長野市行政改革推進審議会
H30.６ .６

資料１
資料２

平成 30 年度行政評価結果（案）【暫定版】
（事務事業評価

編）

評価対象
第五次長野市総合計画前期基本計画の実施計画書
（平成 29 年度版）に記載の主要事業など、
一般事務事業を中心とする 239 事業
（平成 29 年度実施内容を評価）

１
１

№

行政評価部会（二次評価）において担当部局の評価を変更する必要があると考えている事業
担当部局の評価を変更する必要があると考えている事業

総合計画の
分野（'）

事業名称

事業目的（事業の対象と成果・効
果）

所属

積雪による家屋倒壊及び雪下ろ
し中の事故を防止する。

2 重点ﾃｰﾏ１ 中山間地域雪下ろし補助

20 １−１−２

38 ２−１−１

73 ３−１−１

81 ３−１−１

総務部危機管
理防災課

事業の具体的内容（概要）
中山間地域（特別豪雪地帯の戸
隠、鬼無里地区を除く）に居住し、
世帯の構成員の資力及び労力に
より雪下ろし等を行うことが困難
な者に対して、雪下ろしを事業者
に委託して実施した際の費用に
対して、市から補助金を交付す
る。

地区内で地域の活性化及び課題
の解決に向けた活動をしている団
体又は当該活動をしようとする団
体を対象に支援することで、地域
地域・市民生活 住民による積極的な取り組みが
部地域活動支 行われる。
援課

地域の団体が行う地域力の向上
に資する事業に要する経費に対
し、地区の状況に応じて、支所長
の裁量により支援金をさまざまな
団体に継続的に交付する。
（支所ごとに一律50万円上限に交
付）

低所得世帯（市民税非課税世帯
及び所得税非課税世帯、生活保
護世帯）の妊産婦または乳児に
栄養食品の支給を行い、母体の
健康の保持及び乳児の健全な成
長を図る。（ただし、乳児は体重制
限又は医師の指導等要件あり）

申請により牛乳を希望する場合
は、委託業者により1日1本を対象
者の自宅に配送し支給、粉ミルク
を希望した場合は、月に1度担当
地区の保健師が訪問を兼ね自宅
に粉ミルクの缶を持参し支給す
る。

家庭における太陽熱利用システ
ム導入の拡大及びそれを契機と
した省エネルギー意識の向上を
図り、市内の温室効果ガス排出
量を削減する。

市税を滞納していない方で、長
野市内に有する自ら居住する住
宅に太陽熱利用システムを設置
した個人を対象として、自然循環
型（太陽熱温水器）に対し１件当
たり５万円、強制循環型（ソーラー
システム）に対し１件当たり10万
円の補助金を交付する。

栽培拡大により、耕作放棄地の
解消（未然防止）を図るほか、地
域エネルギーの地産地消を含め
た温室効果ガスの削減や、地域
産業・雇用の創出を目指す。な
温暖化防止企画・調査
環境部環境保 お、これまでの調査により、経済
（耕作放棄地等のソルガム活 全温暖化対策 性を含めた地域活性化事業モデ
用調査）
課
ルの創出が可能なことが分かり、
食品コンペティションを通じた食品
利用、流通環境の整備など社会
実装段階に移行しつつある。

信州大学と本市の共同研究など
により、流通環境や商品化の拡
大、講習会等を通じて栽培者の
増加を図るなど、事業モデルの構
築と併せて、具現化を図る。ま
た、事業のスケールアップ等を図
るため、H28から連携中枢都市圏
構想に位置付け、高山村、飯綱
町、須坂市が参加している。

支所発 地域力向上支援金

母子栄養食品支給事業
保健福祉部保
（国補・母子健康づくり の一
健所健康課
部）

太陽熱利用システム普及促
進事業補助金

環境部環境保
全温暖化対策
課
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ると考えている事業
一次評価における達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
担当部局の評価（一次評価）

（単位：千円）

Ｈ29年
度決
算見
込額

10

Ｈ30年
度当
初予
算額

325

一次評
価にお
ける達
成状況
評価

Ｂ

一次評価に
おける今後
の方針

現行のま
ま継続

一次評価における今後の方針の理由

二次評価における考え方

【課題】
予算額の見直しを行っているものの、交付実績が著しく
当該事業は、平成27年度から開始した事
少ない。事業目的に合致しているか検証する必要があ
業であるが、特に平成27年度、29年度
る。
は、降雪量が少なく、事業の効果を検証
する判断材料が乏しいため、当面様子を
【考え方】
みたい。
補助交付実績が著しく少ないことから、その原因を分析
し、補助のあり方を見直すべき。

【課題】
実績・効果を検証し、制度のあり方を検討する必要があ
る。

15,044 16,000

323

4,100

492

274

3,300

492

地域の一番身近なところにいる支所長
が、その権限で地域貢献することができ、
効率的で効果的な支援を行うことが可能
【考え方】
であるが、終期設定については今後検討
包括外部監査の意見のとおり予算配分の公平性などの
していく。
課題があることから、地域への支援のあり方を整理すべ
き。

Ｂ

現行のま
ま継続

Ｂ

【課題】
今の時代、様々な選択肢がある中で、支給物品は牛乳
や粉ミルクに特化する必要があるのか。事業開始時から
の目的が変わってきている状況を踏まえ、事業の実施方
昨今では、保健師が直接訪問し支給する 法を含め見直しが必要。
ことで対象母子を取り巻く環境を把握し、
見直して継
見守るきっかけとなるという側面が重要と 【考え方】
続
なっていることからこの事業のあり方や効 「保健師が直接訪問し支給することで対象母子を取り巻く
果などを検討する。
環境を把握し、見守るきっかけとなっている」ということ
で、妊産婦及び乳幼児の栄養状態が全国的に悪いとい
う昭和40年代の事業開始時から状況が変わっていること
から、こども未来部とも連携しながら事業の実施方法を
検討すべき。

Ｂ

太陽光発電に比べ、全国的に普及が進
んでいないことから導入コストはあまり下
見直して継 がっていないが、建築物省エネ法により
平成32年度以降は新築住宅のエネル
続
ギー消費性能基準への適合義務化が実
施されることなどから見直しを検討する。

Ａ

現行のま
ま継続

事業モデルの構築段階から、徐々に社会
実装が進むが、現時点で、自立できる段
階にない。耕作放棄地の解消（未然防
止）、温室効果ガスの削減、地域産業・雇
用の創出等の効果が期待できる本事業
について、信州大学との共同研究を継続
し、本格的な社会実装を目指す。
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【課題】
再生エネルギーの更なる活用を図るため開始した制度で
あるが、社会情勢の変化に対応した交付額の見直しが
行われていない。
【考え方】
事業の終了時期を設定し、事業のあり方を検討すべき。

【課題】
ソルガム活用調査事業については、一定期間が経過して
いることから効果を評価する必要がある。
【考え方】
調査を始めてから６年が経過しており、商工・農政に移管
するなど、調査・研究の段階から次のステップに移行する
ことや、事業の終了時期を検討すべき。

１
１

№

行政評価部会（二次評価）において担当部局の評価を変更する必要があると考えている事業
担当部局の評価を変更する必要があると考えている事業

総合計画の
分野（'）

事業名称

事業目的（事業の対象と成果・効
果）

所属

姉妹都市等に学生を派遣するこ
とにより、友好親善を深めるととも
に、国際化社会の進展に即応可
能な人材育成を図る。
115 ５−１−１

国際教育推進

教育委員会市
立長野高等学
校

事業の具体的内容（概要）
・姉妹都市等へ派遣する市立長
野高等学校生徒及び引率教師の
渡航に要する経費に対し補助金
を交付する。
・海外派遣先からの受け入れに
伴う滞在家庭に対し謝金を支払
う。

※平成29年度実績：
クリアウォーター
派遣生徒 ５人 教師１人
受入に伴うホームステイ
謝金 ５人
姉妹・友好都市に生徒や教師を 姉妹都市であるクリアウォーター
相互派遣することにより、これら 市とは、中学生派遣及び教師の
都市との友好親善を深めるととも 相互派遣事業を、また、友好都市
に、国際化社会の進展に即応可 である石家庄市とは、中学生及び
能な人材育成を図る。
教師の派遣事業を実施する。
152 ５−５−１

姉妹都市友好都市派遣受入

教育委員会学
校教育課

※平成29年実績：
クリアウォーター
派遣生徒 12人 教師２人
石家庄
派遣生徒 12人 教師２人
姉妹都市に教師を相互派遣する
ことにより、姉妹都市との友好親
善を深めるとともに、国際化社会
の進展に即応可能な人材育成を
図る。

155 ５−５−１

130 ５−２−１

208 ６−３−２

姉妹都市交換派遣教師補助 教育委員会学
金ほか
校教育課

教育委員会事
地域公民館建設事業補助金 務局家庭・地域
学びの課

姉妹都市へ派遣する教師の渡航
に要する経費に対し、補助金を交
付する。
※平成29年度実績：
派遣教師 １人

地域住民の自治活動や社会教育 地域公民館の新築、買収、増改
活動及び防災の拠点となる施設 築・補修に係る経費について補助
の維持を支援することで、地域住 を行う。
民の活動や交流が深まり、地域
が活性化する。

食品製造を行う中小企業の底上
げが図られ、新技術、新製品の研
究開発、新分野への参入、人材
育成に取り組むとともに、製品の
ながのブランド郷土食人材育
成プログラム事業負担金
商工観光部商 高付加価値化による利益率の向
上と知名度の拡大を図る。
（ものづくり産業等活性化支 工労働課
援負担金・補助金の一部）
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食品関連産業の人材育成と新製
品開発支援及び農商工連携事業
の推進を目的に信州大学工学部
が組織している「ながのブランド
郷土食運営協議会」に対し、本市
との連携事業として負担金を支出
する。
（定額（事業費の約1/3）)

ると考えている事業
一次評価における達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
担当部局の評価（一次評価）

（単位：千円）

Ｈ29年
度決
算見
込額

705

Ｈ30年
度当
初予
算額

1,616

8,084 10,167

244

280

31,404 39,514

一次評
価にお
ける達
成状況
評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

一次評価に
おける今後
の方針

一次評価における今後の方針の理由

二次評価における考え方

現行のま
ま継続

【課題】
財源としている「子どもたちの国際教育のための倉石忠
姉妹都市等との相互派遣事業の一環とし 雄基金」が今年度で枯渇する見込みであることから、事
て、長期間取り組んでいる事業であり、学 業の継続等について検討する必要がある。
生たちの国際的視野を拡大させ、国際化
社会で活躍できる人材育成のため、今後 【考え方】
も派遣を続けていく。
基金枯渇後の事業継続について、事業規模を縮小する
ことやインバウンド国際室の事業との連携を含め見直し
を行うべき。

現行のま
ま継続

【課題】
財源としている「子どもたちの国際教育のための倉石忠
姉妹都市・友好都市締結における相互派 雄基金」が今年度で枯渇する見込みであることから、事
遣事業の一環として、長期間取り組んで 業の継続等について検討する必要がある。
いる事業であり、生徒にとっても国際理解
教育推進の良い機会となっているため、 【考え方】
継続して実施するもの
基金枯渇後の事業継続について、事業規模を縮小する
ことやインバウンド国際室の事業との連携を含め見直し
を行うべき。

現行のま
ま継続

姉妹都市提携における相互派遣事業の
一環として、長期間取り組んでいる事業
であり、教師の英語力向上や国際的視野
の拡大が、生徒に国際的視野をもたらす
ことにもつながるため、今後も派遣を続け
ていく。

現行のま
ま継続

【課題】
財源としている「子どもたちの国際教育のための倉石忠
雄基金」が今年度で枯渇する見込みであることから、事
業の継続等について検討する必要がある。
【考え方】
基金枯渇後の事業継続について、事業規模を縮小する
ことやインバウンド国際室の事業との連携を含め見直し
を行うべき。

【課題】
現行施設の老朽化に伴う改修経費の増加が見込まれる
と共に、人口減少の時代にあって、補助の必要性を含
地域の活動拠点として、また地域の防災
め、地域公民館の新築に対する補助の条件や金額等に
拠点として大きな役割を担う地域公民館
ついて検討する必要がある。
の整備、支援が継続して必要である。
【考え方】
地域・市民生活部と協議しながら見直しを行うべき。

6,000

6,000

Ｂ

【課題】
事業開始から10年以上が経過していることから、ながの
本プログラムの修了生である食品加工マ
ブランド郷土食人財育成プログラムについて成果の更な
イスター同士のつながりを更に活発化さ
る検証が必要である。
見直して継 せ、コラボ等による新製品開発に結び付
けていく。また、ブランディングしたい食品
続
【考え方】
のターゲットを定め、販路開拓、流通に至
一定程度の成果がありモデル的に始めた事業の役割は
るまでトータルで関わっていく。
達成したものと考えられる。ブランド郷土食人材育成のあ
り方や、事業の終了時期を検討すべき。
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２

事務事業評価結果概要
暫定版

№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

1 重点ﾃｰﾏ１ 地域おこし協力隊

所属

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

市が委嘱した地域おこし協力隊員によ
地域に新たな人材が移り住むことで、外
る、農林業の応援、住民の生活支援な
の目で地域の課題・資源を発見できた
ど「地域協力活動」に従事活動と、その
り、地域行事・活動の新たな担い手によ
地域への定住・定着が円滑に図られるよ
り地域の活性化につなげる。
う、市が積極的に支援する。

総務部 危
積雪による家屋倒壊及び雪下ろし中の
2 重点ﾃｰﾏ１ 中山間地域雪下ろし補助 機管理防
事故を防止する。
災課

中山間地域（特別豪雪地帯の戸隠、鬼
無里地区を除く）に居住し、世帯の構成
員の資力及び労力により雪下ろし等を
行うことが困難な者に対して、雪下ろしを
事業者に委託して実施した際の費用に
対して、市から補助金を交付する。

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

①過度に大きい過疎地域からの通学費
の負担軽減、②過疎地域への移住定住
促進、地区外への転居者の減少、③公
共交通機関の維持

過疎地域に居住し、通学バス定期券を
利用して高等学校に通学する高校生の
保護者に対して、通学定期代の一定額
を超える額に対して補助する。

市民及び市外の人を対象に、本市の魅
企画政策 力を認識・再認識し、興味・関心や愛着
ながのシティプロモーショ
4 重点ﾃｰﾏ２
部 市長公 を持ってもらうことで、本市のブランド力
ン
室
や認知度の向上、魅力の発信・創出に
関わる人の増加につなげる。

・本市の魅力を横串を刺してＨＰ等によ
り発信するとともに、各地域や団体等に
よる発信との連携を図る。
・市民参加による魅力の発信を促進する
とともに、魅力創出に向けた意見交換の
場を設定する。

市内在住及び本市出身の若者を対象
に、多様なライフスタイルを実現できる本
企画政策
若者等移住・定住情報発
市の魅力を伝え、地域への愛着心の醸
5 重点ﾃｰﾏ２
部 人口増
信事業
成を図るとともに、Ｕターン・地元就職へ
推進課
の意識を高め、地元への定着及び回帰
する若者の増加につなげる。

・移住定住に資するパンフレットの作成・
配布やセミナーの開催などにより、若者
本人のほか親へも効果的に情報発信を
行う。
・市内各高等教育機関との包括連携協
定に基づき、清泉女学院大学、信州大
学、長野高専、長野県立大学と連携し、
若者の定住に向けた企画を実施する。

本市への移住後、起業する50歳未満の
企画政策
人を対象に、起業にかかる経費の一部
部 人口増
を補助することにより、移住・定住につな
推進課
げる。

改修工事などの施設整備費、備品購入
費、ホームページ作成などの広告宣伝
費等、起業の初期投資費用に補助す
る。

3 重点ﾃｰﾏ１

過疎地域高校生通学費
補助事業

6 重点ﾃｰﾏ２ 移住促進支援金事業

7 重点ﾃｰﾏ２

連携中枢都市圏移住促
進事業

8 重点ﾃｰﾏ２ 移住・定住促進事業

大都市圏での移住に関する合同相談会
移住を希望、検討している人を対象に、 やセミナーの開催、関係団体主催の移
企画政策
各市町村が連携し、移住先として連携中 住交流イベントへ等への共同出展など、
部 人口増
枢都市圏の魅力をＰＲすることにより、移 連携中枢都市圏のＰＲに努めるほか、移
推進課
住体験ツアーを実施し、移住希望者との
住者の増加につなげる。
交流を図る。

移住を希望、検討している人を対象に、
利便性の高い都市機能や、豊かな自然
企画政策
との距離が近く、多様なライフスタイルを
部 人口増
実現できる環境など、本市が持つ魅力を
推進課
ＰＲすることにより、移住者の増加につな
げる。
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・大都市圏での移住に関する合同相談
会やセミナーの開催、関係団体主催の
移住交流イベントへ等への共同出展な
ど移住先としての本市の魅力をＰＲす
る。
・移住者同士の情報交換や行政への意
見を聞く機会として、移住者交流会を実
施し定住に向けた支援施策に活かす。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

85,883 92,930

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

地域おこし協力隊の導入については、受け入れ体
都市住民を受け入れ、地域力の維持・強化の促進
制の整った地区から開始しており、対象としている
（地域おこし）を実施すると同時に定住・定着に資
中山間地域の13地区のうち、12地区まで導入が進
んだ。残りの1地区についても、平成30年度募集し 現行のまま する取組みを行う中で、隊員の斬新な視点や熱
継続
意、行動力が地域住民への刺激となり、住民意識
ている。
も「あきらめ」から「可能性の期待」へと変化が期待
隊員の任期終了後の定住率については、平成28
できる。
年度に初めて任期終了者が出た中で、全国平均
の60％を大きく上回った。

10

325

Ｂ

当該事業は、平成27年度から開始した事業である
平成29年度については、降雪量が少なかったこと
現行のまま が、特に平成27年度、29年度は、降雪量が少な
により補助交付件数は目標を大きく下回ったが、
継続
く、事業の効果を検証する判断材料が乏しいた
事故件数は０件であったため、目標を達成した。
め、当面様子をみたい。

3,809

7,500

Ｂ

事業開始1年目ではあるが、過度な通学費の負担
現行のまま 事業開始1年目なので、引き続き制度の周知を徹
の軽減につながるとともに、バス路線の維持にも貢
継続
底し、利用促進を図る。
献している。

Ｂ

将来世代に活力ある地域社会を引き継ぐことが求
成果指標の実績値には、ばらつきがあるものの、
められている中、平成29年度中に定めた方針に基
市民参加型事業の種まきとして、魅力の発信や創
見直して継 づき、市民や市外の人に本市の魅力を認識、体感
出について学ぶ講座や、意見交換会を開催し、お
続
してもらうとともに、魅力の発信・創出に関わっても
おむね予定した人数の参加が得られたことに加
らうことで、「ながのファン」増加を目指す必要があ
え、市民による発信等につながったため。
るため。

Ｂ

平成27年度は日本無線の移転による影響で社会
増となっているが、平成28年度以降は平成26年度
以前と同様に社会減となっている。
拡大
しかし、社会減の幅は改善傾向であり、平成32年
の移動均衡を目指して経過はおおむね順調であ
る。

Ａ

本市の魅力を、適切な機会を捉え発信していくとと
交付件数が目標を達成するとともに、本制度を利
もに、首都圏での移住相談会やセミナーの開催、
現行のまま
用した移住者が、行政支援による移住者数全体の
各種補助事業などの行政支援による移住・定住施
継続
策を積極的に推進し、移住・定住者の増に取り組
増につながった。
む必要があるため。

Ｃ

首都圏での移住相談会やセミナーの開催、関係
団体主催の移住交流イベント等への参加など、各
昨年度は、総務省から移住・交流ガーデン利用の
依頼を受けて開催した移住相談会を含めて５回開 現行のまま 市町村の魅力を、適切な機会を捉え発信していく
とともに、県・関係団体等と連携しながら受け入れ
催したが、今年度は利用の依頼が無く、昨年度に 継続
体制を整備・充実することで移住者・定住者の増
比べて１回少なかったこともあり、目標を下回った。
加を目指す必要があるため。

Ａ

移住に向けての入り口である移住相談の件数は
順調に増えており、相談から移住へとつながる成
果が表れている。

16,616 16,500

2,343

2,403

9,521 10,000

1,698

3,823

9,920 12,301

「カムバックtoながの」の取組を進め、2020年（平成
32年）の移動均衡を達成するため、若者への情報
発信をさらに積極的に進める必要がある。
特に地域への愛着の醸成を図るには、一過性のも
のではなくさまざまな機会で継続的に情報を発信
していく必要があり、親から子への働きかけや進学
等で東京圏へ転出した後の若者に向けた情報発
信を強化していく。

本市の魅力を、適切な機会を捉え発信していくとと
もに、首都圏での移住相談会やセミナーの開催、
現行のまま
各種補助事業などの行政支援による移住・定住施
継続
策を積極的に推進し、移住・定住者の増に取り組
む必要があるため。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

Ｉターン者、空き家所有者、地域おこし協
力隊を対象に、空き家の改修費及び家
企画政策
長野市空き家改修等補助
財道具等処分費の一部を補助すること
重点ﾃｰﾏ２
部 人口増
9
金
により、空き家の有効活用及び中山間地
推進課
域への移住・定住につなげ、地域のコ
ミュニティの維持及び活性化を図る。

長野市空き家バンクに登録されている物
件、かつ、中山間地域のうち、都市計画
法の区域外にある空き家の改修費及び
家財道具等処分費の一部を補助する。

移住を希望、検討している人を対象に、
利便性の高い都市機能や、豊かな自然
企画政策
ちょっとお試し短期移住体
との距離が近く、多様なライフスタイルを
10 重点ﾃｰﾏ２
部 人口増
験事業
実現できる環境など、本市が持つ魅力を
推進課
ＰＲすることにより、移住者の増加につな
げる。

短期間の滞在用住宅の提供や移住体
験ツアーの開催を通じて、移住希望者
に本市での生活をイメージしてもらうとと
もに、市内での住居探しや就職活動な
ど具体的な移住に向けての活動を支援
する。

Ｕターン者又は中山間地域に居住して
いるＵターン者の家族を対象に、新築、
企画政策
増築、リフォーム等に係る費用の一部を
Ｕターン促進多世代住宅
部 人口増
11 重点ﾃｰﾏ２
補助することにより、中山間地域へのＵ
建設事業補助金
推進課
ターンを促進し、地域力の維持･強化を
図る。

中山間地域に居住している家族と同居
又は近居するために行う、多世代住宅
の新築、増築、リフォーム等に係る費用
の一部を補助する。

中山間地域の地域資源を活用し、多角
地域・市民
中山間地域の人や物、環境などの資源
的なビジネスを展開することにより、地域
生活部 地
を活用し、地域の活性化につながる事
の活性化の起爆剤となり、雇用創出など
域活動支
業提案を広く募集し、その事業に要する
その地域への経済波及効果を期待する
援課
経費について補助金を交付するもの
もの

