
１ パブリックコメント（県民意見公募手続）による意見提出

　（１）募集期間

　 　　 令和３年６月18日（金）から７月19日（月）まで（31日間）

　（２）提出のあった意見・提言数

　 　 　なし

２ 市町村からの意見提出

　（１）提出のあった意見・提言数

　 　 　25件（４団体）

　（２） 意見の内容と県の考え方

No. 頁 項目名 意見等の内容 県の対応・考え方

1 19 １　移住・定住・地域間交流の促進、
人材育成
（２）取組の方向

ア　移住・定住の促進の《施策の展開》に

・「山村留学の推進」を追記いただきたい。

ご意見を踏まえ、記載を追加します。

2 20 １　移住・定住・地域間交流の促進、
人材育成
（２）取組の方向

ア　移住・定住の促進の《施策の展開》に
「将来にわたって安心して暮らすための居住環境の整
備」を追記してほしい。

ご意見を踏まえ、記載を追加します。

3 24 ２　産業の振興、観光開発
（２）取組の方向
《基本的方針》又は《施策の展開》

《基本的な方針》又は《施策の展開》のイ　林業の振興
に次のような文言を追加いただきたい。
「森林経営管理制度の導入を契機に、適切な森林管理に
よる森林整備、林業振興施策を通じた経済循環の構築を
図り、地域における持続可能な産業として育成してい
く。」

ご意見を踏まえ、記載を追加します。

4 28 ２　産業の振興、観光の開発
（２）取組の方向

ケ　観光又はレクリエーションの《施策の展開》に、
「観光施設の計画的な改修と長寿命化」を追記してほし
い。

ご意見の趣旨は、「第３　２産業の振興、観光の開発」
の「（２）ケ観光又はレクリエーション」の「観光地域
としての基盤づくり」に含んで記載しています。

5 39
42

５　生活環境の整備
（１）現状と課題
（２）取組の方向

カ　安全なまちづくりに

・冬季の円滑な交通の維持・確保として、豪雪及び降雪
地域の雪害対策、除雪体制の整備等に関する記載を追記
いただきたい。
・又は、新たな項目として追加いただきたい。

ご意見を踏まえ、記載を追加します。

長野県過疎地域持続的発展方針（案）に係る意見募集の結果について

　※記載のページは、意見募集時の方針案のページです。　 
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No. 頁 項目名 意見等の内容 県の対応・考え方

6 45 ６　子育て環境の確保、高齢者等の保
健・福祉の向上・増進
（２）取組の方向

ア　子育て環境の確保の《施策の展開》に
「地域型保育事業の整備・運営の支援」を追記してほし
い。
【例】
　保育所、地域型保育事業の整備・運営を支援します。

ご意見を踏まえ、「就学前の児童数の推移を踏まえて、
適正規模、適正配置に配慮しながら、地域の実情に応じ
て計画的に行う保育所等の整備や運営を支援します。」
と記載を修正します。

7 51 ８　教育の振興
（２）取組の方向

ウ　体育施設、社会教育施設等の利活用・機能向上に
・「老朽化した社会教育施設等の改修」を追記いただき
たい。

ご意見を踏まえ、「施設の老朽化や人口構成の変化等へ
の計画的な対応をしていきます。」と記載を修正しま
す。

8 51 ８　教育の振興
（２）取組の方向

オ　地域と共にある学校づくりにおける

・「信州型コミュニティスクールの仕組み」を
・「文部科学省型及び信州型コミュニティ・スクールの
仕組み」　又は　「コミュニティ・スクールの仕組み」
に修正いただきたい。

