販売戦略の策定な

ど地域の所得向上にむけた取組を支援しま

す。 

国 定額 

 鳥獣被害防止総合

対策交付金 

（再掲 P7） 

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、

鳥獣被害防止特措法に基づく市町村被害防止

計画に沿った鳥獣被害防止柵の設置や捕獲の

取組を支援します。 

ソフト事業 国 定額 

ハード事業 国 1/2

以内 

条件不利地域 55/100

以内 

 森林づくり推進支

援金 

地域固有の課題に対し、市町村が独自性と創

意工夫により実施する森林づくり活動の取組

を支援します。（森林づくり県民税活用事

業） 

県 10/10 以内 

（施設整備費について

は 2/3以内） 

 

イ ＮＰＯ活動等の促進 

□ 県が事業主体となって行う事業 

事業名 事業内容 

○ ＮＰＯ活動の環境

整備 

ＮＰＯ法人の活動基盤の充実等のため、法人の設立や運営、資金調達

などに関するセミナーを開催します。また、「長野県みらいベース」を

活用した寄附による資金面で支援や「長野県プロボノベース」による

人材面での支援の他、ＮＰＯへの立ち上げ資金等の融資を行う「ＮＰ

Ｏ夢バンク」の貸付原資への資金貸付を通じて事業の基盤強化等への

支援を行います。 

○ 協働の機会創出、

共創の拡大 

ＮＰＯなど多様な主体と県との協働・共創を推進するため、協働コー

ディネートデスクにおいて県のニーズとパートナーのシーズのコーデ

ィネートを行うほか、多様な主体が参画して事業構築を行う「共創ラ

ボ」の展開を図り、協働・共創の推進の気運を高めます。 
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 ウ 自治体間連携の促進 

■ 過疎市町村等に対する行財政上の援助 

事業名 事業内容 備考 

 市町村の広域連携

推進事業交付金 

市町村の広域連携による持続的・効果的な行

政サービスの提供に資するため、国の支援制

度が適用されない地域において、市町村が連

携して実施する事業に対して助成します。 

県 1/2以内 

 

 《関連目標》 

指標名 現状 目標（R7 年度） 備考 

地域おこし協力隊員の

定着率 

（長野県調査）（再掲 

P4） 

86.2% 

（R2年度） 

87.0% 地域おこし協力隊員の任期終

了後の定着率 

地域運営組織数 

（地域運営組織の形成

及び持続的運営に関す

る調査 総務省）（再

掲 P30） 

229団体 

（R2年度） 

167団体 地域住民が主体となって、地

域課題の解決に向けた取組を

持続的に行う組織の数 

圏域全体の活性化に取

り組む圏域数 

（長野県調査） 

８圏域 

（R2年度） 

９圏域 過疎地域を含む複数の市町村が

連携し形成する定住自立圏・連

携中枢都市圏等の圏域数 
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（別表） 

該当路線名一覧 

 

区   分 路   線   名 

 

国   道 

（県管理分） 

 

142号、143 号、148号、151 号、152号、158 号、256号、292 号、361号、

403号、405 号、406号、418 号 

県 道 

主 要

地方道 

飯田富山佐久間線、川上佐久線、中津川田立線、中津川南木曽線、設楽根

羽線、丸子信州新線、伊那生田飯田線、開田三岳福島線、奈川木祖線、長

野大町線、信濃信州新線、大町麻績インター千曲線、松川インター大鹿線、

松本和田線、下条米川飯田線、飯山妙高高原線、飯山斑尾新井線 

一 般 

県 道 

粟野御供線、杉野沢黒姫（停）線、上野小海線、美ヶ原和田線、下奈良本

豊科線、北林飯島線、粟野門島（停）線、御岳王滝黒沢線、オコシ宮ノ越

（停）線、木曽福島（停）駒ヶ岳線、河鹿沢西条（停）線、槍ヶ岳線、奉

納中土（停）線、小島信濃木崎（停）線、川口大町線、川口田野口篠ノ井

線、小川長野線、栃原北郷信濃線、長瀬横倉（停）線、箕作飯山線、曽根

藤ノ木線、千国北城線、七曲西原線、古屋敷境ノ沢線、上松御岳線、信州

新中条線、美麻八坂線、信濃斑尾高原線、上松南木曽線 

 