12 重点ﾃｰﾏ３

やまざとビジネス支援補
助金事業

13 １-１-１

・「ながの未来トーク」「ようこそ市長へ」の
開催により、地域の課題や解決するため
の提案等を市長、部局長が直接市民と
市民を対象に、地域の課題や解決する
企画政策
の意見や提案等を聴き、市政運営に役
みどりのはがき・市民会議
ための提案などを直接市長と意見交換
部 広報広
立てる。
関連事業
することで、市民と行政が共に考える、
聴課
・「みどりのはがき」「カトウさんへの提案
市政への市民参加・参画の機会とする。
ポスト」制度により、市政に対する意見や
要望等、広く市民の声を把握し、市政に
反映するため、意見等を受け付ける。

14 １-１-１

アンケート結果を予算配分、条例の制
企画政策
定・改廃、計画の策定等の際の基礎資
まちづくりアンケート事業 部 広報広
料とし、市民意識を反映した効率的で効
聴課
果的な政策を推進する。

15 １-１-１

広報紙発行事業

企画政策 広く市民に市政情報を提供し、市民との 市政の現状や施策の内容、行事やイベ
部 広報広 情報共有化を図るとともに、市政への理 ント情報などの市政情報を掲載した広報
聴課
解を深める。
紙（広報ながの・点字広報）を発行する。

インターネット広報事業

インターネットを活用して、市政の現状
企画政策 や将来、施策の内容、行事・イベント情
部 広報広 報などの市政情報を発信することによ
聴課
り、市民との情報の共有化を図るととも
に、市政への理解を深める。

16 １-１-１
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各担当課からアンケート項目を募り、住
民基本台帳からの等間隔無作為抽出に
よる5,000人を対象とし、市民への郵送
によるアンケート調査を実施する。

ホームページを運営するとともに、動画
やソーシャルメディアを活用して、市政
の現状や将来、施策の内容、行事・イベ
ント情報などの市政情報を配信する。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

6,413 10,400

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

本市の魅力を、適切な機会を捉え発信していくとと
交付件数は目標を下回ったが、昨年度と比べ倍増
もに、首都圏での移住相談会やセミナーの開催、
現行のまま
し、本制度を利用しての移住者数の増につながっ
各種補助事業などの行政支援による移住・定住施
継続
た。
策を積極的に推進し、移住・定住者の増に取り組
む必要があるため。

570

1,031

Ａ

移住体験施設の利用者は昨年度と比べ倍増し、
移住体験ツアーも定員に達したことから、実績は
本市の魅力を、適切な機会を捉え発信していくとと
昨年度を大幅に上回った。移住体験住宅利用者
もに、首都圏での移住相談会やセミナーの開催、
現行のまま
の中から移住につながる成果も表れている。
各種補助事業などの行政支援による移住・定住施
継続
※平成29年度までの指標は、「移住体験会参加者
策を積極的に推進し、移住・定住者の増に取り組
数」及び「体験住宅利用世帯数」としていたため、
む必要があるため。
目標を「−」としている。

0

1,200

Ｃ

周知、ＰＲを図ったが、事業実績が少なく、事業効
統合
果が上がらなかった。

制度開始以降、補助金利用者が少ない状況であ
ることから、制度を見直すことにより、移住者の増加
を図る制度へ移行する。

Ｂ

雇用者数については、２７年度を除き目標どおりだ
段階的に
が、常勤雇用者の割合が低い。採択事業者数は、
終了
ここ２年は目標を下回っている。

事業開始から５年を経過し、ある程度の成果が得ら
れたこと、応募件数の減少など役割を果たした面も
あることから、事業を終息し他の補助金との統合も
検討していく。

28,476 15,058

1,819

2,094

Ｂ

「活き生き○○（地区）みんなでトーク」は8回、「市
長との懇談会」は10回開催した。市長選挙の影響
市民の市政参画を進めるに当たり、市長が市民の
により回数は減ったが、地域住民と直接意見交換
現行のまま 声を直接聴く必要があることから、事業を継続す
を行い、市政への反映に努めた。「みどりのはが
る。市政に対する建設的な提案や女性・若年層の
継続
き」は、「広報ながの」５月号の裏表紙として全戸配
出席者が増えるよう、事業の実施方法を検討する。
布（約16万部）し、手紙及び電子メールで755件の
投書が寄せられた。

1,728

2,130

Ｂ

アンケートの回収率は、年々下がっているのの、統
現在、他市の同事業の実施状況と比較して、比較
計学的に、ほぼ正確な結果を得られるアンケート 現行のまま 的高い回収率を維持していることから、現行の郵
数の回収でき、精度の高い結果を得ることができ 継続
送方式によるアンケート調査を継続し、諸施策推
た。
進の基礎資料として役立てる。

78,225 88,832

Ｂ

引き続き、広報ながの編集方針に基づき、より見や
広報紙・点字広報の発行を月１回（年12回）行い、
現行のまま すく親しみのある広報紙とするとともに、市民ニー
広く市民に行政情報を分かりやすく丁寧に広報し
ズを的確に捉え、より効果的な編集と発行に努め
継続
ている。
ていく。

Ｂ

・CMS（コンテンツマネジメントシステム）の理解を
深めるため操作研修会を毎年実施し、ホームペー
市政情報などを市民ニーズに応じ多様な媒体で
ジ担当者が動画の配信も含めて頻繁に更新を
現行のまま
伝えることは必要である。インターネットによる情報
行っている。
継続
伝達は有効であるため、継続して実施していく。
・SNSでは、市公式アカウント（ツイッター）に加え、
ユーチューブ、インスタグラムを開設し、行政情報
や長野市の魅力を随時発信している。

17,731 20,670
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

17 １-１-１

市政番組放送事業

テレビ・ラジオを通じて、広く市民などに
市政情報を提供し、市民との情報共有を
企画政策 図るとともに、市政への理解を深める。ま
部 広報広 た、テレビ・ラジオ番組は、長野県全体を
聴課
対象として放送することから、行事・イベ
ント情報の発信により、本市への誘客効
果を期待する。

18 １-１-２

地域きらめき隊活動事業

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

地区の自主性を尊重し､自立性を高めな
様々な団体と協働しながら課題解決や
がら､「住んでよかった」「住み続けたい」
地域資源を活用する地域おこし活動を
地区となるよう共に考え､実践することに
支援する事業
より、地域の活性化を図る。

一支所一モデル事業

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

３か年の事業期間終了後に、支所にお
いて評価、検証し、継続できるものは実
施することで、各地区に活力を与え、今
後、更に進行が見込まれる少子高齢化
及び人口減少を克服し、活力ある地域
社会につなげる。

地区毎に抱える異なった課題につい
て、地域の実情に最も詳しい支所長が
地域の皆様と協議し、発案した地域の課
題や活性化に資するモデル事業を実施
する。

20 １-１-２

支所発地域力向上支援
金

地区内で地域の活性化及び課題の解
地域・市民
決に向けた活動をしている団体又は当
生活部 地
該活動をしようとする団体を対象に支援
域活動支
することで、地域住民による積極的な取
援課
り組みが行われる。

地域の団体が行う地域力の向上に資す
る事業に要する経費に対し、地区の状
況に応じて、支所長の裁量により支援金
をさまざまな団体に継続的に交付する。

21 １-１-２

地域・市民
生活部 地
地域いきいき運営交付金
域活動支
援課

住民自治協議会が進める自主的・自立
自らが使途を決定できる交付金により、
的な活動を支援するとともに、市が住民
住民自治協議会が地域の状況に応じた
自治協議会に対し依頼する必須事務
積極的なまちづくり活動を展開すること
（広報ながの配布、委員等の推薦など19
ができる。
事務）などを行う。

22 １-１-２

地域間交流事業補助金

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

中山間地域と中山間地域以外の地域の
相互理解を深め、人的交流・住民自治
住民自治協議会主催による住民の交流
協議会同士が連携するとともに、各地域
事業に要する経費の補助を行う。（異な
の地域資源を効果的に活用した事業に
る地区との事業ごとに1住民自治協議会
より、地域が活性化した状態にする。
あたり10万円を限度に助成する。）

23 １-１-２

地域やる気支援補助金

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

住民自治協議会を対象とし、当該住民
地区課題の解決に向けた事業提案に対
自治協議会のやる気を呼び起こし、魅力
して、選考委員会による選考を経て、事
ある地域づくりや地区課題の自主的な
業費の一部を補助金として交付する。
解決を促進する。

24 １-１-２

市民公益活動団体が自立的に実施する
まちづくり活動に対する補助金交付。交
地域・市民 市民公益活動団体の自立促進を図り、
付対象となる活動は公開審査により選
ながのまちづくり活動支援 生活部 地 さまざまな人や組織が意欲的にまちづく
考され決定。最大3回の補助を行うが、
事業
域活動支 りに参画し、協働することにより、市民が
申請を重ねるごとに、補助率及び補助
援課
望む住みよいまちづくりを進める。
限度額を段階的に引き下げ、市民公益
活動の自立促進を図る。

19 １-１-２
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市政の現状や将来像、施策の内容、行
事やイベント情報などの市政情報につ
いて、民間のテレビ・ラジオ放送会社を
通じ、市政テレビ・ラジオ番組を作成し、
放送する。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

市政情報を市民のニーズに応じて多様な手段で
市政情報について、テレビ・ラジオの媒体を活用
現行のまま 伝えていくことは必要である。テレビやラジオを通じ
し、適時・的確に番組を制作して、広く市民などに
ての情報伝達は、市政情報を効果的に伝えること
継続
提供している。
ができることから、継続して実施していく。

3,200

Ｂ

各地区の課題解決、地域資源活用のため、事業
の実施を支援しているが、開始した事業は、ほぼ
継続実施している。

今後も、「地域きらめき隊」が、地区内の連携の核
となって、住民自治協議会や、区、住民団体、ＮＰ
見直して継 Ｏなどの多様な主体をつなぎ、地区の潜在力を引
続
き出すことで、地域課題の解決、地域活性化のた
めの新たな活動を生み出していくuなど、地域コー
ディネーターの役割を担う。

17,118 13,103

Ｂ

各地区の課題解決、地域資源活用のため、事業
の実施を支援しているが、開始した事業は、ほぼ
継続実施している。

終了

15,044 16,000

Ｂ

地区の活性化や課題解決につながる事業で、今
地域の一番身近なところにいる支所長が、その権
まで補助の対象とならなかったり、資金がなくて実 現行のまま 限で地域貢献することができ、効率的で効果的な
施できなかった事業を実施できるよう、支援するこ 継続
支援を行うことが可能であるが、終期設定について
とができた。
は今後検討していく。

371,372 371,500

Ａ

自らが使途を決定できる交付金により、各住民自
自らが使途を決定できる交付金により、住民自治
現行のまま
治協議会が地域の状況に応じた積極的なまちづく
協議会が地域の状況に応じた積極的なまちづくり
継続
り活動を展開している。
活動を展開することができる。

交流のきっかけづくりや地域資源の掘り起こしに関
して、一定の効果があった。
平成29年度末に、住民自治協議会理事会で終了
の意向を説明済み、反対意見等はなかった。

類似の補助金であり、対象が広義的な意味で市民
公益的活動団体となることから、事業統合により補
助金の包括化を行うこととした。

20,759 21,253

2,472

３年間の事業として開始している。

2,983

3,900

Ｂ

地域ならではの環境や産業を生かして、体験会
（農業体験・カヌー体験）が実施され、学生やその
保護者がその後も継続して地域と関わる事例も報 終了
告されており、地域の相互理解という点についても
一定の効果はあったものと捉えている。

7,886

0

Ｂ

毎年、目標を上回る要望があり、活発な活動の様
子がうかがえるが、地区による偏りが見受けられ
統合
る。

Ｂ

事業開始から15年が経過しており、市民公益活動
の自立促進や地域課題を解決するための活動を
平成30年度から地域やる気支援補助金と統合した
支援する制度としては広く認知されている。しかし 現行のまま
ため、当面は現行のまま市民公益活動団体（住民
地域課題や市民ニーズも多様化していることから、 継続
自治協議会を含む）を対象に支援を継続していく。
価値観やライフスタイルの変化等にも留意しなが
ら、事業を進めていく必要がある。

3,616 10,263
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

25 １-１-２

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

市民活動育成事業

所属

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

「協働推進のための基本方針」に基づ
さまざまな人や組織が、それぞれを理解
く、市民、市民公益活動団体等の公益
し、強みを生かした自主的な市民公益
活動を支援するための市民協働サポー
活動により、多くの市民が積極的に協働
トセンターの運営により、市民や団体同
に取り組む。
士が協働する場をコーディネートする。
土地の分合筆、家屋の増築・滅失（航空
写真による家屋経年異動判読を含む。）
のデータ更新を行うと共に、標準宅地の
鑑定評価を行い、次年度評価額に反映
させるなど、地方税法、長野市市税条例
等に基づき適正かつ公平、公正な評価
及び課税を行う。

資産税評価適正化

課税客体を正確に把握することにより、
財政部 資 納税義務者の理解を得て、信頼される
産税課
税務行政を遂行し、本市が行う事業の
財源を確保する。

27 １-２-１

ふるさと応援寄附事業

長野市らしい取組に応援を求め、寄附
を募ることができるふるさと納税のポータ
ルサイトをプロポーザルにより選び、寄
寄附者とのつながりを深めると共に、長
企画政策
附受付窓口を開設して寄附者を広く募
野市の特産品のＰＲや関係人口の増加
部 企画課
集する。
につなげる。
また、特徴的な取組の成果品や広めた
い特産品をＰＲ品として試供的に用意す
る。

28 １-２-２

ながの電子申請サービスの拡充に向け
てオンライン化が可能な行政手続きを調
査・把握し、随時見直しを行う。また、な
電子申請が可能な申請、届出、予約手
がの電子申請サービスの手続きを拡充
続きのオンライン化実施率及び利用率
するに当たり、市職員に対して、電子申
県・市町村共同電子申請 総務部 情
を向上することにより、市民が行政サー
請に係る周知や研修を実施する。その
届出サービス負担金
報政策課
ビスを受けられる機会を増やすことにな
ほか、電子申請サービスの利用率を高
り、市民満足度を向上させる。
めるために、市民や民間事業者等に対
して、効果的に周知する方法を検討し、
その検討結果に基づいて、周知を行う。

29 １-２-３

連携中枢都市圏構想推
進

本市を中心に近隣市町村と連携し、長
野地域連携中枢都市圏ビジョン（長野
地域スクラムビジョン）に掲げる具体的取
組である、次の連携事業を推進する。
人口減少下における様々な地域課題に ・産業育成、地域資源の活用、戦略的な
対し、近隣市町村との連携によりお互い 観光施策などに係る事業（経済成長の
企画政策
の強みを活かし、弱みを補うことにより、 けん引）
部 企画課
持続可能な地域社会を創生するととも ・高等教育・研究開発の環境整備などに
に、活力ある社会経済の維持を図る。
係る事業（高次都市機能の集積・強化）
・生活機能の強化、結びつきやネット
ワークの強化、圏域マネジメント能力の
強化に係る事業（生活関連機能サービ
スの向上）

結婚支援事業

・「結婚セミナー」を開催し、結婚に向け
た自己研鑚及び婚活に取り組むきっか
けとなる機会を提供する。
・出会いの場の拡大のため「結婚支援事
業補助金」及び「結婚支援セミナー等講
師派遣」制度を創設する。
市内の独身者（概ね20歳〜40歳代）を ・結婚応援ポータルサイト「ご縁ながの・
こども未来
対象に、出会いの場の拡大や結婚機運 ココカラ」を開設し、情報発信の充実を
部 マリッジ
の醸成などにより、結婚を希望する若者 図る。
サポート課
の成婚につなげる。
・結婚応援ボランティア「夢先案内人」の
募集・スキルアップ支援や、結婚応援シ
ンポジウムの開催により結婚機運の醸成
を図る。
・学生や若手社会人を対象に、結婚を
含む自分自身のライフデザインについ
て考える機会を提供する。

26 １-２-１

30 ２-１-１
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

16,611 11,982

81,447 103,321

3,133 53,281

3,769

237

7,852

4,009

471

9,323

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

協働に取り組むための交流・情報交換の場を整
サポートセンターによる市民公益活動団体への活
え、さまざまな場面で協働が活発に展開されるよう
動支援の効果もあり、徐々に団体や活動が自立し 見直して継
に取り組んでいるが、実態が見えにくい状態になっ
てきていることから、年々、市と協働する団体数も 続
ていることから、第三者からも実績が確認できるよう
増加している。
に事業実態を見直していく必要がある。

Ｂ

①市域を北部、南部の２地区に分け、３年に１回航
空写真撮影を行い、前回との違い（経年異動）を
固定資産税・都市計画税について、均衡のとれた
判読した結果に基づいて家屋の実地調査等を計
現行のまま 固定資産評価システムの構築及び統合型ＧＩＳの
画的に進めている。
継続
共用空間データを活用することにより、適正かつ公
②標準宅地の鑑定評価により土地評価の時点修
正、公平な評価及び課税につなげていく。
正や３年に１度の評価替えの基礎データを作成
し、全国路線価との調整を行っている。

Ａ

特産品等をＰＲする専用のポータルサイトでの寄
附を受付けをできる体制を設けたことから寄附の
増加につながっている。

拡大

急激に拡大する市民税控除額に対応するため、
寄附増額に向け新たなポータルサイトの開設や返
礼率の上昇など、総務省通知で禁止されていない
範囲の中で、最大限取り組んでいくことを平成30
年２月９日の臨時部長会議で定めている。

Ｂ

手続のオンライン利用率は目標を上割る見込みで
ある。また、オンライン化は計画に基づき概ね順調 拡大
に整備が進んでいる。

マイナンバー制度による個人番号カード（ICカー
ド）の利活用議論の状況や県下の当該システム参
加市町村の意向等も踏まえ、更なる全庁的な取組
みによる行政手続きの電子化の促進・増加を図
る。

Ａ

本市の発展は、長野地域全体の発展と密接につ
町村と比べ長野市、須坂市、千曲市では推計値よ
ながっていることから、本市と近隣市町村とで互い
りも減少を抑制できたことにより、地域全体としては 現行のまま
の強みを活かし、弱みを補いながら、長野地域全
継続
推計値よりも238人上回り、目標を達成できたた
体の活性化と住民サービスの更なる向上を図って
め。
いく必要がある。

Ｂ

結婚セミナーと社会人ライフデザインセミナーの合
少子化対策は喫緊の課題であり、未婚化・晩婚化
は今後も更に進行すると予測されていることから、
計参加者数は目標を下回ったが、定員の約８割の
現行のまま
若者の結婚に対する意識や実情の把握に努めな
参加が得られた。結婚セミナーでは、セミナーの参
継続
がら、結婚支援事業に継続的、積極的に取り組む
加をきっかけに、今後より積極的に婚活に取り組も
必要がある。
うという参加者の割合が９割を超えた。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

31 ２-１-１

32 ２-１-１

33 ２-１-１

34 ２-１-１

35 ２-１-１

36 ２-１-１

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

産後ケア

所属

事業目的（対象と成果・効果）

保健福祉
部 長野市 母体の管理や育児指導を行うことで育
保健所健 児不安の軽減を図る。
康課

保健福祉
妊娠・出産包括支援事業 部 長野市
（ながの版ネウボラ）
保健所健
康課

妊娠・出産、育児に至るまで切れ目のな
い支援が図られ、家庭及び地域社会に
おいて、安心して子どもを産み育てるこ
とができる。

事業等の具体的内容（概要）

市が委託した産科医療機関及び助産所
において、産婦の母体の管理及び生活
面の指導、乳房管理、沐浴や授乳等の
育児指導に直接結びつける。
保健センターに専任の母子保健コー
ディネーター（保健師）を配置し、妊産婦
及び子育て家庭の個別ニーズを把握
し、必要なサービスを円滑に利用できる
よう、きめ細かく支援を行う状況を確保す
るとともに、国が求める「子育て世代包括
支援センター」機能と同等の事業につな
げていく。
早産や低体重児出産の原因となりうる妊
婦の歯周病を防ぎ、母子共に健康を増
進するため、妊婦の歯科健康診査を実
施する。
・受診推奨期間 妊娠20週頃まで
・受診者負担金 無料
・検診内容
問診、歯科検診、ブラッ
シング 実技を含む歯科保健指導

妊婦歯科健康診査事業

妊娠届を提出した妊婦及び転入した妊
保健福祉 婦を対象に、歯科健診を実施することに
部 保健所 より、歯周病やむし歯の改善を図ること
健康課
で、早産や低出生体重児の出産予防に
つなげる。

出産・子育て応援メール
配信事業

妊娠・出産・子育ての不安や負担感を軽
減するとともに、子育ての楽しみを実感
妊娠・出産から子育てに関する情報を、
こども未来
できるようになり、家族も情報共有するこ
携帯電話や携帯端末等にメールマガジ
部 子育て
とで、子育てに対する理解が深まり、更
ンとして定期的に配信する。
支援課
なる不安や負担感の軽減等が図られ
る。

放課後子ども総合プラン
推進事業

こども未来
・児童の健全な育成
部 こども
・保護者の仕事と子育ての両立支援
政策課

・小学校等に就学している児童に対し、
放課後等に、安全で安心な遊びの場及
び生活の場において多様な体験活動、
交流等の機会を提供する。
・平成31年度には、市内全校区（54）
で、希望児童の受入れを実現する計画
としており、余裕教室及び支援員等の確
保を進めている。
・利用者負担の導入に伴い、快適な環
境の整備を推進している。また、支援の
質の向上を図るための「長野市放課後
子ども総合プラン事業ガイドライン」を平
成30年３月に策定した。

子育て短期支援事業

・ショートステイ：保護者の病気、出産、
家族の介護等のため、家庭で児童の養
保護者の疾病その他の理由により家庭 育が一時的に困難になった場合、児童
において児童を養護することが一時的 養護施設等において一定期間預かり養
こども未来 に困難となった場合等に、児童養護施 育する。
部 子育て 設その他の保護を適切に行うことができ ・トワイライト・ステイ：保護者が、仕事や
支援課
る施設において、一定期間養育・保護を その他の理由により平日の夜間または
行うことにより、これらの児童及びその家 休日に不在となり、家庭で児童を養育す
庭の福祉の向上を図る。
ることが困難な場合に、児童養護施設に
おいて一時的に当該児童を預かり養育
する。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

平成28年度から市の負担割合を５割から７割として
出産後、育児不安等により特に保健指導が必要な
利用者負担額を軽減したことに加え、母子保健
現行のまま 産婦と新生児を対象として、医療機関等において
コーディネーターからの事業の紹介を始めたことか
母体の管理や育児指導を行い、育児不安等の軽
継続
ら、利用日数が大きく伸び、多くの産婦の育児不
減を図る。
安を軽減することにつながった。

Ｂ

・母子保健法に位置づけられた事業であり、妊娠
吉田及び犀南の保健センターに専任の母子保健
期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行
コーディネーターを配置し、妊娠届の際にすべて
う。
の妊婦と面談することで、妊娠・出産・子育てに関 現行のまま
・平成29年度2か所2名から平成30年度4か所4名
する要望や不安、悩みを聞き取り、きめ細やかな 継続
へ体制強化したが、全市的取り組み方法等につい
情報提供など、特に産前産後の支援の充実が図
て、他の保健センターへの配置等を含め検討す
られた。
る。