ご意見を踏まえ、「信州型コミュニティスクール（学校
運営協議会制度を含む）」と記載を修正します。

9 51 ８　教育の振興
（２）取組の方向

ウ　体育施設、社会教育施設等の利活用・機能向上の
《施策の展開》に、「集会施設の老朽化に対応するため
の計画的な整備の推進」を追加してほしい。

ご意見を踏まえ、「施設の老朽化や人口構成の変化等へ
の計画的な対応をしていきます。」と記載を修正しま
す。

10 52
53

９　集落の整備
（１）現状と課題
（２）取組の方向

イ　「集落を支える人材や組織の連携」を
「集落を支える人材の育成や組織の形成」のような表現
に修正いただきたい。

ご意見を踏まえ、「イ集落を支える人材の確保や組織の
形成、連携」と記載を修正します。

11 52
53

９　集落の整備
（１）現状と課題
（２）取組の方向

イ　集落を支える人材や組織の連携の≪現状・成果≫に
おける

・「課題解決に取り組む「地域運営組織」の形成」を
・「課題解決に取り組む小さな拠点や「地域運営組織」
の形成」に修正いただきたい。

ご意見を踏まえ、「ア持続可能な集落の整備」の記載を
「集落の現状の把握・分析を通じて、住民が暮らし続け
られる集落機能を確保していくため、集落ネットワーク
圏（小さな拠点）の形成等による集落機能の見直しや広
域連携を促進します。」に修正します。

12 52
53

９　集落の整備
（１）現状と課題
（２）取組の方向

イ　集落を支える人材や組織の連携≪課題≫における
・「今後も集落を支える様々な人材や主体が連携し、力
を結集して更なる取組を推進していくことが必要で
す。」を
・「今後も集落を支える様々な人材や主体が連携し、力
を結集して更なる取組を推進できるよう支援していくこ
とが必要です。」に修正いただきたい。

ご意見の趣旨は、「第３　９集落の整備」の「（２）イ
集落を支える人材や組織の連携」に記載しています。
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No. 頁 項目名 意見等の内容 県の対応・考え方

13 53 ９　集落の整備
（２）取組の方向
《施策の展開》

ア　持続可能な集落の整備における
・「集落機能の統合再編や広域化（ネットワーク化）」
を
・「集落機能の見直しや広域化（ネットワーク化）」？
に修正いただきたい。

ご意見を踏まえ、「集落の現状の把握・分析を通じて、
住民が暮らし続けられる集落機能を確保していくため、
集落ネットワーク圏（小さな拠点）の形成等による集落
機能の見直しや広域連携を促進します。」と記載を修正
します。

14 53 ９　集落の整備
（２）取組の方向
《施策の展開》

イ　集落を支える人材や組織の連携における
「住民と市町村がお互いの役割を分担しながら、持続可
能な地域社会を運営する仕組みとして「小さな拠点」の
形成を促進します。」を追加もしくは内容を修正いただ
きたい。

ご意見を踏まえ、「集落の現状の把握・分析を通じて、
住民が暮らし続けられる集落機能を確保していくため、
集落ネットワーク圏（小さな拠点）の形成等による集落
機能の見直しや広域連携を促進します。」と記載を修正
します。

15 53 10　地域文化の振興等
（２）取組の方向

ア　芸術文化の振興に
「文化施設の機能向上・改修」を追記いただきたい。

ご意見を踏まえ、記載を追加します。

16 56 11 再生可能エネルギーの利用の推進
（２）取組の方向

《基本的な方針》に
エネルギーの地域循環の取組を追記してほしい。

ご意見の趣旨は、「第３　11 再生可能エネルギーの利
用の推進」の（２）「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」に含んで記載して
います。

17 56 12　その他地域の持続的発展に関し必
要な事項

ア・イ・ウ　に加えて　「エ　過疎地域の継続的発展に
必要な現状の分析」　を追記してほしい。

ご意見を踏まえ、「第３　９集落の整備」の「（２）ア
持続可能な集落の整備」の記載を「集落の現状の把握・
分析を通じて、住民が暮らし続けられる集落機能を確保
していくため、集落ネットワーク圏（小さな拠点）の形
成等による集落機能の見直しや広域連携を促進しま
す。」と修正します。

18 56
57
58

12　その他
（１）現状と課題
（２）取組の方向

・「結婚支援」に関する項目を追加いただきたい。 ご意見を踏まえ、「第３　６子育て環境の確保、高齢者
等の保健・福祉の向上・増進」に項目を追加します。

19 58 12　その他地域の持続的発展に関し必
要な事項
（２）取組の方向

○集落の将来像を策定し・・・・・地域運営組織の形成
を促進「及び活動の支援」をします。
と修正してほしい。

ご意見の趣旨は、「第３　12その他地域の持続的発展に
関し必要な事項」の「（２）ア　地域コミュニティの活
性化」の「市町村や地域コミュニティ活動に取り組む団
体等が～取組を支援します。」に含んで記載していま
す。

