
No. 事業の名称 事業の内容 具体的な事業実績 実施機関 備考

経営戦略局

1 市町村コンシェルジュ事業

県職員を｢市町村コンシェルジュ｣に任命
し、住民に身近に接している市町村職員
によろず相談窓口として活用してもらう。
併せて、県職員の現場感覚を養い、そ
の経験を今後の政策立案等に反映させ
る。

・派遣市町村数　　　　　　　49市町村
・派遣者数　　　　　　　　　112名
・市町村への訪問回数　　130回
　（平成17年12月現在）

◎ かなりの効果あり
行政システム改革チーム
信州コールセンターチー
ム

 

2 物品等調達方法検討事業
木曽地区全体で物品（消耗品、燃料、コ
ピー機等）を購入するために、単価契約
を検討し、締結する。

木曽地区全体で単価契約のための見積徴取、入札を実
施したが、木曽地区の購入ロットが小さく、小分け及び配
送料を加味された単価となり、木曽町内現地機関公用車
燃料等一部を除き、ほとんどの品目が不調になるととも
に、業者から、以降の見積参加を辞退されたことから中
止することとした。
なお、この結果を踏まえ、７月から木曽町内現地機関はＰ
ＰＣ用紙一括購入方式に切替え、コスト低減した。
また、８月からは各所課の調達単価を２年分調査し、１月
から各所課に最安値情報を提供することで、コスト低減に
活用している。

× 効果なし
合同庁舎を含む木曽地区
現地機関

 

3

コモンズの視点から始まる公
共事業
(公共事業「三位一体」モデル
事業)

より円滑な事業を進めるため、県が行う
公共事業の一部を市町村へ権限委譲す
る。

市町村と連携しての道路の維持管理につい
ては、「ゼロ予算」ではないが、「コモンズ維持
管理事業」として事業化した。「コモンズ維持
管理事業」を、職員が既に派遣されている市
町村を中心に実施し、その状況を踏まえて、
移譲希望のある市町村への権限移譲へ向け
た検討を実施する。

○ 効果あり

各現地機関
公共事業改革チーム
行政システム改革チーム
技術管理室
ほか各課

 

4 移動合庁
合同庁舎の現地機関の長が合同で市町
村を訪問し、市町村の抱える課題につい
て首長等と意見交換を行う。

合庁内の現地機関の長と共同して市町村を
訪問し、市町村長と市町村の課題等について
意見交換する。なお課題等については、継続
して担当課長クラスがフォローする

○ 効果あり 上伊那地方事務所  

5
地域政策プロジェクト推進事
業
（コモンズ支援隊）

広域的な課題や市町村独自の政策課題を解
決するため、市町村コンシェルジュ、市町村
派遣職員、地域改革推進担当職員との連携
により、コモンズ・地域政策チームが関連部
局から意欲ある職員を支援隊に募り、迅速
かつ実効性のある地域政策プロジェクト等の
支援策を市町村と協働して推進する。

○出動町村　王滝村、原村、清内路村
○支援内容
　・王滝村　　行財政運営、むらづくり委員会支援
　・原　村　　 職員管理・給与等適正化　など
　・清内路村 行財政改革、地域づくり支援
○出動回数　４３回（日）
○成果等
　・清内路村においては、「赤根大根」の品種登
録、焼酎「あかねちゃん」の販売に結びついた

○ 効果あり
コモンズ・地域政策チー
ム

新規

平成１7年度に実施したゼロ予算事業

事業実施評価

 

◎：かなりの効果あり・・・確実に良い変化が生まれ成果が得られたもの
○：効果あり・・・実施前に比べ前向きな動きなどがあったと感じられるもの
×：効果なし・・・実施前と変化がなく、継続しても効果が認められないもの



危機管理室

6
「のぞみの郷高社」災害時支
援活動

合同庁舎と１００ｍ程の距離にある「のぞみ
の郷高社」（知的障害者支援施設）に火災等
が発生した場合に、施設からの要請に基づ
いて、入所者の避難誘導等の支援活動を行
う。なお、日頃から災害時に円滑な活動がで
きるよう、マニュアルを整備し、施設の行う訓
練に参加する。

「のぞみの郷高社」の災害時に合同庁舎職員
が避難誘導支援が円滑にできるよう、施設の
避難訓練に職員が参加した。
（効果）
　・施設の有事に備えての訓練
　・職員の防災意識の高揚
　・施設職員、入所者からの信頼感の醸成
（実施日）
　6/23、7/22、8/30、9/27(夜間）、10/13
　計５回

◎ かなりの効果あり
北信地方事務所
北信農業改良センター

新規

企画局

7
男女共同参画市町村キャラバ
ン事業

市町村へ職員が訪問し、男女共同参画推進
（条例・計画の策定等）を支援する。

次の市町村を訪問し支援
○中野市（訪問回数：３回）
　　条例制定を支援（H18条例制定見込）
○信濃町（訪問回数：５回）
　　条例制定、計画策定支援（H17条例制定、H18
計画策定予定）

○ 効果あり ユマニテ・人間尊重課  

8
松空エアポート・セールス事
業

担当職員（外交販売員）が県内外の旅行会
社、学校等を訪問し、企画旅行商品の造成
依頼等のセールスを行う。

・4/22
　県立高校長会で修学旅行での空港利用を依頼、補助
制度についても説明した
・8/5
　大阪地区の旅行代理店を訪問・商品造成依頼　（朝日
旅行会、ＪＡＬトラベル）
・2/22
　県内企業の海外出張アンケート実施対象：中国本土及
び香港に営業拠点を有する県内企業１５９社
　回答率：７２．３％（１１５社／１５９社）
　渡航先、国内出発空港、頻度等を調査した
・3/22
　空港ＰＲ山梨キャラバン
　（マスコミ・エージェント訪問）
　日本旅行甲府市店、ＴＶ山梨、山梨放送、山梨日々新
聞

○ 効果あり 交通政策課  

9 政策評価なんでも相談

市町村や現地機関からの評価理論や手法な
ど政策評価に関する技術的な相談に応じ、
市町村や現地機関の主体的な取組を支援す
る。

・出前講座の実施
・政策評価の導入に関する助言
・政策評価に関する資料提供

（５市村から相談等あり）

○ 効果あり 政策評価課
新規
追加

 



総務部

10
携帯電話不感地域情報収集
事業

・県職員から、出張や行楽地へ出かけた際
に携帯電話の不感を体験した場所等の情報
を収集する。
・統合型GISを活用した情報提供を検討す
る。

・県職員等から１３５件の不感地域情報を収集し
た。また、事業者に不感地域解消や通話品質の改
善を要望した。
・統合型ＧＩＳを活用して情報提供できる環境を整
備した。

○ 効果あり 情報政策課  

11 ITサポートセンター事業

IT基礎技能習得住民サポート事業で養成し
てきた、地域のIT指導者である「地域ITリー
ダー」の活用を図る。
・市町村で活用してもらうよう、名簿配布等で
周知を行う。
・市町村や地域の公共的団体、地元の自治
会等から、IT講習等の要望時に、ITリーダー
の斡旋を行う。

・県ホームページ、市町村行政情報ネットワーク及
び信州らんらんネットにて名簿を掲載。
・ITリーダーを対象としたフォローアップ講習会を開
催。
・信州ITリーダーズ（ITリーダの約半数が加入）との
連帯強化。
・岡谷市IT講習会で講師・アシスタントとして採用。

○ 効果あり 情報政策課 新規

12
労災防災講座の市民への公
開

災害防止研修会を通じ安全な職場環境を確
保し、広く県民の傷病・死亡・後遺障害を減ら
す。

希望なし × 効果なし 職員サポート課  

13 夜間及び休日窓口の開設
地域の実情に応じ各地方事務所税務課にお
いて、夜間及び休日窓口を開設し、納税機会
の拡大を図る。

１０地方事務所で実施
  ・夜間窓口開設
　　　 　来庁者　192人（211件）
　　　 　納付額　7,572千円
  ・休日窓口開設
　　　　 来庁者　765人（753件）
　　　　 納付額　28,680千円

○ 効果あり 各地方事務所  

14
自動車税納期内納付キャン
ペーンにおける県下一斉休日
窓口の開設

自動車税の納期内納付を促進するため、県
下一斉の休日窓口を地方事務所税務課で開
設し、納税機会の拡大を図る。

１０地方事務所で実施
  H17年5月28日（土）・29日（日）の2日間
　　　  実績　納付件数　5,211件
　　　　　　　  納付額　　199,256千円 ○ 効果あり 各地方事務所  

15
市民に積極的に情報やサー
ビスを提供する事業

地勢、地理、地図、交通アクセス、市町村の
状況、県政の方向、主要な施策など本県の
各種情報を各シートに作成し、海外の企業や
自治体、青年海外協力隊員、外国からのお
客様などのニーズに応じて提供する。また、
併せて、ホームページにおいても情報提供す
る。

　県の地勢等をまとめたシート「長野県のすがた」
（日本語・英語・中国語・ポルトガル語）を作成し、
知事室を訪問する外国からのお客様や青年海外
協力隊員などに情報提供を行った。

○ 効果あり 国際課  



16
日本語指導者地域ネットワー
ク事業「地域で支える日本語
教育」

日本語学習リソースセンター（県内７か所）を
拠点に、それぞれの地域で外国籍児童等の
日本語指導に携わる学校関係者や日本語ボ
ランティアが集い、情報交換や指導力の向上
に繋げていく場とする。

・日本語学習リソースセンターアンケート調査に係
るフォローアップ集会の開催
・他リソースセンターとの実験的TV会議
・日本語ボランティア学習会の開催

○ 効果あり 国際課  

17
地域共生コミュニケーター情
報提供事業

外国籍県民等支援に自立的に取り組む地域
共生コミュニケ－ターの活動を支えるため、
積極的な情報の提供と相互の交換を実現す
るため、ホームページ「コミュニケ－ターズ・
ルーム」を運営する。

○活用回数　18回
○活用内容
・会議開催周知、外国人健診等ボランティア募集
・医療・災害通訳養成講座参加者募集
・ボランティア活動の感想報告など多文化共生に
関する情報共有

○ 効果あり 国際課  

18
庁内廊下、室内のペンキ塗り
替え

庁内会議室、講堂の壁について、職員（有
志）が自分達の手でペンキ塗り替えを行う。
（廊下、トイレについては平成16年度で完了）

Ｈ１７については、より効果が見込まれる屋上
防水塗装に振り替え、約300㎡の塗装を実施
した。その結果、雨漏りが改善された。

◎ かなりの効果あり 諏訪地方事務所  

19 上伊那花の谷構想 花を中心とした地域づくり活動を推進する。

○花マップの作成
上伊那広域連合と協働し「上伊那花マップ」、
「秋の名所ガイド」を企画製作。管内６万戸に
全戸配布。
○合庁玄関や周辺において花壇づくりを実
施。

◎ かなりの効果あり 上伊那地方事務所  

20 木曽合同庁舎庭園改修事業
Ｈ１６に引き続き、改修を実施し、花壇等の整
備を行い、地域に開かれた公園化を図る。

花壇の整理、樹木の剪定など、こまめに手入
れを実施した。 ○ 効果あり 木曽地方事務所  

21
共同滞納整理のための税務
職員交流研修

県及び市町村の税務職員を相互に派遣し徴
収事務の知識習得と技術向上を図り、的確
な滞納整理事務の執行により税収の確保を
図る。

　６地方事務所　９市町村で実施
　　従事日数　延２０６日
　　処理内容　・763件　17,483千円の収入あり
　　　　　　　　　　・滞納処分・執行停止を実施

○ 効果あり
諏訪・上伊那・下伊那
松本・長野・北信地方事
務所

 



22
小規模町村の行財政運営サ
ポート事業

合併を予定していない小規模町村のうち、特
に厳しい財政運営等が予想される町村に対
し、市町村課・まちづくり支援室・地事が連携
し、行政改革、財政健全化等について、意見
交換・助言を行い、当該町村の自主的、自立
的な行財政運営を支援する。

　１７町村に対し、税財政シミュレーションの策
定や行財政健全化策などについて意見交
換、助言を実施した。
　個別課題について、実情に即した対応を行
い町村の自律的な行財政運営のための一助
となっている。

○ 効果あり 市町村課 新規

23
行政情報センター新着図書情
報の電子メール配信サービス

希望者が県のホームページ上から登録した
電子メールアドレスに行政情報センターの新
着図書情報を配信する。

･新着図書情報を希望される方が現在46名登
録されており、その方々へ月2回の新着図書
情報を提供している。徐々にではあるが登録
者も増えてきているが、今後も引き続き登録
者の増加を図っていきたい。

○ 効果あり 情報公開課 新規

24 さくづくり協働セッション

地域の活動グループ、市町村、県が次のよう
な項目についてセッションを行い､協働して地
域の活性化を図る。
　・地域資源の掘起し
　・地域の未来に向けた明るい話題探し
　・先進事例の調査等