Ｂ

妊娠期の口腔管理について妊婦の意識が未だ低
妊娠期の口腔管理における歯科健診の重要性に
い状況にあるため、妊娠期における歯科健診の重
ついて、少しずつではあるが理解が進んでおり、
現行のまま 要性について、母子健康手帳交付時やマタニティ
受診率が向上してきている。引き続き、歯科健診
継続
セミナーの機会等を活用し、また、関係機関の協
の必要性の認識を深めてもらえるよう周知に努め
力を得て積極的に周知し、継続的に取組む必要
ていく必要がある。
がある。

2,464

Ｂ

お腹の中の赤ちゃんや生まれた後の成長に応じた
メール登録件数について、第四次長野市高度情
タイムリーな情報やアドバイスを配信することで、妊
報化計画の目標値は達成できなかったが、登録件 現行のまま
娠・出産・子育ての不安や負担感を軽減し、安心し
数は増加し、読者アンケートの調査結果から読者 継続
て出産や子育てができるようにする必要があるた
の満足度も高かったため。
め。

935,000 1,072,744

Ｃ

市内全54小学校区において留守家庭児童の受
入れを実現しているが、希望児童の受入れは26校 拡大
区に留まっている。

Ａ

本事業の周知等を更に図りながら、必要としている
利用申請のあった家庭の利用要望どおりに、施設 現行のまま
世帯への支援を行うことで、切れ目のない子育て
継続
への受け入れがほぼ実施できているため。
支援に繋げることができるため。

6,675

5,686

8,180 14,710

2,941

2,272

801

3,298

1,339

-14-

希望児童の全校区受入の早期実現と利用者負
担導入に伴う支援の質の向上に向けて取組を加
速させる必要がある。

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

37 ２-１-１

・市内２箇所のこども広場と公立の地域
子育て支援センター（７箇所）における
こども広場・支援センター：親同士の交
親子の交流の場の提供、子育て相談や
流の促進と子育てに関する相談に応じ
国補こども広場・支援セン こども未来
子育て情報の提供、講演会・講習会等
ることで、親の子育て力を高める。
ター・ファミリーサポートセ 部 保育・
を行う。
ファミリーサポートセンター：子育て支援
幼稚園課
ンター運営
・子育て相互援助活動の依頼会員（児
の相互援助活動を通して、仕事と子育て
童の預かり等の援助を受けることを希望
の両立がしやすくなる環境を整える。
する者）と、提供会員（当該援助を行うこ
とを希望する者）との連絡、調整を行う。

38 ２-１-１

保健福祉
母子栄養食品支給事業
部 長野市
（国補・母子健康づくり の
保健所健
一部）
康課

低所得世帯（市民税非課税世帯及び所
得税非課税世帯、生活保護世帯）の妊
産婦または乳児に栄養食品の支給を行
い、母体の健康の保持及び乳児の健全
な成長を図る。（ただし、乳児は体重制
限又は医師の指導等要件あり）

申請により牛乳を希望する場合は、委
託業者により1日1本を対象者の自宅に
配送し支給、粉ミルクを希望した場合
は、月に1度担当地区の保健師が訪問
を兼ね自宅に粉ミルクの缶を持参し支給
する。

39 ２-１-２

私立保育所施設整備事
業補助金

社会福祉法人及び学校法人が、保育所
私立保育所の施設整備を促進すること
こども未来
等の改築を行うための建設費に対して、
で、児童の安全性が確保されるとともに、
部 保育・
国（厚生労働省）の要綱に基づき、国及
教育・保育環境が向上（保育の質の確
幼稚園課
び市が補助金を交付する。
保）する。
○補助率：国１/２、市１/４

40 ２-１-２

公立保育所施設管理費

こども未来
公立保育所の効率的な管理運営と適正 公立保育所の維持管理に係る点検業
部 保育・
な維持管理を行う。
務、維持補修的工事、備品購入等
幼稚園課

41 ２-１-３

母子家庭等自立促進対
策事業

高等職業訓練促進給付金事業：就職に
有利な資格取得のため、一定期間、看
護学校等の養成機関で修業する場合
に、生活の負担の軽減を図るため給付
金を支給する。
こども未来 資格を取得し経済的に自立することによ 自立支援教育訓練給付金事業：就業に
部 子育て り、母子家庭又は父子家庭の経済的自 結びつく可能性の高い資格取得（介護
職員初任者研修課程等）のために受講
支援課
立促進を図る。
した講座代金の一部を給付する。
ひとり親家庭子どもの生活・学習支援事
業：ひとり親家庭の貧困の連鎖を防止す
るため､ひとり親家庭の子どもに生活･学
習支援を行う｡

42 ２-１-３

県内の高等学校等に通うため、片道２㎞
以上の交通機関を利用している児童を
こども未来 高等学校等への通学費用を一部支援
ひとり親家庭児童通学費
養育するひとり親家庭の保護者を対象
部 子育て することで、ひとり親家庭の経済的負担
援護金支給事業
に、定期券の額の2分の１を支給する（支
支援課
の軽減を図る。
給対象者の前年の所得額が、児童扶養
手当の全額支給基準内）

43 ２-１-３

子育て支援課及び福祉政策課篠ノ井分
ひとり親家庭の相談に応じ、その抱えて
こども未来
室に母子・父子自立支援員を配置し、
母子・父子支援員配置事
いる問題を把握し、解決に向けて必要な
電話や窓口にて、経済的な悩み等の相
部 子育て
業
助言や情報提供を行うことで、自立促進
談に応じ、自立に向けた各種支援策の
支援課
を図る。
情報提供や助言を行う。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

96,377 105,141

323

327,393

274

0

38,236 47,290

39,436 50,219

7,901 10,093

2,770

2,964

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

３歳未満児の保育所入所者数の増加や少子化等
を背景に、こども広場及び支援センターの利用者
拡大
数は、減少傾向となっていることを加味して、概ね
目標どおりと評価した。

Ｂ

昨今では、保健師が直接訪問し支給することで対
保健師による訪問や相談等によって対象世帯の
見直して継 象母子を取り巻く環境を把握し、見守るきっかけと
希望を把握し、必要と判断した世帯の栄養補給を
続
なるという側面が重要となっていることからこの事業
行えている。
のあり方や効果などを検討する。

Ｂ

施設の建築年、老朽化の状況等を総合的に勘案
旧耐震基準で建設された施設や老朽化が著しい
し、補助対象とする施設を選定しており、計画的に 現行のまま 施設が少なからずあり、児童の安全性の確保及び
補助金を交付することにより施設整備が行われて 継続
保育環境向上の観点から、本事業を継続する必
いる。
要がある。

Ｂ

予算の範囲内で、緊急性や必要性の高い施設又
公立保育所の老朽化が進んでおり、水まわりを中
は設備等の補修修繕ができている。また、職員で 現行のまま
心に適時適切な維持修繕等を行うことにより、安
対応が可能な修繕等は直接対応しており、柔軟か 継続
全・快適な保育環境の維持に努める必要がある。
つ円滑な保育環境の改善を図っている。

Ａ

高等職業訓練促進給付金の受給者数が増加して
学習支援については、平成28年度、29年度の実
いるとともに、給付金支給による資格取得者が就
見直して継 績を踏まえ、平成30年度についても支援方法の見
職に繋がっていることが認められるため。
直しを行う。更に30年度の状況を踏まえ、更なる改
また、学習支援については、実施方法を見直すこ 続
善が必要か検討する。
とで、応募者（新規134人、継続21人）全員を受け
入れることができたため。

Ｂ

ひとり親家庭の経済的な状況などにより、実測値
児童が家庭の経済的事情によらずに希望する高
は左右されることがあるが、一定程度の支給者数 現行のまま 校等へ通学できるよう、通学費用の一部支援が、
ひとり親家庭の経済的負担の軽減につながるた
があることなどから、事業目的は概ね達成できてい 継続
め。
るため。

Ｂ

ワンストップ相談会では、社会保険労務士や司法
書士など専門家への相談が少なかったことから、
具体的な相談内容等など例示し、ひとり親世帯に
毎年一定程度の相談を着実に受けていること、及
見直して継
向けて周知する。
び、自立支援員による相談によって就業に結びつ
続
なお、母子・父子自立支援員については、様々な
いているため。
相談に対応することが、ひとり親家庭の経済的・精
神的な自立につながることから継続して実施する。
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・こども広場での「一時預かり事業」の実施に向け
た検討を行う。
・こども広場での「利用者支援事業（基本型）」の配
置に向けた検討を行う。

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

こども未来
養育者の不安、育児ストレス等の軽減に 訪問支援員による育児・家事援助によ
部 子育て
より、児童の健全育成を図る。
り、子育て家庭の支援を実施する。
支援課

44 ２-１-３

養育支援訪問事業

45 ２-１-３

市長が父親となって、母子・寡婦家庭の 中学生以下の子どものいる母子家庭の
こども未来
親子と海水浴に行くことで、母子家庭の 親子を対象（広報紙やホームページで
一日父親・母子休養事業 部 子育て
レクリェーションやふれあいの機会を提 募集）に、バスにより上越市谷浜海水浴
支援課
供する。
場に行き、市長とともに海水浴を行う。

46 ２-２-１

おでかけパスポート事業
補助金

保健福祉
部 高齢者
活躍支援
課

路線バスを利用した高齢者の社会参加
を支援することにより、健康づくり・生きが
いづくりの推進につなげる。（対象者：市
内に住所を有する70歳以上の者）

ICカード「おでかけパスポート」により市
内路線バスを安価で乗車できるもの。市
は運賃から利用者負担額とバス事業者
負担額を除いた額を負担する。

47 ２-２-１

老人福祉センター管理運
営委託・老人福祉セン
ター管理運営・ふれあい
交流ひろば運営

保健福祉
部 高齢者
活躍支援
課

高齢者が生きがいを見つけられるととも
に健康状態の維持が図られる。
自主グループ活動や地域福祉活動の
きっかけとなり活動の実施が図られる。

老人福祉センター及びふれあい交流ひ
ろばにおいて、高齢者の各種相談に応
じるとともに、生きがいづくりや介護予防
に関する講座を実施する。また自主グ
ループ活動や地域福祉活動の場を提
供する。

48 ２-２-１

老人クラブ補助金

地域を基盤とした生きがいづくりや健康
づくり、高齢者相互の生活支援を行う自
地域ごとの単位老人クラブに活動費を
保健福祉
主的な組織である老人クラブの活動を通
補助する。
部 高齢者
じて、高齢者の社会貢献活動、世代間
単位老人クラブの活動を支援・指導する
活躍支援
交流活動などに対する意欲を掘り起こ
市老連の活動費を補助する。
課
し、豊かな老後の実現、地域福祉の増
進につなげる。

49 ２-２-１

高齢者が生きがいを見つけられるととも
保健福祉
に健康状態の維持が図られる。
シニアアクティブルーム運 部 高齢者
自主グループ活動や地域福祉活動の
営
活躍支援
きっかけとなり、中心市街地の活性化に
課
もつながる。

50 ２-２-１

（１） 主 催 長野市・長野県短期大
学・信州大学
（２） 対 象 者 市内在住の概ね60歳以
社会の重要な一員である高齢者を対象
上の者
保健福祉 として、他の世代とともに社会において
（３） 修業期間 ２ヵ年 計22日間
ながのシニアライフアカデ 部 高齢者 積極的な役割を果たしていくことが期待
（４） 定 員 40名/１学年
ミー運営
活躍支援 されていることから、地域における指導
（５） 講座内容 健康づくり、生涯学習、
課
的役割を果たす人材（地域リーダー）を
受信力・発信力、まちづくり、食、運動
育成する。
など
（６） 講 義 数 30講義〔1.5ｈ/１講義、
15講義/１学年〕
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中心市街地へ老人福祉センター等の機
能を持つ高齢者の活動を支援する拠点
を設置し、講座及びイベント等を開催す
る。また、自主グループ活動の支援や、
地域福祉活動に関する相談、情報提供
及び連絡調整などを行う。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

4,752

4,528

Ａ

支援家庭実績が増加しており、健康課と委託事業
養育者の育児ストレスや産後うつ、不安、孤立化等
者と連携し、身近に育児支援者のいない育児不安
を抱える養育者への支援を行った。結果、支援開 現行のまま は、不適切な養育（児童虐待等）に繋がる恐れが
あることから、本事業による養育者の支援は必要で
始前と比較し、エジンバラ産後うつ質問票の点数 継続
ある。
が改善するなど、養育環境の改善が見られたた
め。

310

360

Ｃ

平成29年度は、参加者数が前年比54％と減少し、
終了
ひとり親世帯に占める参加世帯数も減少したた
め。

147,550 165,651

Ｃ

おでかけパスポートの所有者は増加しているが、
見直して継 本事業は高齢者が気軽に路線バスを利用できる
利用回数の伸びがない。天候の影響等もあり、前
続
事業として、市民ニーズは高い。
年度よりも微減で推移した。

Ｃ

講座数の減少に伴い、講座の受講者数は減少と
なった。目標値には届かない状況ではあるが、自
今後も高齢人口の増加が見込まれる中で、高齢者
見直して継
主グループ活動が活発に行われていることなどに
が健康で生きがいのある生活を保つために不可欠
続
より、老人福祉センターを利用している人数は増
な施設である
加している。

Ｃ

市老連と連携を深め、広報ながので会員加入を促
すなど加入率の向上に努めたが、高齢者の生き方
補助金の交付により、単位老人クラブが維持され、
現行のまま
や関心が多様化する中、新たな会員の加入が進
会員の健康増進や地域福祉の充実につながって
継続
まないことから、老人クラブ数、加入者数ともに減
いることから、今後も補助事業を継続する。
少している。

158,162 159,284

12,167 12,449

平成30年度を最後に本事業を終了し、ひとり親家
庭を対象とした新たな交流事業を平成31年度から
行う。

5,592

5,638

Ａ

多様な講座の開催や、継続的に広報活動の実施
高齢者の生きがいづくり、健康づくりの観点から、
現行のまま
により、講座数、受講人数が前年度より増加してい
今後も中心市街地という立地を活かした講座やイ
継続
る。
ベントを充実させていく必要がある。

1,677

2,170

Ｂ

毎年、応募者数は減少しており、受講者数は29年
平成30年度に長野県立大学が開学したため、ま
見直して継
度のみ定員40名に対して下回った。
た、応募者数が年々減少しているため、講義内容
修了者数は、29年度は特に退学者が多く、35名と 続
の大幅な見直しを行う。
なった。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

51 ２-２-２

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

65歳以上のひとり暮らし高齢者、75歳以
上の高齢者のみの世帯及び65歳以上
保健福祉 の高齢者と重度身体障害者のみの世帯
独居高齢者等緊急通報シ 部 地域包 を対象に、コールセンターによる様態確
括ケア推 認、協力者による処置の要請等により、
ステム設置
進課
高齢者の安全確保及び不安の軽減を図
り、高齢者及び家族が安心して生活でき
るようにする。

事業等の具体的内容（概要）

対象者宅へ緊急ボタン付き本体、火災
報知機及び安否確認センサーで構成さ
れる緊急通報装置を設置し、コールセン
ターを介した様態確認を行う。緊急時に
は協力者への訪問依頼や救急搬送要
請等を行う。

介護保険特別対策事業

・訪問介護等利用者負担助成事業:障
害福祉サービスにおいて「境界層該当」
で定率負担額が０円の人が
介護保険へ移行する場合、自己負担
を全額免除にする。
・社会福祉法人等利用者負担軽減事
○対象：市民税非課税世帯者である者
業：社会福祉法人が提供するサービス
（各制度により他に要件あり）
保健福祉
のうちサービス料、食費、居住費の
○成果・効果：低所得者が介護サービス
部 介護保
利用者負担を25％軽減する。
を利用した場合に、当該生計を維持しつ
険課
・特別地域加算に係る訪問介護利用者
つ安心して適切な介護サービスを受けら
負担減額事業：サービス利用料が15％
れる。
増しとなる地域において、
社会福祉法人が提供する訪問介護等
の利用者負担の軽減。
・利用者負担援護事業:1カ月のサービ
ス利用料の個人負担額が3,000円を超
えた場合に支給する。

発達支援あんしんネット
ワーク事業

･発達に関し支援を行う関係者が一堂に
会し、情報共有と具体的な支援方法を
検討する「地域発達支援会議」を開催す
特別な配慮を要する子どもが在籍する
る。
こども未来 保育園など機関が、独自に支援すること
･特別な配慮を要する子どもが在籍する
部 子育て ができるとともに、必要に応じて自主的
保育所等へ訪問し助言指導を行う「にこ
支援課
に関係機関との連携が図れるようになる
にこ園訪問」を実施する。
こと。
･保護者が子どもの情報を記録整理する
ための「はぐくまファイル」の活用を促進
する。

54 ２-３-１

障害者（児）施設賃借料
補助金

障害者施設を設置して社会福祉事業
を経営する社会福祉法人等で、当該障
害者施設を使用する権原を賃貸借契約
保健福祉
必要な数の障害者施設を整備し、障 （契約期間が８年以上のものに限る。）に
部 障害福 害者（児）の地域生活に必要なサービス よって取得して社会福祉事業を経営す
祉課
を提供する。
る者（既設の社会福祉法人等に限る。）
が当該賃貸借契約に基づき支払う障害
者施設の賃借料の一部について補助金
を交付する。

55 ２-３-２

地域福祉ワーカーを設置する住民自治
協議会に対し補助金を交付することで、
各地区の特性に応じた地域福祉活動推
進体制の推進を図る。
【補助内容】①地域福祉ワーカー雇用経
費
保健福祉
②地域福祉ワーカーが実施す
地域福祉ワーカーが中心になって地域
地域福祉推進事業補助 部 福祉政
る生活支援コーディネーター業務に要
の課題やニーズを把握し、課題解決の
金（21332 生活支援体制 策課、地
する経費
ため、地域住民が主体となった様々な支
整備事業）
【地域福祉ワーカーの役割】
域包括ケ
え合い活動が展開されている。
①地域の課題やニーズと地域福祉活動
ア推進課
をつなぐとともに、活動の創出、住民の
参加意欲の引き出し、力づけ等を行う役
割を担う。
②地域において高齢者の介護予防及
び生活支援体制を整備する生活支援
コーディネーターの役割を担う。

52 ２-２-２

53 ２-３-１
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

24,796 25,350

4,133

5,866

12,310 13,360

1,376

1,055

59,930 86,108

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｃ

民生委員やケアマネージャーを通じて対象者へ
高齢者の緊急時対応に備えるとともに孤立防止
案内しているが、施設等への入所、協力者が得ら 見直して継
につながる仕組みの一つであり事業の必要性は高
れない、携帯電話等には設置出来ないなどの理 続
い。
由で目標に至っていない。

Ｂ

本事業を必要とする利用者に対応できる状態を継
高齢者の増加に伴い、低所得の利用者の増加が
続していくことが重要である。
考えられる。
昨年度中は居宅介護支援事業所を含む事業者へ 現行のまま
低所得の利用者が、当該生計を維持しつつ安心
配信しているフレッシュ情報への掲載なども行って 継続
して適切な介護サービスを受けられるよう事業を継
おり、利用促進のための周知を行うことができたた
続していく必要があるため。
め。

Ｂ

にこにこ園訪問は90％以上の園に訪問できてい
園訪問を行うことで、発達に支援を要する子や保
る。なお、成果指標については、平成28年度の結 現行のまま 護者に対する機関の助言や指導のスキルアップに
果しかないため、今後継続して効果を測定してい 継続
繋がり、切れ目のない支援体制の構築が図られる
く。
ため。

Ｂ

障害者制度改革に際し、福祉サービスを確保す
るため、事業所開設後８年を限度として交付するも
段階的に
のとして創設した。ここ数年は実績事業所数に増
終了
加は見られないが、施設系サービス事業所の確保
と事業所の経営安定に寄与している。

Ｂ

市内32地区中、31地区で地域における福祉活動
地区において、高齢者の生活支援体制の整備や
を推進する役割を担う地域福祉ワーカーが設置さ
れていること。平成29年度から新たに取り組んでい 現行のまま 地域福祉課題解決のため、今後も地区の理解を
得ながら地域の特性を活かした地域福祉の推進
継続
る高齢者の生活支援体制整備に向けた介護予
体制を整備する必要がある。
防・生活支援検討会が17地区に設置されたことか
ら概ね目標どおりとする。
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支出先の公平性や財務状況等を踏まえた補助
の必要性を検証し、終了年度の設定等、補助の見
直しを進める。

！

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

56 ２-３-２

長野市社会福祉協議会、地区住民自治
協議会に対してそれぞれ補助金を交付
保健福祉
し、高齢者・障害者等が住み慣れた地域
地域たすけあい事業補助 部 地域包
で安心して自分らしく暮らし続けることが
括ケア推
金
できるように、地区住民の協力を得なが
進課
ら「お互いさま」の気持ちで支え合い、助
け合える地域づくりを進める。

57 ２-４-１

国が示す実施効果の高いがん検診を関
係機関と協力し、適正に実施する。
保健福祉 がん検診受診率を上げることで、早期の
また、受診率向上を図るため、検診の重
各種がん検診（胃・肺・大 部 長野市 がん発見・治療につなげ、がんによる死
要性の啓発、個別の受診勧奨、国の補
腸・子宮・乳）
保健所健 亡数を減らす。また、医療費の削減につ
助制度を活用した無料クーポン券の送
康課
なげる。
付、受診者の利便性向上のための休
日、夜間の検診などを実施する。

58 ２-４-２

動物愛護対策

愛犬の正しい飼い方しつけ方教室（年
12回）及び市民公開講座の開催、啓発
犬猫の適正飼育を啓発・普及することに ポスター等の作成、配布、飼い主のマ
より、鳴き声や糞尿による被害、人畜共 ナーアップを図るための動画をホーム
保健福祉
通感染症などを未然に防ぎ、良好な生 ページに掲載するなどした。また、ボラン
部 食品生
活環境の保全を図る。これにより人と動 ティアとの共同による譲渡会、大学との
活衛生課
物が幸せに共生する潤い豊かな社会の 連携による小学生を対象とした動物愛
実現を目指す。
護教室を開催した。引き続き、作成した
ポスター等を有効活用し普及啓発に努
める。

猫繁殖制限助成

繁殖制限手術の重要性を啓発し、その
平成29年度、猫1,361頭に対し助成金を
保健福祉 実施を定着させることにより意図せぬ繁
交付。平成30年度1,360匹に対し助成
部 食品生 殖による猫の増加を防ぐ。併せて、猫の
金を交付するとともに、猫の室内飼育の
活衛生課 室内飼育の普及を進めることにより、子
普及啓発に努める。
猫の引取りを減少させる。