20 63 ４　南信州地域
（２）取組の方向

〇各地の特色ある独自の地域資源等を有効活用した新た
な事業活動や起業・創業、事業承継など、市町村と連携
した支援を行います。

ご意見を踏まえ、「地域おこし協力隊などの様々な人材
の活用等により、集落の維持・活性化を促進するととも
に、雇用の維持・創出により、持続可能な地域づくりを
進めます。」と記載を修正します。
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No. 頁 項目名 意見等の内容 県の対応・考え方

21 63 ４　南信州地域
（２）取組の方向

【現行】
○豊かな自然や景観、多様な農畜産物、特色ある伝統文
化、いきいきと暮らす人々の存在など、南信州地域の
「財産」を活かした地域づくりを行うとともに、積極的
な情報発信や、体験型観光商品の更なる開発などによ
り、移住者や交流人口の増加を図ります。

【変更】
〇豊かな自然や景観、多様な農畜産物、特色ある伝統文
化など、南信州地域の「財産」を活かした地域づくりを
進めます。
また、過疎地域ならではの暮らし方の積極的な情報発信
等を行い、移住者や交流人口の拡大を図ります。

ご意見を踏まえ、「地域おこし協力隊などの様々な人材
の活用等により、集落の維持・活性化を促進するととも
に、雇用の維持・創出により、持続可能な地域づくりを
進めます。」と記載を修正します。

22 63 ４　南信州地域
（２）取組の方向

〇豊かな自然や景観、多様な畜産物、特色ある伝統文
化、いきいきと暮らす人々の存在など、南信州地域の
「財産」を活かした地域づくりを行うとともに、積極的
な情報発信や、体験型観光商品の更なる開発などによ
り、移住者や交流人口の増加を図ります。に「南アルプ
ス」を追記してほしい。
〇市町村や関係団体と連携し、農林業や伝統工芸等の体
験型観光や地域資源を有機的につないだ周遊・滞在型観
光プランづくりに取り組み、観光地としての魅力アップ
を図るとともに、積極的な情報発信を行います。に「南
アルプス」を追記してほしい。

ご意見を踏まえ、（１）の記載を「南アルプスなどの雄
大な山々と、～」、（２）の記載を「市町村や関係団体
と連携し、～周遊・滞在型観光プランづくりに取り組む
など、観光地としての魅力アップを図るとともに、積極
的な情報発信を行います。」と修正します。

23 64 ４　南信州地域
（２）取組の方向

【現行】
○子育て・教育環境の向上に取り組むとともに、ＩＣＴ
を活用した情報共有ツールの利用拡大等により、地域の
医療・介護や福祉の充実を図ります。

【変更】
〇子育てしやすい環境や自然を活用した子どもの教育環
境の充実を図ります。
〇ＩＣＴを活用した情報共有ツールの利用拡大等によ
り、地域の医療・介護や福祉の充実を図ります。

ご意見を踏まえ、「子育て・教育環境の向上や、ＩＣＴ
を活用した情報共有ツールの利用拡大等による地域の医
療・介護や福祉の充実等、住民が安心して暮らすことの
できる地域づくりを進めます。」と記載を修正します。

24 67 ７　北アルプス地域
（１）現状と課題《課題》
（２）取組の方向

「高度情報化に対応する情報通信基盤整備」に関する記
載を追加いただきたい。
（参考：上田地域）

ご意見を踏まえ、記載を追加します。
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No. 頁 項目名 意見等の内容 県の対応・考え方

25 67 ７　北アルプス地域
（２）取組の方向

【修正前】
〇地域の特色、オリンピック、パラリンピックの開催地
としての知名度を活かして、地域内外の交流を一層進め
ます。

【修正案】
〇地域の文化や資源の特色、オリンピック、パラリン
ピックの開催地としての知名度を活かして、地域内外の
交流を一層進めます。

ご意見を踏まえ、「北アルプスの優れた景観や清冽な水
と豊かな自然、長野オリンピック・パラリンピックの開
催地としての知名度、さらには「北アルプス国際芸術
祭」など地域の芸術・文化による取組も活かしながら、
地域おこし協力隊や移住者とも連携し、新たな移住・定
住の促進や関係人口の拡大を図ります。」と記載を修正
します。
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