・南佐久地域づくり研究会を開催（３回）し、地
域の宝探しをテーマにセッション（参加80名）
を行った。
・「食」を中心とした、こだわりとオリジナリ
ティーを大切にした人々の交流と元気な地域
のネットワークを創るためセッションを行った。
（参加150名）

○ 効果あり 佐久地方事務所 新規

25
２００５おでかけＪアクションプ
ラン

本年度は地域の伝統野菜の職員参加手づく
り復活作戦や外国籍居住者の快適生活支援
への取り組みを初めとするいくつかのアク
ションプランを設定し、行政のみならず地域
住民、ＮＰＯ、市町村参加型のクロスファンク
ションチームで地域づくりに協働チャレンジす
る。

遊休農地利活用と山口大根（伝統野菜）復活プロ
ジェクトを始めとする２０のアクションプログラムを
設定し地域住民・ＮＰＯ・市町村・職員参加のクロス
ファンクションチームで地域づくりに協働して取り組
むことができた。(参加メンバー：地域住民・ＮＰＯ・
市町村職員３６名、地方事務所・農業改良普及セ
ンター２０４名、以外の現地機関職員２０名　計２６
０名）

◎ かなりの効果あり 上小地方事務所 新規

26 ホワイト＆グリーン作戦

・職員が合庁駐車場の駐車区画白線を引き
直し、来庁者の利便性を高める。
・職員が合庁内樹木の剪定、植樹・植栽など
を実施し、緑化整備を推進する。

・平成17年9月、9:00～12:00頃まで総務課職
員６名により合庁駐車場の駐車区画の白線を
引き直した。
・平成17年7月、13:30～15:00頃まで合庁内各
所（課）職員２５名により合庁内樹木の剪定を
実施した。

◎ かなりの効果あり 上小地方事務所 新規

27 「伊那学」コモンズ講座
地域の歴史、文化、資源を再認識し、協働の
地域づくりを進めるために、住民、市町村職
員、県職員を対象とした講座を開設する。

○３講座を実施。延べ２３４名が参加。
・第１回：H17.8.29「野菜は生きた文化財」
・第２回：H17.9.6「ひと・むし・たんぼ」他
・第３回：H18.3.6「信州の大気・水文環境」

○ 効果あり 上伊那地方事務所 新規



28
庁舎環境整備事業（駐車場整
備）

来庁者用駐車場の白線の引き直し等を職員
が実施し、利用者の利便性を向上する。

職員により、来庁者駐車場の白線の引き直し
を実施した。 ○ 効果あり 木曽地方事務所 新規

29
庁舎環境整備事業（駐輪場整
備）

来庁者用駐輪場の整理や空気ポンプの設置
を職員が行い、利用者の利便性を向上す
る。

放置自転車の整理をするとともに、空気ポン
プを設置した。 ○ 効果あり 木曽地方事務所 新規

社会部

30 地域住民公開講座
地域住民を対象に「リハビリテーション講座」
や「高齢者・障害者介護体験研修会」を開催
する

・日程的に調整がつかないため中止
　　（理由）
　　　昨年は30周年記念事業の一環として
　　　実施したが、スタッフ等の調整がつか
　　　ないため。

× 効果なし
身体障害者リハビリテー
ションセンター

 

31 医療・福祉用具共同研究開発

「医工連携」の事業のひとつとして、企業のも
の作りの技術と医療・福祉・看護の現場にお
ける医療・福祉用具のニーズとのマッチング
により、用具の共同研究開発を行なう。

介護用具「かたむき君」の製品化 ◎ かなりの効果あり
身体障害者リハビリテー
ションセンター

新規
追加

32
高齢者による支え合いマップ
づくり講座

支え合いマップの目的や作成の技法を身に
つけるための講座を実施する

「シニアボランティア地域実践塾」で駒ヶ根市
社協及び伊那市社協の担当者を講師にワー
クショップを開催。実施日：１月13日、24日、2
月2日に半日づつ開催。　　受講者：23名

○ 効果あり
上伊那地方事務所厚生
課

 

33
障害者地域生活推進啓発等
事業

・全国規模の障害者自律生活シンポジウム
を開催し、障害者の地域生活移行について、
長野県の取り組みを全国に発信する。
・精神障害者の退院促進、地域生活移行に
ついて、県内数箇所でシンポジウムを開催
し、地域の人々の理解と認識を高める。

  10月20・21日の２日間、長野市において実施。
　全国から６００名の参加者を迎え、障害者の自律
生活に関するシンポジウムを開催し、障害者の地
域生活移行について、長野県の取り組みを全国に
発信することができた。

○ 効果あり 障害者自律支援室  



34 高齢者虐待防止推進事業
事業者等に対する研修、市町村窓口の機能
向上、困難事例検討への参画

・介護センターで事業者に対し研修会を実施。
　２回で、97人が参加。
・市町村の担当者に対して研修会を地方事務
所とともに実施
　県下２箇所で実施　291人が参加
・地方事務所厚生課の困難事例検討会への
参加　　４市町村　４回

○ 効果あり
介護センター
高齢福祉課
全地方事務所厚生課

 

35
高齢者の健康を考えるステッ
プアップミーティング

社会部と他の部局が合同で、病気があって
も活動的な高齢者、生きがいを持った元気な
高齢者づくりを検討する。

社会部及び衛生部等の関係課職員による意
見交換会を３回実施。
国の医療制度改革が公表されたため、内容
把握のため中断。
高齢者の現況等を多面的に把握することがで
きた。

○ 効果あり 社会部厚生課 新規

36
生活保護自律、就労支援強
化対策ステップアップミーティ
ング

生活保護における自律、就労支援方法につ
いて検討会を設け、他部局、関係機関と連携
した自律・就労支援の仕組みの構築を図る。

・生活保護ステップアップミーティングの開催
　    開催回数　２回　（4/22、8/3）
　　　構成員　　全福祉事務所の査察指導員
　　　検討内容　個別支援プログラム作成に向
　　　　　　　　　　けた方向性等の統一

○ 効果あり 社会部コモンズ福祉課 新規

37 発達障害支援普及啓発事業
4月1日より施行された「発達障害支援法｣等
について、関係者等へ普及啓発を図る

・自律教育新任担当教員研修会における説
明
　１２２人参加
・保育所等障害児担当保育士研修会におけ
る説明
　１３１人参加

○ 効果あり 障害福祉課 新規

衛生部

38
外国籍県民のための問診票
作成事業

医療機関で円滑に受診することができるよう、あら
かじめ症状、既往症など、該当する項目をチェック
してもらう外国語による問診票を作成し、本県を訪
れる外国人に提供する。
　・言語：タガログ語、ハングル語､フランス語､ロシ
ア語について作成準備を進める。
　　（英語、タイ語、中国語、ポルトガル語は作成済
み）
　・内容：問診（診療科ごと）、検査・診断、治療・投
薬、入院療養、会計　等

H17年度は、「ハングル語」の問診票の作成を
進めた。提供可能時期は、H18.7頃を予定。 ○ 効果あり 医務課  

39 禁煙セールスマン事業

たばこの害のない信州を目指し、保健所職
員が公共施設、観光地、飲食店等へ直接出
向き、「たばこの煙の健康への影響」につい
て正しい情報を提供し、受動喫煙防止対策
推進への協力を要請する。

実施機関：１０保健所
個別対応：１５１９施設
研修会等の集団対応：１９０回、１５，２８７人
禁煙施設４５増、分煙施設１２増
一般企業、公共施設、飲食店、道の駅等へ受動喫
煙防止対策推進を要請した。
講習会等で、たばこの害の知識の普及啓発に努め
た。

○ 効果あり
各保健所
保健予防課

 



40 一日食品衛生監視員事業

食品衛生監視、食品検査業務の体験を通じ
て、食品の安全性確保に果たす消費者の役
割を理解してもらうため、保健所の食品衛生
監視員に同行し、スーパーマーケットや食品
製造施設の監視や保健所検査室での食品
検査を体験する。

実施機関：１０保健所
実施時期：８月～３月
実施回数：１５回
参加者：７７名
主な内容：スーパーマーケット・製造施設の監
視、食品検査体験

○ 効果あり 各保健所  

41 一日と畜検査員事業

ホームページ等で県民から参加者を募集し、
食肉衛生検査所で行われていると畜検査を
実際に体験してもらうことにより、と畜検査と
食肉衛生検査所の果たす役割について理解
を深めてもらう。

上田食肉衛生検査所　１回・4名参加
飯田食肉衛生検査所　1回・5名参加
松本食肉衛生検査所　16回・85名参加
長野食肉衛生検査所　1回・6名参加
一般県民を始め、消費者団体や教育機関（大学・
農業高校）、医療機関からも参加があり、食肉の安
全・安心の中核となる｢と畜検査｣について理解が
得られ好評をいただいた。食の安全を守る行政の
地道な日常業務を体験することは、ＢＳＥをはじめ
とする食肉に対する不安感を払拭する効果があっ
た。

○ 効果あり 食肉衛生検査所  

42
学校飼養動物担当教職員研
修会

小・中学校の学校飼養動物担当教職員を対
象に、教育委員会及び獣医師会と連携し、学
校飼養動物の飼い方等の研修会を行う。

外部講師による研修の実施
内容「こころの教育と知的刺激となる
　　　　飼育体験」
　　　「教室内飼育の課題と成果」
参加者：８８名

○ 効果あり 動物愛護センター  

43
自治医科大学卒業医師の活
用促進事業

 自治医科大学卒業医師の配置方針を見直
し、へき地診療所に優先的に配置する。

・へき地診療所へ優先的配置。4名
・へき地診療所をバックアップする阿南病院・
木曽病院へ配置。9名
・へき地診療のため医師の効果的なトレーニ
ングを受ける支援病院へ配置。8名

○ 効果あり 医務課  

44 県立病院マルチチェック事業

衛生部内職員による病院業務体験、県立病
院職員による所属以外の病院業務視察を行
い、それぞれの立場から改善事項に関し意
見交換を行う。

実施機関：４病院
実施時期：８月～９月
実施回数：４回
参加者：延べ１４名
主な内容：病棟体験（シーツ交換、食事準備、
看護補助等）、意見交換会

○ 効果あり
各県立病院
県立病院室

 

45 お助け県職員養成事業

職員自ら、救命蘇生法の勉強と実技講習を
受け、知識と技術を習得し、日頃の危機管理
に対する意識の高揚と、事故や災害時にお
ける救命措置の実践につなげる。

実施時期：４月～３月
実施回数：延べ８１回
受講者数：２，６９６人

○ 効果あり
各保健所
医務課

 



46 県民栄養室事業

各人の献立を送ってもらい、カロリー診断や
注意点などのコメントをつけて返還し、自分
の食生活の課題を理解し、併せて、よい食生
活の知識を普及する。

実施機関：１０保健所
実施時期：４月～３月
実施回数：１回
参加者：１名
主な内容：栄養評価をし、コメントをつけて返
還。よい食生活の知識を普及。

× 効果なし
各保健所
保健予防課

 

47 どこでも食品衛生掲示板事業

インターネットを利用することができない県民
が多く存在することから、スーパーマーケット
などの事業者や市町村の協力を得て、県の
発信する食品衛生に関する情報を無償でリ
アルタイムに、店舗や施設に設置されている
掲示板に掲示していただく。

実施時期：４月～３月
対象施設：３５０事業所
情報発信：１５回
主な内容：食中毒防止の注意喚起、食品に関
する情報、食品衛生監視・食品の検査情報

○ 効果あり 食品環境課  

48 動物学級ホームステイ事業

動物を飼育していない学校に対し、学級単位
にウサギまたはモルモットを貸し出し、正しい
飼育方法の普及と動物飼育を介しての命の
尊さ、諸問題への解決の力を育成する。

対象：２学級
動物：ウサギ２羽　　モルモット２頭
期間：１０月１５日から５ヶ月間（当初１ヶ月の
予定であったが、児童の希望により延長）

◎ かなりの効果あり 動物愛護センター 新規

49
こどもサポートプラン支援事
業

いわゆる「ひきこもり」の対策として、ハロー
アニマルにボランティアとともに来館し、犬の
散歩体験等ふれあいを体験する。

１　動物ふれあい体験
　　参加者：のべ２０名
２　ﾊﾛｰｱﾆﾏﾙで開催するイベントへの参加
　　参加者：のべ１２名

○ 効果あり 動物愛護センター 新規

50 アニマルセラピー支援事業

動物の癒し効果を心身症、自閉症などの治
療に応用するため、医療機関及び医師と連
携したアニマルセラピー実施場所としての活
用を図る。

１　動物ふれあい体験
　　参加者：４２回　３６人
２　心理テスト実施
　　７名

◎ かなりの効果あり 動物愛護センター 新規

生活環境部

51 NPO活動サポート事業
県の機関で不用となった物品をNPOに対し
提供する。

　県の機関で不要になった文房具類604物品を、Ｎ
ＰＯ法人９団体に対して提供した。 ◎ かなりの効果あり NPO活動推進室



52
高齢者・障害者の消費者トラ
ブル防止事業

消費者トラブルから高齢者世帯、障害者世
帯を守るため、ホームヘルパー等と県・市町
村の消費者行政担当窓口との連携により、
啓発・相談体制を強化する。

・高齢者・障害者等福祉関係者に対する出前講座を実施
(全県合計134回　7,789名）
・高齢者、障害者の消費生活ﾄﾗﾌﾞﾙ防止の為の「ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ」を構築。
・司法書士会の協力を得て成年後見制度学習会を開催。
・市町村担当窓口との連携により地域の民生委員等へ
の情報提供。
・啓発資料の発行、有線放送への情報提供、被害予防
情報の提供