60 ２-４-２

飲料水供給施設等改修
事業補助金

保健福祉
信州新町・中条地区の上水道給水区域
部 長野市 信州新町と中条地区の小規模水道施設
外の小規模水道施設を対象として、施
保健所 食 の計画的な施設改修を進め、小規模水
設の改修に要する事業費の一部を補助
品生活衛 道施設の維持管理を図る。
する。
生課

61 ２-４-３

公的病院救急医療設備
整備事業費補助金

保健福祉
二次救急医療体制を担っている病院が
市民が、二次救急医療を受けられるよう
部 医療連
国、県の補助の対象となる医療機器を
に体制を整える。
携推進課
購入する場合に補助を行う。

初期救急医療体制整備
事業

休日は、長野市医師会、更級医師会と
在宅当番医制の協定を締結し、事業の
実施を委託する。併せて長野市歯科医
保健福祉 市民が２４時間３６５日切れ間なく、必要
師会、更級歯科医師会と歯科救急診療
部 医療連 に応じた適切な医療を受けられる状態
に対して補助金を交付する。
携推進課 にする。
又、夜間の初期救急業務を担う急病セ
ンターを、市内３箇所の公的医療機関へ
の委託等により開設する。

59 ２-４-２

62 ２-４-３
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長野市社会福祉協議会及び地区住民
自治協議会が実施する家事援助サービ
スと福祉移送サービスの実施に要する
経費、及び福祉自動車購入金を助成す
る。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｃ

利用件数については減少している。減少理由は、
高齢者の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者の家事
福祉自動車の移送件数の減少が主なものである。
援助や福祉移送といった、地域たすけあい事業の
家事援助の協力員は増加しているものの、福祉自 現行のまま
需要は高まると思われる。こうした福祉サービスを
動車移送の協力員は減少しているため、利用者の 継続
維持、継続していくためにも本事業を継続してい
要求に対応しきれていないことが利用件数の低下
く。
につながっていると考えられる。

205,580 218,872

Ｃ

精検受診率は、概ね国が示す目標値に近い実績
となっているが、検診受診率は、最も高い大腸が
がん検診は安心して暮らせる健康づくりには欠か
見直して継 せないものであり、今後も国の指針に基づき、検診
ん検診でも約20％（H28）で、国が示す目標の
50％を大幅に下回っている。また、無料クーポン事 続
の有効性や社会の動向等を注視しつつ、実施内
業や受診勧奨、休日検診等を実施しているもの
容を見直しながら継続する。
の、低下傾向が続いているため。

8,476 10,281

Ａ

普及啓発について、目標値を上回ることができた。
現行のまま 市民の適正飼育を向上、定着させるためには施策
所有者からの引取数は前年、前前年度よりも多く
継続
の長期的な継続が必要である。
なったが、目標値を達成した。

4,565

Ｂ

助成金交付により繁殖制限の実施が進み、所有
者からの子猫の引取数を抑制することができた。

Ｂ

平成31年度までは、長野県新市町村合併特例交
各小規模水道施設の計画的な改修工事の推進の
見直して継 付金の特定財源が見込まれることから、現行のまま
他、災害時の突発的な水道施設の修繕に対応し、
継続するが、その後は、補助内容を見直した上で
続
小規模水道の維持管理が図られている。
継続していく。

4,319 19,440

Ｂ

救急告示医療機関において受入困難な事案が発
生した場合に、原則として必ず受け入れてもらう最 現行のまま 平成29年度から開始した事業のため、今後の補助
後の砦として、長野市内の病院群輪番制参加医 継続
の状況を注視していく必要がある。
療機関を維持することができた。

67,569 72,061

Ｂ

引き続き市民の夜間・休日の急病等に対応する医
必要とする休日、夜間の救急医療体制を提供でき 現行のまま
療体制の確保が必要であることから、現在の体制
た。
継続
を維持していく。

62,803 61,744

6,259

4,600

3,881

飼育者による繁殖制限手術の徹底を図り、それを
現行のまま
定着させるためには施策の長期的な継続が必要
継続
である。
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№

総合計画
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（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

中山間地域を中心とした医療保険被保
保健福祉
険者等である地域住民に対して、医療
部 医療連
診療所の適切な管理及び運営
提供に基づいた健康の保持増進を図
携推進課
る。

63 ２-４-３

診療所事業

64 ２-４-３

・医療相談窓口での電話相談、面接相
談の実施。
・苦情や相談に対して納得してもらい、 ・医療従事者の医療安全意識の理解を
長野市保 市民の医療に関する不安を解消する。 深め、患者・市民の医療に対する信頼を
医療安全支援センター運
健所 総務 ・市民の医療に対する信頼を高める。
確保するため資質向上を目的とした医
営事業
課
・より安全で適正な医療が提供できるよう 療安全研修会を開催する。
にする。
・相談や不満の改善に向け医師会や医
療機関の相談担当関係者と連携し対応
する。

65 ２-４-３

メタボリックシンドロームの該当者及び予
特定健康診査・特定保健 保健福祉 備群の割合を減少させ、国保被保険者
指導事業(30歳代の国保 部 国民健 の生活習慣病の発症予防と健康増進を
康保険課 図り、医療費の適正化及び保険者の財
健診）
政基盤強化を目指す。

66 ２-４-３

福祉医療費給付事業

支給対象者（子ども、障害者、ひとり親
家庭の親と子）にかかる医療費の自己
福祉医療費給付金を支給することで、支
負担分について、受給者負担金を控除
保健福祉
給対象者やその家族が安心して医療機
した額を福祉医療費給付金として受給
部 福祉政
関等を受診することができ、健康の保持
者に支給する。子どもの福祉医療に関し
策課
と生活の安定を図ることができている。
ては、子育て支援のため、受給が簡易
な現物給付により支給を行う。

地域・市民
生活部 人
権・男女共
同参画課

基本的人権の尊重を基盤に、あらゆる差
別や人権侵害をなくし、市民と行政が一
体となって「人権を尊び差別のない明る
い長野市を築く条例」の精神である「す
べての人が人間として尊重され、心豊か
な生活を送ることができる明るく住みよい
社会を築く」こと。

67 ２-５-１

人権教育啓発

68 ２-５-１

地域・市民
人権同和事業費 人権啓 生活部 人 心配事、悩み事を早期解消し、平穏な
発・相談
権・男女共 生活を回復する。
同参画課

69 ２-５-２

男女共同参画推進活動

・30歳代の国保被保険者を対象に委託
医療機関でメタボリックシンドロームに着
目した健診を実施する。
・健診結果から、メタボリックシンドローム
の該当者及び予備群に対し保健師等が
個別の保健指導を実施する。

・各住民自治協議会に、区や地域公民
館等を単位とした研修会及び住民集会
を開催してもらうため、人権教育指導員
の養成、講師の派遣や情報の提供、資
料の提供等の支援を行う。
・テレビ・ラジオ放送等による啓発、啓発
標語・ポスター・作文の募集、啓発ビデ
オ・ＤＶＤの貸出し、啓発資料の配布な
ど人権尊重意識の普及啓発を行う。
心配ごと悩みごと相談室を開設し、相談
者自身が人権尊重の意識を持ち、自ら
問題を解決することができるよう指導助
言を行う。
（開設頻度：毎週 月、水、金曜日の３日
間）

地域・市民
平成30年度から計画期間としている第
男女共同参画社会の実現に向け、市の
生活部 人
四次男女共同参画計画においても引き
政策方針決定過程や審議会等への女
権・男女共
続き計画の評価指標とし、各審議会所
性参画率を安定的に確保する。
同参画課
管課等への働きかけを行う。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

469,877 523,900

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

人口減少、少子・高齢化が進む中、患者数が減少
していく状況を踏まえた運営方法を模索しながら、
見直して継
中山間地域における医療等の提供確保のため、
続
診療所の適切な管理及び運営を継続する必要が
ある。

Ｂ

適切な管理及び運営ができたため

市民の医療に関するニーズに対応し、医療従事者
相談後の満足度は年々上昇しており、ほぼ目標は 現行のまま
の資質の向上に寄与するために医療相談の継続
達成できた。
継続
は必要である。

3,071

3,330

Ｂ

8,668

9,001

Ｂ

2,183,634 2,214,891

Ｂ

支給件数は概ね想定どおりであり、受給者に対し
市民ニーズも高く、制度が定着していることから、
現行のまま
て必要な経済的支援が行われたと判断できるた
今後も制度の安定維持に努め、継続して事業を実
継続
め。
施する。

Ｃ

「人権問題について理解を深めようとしている」に
「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定さ
ついては対前年度比４％上昇したが、「互いの個
れ、相談体制の充実や部落差別解消に向けての
性や立場を尊重し合える地域である」については 見直して継 人権教育・啓発などの施策を進めていくための法
対前年度比６％下落してしまったため、研修回数、 続
的根拠が明確にされたことから、今後示されるであ
参加人数を増加させるとともに、研修内容、方法等
ろう国の方針に基づき施策の推進に取り組んでい
についても研究する必要がある。
く必要があるため。

Ｂ

生活スタイルの変化や少子高齢化の進行で、今
後、様々な人権に係る問題の増加が想定される。
平成28年度に開設日の見直しを行い週５日から週
３日にしたことを受け、平成29年度において相談 現行のまま 「誰もが・気軽に・安心して」利用できるような相談
窓口のニーズは高くなるとが想定され、人権尊重
者数が減少したものの、相談には遅滞なく対応で 継続
の意識向上を図っている中、いまだ人権侵害の事
きていることから「概ね目標どおり」と評価した。
例は多く継続していくことが必要である。

Ｂ

第三次長野市男女共同参画基本計画の施策に基
づいて各事業を総合的に推進するとともに、女性
平成29年度については、第三次長野市男女共同
参画基本計画の評価指標（40％）に若干届かな 現行のまま 活躍推進法に基づく推進計画を盛り込んだ、平成
30年度を初年度とする第四次基本計画の策定を
かったものの、平成27・28年度については目標を 継続
行っており、引き続き男女共同参画社会の実現に
達成しており意識改革が図られてきている。
取り組む必要がある。

11,474 16,119

691

1,418

713

1,361

健診受診率は目標値に達したが、保健指導実施
率は、目標値には達しなかった。

・若年期からの生活習慣病の予防は、健康寿命の
現行のまま
延伸及び医療費の適正化などに向け重要であり、
継続
今後も継続する必要がある。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。
事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

地域・市民
男女共同参画センター運 生活部 人
権・男女共
営事業
同参画課

男女共同参画に関する認識を深め、男
女共同参画社会の実現を目指すため
に、企画講座及び男女共同参画セミ
ナーに多くの参加者を募る。

・企画講座等を開催し、男女共同参画
の啓発を行う。
・地域、学校、企業において、男女共同
参画セミナーを開催し、男女共同参画
社会形成や固定的役割分担意識の是
正のための啓発を行う。

71 ２-５-２

地域・市民
男女共同参画促進サポー 生活部 人
権・男女共
ト事業
同参画課

市民団体は自ら事業の企画運営を実施
することで男女共同参画の理解を深め、
講座等に参加した市民は意識啓発が図
られる。また、優良事業者表彰を実施
し、公表することで、多くの事業所等へ
先進事例による啓発が図られる。

・市民団体等から自主的な男女共同参
画に関する事業を公募し、選考委員会
で選考された事業を実施してもらいなが
ら、男女共同参画意識の醸成を図る。
・男女共同参画を推進している事業者を
公募し、選考委員会で選考された事業
者を表彰し、公表することで市内の事業
所等への啓発を図る。

72 ３-１-１

環境部 環
太陽光発電システム普及 境保全温
暖化対策
促進事業補助金
課

家庭における太陽光発電システムの普
及拡大及びそれを契機とした省エネル
ギー意識の向上を図り、市内の温室効
果ガス排出量を削減する。

市税を滞納していない方で、長野市内
に有する自ら住居する住宅に太陽光発
電システムを設置した個人が対象であ
り、設置した太陽光補助金システムの出
力に応じて、１kWあたり１万８千円(上限
８万円)の補助金を交付する。

73 ３-１-１

市税を滞納していない方で、長野市内
に有する自ら住居する住宅に太陽熱利
環境部 環 家庭における太陽熱利用システム導入
用システムを設置した個人を対象とし
太陽熱利用システム普及 境保全温 の拡大及びそれを契機とした省エネル
て、自然循環型（太陽熱温水器）に対し
暖化対策 ギー意識の向上を図り、市内の温室効
促進事業補助金
１件当たり５万円、強制循環型（ソーラー
課
果ガス排出量を削減する。
システム）に対し１件当たり10万円の補
助金を交付する。

70 ２-５-２

事業名称

所属

環境部 環
境保全温
暖化対策
課

水が持つクリーンな水力エネルギーによ
り発電することで、温室効果ガスの一つ
であるCO2削減に寄与し、自然環境及
び、地球環境の保全を図る。

74 ３-１-１

小水力発電事業

75 ３-１-１

環境部 環
事業所が温暖化対策の意義や具体的
事業所向け温暖化対策啓 境保全温
な方策を理解し、実践する。
発事業
暖化対策
課

76 ３-１-１

省エネ機器普及モニタリ
ング事業

【大岡浅刈小水力発電所の維持管理】
・発電設備停止時に迅速に対応できるよ
う遠隔監視装置の設置
・小水力発電設備への通路の維持管理
・年次点検
・発電設備に係る修繕

事業所向け温暖化対策支援サイトを
開設し、省エネ機器の導入といった温暖
化対策が、温室効果ガスの削減でなく、
コスト削減にもつながる等、温暖化対策
に役立つ情報の提供を行う。

家庭用燃料電池（エネファーム）は、ガ
スから取り出した水素と空気中の酸素の
化学反応で発電し、その際に発生する
熱からお湯を沸かして給湯に利用する
環境部 環 家庭における、省エネルギー・温室効 システムで、商用電源（送電ロスが発生
境保全温 果ガス削減の効果が高い機器の普及拡 し、排熱が利用されない）に比べ、エネ
暖化対策 大と省エネ意識の向上。それによる市内 ルギーを有効に利用でき、エネルギー
消費量・CO2排出量の削減が期待でき
課
の温室効果ガス排出量の削減。
る。このエネファームを設置する市民に
対して、電気・ガス使用量の情報提供を
条件に、設置費用の一部を補助金とし
て交付する。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

11,866 12,246

430

500

34,369 25,900

4,100

3,300

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｃ

固定的役割分担の意識は向上してきているが、未
だ男女共同参画社会という言葉の意味を知ってる
男女共同参画セミナーの開催依頼により、新たに
市民の割合も低い。男性が依然優位な立場にあ
セミナーを開催した地区もあったが、前年度までセ
見直して継 り、女性の社会参画や活躍が不十分な状況が見ら
ミナーを開催していた男女共同参画啓発に意識の
続
れる。男女共同参画社会を実現するために、今後
高い地区が開催を見送ったこともあり、目標を下
も引き続き企画講座や男女共同参画セミナーを内
回った。
容を見直しながら開催し、啓発を継続していく必要
がある。

Ａ

平成２９年度は目標を達成した。

男女共同参画を推進する上で、市民団体等との協
現行のまま 働は必要不可欠であり、また、事業者自らが男女
共同参画に取り組むことで、職場における男女共
継続
同参画が促進されるため必要である。

Ａ

ここ数年は補助申請件数が減少傾向にある上、予
算終了のために年度途中で受付を終了したもの
段階的に
の、補助件数は目標を達成した。設置される設備
終了
の平均出力が増えているため、補助件数は減少し
たが、CO2削減量についても目標を達成した。

Ｂ

太陽光発電に比べ、全国的に普及が進んでいな
平成29年度は、CO2の削減効果が高い強制循環
いことから導入コストはあまり下がっていないが、建
型の申請件数が平成28年度よりも増えており、補 見直して継
築物省エネ法により平成32年度以降は新築住宅
助件数は減少したものの、CO2推計削減量は概 続
のエネルギー消費性能基準への適合義務化が実
ね横ばいとなっている。
施されることなどから見直しを検討する。

導入コストが低廉化してきたこと、建築物省エネ法
により平成32年度以降は新築住宅のエネルギー
消費性能基準への適合義務化が実施されることか
ら、平成31年度をもって現行の制度を終了する。

37

688

Ｂ

平成28年度に水車機器本体を工場へ搬出する大
規模修繕を行っていることから、その前からも不調
・大岡浅刈小水力発電施設の維持管理を継続す
を生じていた可能性がある。また、平成29年度に
現行のまま
る。
おいても、電力会社による工事や、平成28年度の
継続
・民間の取組についても積極的に支援していく。
修繕の手直しがあったことから、停止時間が多かっ
たことも目標に達しなかった原因が挙げられるが、
確実に電力量を削減できている。

3,258

209

Ｂ

平成29年12月に長野市事業所向け温暖化対策
支援サイト「エコステップながの」を開設した。

Ｄ

市内で導入する場合に必要な寒冷地仕様の製
品を製造するメーカー（東芝）が、平成29年7月に
終了
製造・販売から撤退したため、機器の調達が困難
となり、以降の件数が伸びなかった。

900

1,000

市域の温室効果ガス排出量の削減のためには、
現行のまま
事業所の温暖化対策が不可欠であり、引き続き、
継続
事業所への啓発を行う必要がある。
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当初予定した期間でひとまず終了とする。

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

77 ３-１-１

道の駅中条に電気自動車用の急速充
環境部 環
電気自動車などの普及環境を整備し、 電器１台の設置
電気自動車(EV)充電設備 境保全温
一層の温暖化対策の推進と、観光施設 ・定格25kW(30分で約80%の充電が可
暖化対策
設置モデル事業
等の機能向上・誘客促進を図る。
能)
課
・24時間利用可能

78 ３-１-１

環境部 環
省エネの意識を高め、電力使用量を削
市有施設デマンド監視装 境保全温
減するとともに、市域の温室効果ガス排
置導入事業
暖化対策
出量の削減を行う。
課

デマンド監視装置を導入し、電力使用
の適正化と省エネ効果の見える化に取
り組む。年２回電力使用量の分析を行
い、結果に基づく省エネアドバイスを行
う。（支所・小中学校など96施設に設置
済）

地球温暖化防止活動推
進センター補助金

長野市地球温暖化防止活動推進セン
ター（以下「センター」とする。）を啓発拠
環境部 環
境保全温 市民・事業者が温暖化対策の意義や具 点として指定し、センターが行う地球温
暖化対策の重要性や具体的取組の紹
暖化対策 体的な方策を理解し、実践する。
介、市民・事業者の相談等の事業に対
課
して補助金を交付する。

80 ３-１-１

温暖化防止企画調査

「長野市地球温暖化対策地域推進計
画」（推進計画）及び「長野市役所温暖
市民・事業者・行政が協力して地球温暖 化防止実行計画」（実行計画）の推進。
環境部 環
化防止のための施策に取り組む。
温室効果ガス排出量の把握（算定）。再
境保全温
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の 生可能エネルギー、省エネルギー等の
暖化対策
排出量を削減し、温暖化の悪影響を最 利用と普及拡大に関する調査・研究。温
課
小限に抑える。
暖化の影響についての情報収集。温暖
化の現状と具体的な対策に関する啓
発。

81 ３-１-１

栽培拡大により、耕作放棄地の解消（未
然防止）を図るほか、地域エネルギーの
地産地消を含めた温室効果ガスの削減
環境部 環
や、地域産業・雇用の創出を目指す。な
温暖化防止企画調査(耕
境保全温
お、これまでの調査により、経済性を含
作放棄地等のソルガム活
暖化対策
めた地域活性化事業モデルの創出が可
用調査）
課
能なことが分かり、食品コンペティション
を通じた食品利用、流通環境の整備な
ど社会実装段階に移行しつつある。

79 ３-１-１

82 ３-１-１

83 ３-１-２

信州大学と本市の共同研究などにより、
流通環境や商品化の拡大、講習会等を
通じて栽培者の増加を図るなど、事業モ
デルの構築と併せて、具現化を図る。ま
た、事業のスケールアップ等を図るた
め、H28から連携中枢都市圏構想に位
置付け、高山村、飯綱町、須坂市が参
加している。

バイオマス利活用

構想を推進するため産学官連携の協議
会を設置し、バイオマス資源の利活用を
図る。市有施設におけるバイオマス利用
を推進し、地域内で資源、資金が循環
環境部 環 長野市バイオマスタウン構想に基づき、 するモデルを構築していく。事業化に当
境保全温 バイオマス資源の利活用を図り、地球温 り、効果的な国の支援を受けるため、バ
暖化対策 暖化対策や持続可能な循環型社会の イオマス産業都市構想を策定し、バイオ
課
形成及び中山間地域の活性化を図る。 マス産業都市として認定される必要があ
るため、民間事業者と連携を図り、具体
的な事業計画を策定、推進していく。ま
た、連携中枢都市圏構想に位置付け、
広域的連携を図っていく。

生ごみ減量啓発事業

①市内各地で生ごみ減量アドバイザー
を講師に生ごみ自家処理講座を開催す
一般家庭を対象に、生ごみの自家処理
る。
環境部 生 の実践及び可燃ごみ量の減量や堆肥化
②各地区で開催する学習会等に生ごみ
活環境課 による有効活用を普及し、循環型社会の
減量アドバイザーを派遣する。生ごみの
構築を図る。
有効活用を紹介するガーデニング等講
座を開催する。

-27-

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

628

639

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

成果指標の実績値は年々増加しており、利用台
長野、白馬を結ぶ観光ルート上で当該設備のほか
数が増加している。電気自動車の普及が進んでい
に充電設備が無いことや、道の駅に設置されてい
現行のまま
ることが言える。また、本体に不具合が起こった場
ることから、観光客等の利用も見込まれるため、日
継続
合も24時間電話サービスにより、問題なく利用が
本充電サービスによる充電インフラ普及支援金に
可能となっている。
よる支援を受け、事業効果の検証を行う。

4,355

4,400

Ｂ

設置施設にあっては、設置前と設置後の電気料金
比較で、概ね2千万円の削減が図られている。新
成果指標の29年度実績は５月下旬頃にまとまる予
現行のまま
規の導入については、概ね終了しているが、導入
定であるが、取組み状況から概ね目標を達成でき
継続
効果を維持、あるいは高めていく上で、事業の継
ると考える。
続は必要である。

8,500

8,500

Ａ

講習会や体験イベント等、温暖化対策に関する情
地球温暖化防止のためには、センターを拠点とし
報発信を実施しており、1,000人を超える市民に参 現行のまま
た市民・事業者への啓発活動を継続する必要があ
加・体験していただいている。
継続
る。

Ｂ

計画の進捗評価等に関して概ね予定どおり実施
したほか、再エネ（木質バイオマス等）調査、太陽
推進計画及び実行計画に基づく施策・事業を着
光ガイドライン改正、市役所COOL CHOICE宣言
実に実施する必要がある。温暖化をめぐる状況は
現行のまま
と市民（事業所）に対するCOOL CHOICEへの賛
常に変化しており、新たな施策が求められるため、
継続
同呼びかけ等を実施した。温室効果ガス排出量は
施策展開に必要な調査・研究等を継続して行って
電力の排出係数の変動の影響が大きく、係数が上
いく必要がある。
昇したH25には激増したが、H26は減少した。

Ａ

事業モデルの構築段階から、徐々に社会実装が
進むが、現時点で、自立できる段階にない。耕作
流通環境が整備されたこと、栽培講習会への参加
現行のまま 放棄地の解消（未然防止）、温室効果ガスの削
者増などにより、前年比、約150％と大幅な増加を
減、地域産業・雇用の創出等の効果が期待できる
継続
果たした。
本事業について、信州大学との共同研究を継続
し、本格的な社会実装を目指す。

Ｂ

H27年度のバイオマス産業都市構想（案）の検討
により、バイオマス賦存量等の基礎データを把握
H29年度結果は算定中であるが、鬼無里の湯に薪
できた。市内に豊富に存在する木質をはじめとす
現行のまま
ボイラーを整備したことなどから、一定程度の木質
るバイオマスの活用を図り、化石燃料として市外に
継続
バイオマスの需要量の伸びが予想される。
流出している資金の流出を減少させるとともに、産
業・雇用創出、地球温暖化対策等に取り組む必要
がある。

Ｂ

・生ごみ減量の推進には、現在行っている生ごみ
・生ごみ自家処理実践講座等の受講者数につい
自家処理実践講座や生ごみ減量アドバイザー派
て、食品ロス関係講座は増加（前年度比約7％増）
現行のまま 遣制度が有効であり、加えて、発生抑制の観点か
したが、市主催の講座実践講座及び生ごみ減量
ら食品ロス削減を推進することとし、生ごみ減量啓
継続
アドバイザー派遣による講座は、目標数を達成で
発事業は現行のまま継続する必要がある。
きなかった。

971 10,973

492

122

1,608

492

173

1,587
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暫定版
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総合計画
の分野
（施策）

84 ３-１-２

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

一般家庭を対象に、生ごみの自家処理
生ごみ自家処理機器購入 環境部 生 の実践及び可燃ごみ量の減量や堆肥化 生ごみ自家処理機器を購入した市民に
活環境課 による有効活用を普及し、循環型社会の 対して、補助金を交付する。
費補助金
構築を図る。

ごみ分別啓発・指導

・ごみカレンダー、パンフレット「ごみの出
し方（保存版）」、住民説明会、出前講座
ごみ減量及び分別徹底に対する意識を 等によりごみの減量及び分別の徹底を
環境部 生
高め、環境負荷の低減、資源の有効利 図る。
活環境課
用につなげる。
・事業所を訪問し、ごみの分別を指導
し、他事業所のごみ減量の取り組みを照
会などをする。

資源回収報奨金

資源物の団体回収を実施する登録団体
を対象に、資源回収を実施することによ
環境部 生 り、再資源化を促進し、ごみの分別徹底
活環境課 やごみ減量とリサイクル意識の向上を図
るとともに、地域の環境活動の活性化を
促す。

再生利用可能な資源物（古紙類、缶
類、布類及びビン類）の回収を行った団
体に対し、資源業者への引渡し量に応
じて報奨金（６円／kg）を、又、逆有償の
場合は取引額（上限額は段ボール１円
／kg、雑誌２円／kg、布類３円／kg（H29
年度〜））を加算し交付する。

87 ３-１-２

ごみ処理施設計画

・長野広域連合が整備するごみ処理施
設に対する住民理解を深める。
環境部 生 ・長野広域連合が整備しているＡ焼却施
活環境課 設を平成31年3月に稼働させ、Ｂ焼却施
設及び最終処分場は、平成32年度中を
目標に整備する。

・ごみ処理施設（最終処分場等）の住民
視察研修を実施する。
・ごみ焼却施設周辺環境整備事業とし
て、公園施設の基本設計に向けた協議
を実施する。
・長野広域連合が実施する事業に対し、
構成市町村として応分の負担金を支出
する。

88 ３-１-２

じん芥処理費 ごみ収集
運搬

安定的、効率的かつ適正に集積所から
環境部 生 市民及び地域の衛生的な生活環境を保 収集し、処理施設まで運搬する
資源物の拠点回収（サンデーリサイク
活環境課 持する
ル）を行う

89 ３-１-２

焼却灰等外部処理委託
事業

民間への外部搬出は、リスク分散して安
定的に行うため、複数事業者と契約を実
一般廃棄物の収集・運搬および処分
施してきた。焼却灰等の処理方法は、埋
環境部 清 は、市町村に処理責任があるが、市町
立処分の他に資源化する方法もあり、平
村で処理が困難な場合、一般廃棄物処
掃セン
成25年度以降の全量外部搬出時にお
理業許可事業者で処分しなければなら
ター
いてはさらにリスク分散及び循環型社会
ない。
の実現のため、一部資源化も実施して
いる。

90 ３-１-２

し尿収集運搬事業

し尿及び浄化槽汚泥の排出世帯を対象 し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を一般
環境部 生
とし、衛生的な市民生活の確保と適正な 廃棄物（し尿）収集運搬事業者に委託
活環境課
廃棄物の処理を図る。
する。

ながの環境パートナー
シップ会議負担金

環境部 環
境保全温
暖化対策
課

85 ３-２-２

86 ３-１-２

91 ３-２-１

ながの環境パートナーシップ会議におけ
る活動により、市民・事業者・行政の協働
による環境保全及び啓発活動を実施
し、環境意識の高揚を図り、環境負荷に
配慮した事業活動や日常生活を推進し
ていく。

-29-

市民・事業者・行政のお互いの長所を生
かした連携協働により、環境保全に寄与
する事業、個別プロジェクト活動及びこ
れらの活動の啓発活動を実施する。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

・生ごみ自家処理器補助件数について、コンポスト
容器と電動・手動処理機の申請は減少（前年度比
生ごみ減量の推進には、生ごみ自家処理機器の
約16％減）し、目標数を到達できなかった。
補助制度が有効であるが、更新（再申請）は特定
・生ごみ自家処理実践講座等の受講者数につい 見直して継 の者への交付であることから廃止を検討する。補
て、食品ロス関係講座は増加（前年度比約7％増） 続
助件数は減少傾向にあるが、当補助事業は生ご
したが、市主催の講座実践講座及び生ごみ減量
み減量への取り組みを象徴する事業であり、継続
アドバイザー派遣による講座は、目標数を達成で
していく。
きなかった。

Ｂ

・家庭ごみの収集処理は市民生活に必要不可欠
なものとなっている。環境負荷の低減、資源の有効
・平成21年10月以後の家庭ごみ有料化後は、家
利用といったことからもごみの減量やリサイクルを
現行のまま
庭ごみの減少、資源化は着実に定着している。
推進しなければならない。
・リサイクル率は、回収する資源物が減少してきて 継続
・家庭ごみに比べ減少率が低い事業ごみについて
いることから、目標は未達成となっている。
も減量化、分別徹底の働きかけを引き続き行う必
要がある。

Ｂ

資源回収実施団体数は552団体で前年度比3件
増加であったが、目標に達しなかった。
・集団資源回収を通じて再資源化を促進すること
資源回収量は、前年度比、紙離れや小売店にお
現行のまま により、ごみの減量と分別の徹底が図られ、リサイク
ける店頭回収の普及等の影響もあって古紙類が
継続
ル意識の高揚が期待できることから、本事業を継
△５２２ｔほか、ビン類が△１７ｔ、布類は△６ｔ、缶類
続して実施する。
は△６ｔと減少し、全体としては目標値の９１．５％
であった。

Ａ

平成18年度から、広域連合が整備するごみ焼却
将来にわたって一般廃棄物を適正かつ安定的
施設の建設に対する地元同意を得るための先進
に処理していくためには、新たなごみ処理施設（最
地視察研修を実施し、その積み上げにより平成25
終処分場等）の整備は必要不可欠である。
年3月、建設同意を得るという大きな成果を挙げる 現行のまま
長野広域連合が整備するごみ処理施設に対し
ことができた。
継続
て、地元住民と協議や視察研修等を重ねながら、
平成29年度は、Ａ焼却施設の建設工事が本格
引き続き事業を推進していく。
化し、施設の安全性について理解を深めることが
できた。

1,156,409 1,155,219

Ｂ

ごみの収集運搬は、市民及び地域の衛生的な生
ごみ集積所（サンデーリサイクルによる資源物拠点
活環境を維持するために欠かせないため、サン
回収を含む。）に排出されたごみ及び資源物は、 現行のまま
デーリサイクルも活用し、安定的、効率的かつ適正
家庭ごみ収集運搬計画に基づき、適正、迅速、効 継続
な収集を継続すると共に、一層のごみ減量・資源
率的に収集することができた。
化を推進する。

393,168 304,085

Ａ

適切に処理されているため

319,275 314,862

Ｂ

収集運搬に対する市民の苦情はなく、適正に業務 現行のまま 収集量は減少していくが、し尿及び浄化槽汚泥の
が行われている。
継続
収集運搬は今後も継続して行う必要がある。

Ｂ

環境保全活動を広めていくため 会員以外が参加
持続可能な社会の構築を目指し、引き続き、市民・
しやすい「環境団体大集合」などのイベントを継続
事業者・行政などの多様な担い手により互いの長
して開催したことにより、当会議の活動への理解が
現行のまま 所を活かしながら協働して環境保全活動を行って
進み、参画人数は増加することができた。また、信
継続
いく。また、広く市民に環境保全活動の必要性や
州大学工学部の地域環境演習に伴う学生の受入
本会議の活動内容を周知し、より多くの市民・事業
や新たに創設したプロジェクトサポーター制度によ
者の参画を促していく。
り事業者の協働参画を得ることができた。

2,807

2,926

31,960 51,763

70,069 70,986

2,309,074 1,950,597

1,000

1,000

終了

-30-

今年度の広域連合焼却施設稼働に伴い、事業は
終了となる。

！

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

92 ３-２-１

①長野市自然環境保全推進委員からの
活動報告書による本市の自然保全状況
環境部 環
の把握及び記録として活用するための
環境企画費 希少動植物 境保全温 豊かな自然環境のもとに生物多様性が
保存②希少動植物の保護のための外来
暖化対策 確保されていること。
保護
種の駆除や下草刈りなど③大谷地湿原
課
の保全・再生④生物多様性確保の取組
みの重要性や必要性の市民への啓発

93 ３-２-１

環境教育

市民や児童・生徒を対象とした体験を
通じて学ぶ環境学習会（植物園や実験
林での動植物観察、川での水生生物調
査）を開催する。教職員を対象とした義
務教育における環境教育の充実を図る
ための研修会（ごみ処理施設見学）を開
催する。

94 ３-２-２

不法投棄を行った者を特定するため警
察に協力し、行為者の特定が不可能な
不法投棄は犯罪であることを浸透させ、
一般廃棄物について回収を行う。また、
じん芥処理費 不法投棄 環境部 生 不法投棄の減少を図り、地域の衛生的
パトロールの実施、防止ネットや監視カ
活環境課 な生活環境と豊かな自然環境を保全す
対策
メラの設置を行うことにより不法投棄され
る。
にくい環境を整える。さらには、不法投
棄防止のための啓発活動を行う。

環境部 環
環境学習会：市民（特に市内小・中学
境保全温
校の児童・生徒）
暖化対策
教職員研修：市内の小・中学校教諭
課

自主防災組織強化

全ての自主防災会において、会長、防
災指導員を中心に、定期的に地域実情
消防局 警 に応じた訓練を積み重ねることができる
防課
よう、各種講習会や地域防災訓練の指
導を充実させるとともに、必要な備品等
の調達等サポートを行う。

災害応急対策

・住民、通勤・通学者、旅行者など災害
総務部 危 時の長野市滞在者の安全を確保するた
機管理防 め、土のう、食料、飲料水、簡易トイレ等
必要な物資等を計画的に備蓄する。
災課
・避難場所を示す看板を整備する。

住宅耐震改修事業補助
金

・旧耐震基準で建築された耐震性の低
い木造戸建住宅の耐震改修工事に対
建設部 建 旧耐震基準で建築された耐震性の低い
する費用補助
築指導課 木造戸建住宅の耐震化
・平成29年度実施件数 49件
・平成30年度予定件数 70件

98 ４-１-１

住宅耐震対策事業

旧耐震基準で建築された木造戸建住宅
の耐震化
当事業は住宅耐震改修事業補助金と一
建設部 建
・住宅耐震化を啓発する活動の実施
体のもので、市が無料で耐震診断を実
築指導課
・木造戸建住宅の無料耐震診断の実施
施し、住宅所有者が「自宅が大規模地
震に見舞われた際にどうなるのか」を知
ることで、耐震化への動機付けを行う。

99 ４-１-１

特定既存耐震不適格建
築物等耐震診断事業補
助金

旧耐震基準で建築された建築物（特定
建築物等）の耐震診断を行うことで、所
建設部 建
有者が耐震性能を把握できる。所有者
築指導課
が耐震性能を把握することが耐震改修
への動機づけとなる。

95 ４-１-１

96 ４-１-１

97 ４-１-１
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・災害対応に必要な物品の購入
・訓練の実施促進のための必要物品の
購入
・自主防災訓練時の災害補償のための
費用

・災害時により安全に避難できる環境を
整備。
・避難生活が維持できるよう備蓄物資を
充実・強化。
・「自助」「互助・共助」「公助」による防災
体制を充実。

・旧耐震基準で建築された耐震性の低
い特定建築物等の耐震診断に対する費
用補助
・平成29年度実施件数 １件
・平成30年度予定件数 7件

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

2,007

750

5,476

7,394

1,944

853

5,407

8,686

67,021 117,246

49,090 77,000

12,186 19,879

2,000

9,754

Ｂ

今後の方針

評価理由

自然環境保全推進委員は、精力的に活動して
おり、活動報告も概ね適正な回数がされている。
アンケートによる市民意識調査における肯定的
回答割合の合算値は、微減で推移した。

今後の方針の理由

特定外来生物の駆除に対する学習会や講習会
等を実施するとともに、活動に関する支援策を検
討する。
現行のまま
特定外来生物の駆除や希少動植物の保全など
継続
生物多様性の確保に関する情報を、市ホームペー
ジなど広報媒体を通じ発信していく。
大谷地湿原の保全方法を検討し、実施する。

Ａ

環境問題は、ごみ問題や大気汚染など身近な問
環境学習会の周知方法の改善や内容について
題から地球温暖化や生物多様性の減少などの地
新たな取り組みを行ったため参加人数が大幅に増
現行のまま 球規模の問題まで多岐にわたっており、市民一人
加した。教職員研修会については、若干人数が減
継続
ひとりが環境について理解を深め、環境保全活動
少したが、研修参加者の満足度は非常に高く、充
に積極的に取り組むことができるような機会の提供
実した研修を実施することができた。
が必要である。

Ｂ

不法投棄防止のためのパトロールや、防止ネット・
監視カメラの設置により不法投棄されにくい環境を
整えることができている。一方で、不法投棄物の回
現行のまま 衛生的な生活環境と豊かな自然環境の保全を図
収量は減少傾向であるとはいえ、根絶にはいたっ
継続
るために必要な事業であり、継続するもの。
ていない。
職員によるパトロールは、人員不足により計画通り
に実施できず。

Ｂ

自主防災組織リーダー研修会は、消防局の各
署、分署等の単位で管内の自主防災組織を対象
自主防災組織単位の訓練と併せて、協議会単位
に実施をしているが、全ての署、分署等で実施を
の訓練実施を促進し、災害対応力の強化を図る。
現行のまま
している。
また、これまで実施してきた基本的な訓練に加え、
継続
自主防災訓練実施率については、昨年度より実
地域特性を踏まえた実践的な地域防災訓練を促
施率は若干ではあるが低下した。
進し、地域ごとの防災力の実効性を高める。

Ａ

災害用資機材の配備については、東日本大震災
や熊本地震の経験から、簡易トイレ、毛布をはじめ
長期避難に必要な生活用品、プライバシーに配慮
長野市防災アセスメントによる被害想定に基づき、
現行のまま
したファミリールームやプライベートルームの配備
必要な備蓄品の購入・配備を進め、避難所生活を
継続
など、多種多様化している防災用品に対して、常
想定した生活必需品を中心に備蓄していく。
に最新の情報を得て備蓄資機材の充実を図って
いる。

Ｂ

達成状況の評価は住宅の耐震化率で評価した。
（※耐震化率は実数として捉えることが難しいた
いまだ対象住宅は数多く存在している。防災・減災
め、既往の統計調査結果等からの推計値としてい
現行のまま 対策の推進には住宅の耐震化は欠かせない。１戸
る。）
継続
でも多くの住宅が耐震化されるよう、対策を講じ続
H32年度目標耐震化率90%に対して、H29年度耐
ける必要がある。
震化率は83.3%。
H29年度時点で目標達成率は92.5%である。

Ｂ

達成状況の評価は住宅の耐震化率で評価した。
（※耐震化率は実数として捉えることが難しいた
いまだ対象住宅は数多く存在している。防災・減災
め、既往の統計調査結果等からの推計値としてい
現行のまま 対策の推進には住宅の耐震化は欠かせない。１戸
る。）
でも多くの住宅が耐震化されるよう、対策を講じ続
継続
H32年度目標耐震化率90%に対して、H29年度耐
ける必要がある。
震化率は83.3%。
H29年度時点で目標達成率は92.5%である。

Ｂ

達成状況の評価は、多数の者が利用する一定規
模以上の建築物等（特定建築物）の耐震化率で評
耐震診断を実施ていない特定建築物等が存在し
価した。
現行のまま ている。対象建築物の耐震化を促進すべく、制度
を維持し、ねばり強く建物所有者に耐震診断の実
H32年度目標耐震化率95%に対して、H29年度耐 継続
施を求めていく。
震化率は86.3%。
H29年度時点で目標達成率は90.8%である。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

１住宅防火の推進（住宅用火災警報器
火災予防、啓発活動を実施し、市民の の設置、維持管理等）２火災予防運動の
消防局 予
防火意識の高揚と火災予防の推進を図 実施、幼少年防火クラブ等の育成 ３消
防課
る。
防だより（広報ながの特集号）の発行 ４
標語入り防火ポスター・防火標語の募集

100 ４-１-２

火事をなくする市民運動

101 ４-１-２

消防活動に必要な消防車両（消防車・
救急車）の更新。
消防車両整備、広域消防 消防局 警 消防車両と特殊装備の機能維持・強化
はしご車及び救助工作車等の特殊消防
防課
を図り、市民の安全・安心を確保する。
車両整備
車両の梯子・クレーン等の年次点検及
び修繕等。
自主防災組織や消防団員等が使用す
ることを想定し、市内の消防団詰所に配
備している簡易救助器具の充実を図る。
緊急消防援助隊等広域応援に出動す
るための資機材の充実を図る。他県から
出動する緊急消防援助隊等との連携を
図るため、県・関東地区・国単位で開催
される訓練へ部隊を派遣し、連携強化を
図る。

大規模災害緊急整備

大規模災害時に、自主防災組織や消
防団が行う地域での活動に役立つ簡易
救助器具等の充実を図り、地域の防災
消防局 警 対応力の向上を図る。
防課
消防隊員が使用する災害活動用装備
の充実と、訓練参加による消防隊員の能
力向上により、大規模災害発生時の災
害対応力を強化する。

103 ４-１-２

救急高度化事業

救急救命士及び救急隊員の教育、育成
訓練用資器材を購入し、職員の訓練を
長野市消防局管内の住民及び長野市
行い救命処置技術の向上と習熟に努め
消防局 警 消防局管内を訪問している人に対し、適
る。
切な救急救命処置を行い、救命率の向
防課
医療機関との連携を深める
上と後遺症の軽減を図る。
地域住民を対象とした応急手当普及啓
発活動

104 ４-１-２

消防団員が安全に迅速・的確な災害対
応を行えるよう、活動系無線機や雨衣等
の装備の充実強化を図る。加えて平成
消防団員の基本装備を充実することに
29年度から、災害活動用の長靴や手袋
消防団管理運営（個人装 消防局 警 より、消防団の組織力、活動安全の強化
を拡大配備するほか、活動系無線機の
を図り、地域防災力の向上を実現する。
防課
備等）
資格取得についても計画的に行う。
・災害活動用長靴、手袋、雨衣等の配
備
・活動系無線機の配備
・無線資格取得 ほか

102 ４-１-２

105 ４-１-２

消防団管理運営事業等
（手当等）

106 ４-１-２

非常備消防装備整備

多様な地域防災活動に従事する消防団
員の処遇改善・福利厚生のほか、地域
消防局 警 における消防・防災体制の中核である消
防課
防団の安定的な組織運営を通じて、活
力ある消防団の構築を図る。

消防局 警 消防車両と装備の機能維持・強化を図
防課
り、市民の安全・安心を確保する。
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・消防団員への年報酬及び各種出動手
当等の支給
・消防団員等公務災害補償等共済金等
の支給
・退職団員への退職報償金の支給

消防活動に必要な消防車両等（小型動
力消防ポンプ及び小型動力消防ポンプ
付積載車及び）の更新。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

1,932

3,353

142,952 134,407

3,933

4,234

17,038 16,307

16,582 17,147

289,013 322,445

15,450 17,151

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ａ

火災の予防、火災による被害の軽減は、市民の安
平成29年度の出火率は目標である３パーセントを 現行のまま
全、安心な生活を守るため引き続き事業を継続す
下回り火災件数が減少できた。
継続
る必要がある。

Ｂ

消防車両等更新計画に基づき、緊急消防援助
市民の生命、身体及び財産を守るため、消防車両
隊補助金、合併特例交付金、過疎債、緊急防災・
及び装備品の更新は必要不可欠であり、極めて重
減災事業債等の特定財源を有効に活用し、消防
現行のまま 要な事業である。多様化する災害への対応力強化
ポンプ自動車、高規格救急自動車等の計画的な
継続
と装備品の近代化を推進していくとともに、消防車
更新を実施。
両等更新計画のありかたを検討しながら、事業を
広報車については、リース契約により予算の軽減
継続していく。
を図っている。

Ｂ

消防団詰所への簡易救助器具配備は、25年度
地域の防災対応力を含めた長野市全体の防災
に第一次配置計画を終了し、26年度から第二次
現行のまま 力を向上させ、かつ、変化する様々な被害想定に
配置計画を策定して用途を広げた器具を追加配
継続
対応するためには、地域への計画的・効果的な資
置しており、年次計画に沿って順調に推移してい
機材・装備の充実を図る必要がある。
る。

Ｂ

普及員養成は事業所の職員に対し優先的に進め
救命率の向上及び後遺症の軽減を目指すために
ており、普及員については充足してきている状況
現行のまま は、救急隊員の教育及び救急救命士の養成が必
であるが、今後も引き続き養成を推進していく。
要不可欠である。また、救急現場に居合わせた人
継続
救急救命士の養成については養成計画どおりに
による応急手当が非常に重要となる。
養成することができた。

Ａ

地域における災害対応力を確保するため、方面
隊制移行後の組織体制について検証を継続して
必要な装備品の配備について計画どおりの配備 現行のまま
行うとともに、消防団員の処遇改善、装備の充実等
ができているため。
継続
に、より一層取り組み、消防団員の確保へ繋げる
必要がある。