◎ かなりの効果あり
各消費生活センター
生活文化課

53
全部見せます！
舞台裏探検隊

舞台裏の見学を希望する県民の皆さんを募
集し、文化会館の施設や事業を紹介する。

○17.6.18　舞台機構を紹介（県民文化会館中ホール、こ
ども探検隊[午前]50名、おとな探検隊[午後]19名）
○18.1.21　舞台照明を紹介し操作体験を実施
（県民文化会館大ホール、こども探検隊[午前]14名、おと
な探検隊[午後]15名）
○17.8.13～14　劇団南信協同公演終了後に公演鑑賞者
を対象に、舞台技術・演出の裏側、仕掛けを解説（伊那
文化会館小ホール、110名参加）
○18.2.22～23　本郷小学校体育館にて、児童に舞台進
行と裏方を経験してもらい、舞台づくりの世界を紹介し
た。（松本文化会館、540名参加）

◎ かなりの効果あり 各県民文化会館

54
子どものための「信濃美術館
おでかけ美術プログラム」

美術館を訪れることのできない子どもや保護
者を対象として、信濃美術館の作品を持参
訪問し、美術を体験する機会を提供する。

２病院の院内学級で計13回開催
参加者数延べ91名 ◎ かなりの効果あり 信濃美術館

55
高齢者モデル地区交通安全
教室＆家庭訪問事業

・（財）長野県交通安全教育支援センターと
のタイアップにより実施
・県指定の高齢者交通安全モデル地区の中
で高齢者の交通事故発生率が高い５地区を
事業実施地区に選定する。
・該当市町担当者は、老人クラブリーダー・区
長等と協議を行い、モデル地区における交
通安全教室の開催を計画、実施する。
・上記交通安全教室への不参加高齢者を対
象として、「高齢者家庭訪問」を実施する。同
家庭訪問は、支援センター指導員と、老人ク
ラブリーダー・区長等が合同で実施し、個別
の指導・アドバイスを行うこととする。

県内７市町村（８地区）
４０６世帯　５９８名を対象に実施 ○ 効果あり

各地方部
ﾓﾃﾞﾙ地区指定市町村
生活文化課

56
せせらぎサイエンス指導者養
成事業

身近な水生の生物を観察し、水質の状況を
把握するなど、水辺体験を通じた水環境保
全意識の一層の高揚を図るため、水生生物
調査等を行う指導者を養成する。

○指導者養成研修会の実施回数・受講人員
　　Ｈ16　２回　60人　→　Ｈ17　１回　27人
（H17の回数減は台風の接近により中止した
ことによる。）
○せせらぎサイエンスの実施団体数
　　Ｈ16　32団体　→　Ｈ17　43団体

○ 効果あり 水環境課



57 アレチウリ駆除活動拡大事業

県内の主な河川流域で急速に繁茂拡大して
いる外来種のアレチウリを、県職員が市町
村、関係団体等との協働により、駆除活動に
取り組む。

○県職員による駆除活動参加数
　Ｈ16　　338名　→　Ｈ17　392名
○民間主体の駆除活動参加数
　Ｈ16　6544名　→　Ｈ17　8582名

○ 効果あり
各地方事務所
水環境課

58 霧ヶ峰パークボランティア
霧ヶ峰自然保護センターを拠点としてパーク
ボランティアの活動をコーディネイトし、支援
していく。

実施機関：霧ヶ峰自然保護センター
ボランティア数：104名
活動延べ人数：407名
成果等：公園内のごみ減少
　　　　　センター施設の整備
　　　　　公園利用者への情報提供の拡充

○ 効果あり
諏訪地方事務所
（霧ヶ峰自然保護セン
ター）

59
エコ活動のためのメールマガ
ジン発行

合同庁舎内のエコ活動を推進するため、ＰＲ
用メールマガジンを配信する。

長野合同庁舎に勤務する職員を対象に、年３
回「エコ通信」（メールマガジン）を発行し、
ウォームビズや省エネ運転を周知、啓発し
た。

○ 効果あり 松本・長野地方事務所

60
消費者被害防止ネットワーク
づくり

高齢消費者等を悪質商法から守るための地
域ネットワークづくりを促進する。

機会あるごとにネットワークづくりを依頼した。報道
で悪質商法の高齢者被害が取り上げられたことも
あり、当所でも民生委員、隣接住民、交番が連携
を取り一人暮らしの高齢者のトラブルを未然に防
止したケースがあり、浸透しつつある。なお、市町
村担当者会議、消費生活教室等に於いても地域
ネットワークづくりの支援を行った。

○ 効果あり 上田消費生活センター

61
産業廃棄物減量化・適正処理
実践協定事業

産廃排出・処理事業者と「産業廃棄物減量
化・適正処理実践協定」を締結することによ
り、事業者の自主的な取り組みによる産業廃
棄物の減量化・適正処理を促進し、さらにそ
の取組みを情報公開することにより県民の
理解・信頼の確保と優良業者の育成を図る。

○平成18年度協定（17年度申込分）の締結数
　　5事業所5件
　　（建設業 4件、収集運搬業 1件）
○平成18年4月末現在協定締結事業所数
　　104事業所132件
　　（製造業 23件、建設業 30件、
　　処分業 35件、収集運搬業 44件)

○ 効果あり 廃棄物対策課

62
産業廃棄物情報電子メール
配信事業

産業廃棄物関連情報（法令改正、減量化・適
正処理情報等）を事業者へ直接配信し、迅
速で確実な情報提供及び減量化・適正処理
の徹底を図る。

○配信件数　７件　配信先　147事業者
○法律改正や、産業廃棄物処理業者等行政
処分、県リサイクル製品認定制度の募集等に
ついて便宜配信した。

○ 効果あり 廃棄物対策課



63
県職員による不法投棄率先
監視事業

県職員が、通勤や出張の機会あるいは休日
等に、不法投棄又は野外焼却を発見した場
合、速やかに、廃棄物監視指導室又は地方
事務所生活環境課に通報する。

年間の通報件数は４件であったが、通報によ
り関係市町村等と連携し、概ね速やかな対応
ができた。

○ 効果あり 廃棄物監視指導室

64
野尻湖における水草帯の復
元活動

野尻湖の水環境保全のため、水草帯の復元
活動を地域住民と共に行う。

　野尻湖水草復元研究会員および地域住民
の参加の下に、水草復元区において移行帯
の設置・管理を行った。さらに復元区における
生育過程等の定期的な調査を行った。
　また、住民を対象にした、水草復元に関する
説明会の開催、湖沼環境保全に関する啓発
事業の事前学習・説明者育成等を行った。

◎ かなりの効果あり 環境保全研究所

65
模型を利用した水洗化促進へ
の取り組み

下水を処理してきれいにする汚水処理の模
型を利用して下水道ＰＲを行い、水洗化促進
を図る。

　次のとおり下水処理施設模型の貸し出しを
行い、下水道のＰＲを行った。
　　　・　小学校　　　　　　　　　　　３校
　　　・　市町村のイベント　　　　４市町村
　　　・　流域下水道のイベント　２処理場
　　　・　信州環境フェア２００５　　２日

○ 効果あり 水環境課

66
松本地方事務所管内廃棄物
メーリングリスト事業

一般廃棄物に関して、県と市町村等で迅速
に情報や意見の交換を図るため、メーリング
リストを活用し、廃棄物の発生抑制・資源化
及び不法投棄対策等に資する。

廃棄物に関しての情報には、個人情報等が
含まれているため、１７年度はメーリングリスト
を使用せず、普通のメールを代用し、廃棄物
に関しての情報提供を行った。

× 効果なし 松本地方事務所

67
消費者情報提供事業
（新聞）

新聞へ消費者トラブルに関する啓発情報を
定期的に掲載して消費者への啓発を行う。
　１社　月２回　　３社　月１回

新聞社５社へ定期的に消費者トラブルに関す
る啓発情報を掲載
　○全国紙の地方版へ　２社
　　１社　月２回　　１社月1回程度
　○地方紙へ　３社
　　３社　月１回
＊新聞情報を見て消費者トラブルに対応し
た、あるいは関係機関へ相談して対応した
ケースがあった。

◎ かなりの効果あり 飯田消費生活センター 新規

68 交通安全教室開催事業

交通安全知識を普及・啓発するため、交通安
全教育ビデオの貸し出しに合わせて、交通
安全関係者（地事職員、交通指導員、警察
官等）がビデオの貸し出し先に出向いて交通
安全教室を開催する。

12回　約2,950名を対象に実施

【内訳】
○小中高校対象　　７回　約2,400名
○高齢者等対象　　３回　約　150名
○職員対象　　　　　２回　約  400名

○ 効果あり
各地方事務所
生活文化課

新規



69 生活排水コンシェルジュ事業

市町村設置型の合併処理浄化槽の整備を
推進するため、その計画段階から職員を市
町村等に派遣し、市町村が整備・維持管理
する仕組みづくりを支援する。

　小諸市、木曽町について、２日間延べ５人が
訪問し相談・助言を行ったほか、飯山市につ
いては電話による相談・助言を行った。
　その結果、飯山市、木曽町は平成１９年度
から市町村設置型の浄化槽整備事業を実施
する予定となった。

○ 効果あり 生活排水対策室 新規

商工部

70
健康・福祉機器等研究開発支
援事業

　成長が期待される健康・福祉機器等の産
業分野で、県内中小企業等が新商品開発を
行う上でリハビリテーションセンターのノウハ
ウが活用できるよう連携促進を図り、具体的
な新商品開発プロジェクトを支援する。

・商工部、リハビリテーションセンター、振興公
社及び企業による商品化に向けた最終検討
を行った。
・17年度に、寝たままの患者さんが自力で食
事を食べやすくするための補助具（かたむき
君）が商品化できた。

○ 効果あり
産業技術支援課
（社会部・衛生部）

71 金融機関との連携事業

　地域企業と密接な関わりを持つ金融機関の営業担当者
に県の施策を説明し、事業者に広く県の施策を紹介しても
らうことにより、県施策のより広範囲な活用を図る。併せて
意見交換を行うことにより、現場ニーズを把握し県の施策
に反映させる。
・地方事務所単位での施策説明会、意見交換会の実施
（本庁職員も参加）
・金融機関からの希望により、県職員を講師として派遣

・平成17年５月から６月にかけて県下10地域で開催し、延
べ338名の金融機関関係者が出席した。
・金融機関との意見交換を行うことにより、中小企業融資
制度資金のあっせん事務等が効率よく行われるように
なった。また、意見交換会における意見を基に制度資金
申込手続の簡素化に反映できた。

○ 効果あり
各地方事務所
産業政策課
ビジネス誘発課

72
小規模商工会支援チーム事
業

・地方事務所職員及び産業政策課職員で構成す
る小規模商工会支援チームを設置する。
・事業所数３００以下の商工会を小規模商工会と
し、各小規模商工会ごとに担当者を専任する。
・担当者は各商工会と連携を密にし、統合・広域連
携に向けた取り組み等の相談･指導等を随時行
う。

・主に各地方事務所の担当職員が該当する
商工会に赴き、助言や情報提供を行った。
（活動実績　延べ１２７人・日）
・その結果、新たに４グループが広域連携を
開始する等、一定の効果が得られた。

○ 効果あり
各地方事務所
産業政策課

新規

73
チャレンジ枠事業フォローアッ
プ事業

・17年度チャレンジ枠において、採択されな
かったものの、17年度２次募集以降に向け
事業の再構築を計画したり、新たにチャレン
ジ枠の活用を検討する商工団体に対して、
企画立案への助言や、ブラッシュアップ（磨き
上げ）などの支援を行う。
・17年度の事業実施団体には、概ね四半期
ごとに実施状況報告を求め、事業の進捗状
況を把握し、必要な助言等を行い、着実な事
業成果に繋げてゆく。

・地方事務所職員及び商工部職員による助言など
で、17年度２次募集では19件の事業申請、５件の
事業採択（うち１次募集不採択は２件採択）や、18
年度事業募集では61件の申請に結びついた。
・17年度採択事業については、実施団体への助言
などを行うことで、適正な執行管理に寄与でき、着
実な事業成果に繋げる一助とした。（最終的な事業
成果は現在確認中）