消防団員は非常勤の地方公務員という身分格で
あるが、通常は別に生業を持ちながら災害発生時
見直して継 に出動し活動に従事している。規模によっては昼
続
夜一貫、長時間の活動となることもあるため、処遇
改善の一環として出動報酬額、現行：1600円／
回・日を見直す必要がある。

Ｂ

毎年消防団員の入退団があるものの大きく数を
減員することなく、定数に近い人数がほぼ確保さ
れた状況で推移している。

Ｂ

市民の生命、身体及び財産を守るため、消防車両
更新は必要不可欠であり、極めて重要な事業であ
更新計画に基づき、緊急防災・減災事業債を有 現行のまま
る。消防力の充実・強化を図るため、事故防止及
効に活用し、計画的な更新を実施。
継続
び体力負担の軽減を考慮した装備及び車両の更
新を継続していく。
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総合計画
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記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

107 ４-２-１

交通安全教育

交通関係機関及び市民と連携の下、交
通安全街頭指導所を設置し啓発活動を
地域・市民
実施するほか、市内教育施設、サロン等
全市民を対象に、交通安全意識を持っ
生活部 地
へ交通安全教育講師を派遣し、正しい
てもらうことで、交通事故のない、安心・
域活動支
交通ルールやマナーを習得する。また、
安全な交通社会を目指す。
援課
新1年生にスクールキャップを配布、1･4
年生に交通安全教育読本を配布し、交
通安全について学ぶ機会を設ける。

108 ４-２-２

防犯灯設置等補助金

地域・市民
生活部 地
域活動支
援課

109 ４-２-３

消費生活相談業務広域
連携事業

専門知識を有する本市の消費生活相談
地域・市民 員が、連携町村住民の相談に応じ、適
生活部 市 切なアドバイスや事業者との交渉等を実
民窓口課 施することで、悪質商法や特殊詐欺によ
る被害の未然防止、被害の回復を図る。

110 ５-１-１

学校図書館運営事業

教育委員
会事務局
学校教育
課

111 ５-１-１

112 ５-１-１

113 ５-１-１

教育委員
地域発 活力ある学校づく 会事務局
学校教育
り推進事業
課

市内の安全・安心の向上を図る。
犯罪予防の効果が望め、環境負荷等に
LED防犯灯の導入を進め、温室効果ガ
配慮した、LED防犯灯を対象とした設
ス排出削減と維持管理費減少に努め
置・維持管理補助を継続して行う。
る。

連携町村と協力し、本市消費生活セン
ターを住民に広く周知し、センター相談
窓口の利用促進を図る。
（高山村、信濃町、小川村、飯綱町 と
の連携中枢都市圏事業として実施して
いる。）

学校図書館運営に必要な環境整備と資
・学校図書館運営の実務を担う学校司
料・蔵書の充実を図ることにより効果的
書の配置に係る人件費等
な学習の場をつくり、児童生徒の豊かな
・図書等購入に係る予算の配当
人間性と確かな学力を育成する。

少子化・人口減少社会に対応した「活力
ある学校づくり」を推進し、学校種間や学
校と地域の連携、小・中の連続性ある教
育など、児童生徒が集団で学び合える
豊かな教育環境の構築と学力向上を目
指す。

学びの基礎力育成事業

教育・保育施設における「遊び」や「生
活」を通して、基本的生活習慣の自立、
こども未来
人・ものと関わる力の育成、興味・関心・
部 保育・
意欲の向上、自己肯定感・我慢する力
幼稚園課
など、人間としての「生きる力」の基礎力
を育てる。

情報教育推進事業

教育ネットワークシステムを安定稼働さ
教育委員
せることで、情報教育・授業でのＩＣＴ活
会事務局
用を推進し、児童生徒の情報活用能力
学校教育
向上を図るとともに、校務効率化、情報
課
セキュリティを確保する。
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・８人の連携推進ディレクターをモデル
的に12中学校区に配置し、９年間を見
通した特色ある教育課程・教科設定、交
流授業、合同行事、児童生徒や教職員
相互の交流など、学校種間や学校と地
域の連携を促進する。
・活力ある学校づくり検討委員会におい
て、少子化に対応した子どもにとって望
ましい教育環境の在り方について審議
する。
・恵まれた自然環境を活かした体験活動
（自然保育）を実践し、児童の五感を刺
激する。
・運動や集団遊びを通して、体力の向
上、判断力・抑制力・コミュニケーション
力を育成する。
・幼保小連携会議や公開保育・公開授
業の開催、保育所・幼稚園等の年長後
半と小学校１年生前半までを見据えた
「接続期カリキュラム」を実施する。
・情報処理基盤としての校務支援システ
ム等の安定稼働を図る。
・メディアコーディネーターの派遣を通
じ、教員のＩＣＴ機器を活用した指導力の
向上を図る。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

人身交通事故発生件数については、年々減少傾
未だに飲酒運転や速度の出しすぎによる交通事
向にあり、定期的な啓発活動等により市民の交通
故など、基本的なルールやマナーを無視した交通
安全意識が高まってきたことが窺える。
事故が発生している。また、全事故に占める高齢
しかし、交通安全教室の開催数においては、老
見直して継
者の関与する事故の割合は年々増加しているた
人クラブ会員数の減少に伴い申請母体も減少して
続
め、身体能力の低下により、自他共に運転免許を
きていることなどから、実績は減少傾向にある。更
返納する必要性がある高齢者に対し、運転免許証
に制度の周知を徹底させると共に、今後は教育施
自主返納制度の周知を進めていく必要がある。
設や高齢者サロン等に限らず、一般企業等へ向
けた教室を開催する必要がある。

167,845 29,469

Ｂ

防犯灯の整備状況は当初の目標を上回るペース
昭和36年から連綿と続いている制度で、夜間の住
で実施され、早期に夜間交通の安全・安心を確保
民の安心・安全な交通を確保する目的で実施して
現行のまま いるため、継続せざるを得ない。しかし、34,000灯
することに寄与したと考えられるため。
しかし、計画当初の予定数を上回る灯数が設置さ 継続
を超える防犯灯の維持管理費は市及び区の予算
れた結果、地区の電気料負担が増えるなどの課題
を圧迫しており、今後を見据えた費用対策が必須
も現れ始めている。
な状況である。

10,831 13,284

Ｂ

連携中枢都市圏事業として実施しているものの、
現行のまま 消費生活相談等の広域的対応に関する協定書に
予定通りPR活動が行え、相談に遅滞なく対応でき
継続
基づき継続する。
ていることから、「概ね目標どおり」と評価した。

110,023 119,820

Ｂ

・図書標準達成率は、100％を達成できなかった学
校もあるが、年度を追って向上傾向にある。
拡大
・学校司書の力量向上のための研修実施回数に
より成果を測定する。

Ｂ

・連携推進ディレクターの配置により、それぞれの
・平成27年度から、モデルとして12中学校区に８人
地域で、地域に根ざした活力ある学校を地域全体
の連携推進ディレクターを配置し、学校種間や学
で支えていこうという機運が高まった。また、学校か
校と地域の連携、小・中の連続性のある教育等の
ら「地域のことを大事に考える児童が増えている。」 見直して継 促進に取り組み、一定の成果が得られたため、こ
との報告も受けており、郷土への愛着や誇りの育 続
れまでのモデル地区における取組を全市域に拡
成にも一定の効果が見られた。
大する。
・活力ある学校づくり検討委員会において、平成
・平成30年６月の答申に向け、長野市活力ある学
30年６月の答申に向け、審議を進めた。
校づくり検討委員会における審議を継続する。

Ｂ

計画した公立園の４園で、「信州自然型保育認定
自然保育や「運動と遊びのプログラム」の実践、
制度」（県）の認定を受けたことや、「運動と遊びの
幼・保・小連携の取組などを進める下地が整ってき
プログラム」の技術的指導を受けた保育士が、継 見直して継
たことから、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭等
続して当該プログラムを実践していくためのＤＶＤ 続
によるマンパワーを中心とした施策展開を図ること
を作成し、希望する私立施設等へも配付を行っ
とする。
た。

Ｂ

働き方改革を実現するために、校務支援システム
による校務の削減が有効と考えられる。児童生徒
教員のICT活用指導力については、一定程度の
向けの端末数は一人一台の利用をパソコン教室
活用できている状況がうかがえるものの、活用状況
については足踏み状態である。 授業支援やＩＣＴ 現行のまま で行えていることから、更なる増配備については費
用対効果の見極めを行う。また、メディアコーディ
活用提案に係るメディアコーディネーター派遣で 継続
ネータの派遣による教員のICT機器を活用した指
は、より利用し易い短時間派遣等が好評で、派遣
導力向上を今後も継続して実施していくことが重
要望が増加した。
要である。

6,141

8,633

21,663 21,447

475

0

183,371 189,765
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学校図書館の機能の充実を図るとともに、学校司
書の力量向上に努め、児童生徒の読書活動・学
習活動をさらに促進していく。

！

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

学校教育関係大会出場
補助金

児童生徒の健全育成を図るために行わ
教育委員
当該校外学習、大会等に参加するため
れる校外学習や大会等参加する児童生
会 学校教
に必要な経費の全額又は一部を補助す
徒の保護者に対して、経済的な負担を
育課
る。
軽減する。

国際教育推進

教育委員
会 市立長
野高等学
校

116 ５-１-２

心の教育推進

しなのき児童生徒アンケートの結果を活
教育委員
用するなど、児童生徒の状態を常に把
会事務局
握し、不登校の未然防止に努めるととも
学校教育
に、中間教室での学習支援をとおして学
課
校復帰を目指す。

117 ５-１-２

不登校児童生徒や保護者が抱える不安
教育委員
や悩みに応じて、スクールソーシャル
国補・スクールソーシャル 会事務局
ワーカーを活用した家庭支援を行うこと
学校教育
ワーカー活用事業
で、児童生徒の学校復帰に繋げ、不登
課
校児童生徒数の減少を目指す。

114 ５-１-１

115 ５-１-１

118 ５-１-２

119 ５-１-２

120 ５-１-２

121 ５-１-３

姉妹都市等へ派遣する学生の渡航に要
姉妹都市等に学生を派遣することによ
する経費に対し、補助金を交付する。
り、友好親善を深めるとともに、国際化社
海外からの学生を受入れたホストファミ
会の進展に即応可能な人材育成を図
リーに対して謝礼を支払っている。（国
る。
際教育推進事業より支出）

児童生徒の学校生活における様子を常
に観察することに加えて、「しなのき児童
生徒意識アンケート」を活用し、不登校
の未然防止に努める。また、不登校児童
生徒の社会的自立を目指し、相談や指
導を受けることができる中間教室を設置
し登校へ向けて支援を行う。
学校からの要請を受け、スクールソー
シャルワーカーを家庭や学校等に派遣
し、教育相談の実施や不登校支援コー
ディネーターや関係機関への連携助言
指導を行う。また、個別の支援会議を開
催することで児童生徒や保護者の状況
に応じた適切な支援をする。

小・中学校の教職員に対して合理的配
慮等に関する指導助言を行う。
教育委員
また、看護師等資格を有する支援員を
会 学校教
配置し、医療的ケアを必要とする児童・
育課
生徒が安全に学校生活を送れるよう支
援する。

主に発達障害のある児童生徒の支援の
あり方について指導・助言する巡回相談
員と、主に医療的ケアを必要とする児童
生徒の学校生活を支援するための看護
師等資格を有する特別支援教育支援員
を任用し、インクルーシブ教育システム
の構築を推進する。

特別支援教育推進事業

教育委員
一人ひとりの児童生徒が教育的ニーズ
会 学校教
に応じた適切な支援を受けられる。
育課

障害により特別な教育的配慮を必要と
する幼児（就学１年前）、児童及び生徒
に対し、一人ひとりの教育的ニーズを把
握し、そのニーズに応じた教育的支援を
行うことで、児童生徒の自立活動を支援
する。

教育相談

教育委員
会事務局
学校教育
課教育セ
ンター

家庭教育力向上事業

保護者と子どもを対象とし、親子の学び
の機会を提供することで、家族が助け合
教育委員
い、支え合う必要性を実感し、思いやり
会 家庭・
の心を育むきっかけとしていく。また、基
地域学び
本的な生活習慣を身につけさせること
の課
で、自立心の育成や心身の調和のとれ
た発達へとつなげていく。

特別支援教育体制整備
推進事業

障害のある児童・生徒の個々に応じた支
援、適切な就学を判断するため、面接、
障害のある児童・生徒が適切な教育支
行動観察及び諸検査を通して、教育支
援を受けられるようにする。また、児童・
援委員会との連携のもと、指導助言を行
生徒や保護者等が抱える様々な悩みや
う。
不安の解消を図る。
また、窓口相談員が来所および電話に
よる相談を行う。
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・公民館（親子学級）、保健センター（家
庭の学び講座）等における家庭教育講
座の実施
・小・中学校のPTA主催による家庭教育
力向上研修会に対する奨励金の交付
・小・中学校児童・生徒へ「長野市大人
と子どもの八か条」、「啓発リーフレット」
の配布

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

全ての対象者に対し、各補助金交付要綱等に基
づく補助額を交付でき、保護者負担軽減につな
がっているため。

Ｂ

平成29年度においては、クリアウォーター市との交
姉妹都市等との相互派遣事業の一環として、長期
流が復活したことで、両市の友好親善を深めるとと 現行のまま 間取り組んでいる事業であり、学生たちの国際的
もに、国際人としての視野を広めさせ、国際化社 継続
視野を拡大させ、国際化社会で活躍できる人材育
会に活躍できる人材の育成につながった。
成のため、今後も派遣を続けていく。

Ａ

不登校児童・生徒の未然防止の観点から登校し
ぶりが見られた児童・生徒に対してスクールカウン
セラーやスクールソーシャルカウンセラー等の専門
中間教室に在籍した児童生徒72名のうち40名
家の活用を各学校に促し早期の対処が必要なた
（小学生14名中９名、中学生58名中31名）が再び
現行のまま
め。
登校できるようになり、復帰率の目標値を上回っ
継続
中間教室を「学校復帰のための居場所」として一
た。
層明確に位置づけ、学校とともに個別の支援計画
を作成し、学習支援、集団適応指導を行うことが必
要なため。

1,422

Ｃ

主に、家庭環境の課題により不登校になってい
る児童生徒の家庭に対し、スクールソーシャル
ワーカーが関わり、福祉などの関係機関に適切に
現行のまま 家庭環境による課題に対応するため児童相談所
つなげることにより学習復帰を目指しているが、成
継続
等、適切な関係機関につなげる必要があるため。
果は年々割合が減少している。原因として複合的
な問題を抱えているケースが多くなってきているの
が要因と考える。

30,197 29,439

Ｂ

看護師を配置することにより、医療的ケアを必要と
拡大
する児童・生徒が受け入れ可能となったため。

114,469 122,227

Ｂ

目標である学校の実態に応じた特別支援教育支
援員の人数を、目標どおり配置することができたた 拡大
め。

36,407 37,778

Ｂ

就学相談のすべての申請に応じて必要な検査
平成30年度、学校支援体制の強化のための機構
等を行い、保護者との合意形成を経て、教育支援 見直して継
改革に伴い、就学相談担当業務の人員体制を見
委員会への資料提出又は教育相談カードによる 続
直して継続する。
支援を行った。

Ｂ

家庭の教育力の低下や地域とのつながりの希薄
活動、成果指標ともに目標を上回ることができたた 現行のまま
化に歯止めをかけるために、継続的に長野市全域
継続
め
での事業の実施が必要である。

32,507 44,929

705

1,616

23,398 26,013

1,225

203

350

現行のまま 現行の補助金の交付は、保護者負担軽減につな
継続
がるため。
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特別な支援を必要とする児童生徒数は年々増加
しており、特別支援教育をより充実させ、一人ひと
りの教育的ニーズに応える必要がある。

特別な支援を必要とする児童生徒数は年々増加
しており、特別支援教育をより充実させ、一人ひと
りの教育的ニーズに応える必要がある。

！

暫定版
№

総合計画
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記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

青少年対策事業

子ども会育成会、住民自治協議会、青
少年を対象とし、①子ども会活動に成人
指導者を派遣し、遊びや工作等の指導
教育委員
を行うことで、活動を支援する。②各地
会 家庭・
区の子ども会で子どもたちを指導・助言
地域学び
できるリーダーを養成する。③子どもたち
の課
が豊かな自然の中での生活を通して、
心身を鍛え、豊かな人間性を育む機会
を提供したい。

青少年団体育成補助金

教育委員
会 家庭・
地域学び
の課

子ども会育成会、住民自治協議会、公
民館、PTA、青少年育成団体等の活動
を支援することで、子どもたちに自然体
験や工作体験等の機会を提供したい。

学校評議委員会運営

教育委員
会事務局
学校教育
課

校長が学校運営に当たり、学校の教育
目標・計画や地域との連携の進め方な
どに関し、学校評議員から広く意見を聴
くとともに、保護者や地域住民の理解や
協力を得ることで、特色ある開かれた学
校の実現につなげる。

校長の推薦を受け、長野市教育委員会
が委嘱した学校評議員が、校長の求め
に応じ、学校運営に関し、意見を述べる
とともに、学校関係者評価を行う。

成人学校

市内在住又は在勤の20歳以上の学習
教育委員
意欲のある人を対象に、主として学芸・
会 家庭・
文化・教育に関する学習の場を提供す
地域学び
ることにより、豊かな生活と活力ある地域
の課
づくりにつなげる。

・講師並びに受講者が自主的に講座運
営に参画するよう努める。
・学習成果の発表の場を設け、市民の
学習意欲の醸成を図る。
・活躍の場を通じて、豊かな地域づくり
に寄与する市民の育成を図る。
・自主的なサークル化への支援に努め
る。

126 ５-２-１

公民館管理運営

公民館は、実際生活に即する教育、学
各種学級・講座の開催、グループ・サー
教育委員
術及び文化に関する各種の事業を行う
クルへの活動場所の提供、展示会等の
会 家庭・
ことで、住民の教養の向上、健康の増
開催、各種団体や機関等との連絡
地域学び
進、情操の純化を図り、生活文化の振
の課
興、社会福祉の増進に貢献する。

127 ５-２-１

市民、市民グループ、各種団体、学校、
企業などの学習ニーズ等に応え、生涯
教育委員
を通じての生きがいや自己実現、学んだ
生涯学習センター管理運 会事務局
知識を家庭・地域活動などに活かす一
営
家庭・地域
助とする。また、魅力ある自主企画講座・
学びの課
イベントの開催や貸室を通じて中心市街
地の活性化に寄与する。

128 ５-２-１

平成28年度〜平成29年度 実施設計、
敷地地盤調査、用地測量
老朽化した芹田公民館を、芹田支所と
教育委員
平成30年度〜平成31年度 建設工事、
合築した総合市民センターとして建設す
（仮称）芹田総合市民セン 会 家庭・
外構工事、既存公民館解体工事 等
ることにより、生涯学習環境の整備、充
ター建設事業
地域学び
【内容】
実を進めるとともに地域コミュニティの活
の課
・敷地面積 2,847.86㎡
性化を図る。
・建築面積 1,498.92㎡（鉄筋コンクリー
ト造一部鉄骨造 ２階建て）

122 ５-１-３

123 ５-１-３

124 ５-１-３

125 ５-２-１

-39-

①長野市成人指導者の会研修会の開
催
②長野市子ども会リーダー研修会の開
催
③子ども会キャンプの開催

子どもわくわく体験事業補助金として、
子ども会育成会、住民自治協議会、公
民館、PTA、青少年育成団体等の子ども
の体験活動を内容とする事業に対し、補
助金を交付する。

研修会・各種セミナー・講演会・作品展
示会などの学習室の貸出、放送大学長
野ブランチとしての利用、生涯学習情報
の提供。自主企画講座（教えて常識塾、
トイーゴセミナー、親子わくわくフェスタ、
地域人材育成講座、経済セミナー）、大
学との共催講座（市民カレッジ）の開催。
生涯学習だよりの発行。ホームページ
（まなびいのページ）での学習情報提供

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

青少年の健全育成及び家庭・地域における教育
見直して継 力向上の観点から継続して実施するが、リーダー
続
数の減少に対応するため、ＰＲの方法や事業の内
容を見直していく必要がある。

Ｂ

活動指標、成果指標ともに目標を達成することが
できたため

Ｂ

子どもわくわく体験事業補助金の未実施地区住民
自治協議会へは、Ｅメール等で周知案内をしてき
たが、Ｈ30年度からは、直接訪問して、周知を図る
子どもわくわく体験事業補助金は、有効活用して
現行のまま
こととする。
いただいているため、更なる周知、ＰＲに努め、継
継続
評価の理由は、補助金を活用した地区について
続する。
は、目標を達成することができなかったが、昨年よ
り増やすことができ例年どおりの実績となったため

413

Ｂ

学校教育法施行規則第49条に基づく事業であり、
学校や地域の実情に応じて様々な意見・要望があ
学校が保護者や地域住民等の信頼に応え、地域
る中、学校評議員は音楽会や運動会等の学校行 現行のまま に開かれた学校づくりを推進していくためには、保
事にも積極的に参加するとともに、保護者や地域 継続
護者や地域住民等の意見を聴くとともに、学校運
住民の意向の把握等に努めている。
営の状況等を周知するなど学校としての説明責任
をきちんと果たしていく必要があるため。

19,955 19,897

Ｂ

受講者からの意見等をもとに講座内容の充実を
図った結果、講座成立率は上昇している。

講座内容、開設時間の工夫などにより、受講者の
現行のまま
ニーズを満たした講座を企画し、全講座の開設を
継続
目指す。

376,664 402,229

Ｂ

ニーズの把握により講座等の内容を改良・工夫し
た結果、満足度は概ね目標を達成した。

地域に根差した生涯学習活動の拠点として、地域
現行のまま づくり・地域振興を促進するため、あらゆる世代に
広く利用される施設を目指し、各種団体との連携
継続
を図りながら事業を実施する。

50,325 51,445

Ａ

・生涯学習の拠点施設としての機能のほか、中央
29年度年間利用者数は204,941人で目標である
公民館的な市立公民館の支援体制の整備や市民
200,400人を上回った。貸室利用率75.7％（他は
が集うことにより中心市街地の活性化の一翼を担う
見直して継
放送大学、交流サロン利用者）である。また、自主
場として事業を実施する。
続
企画講座受講者数は1,892人（全36講座）で前年
・家庭・地域学びの課、図書館、公民館、文化芸術
を上回る市民に受講いただいた。
課、市街地整備課等との共催での集客を意識した
生涯学習・まちづくりイベントを検討する。

521 241,800

Ｂ

平成29年度までに実施設計が完了し、平成30年
段階的に
度からは建設工事を施工する段階であり、概ね目
終了
標どおりに進捗している。

1,801

3,264

341

2,226

4,112

-40-

平成31年度に（仮称）芹田総合市民センターは竣
工し、事業は完了する。
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記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

129 ５-２-１

移動図書館管理運営事
業

巡回による図書館サービスの普及・啓発
教育委員
移動図書館車による本の貸出・返却や
を行い、図書館サービスを一層親しみや
会 南部図
予約本の受渡し及びレファレンスサービ
すくするとともに、図書館利用者の増員
書館
スを行う。
につなげる。

130 ５-２-１

長野市地域公民館建設
事業補助金

教育委員
会事務局
家庭・地域
学びの課

131 ５-３-１

長野市芸術館運営事業

・長野市芸術館の管理運営を指定管理
文化ス
者である（一財）長野市文化芸術振興財
長野市芸術館を運営することで、市民が
ポーツ振
団に委託す
文化芸術に触れる機会や発表・練習・創
興部 文化
る。
作の場を提供する。
芸術課
・管理運営にあたっては、指定管理者と
連携を密にする。

132 ５-３-１

・表参道芸術音楽祭（ＧＷで賑わう中心
文化ス
市民が文化芸術を発表できる場があり、 市街地で市民団体が一堂に会した発表
街角に芸術と音楽がある ポーツ振
常に街中に芸術と音楽が溢れていて、 と鑑賞）
まちづくり
興部 文化
気軽に触れることができる。
・街角アート＆ミュージック（年間を通じ
芸術課
て市内のあちこちで発表と鑑賞）

133 ５-３-１

市民が音楽の魅力を認識することで、久
石譲芸術監督が提唱する「日常に音楽
文化ス
を」があふれる環境を実現する。また、本 久石譲芸術監督の監修の下、本市を代
ながの音楽フェスティバル ポーツ振
表する夏の音楽フェスティバル「アートメ
市の文化資源を活用しながら、フェス
興部 文化
支援事業
ティバルを広く世界に発信することで、 ントNAGANO」を毎年開催する。
芸術課
本市の魅力向上と、市内外からの集客・
誘客を図る。

地域住民の自治活動や社会教育活動、
防災の拠点となる施設の維持を支援す 地域公民館の新築、買収、増改築・補
ることで、地域住民の活動や交流が深ま 修に係る経費について補助を行う。
り、地域が活性化する。

芸術家滞在事業

中条地区を対象として、文化芸術活動を
通じた交流人口の拡大と、地域の魅力
文化ス
の市内外への発信、文化芸術活動の活
ポーツ振
発化、地域の活性化を実現する。また、
興部 文化
若手芸術家の育成と共に、中条地区の
芸術課
子どもたちの外国語教育、キャリア教育
などへの発展を期待する。

135 ５-３-１

野外彫刻ながのミュージ
アム事業

市内全域を美術館になぞらえた「野外
彫刻ながのミュージアム構想」を推進し、
文化ス
野外彫刻を鑑賞する市民・来訪者に対
野外彫刻を各地区の街角、公園や公共
ポーツ振 し、身近で芸術文化にふれる機会を提
施設に設置し、良好な管理を行うととも
興部 文化 供するとともに、彫刻の持つ芸術性を生
に、設置した野外彫刻を活用した事業
芸術課
かし、文化の薫り高いまちづくりを行う。
（野外彫刻めぐり、野外彫刻写真コンテ
スト）を実施する。

136 ５-３-１

文化ス
市民が松本市をより身近に感じ、かつ、
ＯＭＦスクリーンコンサート ポーツ振
ＯＭＦ（セイジ・オザワ 松本フェスティバ
文化芸術に対する意識や関心を高める
事業
興部 文化
ル）スクリーンコンサートの実施
こと
芸術課

134 ５-３-１

-41-

国内及び海外から芸術家を招聘し、中
条地区で生活し、地域住民との交流を
する中で、作品の制作をしてもらいなが
ら、中条小学校・中学校でのワークショッ
プ、市民むけワークショップ、信州むしく
らまつり及び長野市芸術館展示サロン
での作品展を行う。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

2,032

Ｂ

近年の共働きの増加や少子化による親子連れの
地域や世代間に隔たりなく公平な図書館サービス
利用者の減、読書離れ等の影響により、貸出冊数
は若干の減少傾向にあるが、このような状況の中、 現行のまま を提供するため、利用者アンケートによる要望等を
踏まえ、より多くの市民が図書館サービスを享受で
巡回場所、巡回時間の見直し等を行うなど、利用 継続
きるよう、環境を整えて事業を実施する。
者確保の取組によりほぼ同水準を確保することが
できている。

31,404 39,514

Ｂ

地域の活動拠点として、また地域の防災拠点とし
地域の要望に概ね応えることが出来、地域の活動 現行のまま
て大きな役割を担う地域公民館の整備、支援が継
拠点づくりに寄与したと考えられるため。
継続
続して必要である。

382,162 378,865

Ｃ

練習室の利用が好評で稼働率はやや上昇したも
31年度から指定管理期間が更新となり、今後も長
のの、開館記念事業の多かった前年度と比較し、
現行のまま
野市の文化芸術振興の拠点施設として運営してい
利用者は減少した。
継続
く。
貸館利用の伸び悩みにより、利用者数、稼働率と
も目標を大きく下回った。

11,034

Ａ

応募枠を超える申し込みがあるほか、新規団体の
現行のまま 市民ニーズは高く、今後も発表の場を求めている
参加もあることから、市民ニーズの高さと今後の発
継続
市民団体が多いため、継続して実施する。
展に期待が持てるため

Ａ

「ロック・ザ・ベートーヴェン」をコンセプトに、初年
度に立ち上げた３つの視点を継承・発展させると
本市を代表する音楽フェスティバルとして定着する
見直して継
共に、新たな視点として、「アートによる＜まちの賑
よう、事業内容をニーズにあったものに見直しなが
続
わい＞を醸成するプログラム」を加えることで、目
ら継続していく。
標を上回る来場者数があった。

Ｂ

公式プログラムの参加者数は減少したが、ワーク
ショップの満足度は高かった。また、アーティストが
中条の廃校などを作品にすることにより、地域の魅
力が引き出され、SNS等による国内外への情報発 終了
信も活発に行われたことに加え、新たな取り組みと
して、中条地区への移住希望者を対象としたツ
アー参加者との交流を実施することができた。

Ｂ

市内全域を美術館になぞらえた「野外彫刻ながの
野外彫刻めぐりに応募し当選したものの、都合が
ミュージアム」構想について、市内外に情報を発信
悪くなってしまい当日参加できなかった人もいたの 現行のまま し、市民や来訪者に身近で芸術文化にふれる機
で上記の実績となってしまったが、当選者数はほ 継続
会を提供するとともに、貴重な財産である野外彫刻
ぼ目標どおりであったため。
の持つ芸術性を生かし、文化の薫り高いまちづくり
を行っていく必要があるため。

Ｂ

平成29年度は、開催日が変更になり、当初開催を
スクリーンコンサートの固定客は一定数おり、松本
予定していた長野市芸術館メインホールが確保で
見直して継 市との交流事業としては必要であるが、開催に係
きず、長野ホテル犀北館（定員480人）に会場を変
る経費や観覧希望者数の推移を見ると、実施方法
続
更したこともあり、目標には遠い入場者数になって
について見直しをする必要がある。
しまったが、入場者の満足度は高かった。

16,546

7,692

28,506 30,000

828

3,135

632

1,000

2,873

2,000

-42-

一支所一モデル事業として、３年を目途に始めた
事業であり、また芸術家滞在事業を実施すること
が、必ずしも長野市の文化芸術の振興に直結しな
いため、行政が主体となって実施する事業として
は、30年度を最後に終了する。

！

暫定版
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総合計画
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137 ５-３-２

138 ５-３-２

139 ５-３-２

140 ５-３-２

141 ５-３-２

142 ５-４-１

143 ５-４-１

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

伝統芸能継承事業

・次世代への伝統芸能の継承、世代を
文化ス
超えた交流、地域を超えた交流を目指
ポーツ振
し、地域への愛着を深め、ふるさと回帰
興部 文化
を図るとともに、にぎわいづくりによる交
芸術課
流人口の増加にもつなげたい。

重要伝統的建造物群保
存地区保存整備

【平成29年度】保存事業３件に対して補
助金を交付。
・武田家(旧妙光院)主屋修理：茅葺屋
国の重要伝統的建造物群保存地区に
根修理
／補助率90％ ／補
選定された戸隠中社・宝光社地区にお
助額10,001千円
いて、所有者等が実施する保存事業に
教育委員
・塚田家(白金家)主屋修理 ：基礎修
補助金を交付して経済的理由による伝
会事務局
理、軸部修理等 ／補助率80％ ／
統的建造物の滅失を防ぐとともに、歴史
文化財課
補助額13,323千円
的町並みを魅力ある姿に高めることで交
・五斎神社拝殿修理
：基礎修
流人口の増加と地域活性化に寄与す
理、茅葺屋根修理等／補助率90〜80％
る。
／補助額12,590千円
【平成30年度】保存事業４件に対して補
助金を交付予定。

真田宝物館特別企画展
事業

市民や来館者が、資料や文化財に親し 真田家伝来の資料に加え、他館・個人
教育委員 み、これらを地域資源として積極的に保 所蔵の資料を借用し、展示の充実を図
会 文化財 存、活用、継承する意識を育て、歴史・ り、魅力的でわかりやすい展示を目指す
文化を活かした魅力的な地域づくりを目 と同時に、文化財に触れる機会の増加
課
指す。
をはかる。

ボランティア活動推進

ボランティアによる文化施設の解説、旧
白井家表門での湯茶のおもてなし、文
教育委員
化財の調査とその成果報告書の発行や
会 文化財
管理事務所と協働してのワークショップ
課
の開催を通して、文化施設の有効活用
と、文化財を支える人材を育成する。

文化施設を市民自らが積極的に活用す
ることで、施設利用者の満足度を高め、
リピーターの拡大を図る。活動を通して
文化財への愛着を深め、次世代への継
承と、新たな文化創造を図る。人材育成
とボランティア自身の生涯学習の具現
化。

文化財保護補助金

教育委員 指定等文化財の所有者・管理者による
会事務局 適正な管理及び継承、観光等での活
文化財課 用。

法、県条例及び市条例の規定により指
定、選択又は選定された、指定文化財
の修復復元及び環境整備、無形文化財
の保存に要する経費に対して補助金を
交付する。
また、伝統環境保存区域内における伝
統環境を構成している建造物等の修理
修景事業等に対して、その費用の一部
を補助をする。

スポーツ教室

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

文化ス
ＮＡＧＡＮＯスポーツフェス ポーツ振
興部 ス
ティバル負担金
ポーツ課

・伝統芸能を継承しようとする活動に対
して助成する。
・ながの獅子舞フェスティバルを開催し、
交流の場、発信の場を提供し、活動の
機運を高める。

・総合型地域スポーツクラブや指定管理
市民を対象に、各年代のライフスタイル
者等と連携し、若返り体操教室、ピラティ
や体力を考慮した様々なスポーツ教室
ス教室、親子ふれあい教室、ストレッチ
を実施し、スポーツ活動を継続的に行う
教室、ポールを使ったウォーキング教室
人口の定着につなげる。
を開催する。
総合型地域スポーツクラブ、市スポーツ
推進委員、地域密着型プロスポーツ
チーム等市内のスポーツ関係団体で構
市民を対象に、各年代の体力やスポー
成する実行委員会が主催する「ＮＡＧＡ
ツに対する興味を考慮したスポーツイベ
ＮＯスポーツフェスティバル」を開催し、
ントを開催し、スポーツ活動を行う人口の
子どもや親子、高齢者まで、だれもが参
増加につなげる。
加でき、市民がスポーツに親しむきっか
けとなるスポーツイベントプログラムを提
供する。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

6,158

7,144

35,914 38,900

14,418

3,070

4,995

3,623

33,609 23,768

2,571

1,700

2,996

1,700

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

現状では神楽・獅子舞に取り組む団体が多い中、
他の活動をする団体や、子どもたちの取組にもス
ポットを当てていく必要がある。

Ｂ

平成29年度の新規事業であり、評価はこれからで
拡大
ある。

Ｂ

29年度に補助金を交付した物件はいずれも経済
本補助金は貴重な伝統的建造物の滅失を防ぎ歴
的理由から長らく修理ができずに劣化破損が進行
史的町並みの維持向上を図る上で効果的であり、
しており、うち１件は解体も検討されていたが、本
地域からも本補助金の利用希望が多数寄せられ
現行のまま
補助金により適切な修理が実施されて将来にわた
ている。伝統的建造物群保存地区の保存整備は
継続
る保存が可能となった。交流人口の増加や地域活
地域住民との協働による息の長い事業展開が不
性化への波及効果は今後検証が必要であるが、
可欠であり、H31年度以降も現行のまま継続とした
目標は概ね達成できたものと評価される。
い。

Ａ

平成27〜28年は、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」効果
引き続き、年4回の展示替えのペースを守りなが
で利用者、資料写真掲載件数も大きく増加し、認
ら、その内1回をイベントや大きな節目行事など適
現行のまま
知度があがった。以降は、真田丸以前の状況を上
切なテーマを選定した上で、館外からの資料借用
継続
回り、知名度がたかまり、真田氏や松代への関心
などによる特別展を開催する。合わせて真田宝物
が高い状況が続いていると考えられる。
館建替えに向けた検討を進める。

Ｂ

平成28年度は、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」が放映
された関係で、入場者数が真田宝物館・真田邸・
文武学校合計で629,041人と過去最高だった。こ
多様化する観光客ニーズに対応する、きめ細かな
れと呼応しボランティア活動数、案内者数とも増え 現行のまま サービスや、ＣＳ（顧客満足）を提供する。文化財
ている。利用者から礼状など多数いただいたことか 継続
の魅力を市民の手で守り、継承していくことが重要
ら、満足度も高かった。29年度は、ドラマ終了によ
である。
り団体旅行が減るなどの反動で、案内者数は減少
している。

Ｂ

指定文化財等の修復・復元及び環境整備、無形
文化財保護事業等に対し補助金を交付した。特に
補助率や補助対象、要綱の見直しも含め、より効
現行のまま
修復・復元については多額の費用が必要となる
率的かつ持続可能な補助のあり方を検討してい
が、一部を負担することで所有者・管理者の負担 継続
く。
を軽減し、文化財の保護・管理に寄与し、意識向
上も図られている。

Ｂ

若返り体操教室の参加者数が、会場によっては定
健康寿命の延伸や社会保障費の抑制が求められ
員に対し参加者の割合がが60％以下の箇所があ
現行のまま ている中、第二次長野市スポーツ推進計画に基づ
るが、その他のスポーツ教室では75％以上で、全
き、スポーツ教室への参加者を増やし、継続したス
継続
体としては定員に対し70％程度の参加が得られ、
ポーツ活動につなげていく。
スポーツ実施率も前年度から上昇したため。

Ａ

健康寿命の延伸や社会保障費の抑制が求められ
Ｈ28年度にスポーツ大会型から参加・体験型に大
ている中、第二次長野市スポーツ推進計画に基づ
幅に内容を見直したことで、プログラム数が増え、 現行のまま
き、市民のスポーツに親しむきっかけを提供するた
個人の参加者が増えつつあり、目標参加者数を達 継続
め、ＮＡＧＡＮＯスポーツフェスティバルで多様なプ
成している。
ログラムを提供する。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

144 ５-４-１

145 ５-４-１

146 ５-４-１

147 ５-４-２

148 ５-４-２

149 ５-４-２

150 ５-４-２

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

スポーツ推進委員を委嘱し、地域のス
ポーツコーディネーターとして地域が特
性に応じて自主的にスポーツに取り組む
環境を整え、草の根的なスポーツの広が
りを促進し、スポーツ活動を行う人口の
増加につなげていく。

・長野市スポーツ推進委員協議会にお
いて、研修会等を開催する。
・住民自治協議会等と連携しながら、地
域のスポーツイベントを開催・運営する。

障害者スポーツ推進事業

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

・長野市障害者スポーツ協会等と連携
し、長野市障害者スポーツ大会や各種
市民が障害者スポーツにふれる機会を
障害者スポーツの講習会等の開催をす
拡大し、障害者も健常者も含めた障害
る。
者スポーツの普及により、障害者スポー
・市が主体となり、障害者スポーツ関連
ツの参加人数の増加につなげる。
団体と連携し、パラスポーツデーを開催
する。

スポーツ協会負担金

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

市スポーツ協会加盟団体が実施する競
市スポーツ協会との役割分担を明確に
技水準向上等の事業を支援し、優秀選
し、本市の競技者の競技力向上を図り、
手の育成及び競技人口の増加を図るた
国体長野県勢における長野市出場者の
め、競技団体の実情を把握している市ス
占有率の増加につなげる。
ポーツ協会に負担金を交付する。

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

・2020東京オリンピックに向けた事前合
宿を誘致する。
・国際大会や全国大会などの大規模大
・市民のスポーツへの関心が高まり、交 会を誘致・開催する。
流人口が増加して地域活性化が進む。 ・北信越大会以上のスポーツ施設の利
用調整を行う。
・第82回国民体育大会、第27回全国障
害者スポーツ大会について対応する。

スポーツ推進委員

スポーツコミッション推進
事業

所属

文化ス
スポーツ拠点づくり推進事 ポーツ振
業
興部 ス
ポーツ課

・全国中学校スケート大会長野市実行
委員会に対し負担金を交付し、開催運
・全国の青少年が本市を「スケートの聖
営をする。
地」としてあこがれる拠点となる。
・会場はスピードスケート競技がエム
・スケートによる交流人口の拡大と宿泊
ウェーブ、フィギュア競技がビッグハット。
滞在型の大会開催による経済効果など
・地元中学生による開会式の運営支援
地域の活性化につなげる。
や大会応援など、教育面との連携を図
る。

文化ス
ホームタウンながの推進 ポーツ振
興部 ス
事業
ポーツ課

・ＡＣ長野パルセイロの認知度の向上に
よりホームゲームの観客動員が増加し、
ホームゲームの活性化につなげる。
・スポーツを見て楽しむ等市民のスポー
ツ文化の定着につなげる。
・交流人口の増加、地域活性化につな
げる。

国際競技大会等負担金

文化ス
ポーツ振
興部 ス
ポーツ課

・ＡＣ長野パルセイロと連携しスポーツ交
流事業を実施する。
・ホームゲーム応援バス事業に補助金を
交付する。
・本市のホームタウンデーにおいて、特
産物販売等の企画運営を実施する。
・ホームタウン全体の盛り上がりの創出
に向けて、関係市町村との連携を強化
する。

・国際大会や全国大会等の大規模競技
会を誘致・開催する。
・市民のスポーツへの関心が高まり、交
・経費の一部を負担しないと大会の誘致
流人口が増加して地域活性化が進む。
が実現しない大会等に負担金等を交付
・トップレベルの大会を間近で観戦する
する。
ことにより競技スポーツが普及（競技者
・宿泊滞在型スポーツイベントの誘致を
の増加）し競技力が向上する。
するとともに、経済波及効果の高い長野
マラソン等既存の大会を継続する。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

3,120

3,180

10,693 12,529

37,039 37,039

1,389 15,630

22,655 22,674

4,406

4,848

48,750 42,150

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ａ

年度当初計画してた会議及び研修会が予定通り
健康寿命の延伸や社会保障費の抑制が求められ
開催することができ、スポーツ推進委員が企画開
ている中、第二次長野市スポーツ推進計画に基づ
現行のまま
催するスポーツイベントへの参加者数は、地域で
き、地域における自主的なスポーツ活動を促進す
継続
の参加者数に差はあるものの、全体では目標値を
るため、スポーツ推進委員を委嘱し、地域のスポー
上回る参加が得られたため。
ツ活動を活発化していく。

Ａ

平成29年度、障害者スポーツ事業の所管がス
健康寿命の延伸や2020東京パラリンピック開催で
ポーツ課に移管し、障害者スポーツの講習会等開
障害者スポーツの関心が高まる中、第二次長野市
現行のまま
催数については、目標を上回る開催ができ、参加
スポーツ推進計画に基づき、障害者スポーツを支
継続
人数も「パラスポーツデー」の開催により、目標を
える環境づくりや健常者も含めた障害者スポーツ
上回る参加が得られたため。
の普及を推進していく。

Ｂ

2027年に長野県で2順目となる国体開催が内定し
ている中、本市スポーツの競技力が向上し、国体
負担金は目標通り交付し、国体長野県勢における
や全国大会で入賞する種目やアスリートが増える
現行のまま
長野市出場者の占有率は前年を下回ったが、目
ことは、市民の誇りと喜びとなり、本市のスポーツ環
継続
標値に対し95％の成果が得られたため。
境全体に活力を生み出すことから、市スポーツ協
会に負担金を交付し競技力の向上と底辺を拡大
行く必要があるため。

Ａ

施設の利用調整や負担金交付に加え、人的支援
大規模なスポーツ大会の開催は、本市に与える経
による運営協力などにより、国際大会等大規模競
済効果が非常に大きいため。
現行のまま
技会の開催が目標を上回ることができた。また、事
また、長野オリンピックを契機に整備された施設の
継続
前合宿としてデンマーク水泳チームと事前合宿の
有効活用、ホテルや交通などのインフラ活用という
覚書を締結することができた。
面からも大会の誘致を行う必要がある。

Ａ

・観客数については、学校観戦者数は昨年より増
スケートの拠点としてのイメージが定着し、市内の
加してるが、一般の観戦が減少したことから、全体
スケート競技レベルも年々向上している。また、本
的に減少となったが、目標値を上回る観戦があっ
現行のまま 大会開催による経済的効果を持続するため、継続
た。
していく。平成34年以降の開催については、中体
継続
・大会期間中は選手、役員等関係者で、1,700人
連等関係者の意向、財政的観点を確認しながら検
が携わり、宿泊や食事等の経済効果が得られた。
討する。
（H27経済波及効果調査結果：252百万円）

Ｂ

・包括連携協定に基づき、「地域密着型スポーツ
スポーツ交流事業を多数の保育園、幼稚園、小学
チームと連携した活力あるまちづくり」を進め、交流
校で実施し、スポーツ及び地域のクラブへの関心
人口の拡大、地域の活性化や市民の一体感醸成
現行のまま
向上を図ったが、ＡＣ長野パルセイロのホームゲー
を目指す。
継続
ム時の入場者数の減少により、成果の目標値を下
・ホームタウン全体の盛り上がりの創出に向けて、
回った。
関係市町村との連携を強化し、具体的な方策の検
討を進める。

Ａ

・施設の利用調整や負担金交付に加え、人的支
長野市で国際的・全国的な競技会等が継続的に
援による運営協力などにより、国際大会等大規模
開催されることは、大きな経済効果が期待されると
競技会の開催が目標を上回ることができた。
現行のまま ともに、市民のスポーツへの関心が高まり、市内外
・長野マラソンの参加者数も目標値を上回ることが 継続
からの交流人口の拡大が推進することから、国際
でき、選手等宿泊や食事等の経済効果が得られ
大会等大規模競技会を積極的に誘致・開催する
た。（H24経済波及効果調査結果：9億5千万円）
必要があるため。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）
・本市と姉妹都市、友好都市の友好親
善と相互理解が深まること。
・多くの市民がより姉妹都市、友好都市
に親しみを持ち、市民主体での交流が
活発になること。
・国際的な幅広い視野を持つ人材が育
成されること。