○ 効果あり
各地方事務所
産業政策課

新規

74
「御縁」をつくる企業訪問大作
戦

　職員が商工行政の営業マン（御用聞き）と
して、プロ意識を持って積極的に企業に出向
き、県の産業支援施策のＰＲ、企業ニーズに
応じた支援、新規施策につながる情報収集
などに取り組む。

・9月の企業訪問活動開始以来、1,500社を超
える企業訪問を実施した。
・職員を対象とした営業マン養成基礎研修を2
回実施した。
・県の施策を活用していない企業に対し、施
策のPRを行い、活用が図られるようになっ
た。

○ 効果あり

各地方事務所
産業政策課
ビジネス誘発課
産業技術支援課
雇用・人財育成課

新規
追加



75 バトラ－サ－ヴィス

　商工部の職員が「よろず承り」の精神で企
業を訪問し、経営上の課題はもとより、様々
な相談、要望も親身になってお受けし、課題
の解決までバイネームで対応する。

・11月24日のサーヴィス開始から約４か月で、
150以上の企業からの相談を受けた。
・毎月１回チーフバトラーを招集し、「バトラー
サーヴィスシステム検証会議」を開催して、
サーヴィスやシステムの改善点の検討や事例
の報告・検証を定期的に実施した。
・販路拡大に結びついた事例や立地希望に繋
がる成果も生み出されている。

◎ かなりの効果あり

各地方事務所
産業政策課
ビジネス誘発課
産業技術支援課
雇用・人財育成課

新規
追加

76
コモンズ新産業創出事業の
フォローアップ

　応募のあった案件について、助成金以外の
形でも出来るだけの支援を行うことで、創業
や新事業展開に結びつけていく。
・不採択となった事業について、地方事務所
を中心に、事業者の相談に乗り、現地調査
や選考委員の意見などを活かして、課題整
理など事業計画を見直す上のアドバイスや、
資金、販路開拓など各種支援施策・支援機
関の紹介などを行う。

・平成17年度に不採択となった31事業のうち、
支援を希望した10事業者に対し、顧客確保や
事業展開等についての相談や低利融資、他
の補助制度の紹介などを行った。
・支援を行った事業のうち、４事業の事業化に
成功した。

○ 効果あり
各地方事務所
ビジネス誘発課

新規

77
信州あぐりブランドプロジェク
ト

　バイネームで生産された信州産の秀逸な
食材等を、県外の著名なレストラン、料理店
や百貨店などへ直接売り込む。

・阪急百貨店(関西６店舗）にて、信州の秀逸
な農畜産物や加工品を集めた『信州フェア』を
６回開催してもらうなど、売り込みを行った。
・信州の野菜、果実、精肉、ワイン等の販路開
拓＆販売促進が図られた。

◎ かなりの効果あり 観光・物産振興ﾁｰﾑ 新規

78 信州アジール構想事業

　県及び市町村の“田舎暮らし”情報を県ＨＰ
を介して発信し、体験～滞在～移住へと、地
域の外からの人の集積を促進して地域の活
性化を図る。
（平成16年度事業により、ＨＰ整備済み）

・ホームページから信州の魅力あふれる「田舎暮ら
し」情報を発信した。（H17年度の一年間で約16万
件のアクセス）
・首都圏で、県と市町村が連携して「田舎暮らし」相
談やＰＲを実施した。
・信州への移住、農業体験、住宅斡旋などの「田舎
暮らし」に関する問い合わせが多く寄せられてい
る。

◎ かなりの効果あり 観光・物産振興ﾁｰﾑ 新規

農政部

79
(農産物の旬を味わう信州モ
デル推進事業）地域食材情報
連絡体制整備

学校給食に地域食材を供給するため、
生産者・納入業者・学校給食調理場・行
政関係者が市町村の調理場ごとに情報
交換を行い、供給体制づくりをめざす。

営業チームが主体となることで、地域食材の
日の実施等、地域食材を学校給食へ供給す
る仕組みができ、実施前に比較して地域食材
の利用が進んだ。また、児童、生徒の食や食
文化、農業への認識が深まると共に保護者の
関心が高まった。地域食材供給組織が１０３
形成された。

◎ 効果あり
各地方事務所、農業改良
普及センター、農政課

80 トレーサビリティ支援事業

栽培（生産）履歴記帳の推進を図る啓発
活動及び牛肉トレーサビリティシステム、
SEICAシステムをＰＲし、登録者数の増
加を図る。

・普及センター等による農家用「栽培日誌・飼育日誌」記
帳の啓発と県HPでの推進
・青果ネットｶﾀﾛｸﾞ(SEICA)システム登録者数(H18.4.19現
在）５１件(内訳：果実２３件、野菜１７件、きのこ２０件、米
１件)
・牛肉については、信州あんしん農産物の参加農場が平
成１６年度末の２６農場から３１農場に増え、生産者が消
費者サイドに立って、安全・安心な信州産牛肉の生産を
する意欲が高まっていることが思料された。

○ 効果あり

各地方事務所、農業改良
普及センター
農政課、農業技術課、園
芸特産課、畜産課



81
新規就農者里親支援事業
（里親農業者情報交換会）

新規就農里親支援事業（信州モデル創
造枠事業）のうち、里親農業者の資質向
上や相互の意見交換を目的とする里親
農業者情報交換会の開催をゼロ予算事
業で実施する。

情報交換会を５回実施し、７６名の参加があり、里親と研
修生の交流が深まった。

・平成17年8月2日　高森町　里親農業者9名、研修生5名
参加し実施（下伊那農業改良普及センター）
・平成17年8月24日　山ノ内町　里親農業者37名参加（農
業技術課）
・平成17年11月14日　佐久合同庁舎　研修生13名参加
（佐久農業改良普及センター）
・平成17年12月20日　松本市　里親農業者5名、12月27
日に研修生7名参加（松本農業改良普及センター）

○ 効果あり 農業技術課

82 農業農村広報事業
ホームページを活用して、歴史的農業施
設や自然環境保全の取り組みなど、農
業農村の文化、伝統の紹介を行う。

・　稲倉の棚田、塩田ため池群（上田市）など
の歴史的農業施設や自然環境保全の取り組
みなど、農業農村の文化、伝統の紹介を行っ
たところ、現地見学の希望や感想のメールが
寄せられた。
・　農業・農村の大切さを広く県民の皆さんに
紹介するため実施している「信州を撮ろう！
フォトコンテスト（第14回）」について掲載した。

◎ かなりの効果あり
各地方事務所
土地改良課

83 集落どこでも農声部事業

農政部職員が集落の方々と意見交換会
を行い、意見や要望、集落の課題やビ
ジョン等を把握し、今後の業務や政策形
成に反映させるとともに、協働して魅力
ある集落づくりに取組む。

担い手の高齢化、遊休荒廃農地の増加、鳥
獣害の増加等の課題を浮き彫りにしたうえ
で、地域の振興ビジョンづくりに寄与した。ま
た、中山間地直接支払い事業、おらのむらづ
くり事業等の事業の今後の課題も抽出され
た。さらに、新たに始まる経営所得安定対策
についての説明も行われ、制度の理解が進
められた。
実施市町村３９：実施集落84：延べ実施回数
152、参加県民数2685人、参加職員395人

○ 効果あり 農政部全機関

84
「ハイドリック・パワー」プロ
ジェクト出前講座

農業用水路を利用する小水力発電に関
する基礎調査結果を踏まえ、要望のあ
る農業生産法人、個人等に職員が出向
き、その情報提供を行う。

　「大町市商店街」の活性化に向け、既存農
業用水路を利活用したマイクロ水力発電の導
入について提案した。

◎ かなりの効果あり
北安曇地方事務所
土地改良課

85
お出掛け畜産技術集中支援
モデル事業（リニューアル事
業）

経営面に様々の課題はあるものの、飼
養管理技術や経営改善に前向きで意欲
がある生産者に対し、施設改善等の技
術支援を行う。

経営者との信頼関係が構築でき、生産技術に
関する改善が見られ、乳質等が向上した。
今後は、経営改善に対するアドバイスが必要
なことから、経営分析結果等を参考に、技術
支援等に協力していく。

○ 効果あり 松本家畜保健衛生所

86 職場体験受入事業

獣医師志望者、畜産就農希望者に家畜
保健衛生所での業務及び畜産農家等で
の現場作業を体験してもらうことで自ら
の適性を見極め、進路決定の参考にし
てもらうとともに、優秀な家畜保健衛生
所職員確保の一助とする。

・獣医学科在籍の大学生（４年生）１名を受入
・期間：５日間(H17/8/22～8/26)
・県、家畜保健衛生所の概要をレク後、牧場検査、農場
での衛生指導・採材等に同行しての現場作業、血液検査
や糞便検査等の検査室での検査を体験してもらった。
体験者からは「貴重な体験であった。進路決定の参考に
なった。２年後に県職員採用試験を受験したい。」と言う
感想をいただいた。

○ 効果あり 長野家畜保健衛生所



87
バス・ギル対策県民参加促進
事業

「バス・ギル問題を考える」ボランティア
ネットワークの構築および勉強会を開催
する。

･H17.7.2　豊科南小学校の児童、先生対象に勉強
会を行った。
･H17.8.1　小中学校(旧明科町、生坂村)の先生対
象に勉強会を行った。
・H17.12.15　大町北小学校の児童、先生対象に勉
強会を行った。
・一部地域では住民による自主的な駆除活動が始
まっている。

○ 効果あり 園芸特産課 新規

　職員自らが、土地改良区等に出向き農家や
地域住民と農業用施設の維持保全に対し協
働して活動した。
　H17.6.3に、千ヶ滝湯川用水の植栽作業を地
域住民、土地改良区、市町村とともに実施。

○ 効果あり
佐久地方事務所　土地改
良課

　２０ある「2005お出かけJプロジェクト」の１つ
として、「吉田池ホタルの里づくりプロジェクト」
を実施した。
近年少なくなったホタルの復活をめざし、職員
が地域住民や各種団体と協働して、ホタルや
カワニナの飼育・放虫や勉強会を行った。

◎ かなりの効果あり
上小地方事務所　土地改
良課

　阿智村備中原で活動を実施
　H17.4.17に、農村公園内の竹林整備を実
施。
　H17.7.3に、希少動植物であるセキショウや
カラスガイの引っ越し作業を実施。
　H18.2.5、H18.3.19に、環境に配慮した農村
公園の整備に向けて遊歩道づくりを実施。

○ 効果あり
下伊那地方事務所　土地
改良課

89 レンタル牛飼育体験事業
小学校敷地内に簡易施設を設置し、地
元酪農家から借り入れた子牛を児童が
飼育する。

前年度に引き続き実施する予定であったが、
貸与する牛が体調
不良となったため、実施を見合わせた。

× 効果あり
上伊那地方事務所、伊那
家畜保健衛生所

90 牧場で牛と青空教室
放牧中の公共育成牧場において、小学
生に対して牛についての青空教室を実
施する。

入笠牧場（高遠町）の衛生検査時に、小学生
約２０名が放牧牛の観察と写生を実施した。
また、上農高校から牛の食性・体のしくみ、農
政事務所からは牛肉のトレーサビリティなど
の説明が行われるとともに、牛に直接触れる
などの体験実習も実施した。

○ 効果あり
上伊那地方事務所、伊那
家畜保健衛生所他

新規

91 拾ヶ堰探検

農業用水路「拾ヶ堰」の流れる地元の小
学生を対象に、現地を案内し堰の歴史と
地域との関わりを理解してもらうととも
に、地域の環境美化に対し関心を深め
てもらう。

9月27日～10月6日にかけて開催し、豊科東
小学校をはじめとする安曇野市の小学校3
校、280人余の生徒が参加した。

◎ かなりの効果あり
松本地方事務所
土地改良課

新規

88 農村づくり職員実践事業
職員自らが、土地改良区等に出向き農
家や地域住民と農業用施設の維持保全
に対し協働して活動する。

新規



92
農産物・農産物加工品表示適
正化フォローアップ事業

直売所における農産物等の適正表示を
推進するため、職員が出向いて販売品
を見ながら指導を行う。

指導直売所数　１０店
１農産物の原産地表示については、徹底された。
２農産物の名称表示についてはおおむね徹底され
たが直売所によっては不充分な所がみられた。
３米の表示については、かなりの改善がみられた。
４加工品については不十分ながら改善されはじめ
た。

○ 効果あり
長野地方事務所
農政課

新規

93
生きもの引っ越しお助け事業
（地域とともに環境保全）

改修により落水する水路において、工事
に先立ち、そこに棲む生きものを一時的
に別の場所に移す作業（引っ越し）を地
域住民と一緒に行い、併せて観察会を
行う。

実施日：１０月２９日
実施箇所：長野市妻科　善光寺平用水
参加人数：約８０名（土地改良区、地域住民
　　　　、地事、長野市）
効果：本水路の農業用水路としての役割や、
地域の資源としての重要性を知ってもらうこと
ができた。

○ 効果あり
長野地方事務所
土地改良課

新規

94
高齢小規模和牛繁殖経営相
談事業

高齢小規模和牛繁殖経営農家を対象に
繁殖・飼養衛生管理等に対する助言と
技術支援を行う。

〇根羽子牛市場における相談窓口(４回設置)、家
保の電話、出張時受付等:計14件。
　･相談内容:各種経営関係(5件)、検査(4件)、飼料
(2件)、畜産機器･子牛育成･衛生害虫(各1件)。
　･対応:直接、相談者に返答したもの(12件)、地事
とともに対応したもの(2件)
〇根羽子牛市場相談窓口での情報提供
　･口蹄疫、ﾖｰﾈ病、遺伝病、繁殖管理等に関する
資料の掲示(16種)、配布(9種)と説明を実施。

○ 効果あり 飯田家畜保健衛生所 新規

95 水産情報宅配便
地域関係者等からの要望により講師（職
員）を派遣し、講演・研修会等を行う。

小中学校や漁協等の要望により、外来魚の
生態やＫＨＶ防疫対策について講演を行なっ
た。（本場３５団体５５４名、諏訪支場８団体２
６０名、佐久支場３団体９０名　計　４６団体９０
４名）

○ 効果あり 水産試験場 新規

96 学童教育協力事業
小学生等を対象とした試験場の見学案
内を行う。

採卵体験を中心に魚の生態等について実際
に「見て・触れて」学習できる場所を提供した。
（本場２７校１６５６名、木曽試験地３校２４名、
諏訪支場８校３８０名、佐久支場５校１５０名
計４３校２２１０名）

○ 効果あり 水産試験場 新規

97 ラベンダー栽培講習会の開催
塩尻市「つくしの会」の活動に協力し、５
月～１０月にかけてラベンダー作りの講
習会を開催する。

塩尻駅前の「にぎわい広場」にて５～６月に３
回開催し、延べ１８０人参加あり ○ 効果あり 中信農業試験場 新規



98 サンデー就農相談会の開催
Uターン者、農家子弟等の就農を支援す
るため、サンデー（休日）に相談会を開
催する。

Ｈ１８年２月～３月に県下１０広域で１１回相談
会を開催し、33名の相談に応じた。 ○ 効果あり

各地方事務所(農業改良
普及センター)

新規
追加

99
畜産サポーターサーヴィス事
業

畜産農家、ペットショップ経営者を訪問
し、経営や飼養管理、衛生上の課題解
決に向けて支援する。

・延べ訪問戸数は１，７６９戸、延べ相談戸数
は３４５戸あり、相談の結果、堆肥の品質が向
上したり、牛における夏場の受胎率が高まる
等の成果が上がった。

○ 効果あり
各地方事務所、農業改良
普及ｾﾝﾀｰ、家畜保健衛
生所、保健所、畜産課

新規
追加

林務部

100 元気な学校林プロジェクト
学校林を核として、多くの世代が生涯にわた
り関わることができる「生涯学習の森」づくり
をコモンズとともに進める。

【活動事例】
・森林環境教育、木工教室の実施
・森林作業体験・学校林活動の指導
・木製机、椅子の組立て　　　など
【実施回数】382回
【参加者数】児童、教員等　延べ16,138人

◎ かなりの効果あり 林務部各機関

101
ふるさとの森林づくり県民運
動

森林づくり条例の具現化に向けた様々な取り
組みを職員が率先して実行し、地域から森林
づくりの機運を高めていく。

【活動事例】
・集落懇談会への参加
・森林づくり体験、環境緑化指導
・炭焼きやきのこ植菌などの作業体験　など
【実施回数】885回
【参加者数】県民　延べ38,422人

◎ かなりの効果あり 林務部各機関

102 森林保全巡視パトロール
森林パトロールの実施を通じて森林整備の
状況等を把握し、森林整備や施設整備への
計画へと反映させる。

【活動事例】
・雪崩発生状況の現地調査（松本）
・林道沿線、なだれ危険箇所巡視（北安曇）
【実施回数】　21回
【参加者数】　52人

○ 効果あり 松本・北安曇地方事務所

103 地域住民と進める森林整備

喫緊の課題である森林整備に地域の方々と
ともに職員が率先して取り組み、職員自身の
技術研鑽も図りながら、県民の主体的な森
林づくりを推進する。

【活動事例】
・造林事業勉強会等（諏訪）
・間伐及び竹林の整備（下伊那）
・松くい虫被害木駆除等（木曽）
・地区森林整備の実施等（長野）
【実施回数】　25回
【参加者数】　延べ446人

◎ かなりの効果あり
諏訪・下伊那・木曽・長野
地方事務所

104 薪割り作業体験
佐久の地域材で薪割り作業の体験講習会を
開催

【活動事例】
・玉切り、薪割り、講習会の実施
・薪の配布
【実施回数】　3回
【参加者数】　66人

○ 効果あり 佐久地方事務所
新規
追加



105 県有林からの贈り物
社会福祉施設で下諏訪県有林のモミの木間
伐材をクリスマスツリーとして利用してもらう
ために、入所者とともに間伐作業を行う。

【活動事例】
・モミの間伐及び搬出、贈呈
【実施回数】　2回
【参加者数】　延べ34人

○ 効果あり 諏訪地方事務所

106
森林・林業のよくある質問
データベース化

森林・林業に関する質問をデータベースとす
ることで、事務効率の向上と迅速なサービス
の提供を図る。

【活動事例】
・県民からよくある質問をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
【実施回数】　1回
【参加者数】　延べ38人

○ 効果あり 上伊那地方事務所

107
地域住民と進める身近な流域
管理

職員自ら地域の方々とともに流域の環境を
整備を行い、話し合うことにより、県民の流
域、森林に対する意識の向上を図り、地域が
愛着を持てる流域の創造に資する。

【活動事例】
・勉強会、現地検討会、調査指導の実施
【実施回数】　5回
【参加者数】　延べ53人

○ 効果あり 諏訪地方事務所

108 山地災害危険地区パトロール
山地災害危険地区のパトロールを実施し、次
年度以降への計画に反映させるなど、地域
の防災対策を推進する。

【活動事例】
・荒廃渓流、落石危険地区等の調査（上伊
那）
・山腹崩壊箇所の現地調査、確認（松本）
【実施回数】　28回
【参加者数】　延べ135人

○ 効果あり
上伊那、松本地方事務所

109 森林保全施設等管理
治山施設等の安全確認や県有地の支障木
伐採等を職員実行で行う。

【活動事例】
・治山事業施工地の現状確認
・落石発生箇所の確認
【実施回数】　14回
【参加者数】　延べ33人

○ 効果あり 松本地方事務所
新規
追加

110 林道マン登場
林道パトロールの実施を通じて、良好な視界
の維持や側溝の整備等の維持管理の推進
を図る。

【活動事例】
・住民との協働で側溝整備
・意見交換会
【実施回数】　1回
【参加者数】　38人

○ 効果あり 長野地方事務所

111 山と水に親しむ林内歩道整備
林内の歩道・古道を整備し、県民が山と水に
親しみやすい環境をつくる。

【活動事例】
・歩道の開設
【実施回数】　7回
【参加者数】　延べ126人

◎ かなりの効果あり 林業大学校



112
職員が講師となり開催する森
林観察会

植物、動物、地質等に識見の深い職員が講
師となり、県民等を対象に定期的に森林観
察会を開催する。

【活動事例】
・鳥獣保護に関する研修
・山火事跡地の森林再生
・養護学級森林学習会
・保育士連絡会森林学習会　など
【実施回数】　16回
【参加者数】　延べ464人

◎ かなりの効果あり 林業総合センター

113 県有林整備実行
県有林において、その整備を職員自らが実
行し、地域のモデル的な森林へと誘導する。

【活動事例】
・作業道、歩道等整備（木曽）
・つる切、間伐、枝打ち等（長野）
【実施回数】　8回
【参加者数】　延べ44人

○ 効果あり 木曽・長野地方事務所

114 林大校外研修一般公開 林業大学校の授業内容を一般に公開する。

【活動事例】
・山野草の学習
・草木染め
・きのこ観察会
【実施回数】　5回
【参加者数】　延べ119人

◎ かなりの効果あり 林業大学校

115 センターの森整備
林業総合センター内の森林を整備し、県民
の利用に資する。

【活動事例】
・草刈り
・散策路の整備
・林内整備
【実施回数】　15回
【参加者数】　延べ94人

◎ かなりの効果あり 林業総合センター

116 信州の木営業活動
県職員が営業マンとなって信州の木の利用
を積極的に進める。

【活動事例】
・信州ふるさとの住まい事業の普及
・信州ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ・ﾎﾞｲﾗｰの普及
・木材フェアの開催　　　　　　など
【営業回数】　730回
【参加者数】　訪問企業、県民延べ7,188人

◎ かなりの効果あり 林務部各機関 新規

117 野生鳥獣被害防止対策
野生鳥獣による深刻な被害の対策を職員が
地域とともに実行し、野生鳥獣と共存する里
づくりを目指す。

【活動事例】
・鳥獣被害防止緩衝帯整備
・誘引物の除去（柿もぎ）　　　など
【実施回数】　24回（緩衝帯　7ha他）
【参加者数】　延べ649人

◎ かなりの効果あり 林務部各機関 新規

118 森林環境出前学習講座
小中学校を対象とした年間を通じてのカリ
キュラム作成と環境教育の実践支援を行う。

【活動事例】
・中学校の講座制総合学習
【実施回数】　5回
【参加者数】　延べ41人

○ 効果あり 上小地方事務所 新規



119 展示林リフレッシュ
間伐展示林などの点検を行い、必要な箇所
については職員が手入れを実行する。

【活動事例】
・間伐展示林４箇所の点検とその結果、1箇所
の再整備の実施
【実施回数】　１回
【参加者数】　３０人

○ 効果あり 上小地方事務所 新規

120 山腹荒廃マップ作成

山腹荒廃マップを作成することにより、改良
工事計画へと反映させるとともに、地域の荒
廃状況についての情報の共有化を促進す
る。

【活動事例】
・道路沿線の荒廃森林実態調査
【実施回数】　7回
【参加者数】　延べ12人

○ 効果あり 下伊那地方事務所 新規

121 稀少樹木の植生マップ作成
稀少樹木の植生マップを作成することによ
り、稀少樹木の情報の共有化を図るととも
に、森林施業への参考とする。

【活動事例】
・専門家からの意見聴取
・現地調査
・学習会の開催
【実施回数】　5回
【参加者数】　延べ41人

○ 効果あり 下伊那地方事務所 新規

122 雪起し等共同実行
林道沿線の桜の雪起しや被害木の除去を住
民との協働により実行

【活動事例】
・桜の雪起しを住民との協働で実施
・雪による倒木を除去し林道の通行確保
（ﾁｪｰﾝｿｰの講習会同時開催）
【実施回数】　2回
【参加者数】　延べ30人

○ 効果あり 北信地方事務所 新規

123 間伐材で雪囲い
間伐材の有効利用と地域へのＰＲのために、
間伐材を使った雪囲いを実行する。

【活動事例】
・ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの協働で桜苗木に間伐材を用
いて雪囲いを実施
【実施回数】　1回
【参加者数】　19人

○ 効果あり 北信地方事務所 新規

124 根曲がり材でベンチづくり
間伐材の有効利用と地域へのＰＲのために、
根曲がり材の間伐材を使ったベンチを作成
する。

【活動事例】
・間伐材を用いて丸太椅子を作成し感謝祭に
て展示
【実施回数】　1回
【参加者数】　10人

○ 効果あり 北信地方事務所 新規

125 下刈り体験指導
地域での指導者養成を目指して合庁職員に
よる体験学習を開催

【活動事例】
・合庁職員を対象とした下刈り体験指導
【実施回数】　3回
【参加者数】　延べ19人

○ 効果あり 北信地方事務所
新規
追加

126
森林空間を利用する歩道整
備

森林の多面的な利用を図るために職員が率
先して歩道の整備を実行する。

未実施 × 効果なし 北信地方事務所



土木部

127

建設事務所等による各種説
明･相談会の実施
～行政お出かけ・押しかけ講
座～

行政機関自らが積極的に地域に出向
き、土木行政に関する説明やＰＲを行う
とともに、意見交換を通じて県民要望の
把握に努める。

・Ｈ１４年度から毎年管内の市町村を対象に
土木行政懇談会を開催し、道路･河川・砂防
事業について、事業箇所の概況説明や地区
住民の意見・要望聴取を行っている。
・Ｈ１７年度はＨ１８年３月に小谷村で実施し
た。(姫川砂防事務所と共同開催)

○ 効果あり 大町建設事務所

128
公共事業により発生する伐採
木の処理

公共事業により発生する伐採木のリサ
イクル(民間･地域に安価で提供)により、
経費削減、資源の有効活用、木材産業
の活性化を図る。

・河川維持事業、砂防事業等において発生し
た支障木、雑木を希望者に無償で提供するこ
とにより、処理費用を軽減するとともに資源の
有効活用を図った。
 ［例］ 河川支障木 2ｔダンプ20台分 (大町)

◎ かなりの効果あり
諏訪･伊那･木曽･大町建
設事務所

129
総合的な国道147号の渋滞対
策(ＴＭＤ等)

市町村、企業等との連携により、経費を
かけずに国道１４７号の渋滞対策を行
う。
(通勤時の右折自粛呼びかけ、通行ネッ
ク箇所の調査、渋滞長調査等)

・松本市、安曇野市の従業員100人以上の企
業に対し国道１４７号の道路整備についてア
ンケート調査を実施した。(61社中41社回答)
・アンケート結果は今後の道路整備に反映し
ていく。

○ 効果あり 安曇野建設事務所

130 災害履歴データベース化事業

過去50年間位に発生した災害データを
収集、データベース化し、GISにて一元
管理を行う。平成１７年度は予備調査、
現地調査と一部データベース化を行う。

・Ｈ１７年７月に災害履歴としてデータ整理をし
た一部の箇所について現地調査を実施すると
ともに、災害履歴に関する確認を行った。(木
曽）

◎ かなりの効果あり
各建設事務所等
技術管理室

131
住民参加型都市計画(まちづ
くり)提案事業

住民参加型のまちづくりを一層進めるた
め、支援体制を整える。
(大正橋周辺の道路アダプト、万葉橋周
辺の街路樹管理、稲荷山地区の歩道整
備など)

［大正橋周辺の道路アダプト］
・「水上布奈山街並みの会」により、大正橋周
辺の清掃、法面の草刈り、花植え等の活動を
実施した。(年8回、延べ96人参加)
・戸倉･上山田温泉への玄関口として、沿道美
化に努めた。

○ 効果あり 千曲建設事務所

132 土尻の砂防施設等100選
土尻川砂防事務所における砂防施設に
ついて、ホームページを活用し県民に対
するＰＲを行う。

・ホームページ作成中 × 効果なし 土尻川砂防事務所

133
建設資材等支給・住民参加型
維持事業

住民参加による地域づくりを進めるた
め、住民が自ら行う身近な道路の維持･
修繕作業に対して、建設資材の供給な
どの支援を行う。

・小谷村の（一）奉納中土（停）線の舗装補修
用に常温合材を地元団体に提供し、住民によ
る補修を適宜実施してもらった。(大町)
 
    実施事務所： 1事務所

○ 効果あり
臼田･諏訪･伊那･大町･須
坂建設事務所



134
入札制度改正に伴うパソコン
研修事業

新たな入札制度の円滑な導入に資する
ため、中小の建設事業者を対象に、職
員が講師となりパソコン研修を行う。

・Ｈ１５年度から講習会を実施してきたが参加
者も減少傾向にあり、１７年度は実施しなかっ
た。
・パソコン、インターネット環境が普及し、新た
な入札制度も定着しており、建設事業者から
の照会も少なくなってきている。

× 効果なし
上田･諏訪･大町･千曲･飯
山建設事務所

135
チェーン着脱場積極的活用事
業

地域農産物･地場産品の販売･ＰＲ、県
産材製品の展示など地域活性化を目的
として、チェーンの着脱場のスペースの
貸出しを行う。

・利用者も増加し盛況で、地域農産物・地場産
品の販売ＰＲなどの情報発信に大きな効果が
あり、周辺道路を含めてゴミ等の散乱がなく、
他のチェーン着脱場への波及も期待できる。

◎ かなりの効果あり 須坂･長野建設事務所

［道路］
・橋梁点検、道路法面落石パトロール、ガード
レール金属片調査、道路照明設備点検、歩道
危険箇所点検、ガードレール未設置箇所点
検、路面点検等を実施した。
   ５月～２月の間に8事務所で実施
  全実施回数：51回、延べ参加者：241人

○ 効果あり

［河川］
・台風前後に河川の危険箇所調査を実施
・河川パトロールを実施
・河川堤防点検を実施

○ 効果あり

［砂防］
・Ｈ１７年７月に砂防施設パトロールを実施し
た。(須坂)

◎ かなりの効果あり

137 長野県産新工法等PR事業

県産材活用の推進を図るため、官民共
同で開発した｢信州型木製ガードレール｣
等について、名刺への掲載等によりＰＲ
を行う。

・道路維持課長はもとより課内職員の名刺に
「信州型木製ガードレール」の写真を掲載し、
国や他県との会議の際に多く使用し、ＰＲを
行った。

○ 効果あり 道路維持課

138
環境改善に向けたロードセー
ルス事業

有料道路の利用促進、環境に配慮した
運転マナーの徹底などについて、高速
道路ＳＡ･ＰＡ、道の駅等におけるチラシ
配布などによりＰＲを推進する。

・高速道路ＳＡ・ＰＡ、道の駅にチラシを配布
      配布部数：1500部

［参考］
    通行台数H16→H17　102.9%
    （本事業の直接的効果は不明）

○ 効果あり 道路計画室

136
道路・河川施設等の診断パト
ロール事業

県が管理する道路施設、特に重要構造
物(橋梁、トンネル、ロックシェッド等)の
チェック・診断を行い、維持管理の充実･
強化を図る。

臼田･佐久･木曽･松本･安
曇野･大町･須坂･中野･長
野･飯山建設事務所



139 地区ぐるみ歩道除雪事業

地域住民との協働により、これまで実施
されていなかった歩道の除雪を職員が
率先して行い、地域連帯意識の醸成を
図る。

・通学路指定されている歩道の除雪を実施
し、歩行者の多い道路であることから効果は
あったと思われるが、一般住民の参加が少な
く地域連帯意識の向上が課題である。
  実施事務所： 8事務所
  全実施回数： 69回、延べ職員参加数354人

○ 効果あり
臼田･上田･伊那･木曽･松
本･大町･千曲･須坂･中
野･長野建設事務所

140
道路利用者による道路情報
通報制度

タクシー協会との協力関係により、落石
などの路面状況に関する情報の的確な
把握を行い、安全な道路環境の確保を
図る。

・Ｈ１７年度は通報実績はなかったが、今後も
タクシー協会へ協力を依頼していく。 × 効果なし 諏訪建設事務所

141 緊急時の車両借用制度

大規模地震等の非常時における道路の
寸断等に対応するため、管内の事業所
からパトロール用の原動機付自転車を
借用する。

・Ｈ１７年度は借用実積はなかったが、災害等
の非常時における対応として必要なため、今
後も継続する。

○ 効果あり 諏訪建設事務所

142
河川モニター現地交流会の実
施

河川モニター同士の交流を深めることに
より、住民自らが河川を守る活動の拡
大･充実を図る。

(未実施) × 効果なし 安曇野建設事務所

［道路］
・観光シーズンを前に延べ30回、延べ約260
人が実施して地域から好評であったが、利用
者への道路愛護意識の浸透を更に工夫すべ
きである。

○ 効果あり

［河川］
・主要河川において河川清掃を実施(松本･中
野)
　　延べ参加者： 83人

○ 効果あり

［道路］
・延べ104回、住民延べ約1,200人が実施して
地域住民の維持管理に対する意識がかなり
深まり効果があった。

◎ かなりの効果あり

［河川］
・河川愛護活動による河川美化活動の実施
　　  805団体、約23万人
・アダプトプログラムによる美化活動の実施
　　 諏訪湖： 64団体、約7,000人
　　 上   川： 41団体、約4,600人

◎ かなりの効果あり

145
河川愛護団体への職員の参
加

河川愛護活動に職員も参加し、河川の
現状を把握するとともに住民要望の把
握に努める。

・「第４回ふう太郎河童の川普請」への参加
　(河川内の立木伐採、堤防の草刈)
・｢ケヤキの森公園｣の式典・イベントに伴う作
業(馬曲川・樽川)

○ 効果あり 飯山建設事務所

144
住民参加による道路・河川等
の維持管理

地域住民との協働によるきめ細やかな
活動により、道路･河川等の環境の向上
を図るとともに、維持管理に対する相互
理解を深める。

各建設事務所
土尻川砂防事務所

143
職員による道路・河川一斉清
掃

行楽シーズン前や供用開始前に道路清
掃、空き缶･ゴミ拾いを行い、利用者に対
するイメージアップと道路の愛護思想の
普及を図る。

佐久･伊那･木曽･松本･大
町･須坂･中野建設事務
所



146
道路・河川等不法投棄物処理
事業

職員により道路･河川の巡回・巡視を行
い、不法投棄の早期発見、拡大防止と
不法投棄抑止の啓発を図る。

・Ｈ１７年５月に２回、１０月に１回、角間川、夜
間瀬川で河川の巡視を実施し、発見した不法
投棄物を処理することにより河川環境の美化
が図られた。（中野）
・日頃の道路、河川のパトロールにおいても、
不法投棄の早期発見に努めている。

○ 効果あり 伊那･中野建設事務所

［道路］
・通学路の歩道部防護柵の浮きサビで児童の
服が汚れるため、塗装修繕を実施した。
・草刈りやトンネル歩道壁面の落書き消し、側
溝の泥上げ等を実施した。
  実施事務所： 8事務所
  全実施回数：70回、延べ参加者：283人

◎ かなりの効果あり

［河川］
・主要河川において外来植物（アレチウリ、ニ
セアカシア）の駆除を実施し、繁茂拡大防止
につながった。
・主要河川において支障木の伐採と除草作業
を実施し、河川の機能維持及び美化につな
がった。

○ 効果あり

［砂防］
・赤川砂防公園において、立木伐採と草刈り
を行った。(長野)

◎ かなりの効果あり

148
新規事業採択における住民
の合意形成システムの構築

新規事業の採択に当たり、事前に住民
の合意形成がなされるようなシステムを
構築し、事業実施の円滑化を図る。

・住民との協働による道路維持管理作業を行
う中で、修繕や改良など事業化すべき箇所に
ついて共通認識を持つことができた。(大町)
・地域住民の提案を活かし、歩道設置計画を
立案した。(伊那)
  ［例］ 奉納中土（停）線･小谷村曽田先
         (主)伊那辰野(停)線･箕輪町北小河内

○ 効果あり
伊那･安曇野･大町建設
事務所

149
職員による県管理道路の情
報提供事業

県道等により通勤する職員から、穴ぼ
こ、落石等の道路情報の提供を受け、迅
速かつ的確な道路の安全対策を行う。

・各所の合計で167件の報告があり、道路を管
理する上で有効であった。 ○ 効果あり

上田･諏訪･伊那･安曇野･
大町･千曲･中野･長野･飯
山建設事務所、佐久高速
道事務所

147 維持作業の直営化

道路・河川等の維持管理予算が減少す
る中で、県民サービスの低下を防ぐた
め、事務・技術職員が直営で維持作業を
行う。

諏訪･伊那･飯田･松本･安
曇野･千曲･須坂･中野･長
野･飯山建設事務所



150
ちいさな命を守る「協働」点検
事業

児童･高齢者･身体障害者の目線に立っ
た歩行パトロールをＰＴＡ、児童、市町村
等とともに実施し、安全で快適な歩行空
間の確保を図る。

・先生、生徒、市町村職員等と歩行パトロール
を実施し、その結果を道路計画の策定や道路
管理に活かすことができた。
　 実施箇所： 箕輪町2箇所  中野市1箇所
                   松本市1箇所

◎ かなりの効果あり
伊那･松本･中野建設事
務所

［道路］
・徒歩等による歩道点検により危険箇所が発
見でき、直ちに補修ができた。
    実施事務所： 3事務所

○ 効果あり

［河川］
・主要河川における点検を実施し、危険箇所
の把握と安全性の確認ができた。(大町･中野)

◎ かなりの効果あり

152
道路付属施設等の発生材の
登録と再使用

工事等で発生する道路付属施設(ガード
レール、道路照明、側溝蓋等)について、
データ登録･情報交換により再利用を推
進する。

・工事現場で発生した使用可能な資材（ガード
レール・グレーチング等）を県有資材置場に収
納し、必要に応じ道路補修に再利用した。
・国道254号平賀ＢＰで発生した玉石を（一）湯
川の河川改修で利用した。
    実施事務所： 4事務所

○ 効果あり
佐久･安曇野･大町･須坂･
飯山建設事務所

153 交通量調査
職員自らにより交通量調査を行い、道路
計画、道路改良事業等の基礎資料とし
て活用する。

・(国)１４１号、(国)１４４号、(国)１５２号など計
19路線において、職員自らが交通量調査を実
施し、道路計画、道路改良事業等の基礎資料
とすることができた。
　  実施事務所： 7事務所
　  延べ職員数： 126人

◎ かなりの効果あり
佐久･上田･伊那･飯田･松
本･安曇野･大町･千曲･須
坂･中野建設事務所

154 道路案内サービス事業
道路案内地図等を作成し、道路利用者
に冬期間の雪道情報の提供を行う。

・ガソリンスタンド等に情報案内ビラを配布し
て広報に努めるとともに、携帯電話等からアク
セスできる情報発信を行った。

○ 効果あり 大町建設事務所

155 土木部地域交流事業
土木部管理施設の開放や各種行事･交
流イベント等を通じて、地域住民の土木
行政に対する理解の促進を図る。

・諏訪湖流域下水道処理場ふれあいまつり、砂防
工事現場見学会の実施（諏訪）
・天の中川橋の一般開放(伊那)
・松川ダム･片桐ダム見学会の実施(飯田)
・砂防林の植樹体験会の実施(須坂)
・水防訓練(夜間瀬川ほか)の実施(中野･飯山)
・白馬砂防姫川・源流の里フェスティバルの実施
(姫川)

◎ かなりの効果あり
諏訪･伊那･飯田･須坂･中
野･飯山建設事務所、姫
川･土尻川砂防事務所

151
既存の道、既存の川　歩いて
じっくり点検、安全確認事業

徒歩による道路･河川の点検を通じて、
通常のパトロールでは困難な危険箇所
の把握を行う。

伊那･松本･大町･千曲･中
野建設事務所



156
資材、工法調達の専門家配
置による公共施設整備の新
たな展開

新技術、新工法の導入･普及を推進する
ため、技術職員による専門チームにおい
て、建設業者の技術提案の募集や情報
収集を行う。

・｢信州発・先進技術活用支援事業」として技
術提案を公募し数社から応募があったが、Ｈ
１８工事において応募技術の一つを採用する
こととした。（須坂）
・4回のプレゼンテーションを実施し、計13件の
提案を得た。（木曽）

◎ かなりの効果あり 木曽･須坂建設事務所

157
土木工事の進捗状況情報提
供サービス

各種媒体を利用し、工事の進捗状況等
(発注計画、実施箇所等)の情報提供を
行う。

・発注計画については、ホームページで公表
し、毎月更新している。
・主な公共事業箇所について、概要、当年度
事業費等をホームページで公表している。

◎ かなりの効果あり
各建設事務所等
技術管理室

158
市町村土木事業に対する技
術支援

土木技術職員のいない市町村に対し
て、職員が出向いて、土木施設の改修、
施工管理などの技術支援、助言を行う。

・Ｈ１７年6～7月に町村建設･下水道担当課長
会議を開催の上、現地調査を実施し土木事業
の要望や対策方針を検討した。（木曽）
・工事現場安全パトロールを市町村担当者と
合同で実施した。（佐久）
・災害復旧事業、道路改築事業等への助言を
行った。(須坂)

○ 効果あり
佐久･木曽･須坂建設事
務所

［河川］
・｢森と湖に親しむ旬間｣にダム施設の一般解
放とダムの役割や災害について説明を実施し
た。(15ダム)
・天の中川橋の一般開放時に小中学生に自
然災害等の説明を実施した。(伊那)

◎ かなりの効果あり

［砂防］
・白馬北小学校の児童370名を対象に、｢小学
生わいわい塾～姫川の土石流ってなんだ!?
～｣を実施した。(姫川)
・Ｈ17年11月に小川小学校の児童29名を対象
に現地見学会を実施し、地すべり対策事業に
ついて説明を行った。(土尻川)

◎ かなりの効果あり

160
こんなもの見たことないぞ！
プロジェクトＳ見学会

大型土木構造物の見学会を実施し、土
木施設に対する理解促進とイメージアッ
プを図る。

・｢白馬砂防姫川･源流の里フェスティバル｣に
おいて、源流砂防体験ツアー、砂防事業の写
真パネル展示を実施した。(姫川)
・｢大糸線で行く姫川見学｣で小谷村内の砂防
施設の見学を実施した。(姫川)
・山ノ内町北小学校を対象に砂防施設の見学
会を実施した。(中野)

◎ かなりの効果あり
伊那･中野建設事務所
姫川砂防事務所

159 職員先生

職員が先生となって、小中学校の児童･
生徒に対して砂防施設･ダム施設の役
割や自然災害などに関する説明を行う。
(見学会、学習会の開催など)

伊那･飯田･松本建設事
務所
姫川･土尻川砂防事務所
各ダム管理事務所



161 直営による立木調査事業
職員が直営により立木補償の現地踏査
から補償額算定まで行うことにより、経
費削減と職員の資質向上を図る。

・職員が自ら立木調査を行うことにより、経費
の縮減、資質向上が図られ、更には地権者に
対する丁寧な説明にもつながった。
    上田：10件  安曇野：1件  須坂：5件
・ただし、小規模な立木補償を中心に、直営と
委託のいずれが効率的か判断して対応する
必要がある。

○ 効果あり
臼田･上田･安曇野･須坂
建設事務所

162 地域コモンズコンシェルジュ
全ての市町村に担当職員を割り当て、
地域の諸問題に対応するとともに、住民
協働活動に対する支援を行う。

・管内全市町村で現地調査20回、現地立会
120回を実施した。（伊那）
・「子供の水辺再発見プロジェクト」に2件登
録、道路アダプト6件締結、河川アダプト等の
紹介を行った。（飯田）

○ 効果あり 伊那･飯田建設事務所

163
万水川堤防への「せせらぎの
小路づくり」

万水川堤防上の遊歩道整備を住民との
協働で行うことにより、河川愛護意識の
高揚、廃材等の有効活用、既存自転車
の一体的利用の促進を図る。

・万水川の河川堤防で参加者総勢39名（一般
10名）により実施した。
　　  実施延長 Ｌ＝230ｍ

◎ かなりの効果あり 安曇野建設事務所

164
職員測量･設計技術力アップ
事業

従来業務委託で対応していた小規模の
測量･設計業務について、職員がグルー
プを編成し直営により実施し、技術力の
向上を図る。

・職員の直営により測量･設計などを実施し
た。
     (一)下仁田佐久線･佐久穂町余地の
    測量･設計 (臼田)
    県単道路防災等4箇所の横断測量(伊那)

◎ かなりの効果あり 臼田･伊那建設事務所 新規

165 なんでも相談窓口事業
土木事業に関する住民からの提案、要
望等を受けるため、日時を定め相談窓
口を開設する。

・｢道の相談窓口｣を含め、年間約240件の相
談に応じた。
・権兵衛トンネルの開通に伴うものが多かっ
た。

○ 効果あり 伊那建設事務所 新規

166 ＯＢ活用による土木行政巡視
土木行政経験の豊富な県職員ＯＢを活
用し、土木行政の巡視(無認可採石･河
川汚濁等の情報提供など)を実施する。

・道路舗装や道路付属施設に関する4件の情
報提供があり、すべて処置を行った。 ○ 効果あり 佐久建設事務所 新規

住宅部

167
県産材活用住宅普及応援事
業

消費者（施主）への説明機会を捉え、県産材活用
住宅に対する支援制度の説明や、地域で積極的
に県産材活用に取り組んでいる者（信州木づくり
の家整備推進事業の認定グループ等）の紹介を
行う。また、参加者からの意見、要望をとりまとめ、
施工業者に関するものについては、建設産業団体
を通じて工務店等に伝える。さらに、木造住宅を供
給している工務店を訪問し、県産材活用住宅への
支援制度の説明と制度利用を呼びかけるととも
に、要望聴取や意見交換を行う。

実施機関：１０地方事務所
事業実績：
　住宅フェア県下５地区に参加しパンフレット
配布
　会社、設計事務所等を訪問２７０社
　各種団体総会やイベント等１６回
　木造住宅見学会２回

○ 効果あり
各地方事務所
建築管理課



168
高齢者のための住宅
なんでも相談事業

「老人大学」の学生を対象に、簡単な講
義と質問コーナーからなる「高齢者に優
しい住まいづくり講座」を実施する。

実施機関：建築管理課
事業実績：
　松本地区で２回実施し、老人大学の学生４４
名が出席した。また、個別相談も７名行った。

○ 効果あり 建築管理課

169 耐震化促進事業

すまいの安全「とうかい」防止対策事業
を実施する市町村と連携し、自治会等に
出向いて事業の内容や住宅等の耐震化
の必要性を直接住民に説明することに
より、住宅等の耐震化を推進する。

実施機関：建築管理課、６地方事務所
事業実績：
　市町村主催会議２回
　自治会１回
　各種イベント９回

○ 効果あり
各地方事務所
建築管理課

170
わが街まちづくり（マップ活用）
支援事業

住宅市街地における地震防災対策や将
来のまちづくりを推進するため、住宅市
街地整備等の各種まちづくり事業や地
区計画等規制制度の活用について啓発
を図る。

実施機関：建築管理課
事業実績：
　説明会等を8回開催し、各種事業化に向け検討し
た。また、上田市上塩尻地区まちづくり報告書を作
成し、地元、メンバー、関係団体に配布した。
　岡谷市の小学校への出前講座を2回開催した。

○ 効果あり 各地方事務所

171
次代につなげる景観
創造事業

住宅部が教育委員会等関係機関と連携し
て、職員が小学校に出向き、体験学習等を
通じて児童に景観の大切さを伝える。

訪問小学校数　１０校

参加児童数　　７４０名
○ 効果あり 各地方事務所

172
違反広告物等追放
パトロール事業

職員が出張の際に違反広告物等の発見に
努めてもらい、市町村による早期除去等を促
進する。

発見・通報件数　　８５５件 ○ 効果あり 各地方事務所

173
県営住宅のグループホーム
促進事業

住宅部と社会部が連携し、社会福祉法
人・ＮＰＯ等へ県営住宅のグループホー
ムへの活用の取扱い等について周知
し、併せて施設等を訪問し広報及び要望
の把握を行う。

実施機関：住宅課、３地方事務所
事業実績：
　１グループホームの認可
　NPO法人等２団体へ説明

○ 効果あり
各地方事務所
住宅課

174 県営住宅移管推進事業

住宅課及び地方事務所職員が、市町村
を訪問し、県営住宅の供給における役
割分担について協議を行うとともに、移
管に伴う県の支援策について検討する。

実施機関：住宅課、７地方事務所
事業実績：
　４地事管内で市町村説明会開催
　９市町村と個別に協議

× 効果なし
各地方事務所
住宅課

175
市町村公営住宅技術支援事
業

平成１７年度に建設計画を持つ市町村
を中心に、住宅課職員が訪問し、補助事
業に対する相談、技術的な助言や検査
の補助等の支援を行う。

実施機関：住宅課、４地方事務所
事業実績：
　６市町村の検査業務等補助
　市町村からの相談２５回

○ 効果あり
各地方事務所
住宅課



176
市町村公共住宅への
県産材利用促進事業

市町村が供給する公共住宅等へ、県産
材の積極的な使用を要請し、県産材の
利用促進を図る。

実施機関：住宅課、４地方事務所
事業実績：
　４地事管内で市町村説明会開催

○ 効果あり
各地方事務所
住宅課

177
トイレの信州モデル
普及促進事業

「トイレの長野モデル指針」に基づき、誰
にも使い易く、清潔なトイレの設置例を
公募し、その優れた建築例を広く県民・
市町村等へ紹介することにより、信州モ
デルトイレの普及促進を図る。

実施機関：施設課、２地方事務所
事業実績：
　２地事管内のトイレがHPで紹介された

○ 効果あり 施設課

178 県有施設営繕相談支援業務

県の現地機関からの要望により、建築・
電気設備・機械設備の技術担当者が
チームを組んで、営繕計画（工事費用算
出・営繕相談等）への技術的支援を行
う。

実施機関：施設課、７地方事務所
事業実績：
　１０４施設について相談、設計、工事管理等
の支援を行った

○ 効果あり
各地方事務所
施設課

会計局

179
「よくわかる決算」をホーム
ページに掲載

グラフなどでわかりやすく説明した決算
概要をホームページに掲載する。

グラフや表を用いて決算概要を掲載した。
わかりやすさの評価や掲載の効果を把握する
のは困難であるが、引き続き、よりわかりやす
くする掲載に取り組んで生きたい。

○ 効果あり 会計課

180
本庁舎西側入口コンシェル
ジュ

本庁舎西側から来庁する県民等への案
内を行い、来庁者へのサービスの向上
を図る。

「会計局職員が案内する」旨の案内板を設置
し、来庁者からの問い合わせに対応した。
対応実績は僅かではあるが、来庁者に対して
親切、丁寧に対応するという意識を常時職員
に持たせる意義はあった。

○ 効果あり 会計課

181 適正な建設工事支援事業

建設工事の竣工検査や中間検査におい
て注意すべきポイント、元請・下請間の
適正化のための調査の方法、下請トラブ
ルが起きた場合の対処方法などを、検
査・調査に同行する実地研修方法等に
より、市町村にノウハウを提供する。

平成17年度において15市町39ヶ所において
工事検査実務研修会を実施し、市町検査担
当者が臨場することによって検査技術等を習
得することができた。

○ 効果あり 検査課



教育委員会

182
県短期大学教員による出前
講座

県民等が行う文化活動、研修事業、生
涯学習などに教員を講師として無報酬で
派遣し、その活動を総合的にサポートす
る。

・要請のあった中から、対応可能な12講座に
ついて実施した。
・受講者からの評価は高いが、短大の授業、
行事が優先されるため、申込みに応じられな
いことが多い。
【申込団体　10団体　　参加者数863名】

○ 効果あり 短期大学

183
私立学校に関する情報発信
事業

私立学校に関する情報を発信し、県民
の理解、関心を深めるとともに、県民の
意見をフィードバックし、行政や私立学
校運営に反映する。

少ない人員投入により、私立学校の情報に対
する県民ニーズに対応するもので、ホーム
ページのアクセス件数が増加している。
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数
           平成17年3月　26,927件
           平成18年3月　34,640件

○ 効果あり 私学教育振興室

184 移動教育委員会

・教育委員会定例会を各地で開催する。
・教育委員、事務局職員による授業参観
等を行う。
・県民、児童・生徒等と教育委員の意見
交換を実施する。

・長野市立昭和小学校にて教育委員、事務局
職員による現地視察を実施した。
・長野市立篠ノ井西中学校にて現地視察を行
うとともに教育委員会定例会を開催した。
・定例会終了後には傍聴者（19名）と教育委
員との意見交換を行った。

○ 効果あり 教育振興課

185
教育委員会のメールマガジン
の発行

県内教育機関あてにメールマガジン「教
育ながの」を毎月発行する。（幼稚園・保
育園等へ範囲・内容を拡大、一般県民
向けにも配信）

紙媒体の広報誌よりコストが安く新鮮な情報
をタイムリーに提供できた。また、民間のメー
ルマガジン配信システム利用分もしだいに増
え購読者が増加している。
【発行実績　12回／年】
【発行部数　約1,600部／回×12回】

◎ かなりの効果あり 教育振興課

186 学校何でもポスト

県立高校のメールアドレスや連絡先等
公開・周知しメール、手紙等で質問提案
など何でも受け付ける。
学校の窓口が開いていることを、県教
委、県立高校が幅広く広報できるよう工
夫する。

・中学生や中学校の教諭から体験入学や学校生
活（クラブ活動）に関する問い合わせのほか、近隣
住民からの学校への苦情（生徒のマナー等）も多く
寄せられている。
・地域に支えられた学校として、住民の要望を直ち
に教育活動の改善に役立てることができたほか、
学校教職員の意識を変える意味で本事業の効果
を感じている。

○ 効果あり 各県立高校

187 ふれあいジャーニー夏休み
夏休み中に、高校生等と自律学校の児
童生徒が養護学校の寄宿舎で交流体験
活動を行う。

・９校で実施（自律学校児童生徒293名、他校
児童生徒134名、計427名参加）
・工作、音楽、野外活動、水泳、ミニ運動会、
茶話会、昼食会などの様々な活動を共に行
い、交流を深めた。

○ 効果あり 各自律学校



188 個性豊かな作品をみんなに

自律学校の児童生徒が描いた絵を、パ
ソコンの壁紙やスクリーンセイバーとして
利用するとともにこども達の今後の励み
とする。

・１５校から計３４作品の強力を得てホーム
ページに壁紙をアップした。 ○ 効果あり 自律教育課

189 長野県地域人権ネット
人権問題に取り組む団体等の情報を県
のＨＰに掲載するとともに、各種人権情
報を登録団体にお知らせする。

市町村の各種人権教育研修会や学習会にお
ける講師の照会が多数あった。また、登録団
体及び個人からの県のＨＰ掲載依頼もあり、
県民が幅広く人権に関する情報を収集できる
など有益であった。（ＨＰ年間アクセス件数：人
権ネット トップページ3,438件、延べ28,683件）

○ 効果あり
教育事務所
文化財・生涯学習課

190
総合教育センター施設・設備
開放事業

親子向けの体験教室を開講することに
より、施設等の有効活用を図るととも
に、センターを広く県民に理解していた
だく。

８月２６日（金）の星空観察会に６０名、翌２７
日（土）は６００名の方がセンタ－を訪れた。
「素晴らしい研修施設を実際に見学できてよ
かった。」 「普段出来ないことが体験できてよ
かった。」 等の感想を多数いただいた。

○ 効果あり 総合教育センター

191
図書館ブックカウンセラー事
業

県立長野図書館の司書が地域に出向
き、小学校低学年までの子供を持つ親
を対象に、絵本に対する講座等を開催
する。

おはなしドキドキぱーく、おでかけ絵本図書
館、市町村の子育て支援事業、あるいは子育
てサークルの集まりなどの会場で、保護者向
けに、絵本の紹介、読み聞かせの大切さなど
について、実演をまじえながら実施した。保護
者の関心も高く質問・相談なども多く寄せられ
た。（延べ２９回実施）

◎ かなりの効果あり 県立長野図書館

192 メモリアルデー資料展示

年間を通じて定められている記念日や
祝日、特別週間等のメモリアルデーに関
して、由来や成立過程等を記載したパネ
ルやリーフレット、図書資料や視聴覚資
料等を展示する。

企画展“あの感動をもう一度「ＮＡＧＡＮＯで行われ
た３つのオリンピック」”（2006年1月28日～3月19
日）
1998年のオリンピック、パラリンピック、2005年のス
ペシャルオリンピックスと、長野が３度世界的大会
の舞台となったことを振り返り、関連図書・新聞・ユ
ニホームなど展示した。
見学者1,121名

○ 効果あり 県立長野図書館

193

気分を変えて校外歴史教室
（体験学習教室）
　⇒　校外歴史教室（問題解
決型学習講座）

歴史館の資料と専門主事の支援を活用
して地域史の講義を行うとともに、調査・
研究活動を通してプレゼンテーション能
力の育成も行う。

１２月から１月にかけて、篠ノ井高校の３年生
９０名に対して、一回２時間単位で４回ずつ歴
史館で講座を開いた。施設見学や歴史館の
機能を利用しての調査・発表は、生徒たちに
とって親しみを持って歴史にふれるよい機会
となった。今後の他校等へ発展する足がかり
もつかめた。

◎ かなりの効果あり 県立歴史館

194 パソコン初心者講習会
パソコン初心者を対象に、パソコンの基
礎技能の講習会を開催する。

本年度は､１２月に２回実施した。募集定員３
０名のところ４０名（２０才代～７０才代）から参
加申込みがあり、抽選により参加していただ
いたが大変好評であった｡

○ 効果あり
生涯学習推進
センター



195
手前味噌講座
　⇒　信州ふれあい歴史講座

歴史館職員等が自ら講師となり、日頃の
研究成果にもとづいた信州の歴史や遺
跡などをわかりやすく紹介する講座を開
催する。

１月から３月にかけて土曜日に６回にわたって
実施したが、毎回、昨年度にくらべて３倍近く
の多数の参加者があった。内容についても、
アンケート結果などから好評であったことがう
かがえる。現在も開催しており、５月までに１１
回実施する。

◎ かなりの効果あり 県立歴史館

196 職員宿舎の有効利用
市町村立学校教職員の入居可能宿舎を
選出し、市町村教育委員会へ情報を提
供し、入居希望を募る。

財産管理者から市町村立学校教職員の入居
可能宿舎の報告を受け、年度当初に市町村
教育委員会へ情報を提供した。
＜市町村立学校職員の入居状況＞
17/4/1現在　34人
18/4/1現在　47人
有効活用による賃借料の収入の確保、空き
部屋解消による環境維持に効果があった。

◎ かなりの効果あり
保健厚生課
（財産管理者）

197 職員宿舎の施設管理ＤＩＹ
空家の維持管理業務として、立木の伐
採・剪定及び草刈り等を行う。

・17/7/8　 旧海善寺宿舎（東御市）実施
（財産管理者　上田教育事務所４名、保健厚生課６名
計１０名）
・17/7/8　旧小諸地区教職員住宅予定地（旧小諸保健所
小諸市）実施
（財産管理者　保健厚生課　６名）
・17/7/11　旧向陽台宿舎予定地（下諏訪町）実施
（財産管理者　保健厚生課　５名）
立木の伐採・剪定、草刈り、ゴミ拾い、パトロール等を行
い、地域の環境維持と危険防止及び県有財産の保全に
効果があった。

○ 効果あり
保健厚生課
（財産管理者）

198 スポーツなんでも相談
スポーツに関する県民からの問い合わ
せに対し、内容に応じ適切にアドバイス
する。

多数の様々な問い合わせ・相談が寄せられ、
情報の提供のみならず、ご意見いただくこと
ができた。

◎ かなりの効果あり
体育センター
各教育事務所
体育課

199 スポーツ巡回サポート事業
スポーツ活動の現場に赴き、問題点等
を把握し、解決策を見い出す一助とす
る。

６競技団体及び６７の学校・企業を訪問し、現
場の状況を把握し、スポーツ活動への協力を
依頼し、意見交換を行い、問題点の解決策を
見出す一助となった。

◎ かなりの効果あり 体育課

200
総合型地域スポーツクラブの
活動・立上げ支援

スポーツ振興基本計画に基づく、総合型
地域スポーツクラブの立上げや育成を
支援するため、立上げを検討している団
体や活動中のクラブに対し、巡回により
設立や運営に関する指導・助言、また講
師派遣等の支援を行う。

総合型地域スポーツクラブ育成・支援・定着
研修講座を６講座開催し、延べ１７８名の受講
があり、同クラブの立ち上げ等に欠かせない
地域スポーツに携わる人材を育成するととも
に支援を行った。

◎ かなりの効果あり 体育センター



201
お年寄りと子供との世代間交
流事業

信濃町の小学校の余裕教室を活用して
子供と地域のお年寄りとの交流を実現
するため、信濃町の関係機関や県現地
機関が協働して事業内容を検討し、事
業実施に向けた取り組みを行う。

・　子どもとお年寄りとの交流の実現に向けた老人
クラブ、教職員、町職員及び社協職員との打ち合
わせ会議へ出席した。
・　コモンズ支援金（特別分）による交流施設の整
備について助言した。
・　交流施設の整備完了後、クリスマス会（12月）、
わら細工（２月）、そば打ち（３月）の実施状況を調
査した。

○ 効果あり 長野地方事務所

202
地域教材開発シリーズ
「信州を学ぼう」

学校で信州について学ぶ際に利用でき
る、自然、文化、動植物、伝統芸能など
に関する資料を作成し、総合教育セン
ターのＨＰに掲載する。

子どもたちに知っておいてほしい信州の歴史・
自然・生活・文化について教材を作成しＨＰに
掲載するとともに、教育誌「教育指導時報」に
掲載した。
・掲載回数　１１回

○ 効果あり 教学指導課

203
教育委員会ふれあいギャラ
リー

来庁者や職員に潤いとゆとりを与えるた
め、児童生徒の絵画を教育委員会事務
局のフロアーに展示する。

県下の小・中・高校生の絵画や書道作品等を教育委員
会のフロアに展示した。来庁者に親しみやすい雰囲気を
作り出すと共に、児童生徒の作品を紹介する機会となっ
た。
・中信地区の児童生徒の絵画作品１５点（４～６月）
・高校生の書道作品４０点（７～９月）
・プラン２１事業の作品（１０～１２月）
・高校新聞１０校（１～３月）

○ 効果あり 教学指導課

204
長野市内の高等教育機関と
の単位互換事業

長野市内高等教育機関が、相互の交流
と協力を促進し教育内容の充実と質の
向上を図るため締結した単位互換協定
に基づき、「特別聴講学生」を受け入れ
る。

・学生に、学校の枠を超えた多様な授業の受
講機会を提供できた。
【他の大学から県短大へ２名、県短大から他
の大学へ４名、特別聴講学生として入学】

○ 効果あり 短期大学 新規

205
「信州高校教育白書」
おらが学校、おらの先生

県下の高等学校の魅力ある教育活動や
学校における”頑張り”を紹介し、優れた
教育研究・教育実践を進める教員を取り
上げることで、「おらが学校」ならではの
特色ある学校づくりと、確かな指導力を
備えた個性豊かな教員の輩出を促す。

小中高校も含め県下から８の学校（教員）を取
り上げ、特徴的な取組を取材し、教育誌『教育
指導時報』に掲載した。個人に焦点を当てるこ
とにより、学校の活動を生き生きと伝えること
ができた。
・掲載回数　８回

○ 効果あり 教学指導課 新規