事業等の具体的内容（概要）

各交流事業の実施
・姉妹都市（中学生、高校生及び教師の
相互派遣、親善訪問団の相互派遣等）
・友好都市（中学生・研修生・友好視察
団の受け入れ、中学生の派遣、友好訪
問団の相互派遣等）

151 ５-５-１

商工観光
部 観光振
姉妹都市・友好都市交流
興課イン
事業
バウンド・
国際室

152 ５-５-１

姉妹都市友好都市派遣
受入

姉妹・友好都市に生徒や教師を相互派 姉妹都市であるクリアウォーター市とは、
教育委員
遣することにより、これら都市との友好親 中学生派遣及び教師の相互派遣事業
会 学校教
善を深めるとともに、国際化社会の進展 を、また、友好都市である石家庄市と
育課
に即応可能な人材育成を図る。
は、中学生派遣事業を実施する。

国際交流事業補助金

商工観光
部 観光振
興課イン
バウンド・
国際室

・市民主体で自由度の高い交流活動を
市内の国際交流団体等が行う国際交流
展開できる環境の整備
・市民の国際感覚や異文化理解を促進 事業に対し補助金を交付する。
する。

154 ５-５-１

外国青年招致

商工観光
部 観光振
興課イン
バウンド・
国際室

・国際交流活動に取り組む外国籍職員
の確保
・外国籍職員による、正確な翻訳・通訳
業務

155 ５-５-１

姉妹都市交換派遣教師
補助金ほか

姉妹都市に教師を相互派遣することによ
教育委員
り、姉妹都市との友好親善を深めるととも 姉妹都市へ派遣する教師の渡航に要す
会 学校教
に、国際化社会の進展に即応可能な人 る経費に対し、補助金を交付する。
育課
材育成を図る。

153 ５-５-１

156 ５-５-２

157 ５-５-２

商工観光
部 観光振 ・外国籍住民が本市で困難なく日常生
国際交流コーナー管理運
興課イン 活を送ることができること。
営
バウンド・ ・市民の異文化理解促進。
国際室

諸外国交流

・国際交流業務（児童生徒との交流・異
文化講演会）
・翻訳、通訳業務
・姉妹都市、友好都市に係る業務の補
助

以下の事業を行う国際交流ｺｰﾅｰの企
画・管理
・市民の国際交流や国際交流団体の活
動拠点の場として、異文化理解講座等
を行う。
・外国籍住民への情報提供及び支援の
場として、交流ｲﾍﾞﾝﾄの開催やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
講師による日本語教室、日本文化体験
講座、母語相談等を行う。

・多言語による生活ガイドブックの発行、
多言語ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝの放送や国際交流
市民会議等の開催
・外国籍住民が言葉や文化の壁を越
商工観光
・国際交流行事への参加、ﾆｭｰｽﾚﾀｰの
え、日常生活に必要な情報を入手でき
部 観光振
発行、FacebookなどのSNSを利用した国
ること。
興課イン
際交流関連情報等の発信、ホストタウン
・日本文化と異文化の相互理解が深ま
バウンド・
事業など。
り、国際的な知識と視野を持った市民が
国際室
・びんずる祭り「国際連」への参画、国際
増えること。
交流ｲﾍﾞﾝﾄ「おぉ！地球人ﾜｰﾙﾄﾞﾌｪｽﾀIN
長野」、信大と連携した児童・生徒に対
する学習交流会等の開催
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

12,566 17,229

8,084 10,167

1,270

4,624

2,000

4,991

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

姉妹都市及び友好都市とは、長年にわたり両市と
の相互派遣や市民レベルでの交流を積み重ね、
【受入れ人数】
友好親善を深めており、今後も絶やすことなく交流
・姉妹都市から高校生の派遣が復活した。
現行のまま
事業を活発に行っていく必要がある。事業におけ
【派遣人数】
継続
る諸課題を解消しながら、多くの市民が多様な分
・35周年記念事業見直しにより友好都市訪中代表
野で交流事業に関わることができるよう事業を推進
団の人数が減った。
していく。

Ｂ

生徒派遣においては、市立中学校の代表24名を
12人ずつ、２都市へ派遣している。現地での体験
姉妹都市・友好都市締結における相互派遣事業
だけでなく、出発前４回の事前学習会で相手国の 現行のまま の一環として、長期間取り組んでいる事業であり、
理解を深め、事後においては、各校成果発表の場 継続
生徒にとっても国際理解教育推進の良い機会と
を設け、全校生徒に体験を伝えるなど、国際理解
なっているため、継続して実施するもの
推進に寄与している。

Ｂ

平成25年度に、これまでこの補助金を活用してい
た長野国際親善クラブの解散の影響もあり、本補
貴重な国際交流基金からの繰り入れにより交付し
助金の活用が伸びず、申請件数や補助金額が低
ている補助金であるため、補助金の趣旨に沿った
調となった。国際交流団体との意見交換を行い、 現行のまま 事業活動になっているか等、その適正な執行に努
出されたニーズに応える形で平成26年度、補助金 継続
めるとともに、多くの団体がこの制度を利用し、市
の内規を改正し、より実態に即した交流場面にも
民が主体となった国際交流活動が活発になること
補助金を活用できるようにした結果、以後申請が
を目指していく。
安定的に推移している。

Ｂ

平成29年度に国際交流員の任期満了に伴う交代
国際交流員が国際交流の推進に貢献している割
があり、各派遣依頼への準備などに時間がかかる 現行のまま
合は高く、外国籍住民・職員として姉妹都市交流、
ため、あまり多く依頼を受けられなかったが、交代 継続
インバウンド等の施策の遂行上必要である。
による混乱を最小限するように努めた。

244

280

Ｂ

派遣教師は主に中堅の英語教師であり、派遣後
には、その多くが長野市教育委員会の指導主事と
姉妹都市提携における相互派遣事業の一環とし
して英語教育の指導を行っているほか、平成28年
て、長期間取り組んでいる事業であり、教師の英語
度に開校した基幹校である市立長野中学校の教 現行のまま
力向上や国際的視野の拡大が、生徒に国際的視
諭として英語の公開授業を開催し、市内の英語教 継続
野をもたらすことにもつながるため、今後も派遣を
師の見本となっているなど、本派遣事業の経験を
続けていく。
生かしながら指導・研究を行っており、長野市全体
の英語教育発展に寄与している。

6,541

7,174

Ｂ

もんぜんぷら座に国際交流コーナーを設置してか
国際交流コーナーの利用者数は安定的に推移し 現行のまま
ら10年以上経過し、外国籍住民に必要不可欠な
ており、目標を概ね達成している。
継続
場所として機能している。

Ｂ

生活ガイドブック「Living in NAGANO」は5言語で
最新の市政情報を反映し、利用者の利便性に配
言語や文化、習慣の違いにより本市での生活に不
慮し、市ホームページにも掲載している。（英語・
現行のまま
安を抱える外国籍住民も多く、ニーズも高いことか
中国語・ハングル・タイ語・ポルトガル語で73％の
継続
ら必要な事業である。
外国籍市民をカバー）
国際交流市民会議は会議内容や開催方法に工
夫を加えながら開催している。

1,155

1,087
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

外国人児童生徒等教育

対象児童生徒が在籍する小中学校へ
日本語巡回指導員等を派遣し、教科等
日本語指導の必要な児童生徒が、他の
教育委員
の学習指導及び学校生活について、母
児童生徒と共に学校生活を送るために
会事務局
語を使って支援し、意欲的に学習に取り
必要な日本語を身に付け、日本語で各
学校教育
組めるようにする。また、日本語巡回指
教科等の学習に参加できることを目的と
課
導員等の研修や情報共有を通じて、校
している。
内連携・学校間連携による支援体制の
充実を図る。

観光振興計画推進事業

「長野市観光振興計画」に基づき、重
点地域に設定した善光寺界隈、戸隠、
商工観光
観光入込客数や市内宿泊客数を増や
松代地域等において、観光関連事業者
部 観光振 すことにより観光消費額を増額させ、地
を中心とした作業部会を立ち上げ、地域
興課
域経済の活性化に資する。
性を活かした多様な観光商品を生み出
すことにより、「ながのファン」を増やす。

信州デスティネーション
キャンペーン関連事業

当該キャンペーンを最大限活用し、全国
の旅行を目的とする人に本市を訪れて
商工観光
みたいと思うような価値を生み出し、情報
部 観光振
を提供することで、誘客を促進し観光客
興課
の増加、特にリピーターを獲得し交流人
口の増加を目指す。

161 ６-１-１

観光まつり

観光まつりの開催に要する経費に対し
補助金を交付することを通じて、本市の
観光の振興を目指すものであり次の各
観光客にとって魅力ある祭りを実施する
号に掲げる事項の達成を目的とする。
商工観光 ことで、長野市への誘客、観光地として
(1) まつりの観光資源としての宣伝及び
部 観光振 の知名度の向上、地域の活性化及び滞
魅力の向上
興課
在時間延長により本市経済の活性化に
(2) まつりへの観光客の誘致
つなげる。
(3) まつりに係る伝統文化の継承
(4) まつりに訪れた観光客に対するおも
てなしの心の醸成及び意識の向上

162 ６-１-１

・指定管理期間の更新に併せて事業収
支の見直しを行い指定管理料を減額し
た。
・キッズ対象イベントの開催など、ファミ
リー層を意識したプロモーションを展開
指定管理者の創意工夫と経営の効率化
した。
商工観光 による健全なスキー場運営を行い、観光
・地元関係者等で組織する「飯綱高原
飯綱高原スキー場運営事
部 観光振 誘客と地域産業の活性化・雇用創出を
観光施設活用検討会」において、スキー
業
図るとともに、市の財政負担を削減す
興課
場を含む飯綱高原観光施設のあり方に
る。
ついて検討を重ね、結果について市長
報告を受けた。
・上記検討会の報告を踏まえ、施設及び
運営の民間譲渡等に向けた検討に着手
する。

163 ６-１-１

商工観光
大岡観光施設総務（鬼無 部 観光振 自然災害や倒木、ごみ投機などによる
里大岡観光施設運営事 興課西部 環境汚染を防ぎ、自然豊かな聖高原大
業の一部）
産業振興 岡保健休養地（別荘地）を維持する。
事務所

158 ５-５-２

159 ６-１-１

160 ６-１-１
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本キャンペーンを最大限に活用し、全国
に向け本市の魅力や観光資源などの情
報を発信するとともに、旅行会社等に観
光素材を提供し旅行商品の造成を促
す。また、（公財）ながの観光コンベン
ションビューロー及び各観光協会と共同
し、本市固有の資源を活かしたイベント
を展開する。

休養地（別荘地）の環境や美観を保持
することにより、別荘地所持者が保養地
を訪れ、地域の賑わいを育むよう、今後
も継続して巡視活動を行う。
支障木の伐採のみならず、敷地内道路
の草刈等により、景観整備をさらに進め
る。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

4,923

4,889

40,000 38,000

33,326

2,592

47,516 47,516

88,890 71,200

437

566

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

年度途中で来日した児童生徒に対しては、初めの
日本語指導が必要な外国籍等児童生徒が在学す
数ヶ月間に指導員を集中的に配置し、日本語習
現行のまま る限り、日本語指導協力者及び巡回指導員の派
得や日本の習慣を学ぶための支援を行うことで、
遣は継続していく必要がある。
継続
支援を必要とする児童生徒の割合を減少させるこ
とが出来た。

Ｂ

重点地域に設定した善光寺界隈、戸隠、松代地
域において観光関連事業者を中心とした作業部
現行のまま 更なる「ながのファン」の増加に向け、「長野市観
会を立ち上げ、地域特性に応じた観光商品を検
継続
光振興計画」に基づき事業を継続していく。
討・企画し、ツアー等を実施するまでに至ったた
め。

Ｂ

当該キャンペーンにおいて、本市では(公財）なが
の観光コンベンションビューローや各観光協会と
共同で、期間限定の特別イベント（麻衣と舞い、戸
終了
隠古道大ウォークなど）や県内外でのプロモーショ
ン活動を実施した。その結果、期間中（７〜９月）の
市内入込客数は例年を上回った。

当該キャンペーンが終了する平成30年度をもって
終了する。

事業は継続するが、規模や集客力など、祭りごとに
大きな差があり、今後の補助のあり方が課題である
現行のまま
ため、補助金の趣旨に合うよう改善を促す必要が
継続
ある祭りについては、事業運営等に対して指導す
る。

Ｃ

各まつりの集客人数は例年並みか微増傾向であ
り、目標値までは到達していない。

Ｃ

目標に対して毎シーズン実績が下回っている。こ
れはＨ27年度の記録的な雪不足を始め、Ｈ28年
終了
度及びＨ29年度も雪不足が続いたことによる営業
期間の短縮が影響しているものである。

Ｂ

別荘敷地内の巡視が計画的に継続して実施さ
れ、環境や美観が保持されている。

検討会からの提案を踏まえ、グリーンシーズンの誘
客を強化するため、財政負担が大きく費用対効果
が低いスキー場事業については、施設及び運営を
民間事業者に譲渡し、新たなアイディアやノウハウ
による民間運営に移行を図る。

現行のまま 休養地（別荘地）の管理者として現在の環境を維
継続
持するよう努める
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

事業名称

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。
所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

164 ６-１-１

定期的に自然公園を巡視し安全点検を
実施する。
商工観光
地元観光振興会などと連携を図りながら
奥裾花観光施設管理（鬼 部 観光振 奥裾花自然園を訪れる来園者に対し、
四季折々の自然園の魅力をＨＰ等により
無里大岡観光施設運営 興課北部 安全快適に自然とふれあい楽しんでもら
発信する。
事業）
産業振興 うため適正な管理を行う。
水力や太陽光発電など再生可能エネル
事務所
ギーの利用による自然園の活用方法を
検討し、自然園の施設環境を整える。

165 ６-１-１

・休養地（別荘地及び施設）の適正な環
境や美観を保持するため定期的な巡視
を行うとともに、休養地保持者から管理
商工観光 品沢高原保健休養地の別荘地の美観を
料を徴収する。
品沢高原観光施設管理 部 観光振 保つ。
・所有者から寄付の申し出があった場合
（鬼無里大岡観光施設運 興課北部 併せて、観光施設(体育館、公衆トイレ)
は、要領に基づき適正に処理する。
営事業の一部）
産業振興 を管理し、地区住民の健康増進と観光
・観光施設については、地元との廃止協
事務所
誘客を図る。
議が整ったため、老朽化した施設の管
理棟、テニスコートに関し計画的に撤去
する。

166 ６-１-１

商工観光
親水公園管理（鬼無里大 部 観光振
岡観光施設運営業務の 興課西部
産業振興
一部）
事務所

親水公園は、聖高原県立自然公園の一
角にあり、自然景観の保持はもとより、歩
道や広場等関係施設は、誰もが安心し
て利用できるよう状態を維持するもので
ある。
また、河川であることから、安全保持のた
め沢筋へ柵を設置し、安全対策の万全
を図る。

親水公園施設の点検・補修はもとより、
砂防施設の点検や周辺の草刈等を行
い、常に美観が保たれ、安全・安心して
利用できる親水公園を維持する。

167 ６-１-１

商工観光
大岡観光施設整備（鬼無 部 観光振
里大岡観光施設運営事 興課西部
業の一部）
産業振興
事務所

自然災害等による荒廃化が進行する
中、利用者が安全に安心して利用できる
施設の維持に努める。聖山山頂は景観
が美しく、誰もが登頂できる登山コース
であるが、降雨や流水により歩きにくく、
高齢者や子供には危険な状態となって
いる。

聖山パノラマホテルの高原学校事業等
とも合わせ、水路整備や路面整備によ
り、子供たちはもとより、高齢者が登頂し
やすい登山コース整備を行うことにより
利用者の増員を図る。
また、山頂からの展望を確保するため、
支障木のない環境整備を行う。
観光情報を様々な媒体によって提供し、
観光客を誘客する。ホームページやSNS
での観光情報発信や観光パンフレットの
制作・配布、観光宣伝キャンペーンな
ど、ながの観光コンベンションビューロー
と共同で観光宣伝誘客活動を県内外に
おいて展開する。

観光宣伝

旅行を目的とする人に本市を訪れてみ
商工観光 たいと思うような情報を提供することで誘
部 観光振 客を促進し、観光客の増加、特にリピー
興課
ターを獲得し、交流人口の増加を目指
す。

169 ６-１-１

観光宣伝事業負担金

観光パンフレットの制作・配布、観光宣
伝キャンペーンなどを、総合観光宣伝
キャラバン実行委員会等の観光振興団
体が県内外において展開するための支
旅行を目的とする人に本市を訪れてみ 援を行う。また、長野市の観光と物産展
商工観光
たいと思うような情報を提供することで誘 実行委員会においては、市内物産の紹
部 観光振
客を促進し、観光客の増加、さらには交 介及び即売、観光ＰＲを県内外で実施
興課
するための支援を、長野市そば歳時記
流人口の増加を図る。
実行委員会においては、長野市名物で
あるそばによる観光誘客のため、市内そ
ば店のパンフレットやホームページを作
成するなど事業を実施した。

170 ６-１-１

新幹線延伸対策

商工観光
北陸新幹線を利用する観光客に、当
沿線都市と連携して、主に北陸・関西
部 観光振 市を滞在地として選択していただき、地 方面からの誘客を図るためのPR活動を
興課
域経済の活性化を図る。
実施する。

168 ６-１-１
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

20,974 19,117

739

782

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

鬼無里地域へ誘客する主要な施設であることか
ら、林道の安全対策を実施するとともに再生可能
林道災害旧工事（平成26年度災害）のため、7月
現行のまま
エネルギーを利用した新たな自然園の活用方法を
から9月の間は休園となったが、概ね目標どおりの
継続
検討し、自然園の効果的なＰＲなど来園者の増加
入園者があった。
を図る。

Ｂ

休養地（別荘地）の管理者として、現在の環境を維
持し適正に管理するため定期的な巡視を行う。な
休養地の巡視を計画のとおり実施し、別荘地が保 見直して継
お、利用者のない老朽化した施設（管理棟、テニス
全されているため。
続
コート）は景観を阻害することから計画的に撤去す
る。

781

751

Ｂ

イベント会場や別荘地への往来、聖パノラマホテ
草刈作業等の景観整備作業を年５回実施し、美観
現行のまま ルへのアクセス道路に隣接することから、常に美観
と安全を保持し、利用者の利便性が確保できてい
と安全・安心して利用できる状態を維持する必要
継続
る。
がある。

383

400

Ｂ

山頂付近の樹木の生長により景観（展望）の支障
現行のまま 自然災害や突発的に発生した不備（危険個所の
となっていた樹木の伐採ができた。今後は登山道
継続
発生）については、緊急的な補修修繕に努める。
整備を行うこととして、予定通り進められている。

Ｂ

平成29年度は長野県全域で大型観光キャンペー
観光客数の増加を図るには、観光客にとって魅力
ン「信州デスティネーションキャンペーン」が開催さ
現行のまま 的な情報の提供といった宣伝活動が不可欠であ
れ、本市でも、(公財）ながの観光コンベンション
る。そのため、現行の事業内容を引き続き実施して
ビューローと共同で、期間限定の特別イベントや 継続
いくこととする。
他県での宣伝活動を実施した。その結果、期間中
(７〜9月）の市内入込客数は例年を上回った。

Ｂ

総合観光宣伝キャラバン実行委員会、長野市の
観光と物産展実行委員会への負担金について
観光客誘客に一定程度の効果があると思われるた
は、各地でのイベント開催や宣伝活動等に使用さ
め、総合観光宣伝キャラバン実行委員会及び長野
れ、一定程度の観光客誘致につながったものと思 現行のまま
市の観光と物産展実行委員会への負担金、長野
われる。長野市そば歳時記実行委員会への補助 継続
市そば歳時記実行委員会への補助金を継続して
金では、市内そば店のパンフレットやホームペー
支出していくこととする。
ジを作成し、長野市名物であるそばを軸とした観
光客誘客を図った。

Ｂ

平成29年度は長野県全域で大型観光キャン
ペーン「信州デスティネーションキャンペーン」が
従来の関東方面に加え、北陸、関西方面からの
開催され、当市でも他県での観光プロモーションを
誘客を図るためには、北陸新幹線沿線での観光プ
現行のまま
積極的に実施した。また、北陸新幹線沿線自治体
ロモーションや、沿線自治体等との連携が不可欠
継続
や集客プロモーションパートナー都市等との連携
であることから、引き続き、誘客事業を実施してい
の下、ＰＲ活動を実施した。その結果、期間中（７月
く。
〜９月）の市内入込客数は例年を上回った。

5,920

2,270

4,413

4,527

2,270

6,024
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№

総合計画
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！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

周辺市町村と連携し、魅力ある観光資
源の発掘、情報発信及び観光誘客事業
に取り組む。また、集客プロモーション
パートナー都市や特定テーマ等による
都市間交流に参加し、相互協力による
情報発信を行う。

171 ６-１-１

広域観光推進事業

商工観光
広域連携によって魅力的な情報を発
部 観光振 信することで、誘客を促し、本市の観光
興課
入込客数の増加を目指す。

172 ６-１-１

広域観光推進協議会負
担金

近隣市町村等が連携し観光客に対し
信越高原連絡協議会の他10協議会に
商工観光
て魅力ある情報を発信することで、誘客 おいて開催する共同イベントや、パンフ
部 観光振
を促し、本市の観光入込客数の増加や レットの作成等、誘客に向けた事業に係
興課
経済の活性化を図る。
る費用を負担する。

善光寺表参道誘客対策

観光客の滞在時間延長により、地元商
次の御開帳を見据え、長野市ガイド協
商工観光 店街での購買や市内での宿泊による経
会が、観光客のニーズにあった善光寺
部 観光振 済波及効果を高める。また、観光客の満
表参道界隈を周遊するコースを企画、
興課
足度向上によって、リピーターを獲得を
実施するよう支援を行っていく。
図る。

174 ６-１-２

インバウンド推進

ニーズを捉えたコンテンツ等の提供とそ
の情報発信により、満足度と認知度の向
商工観光 上を図る。また、環境整備等を促進し、
部 観光振 外国人観光客の利便性を高めることによ
興課
り、更なる満足度の向上を図る。そのこと
により、来訪者の増加とそれに伴う地域
経済の活性化を実現する。

外国人観光客のニーズを捉えた企画を
実施するとともに、海外の旅行博覧会へ
の出展や海外メディアの招請事業等そ
れを売り込むためのプロモーションを実
施する。また、快適な滞在になるよう案
内サービス（多言語対応）やWI-FI環境
の充実を図るとともに市内事業者の外国
人観光客受け入れを支援する。

175 ６-１-３

（公財）ながの観光コンベンションビュー
ロー及び各観光協会が実施する専門的
商工観光
なコンベンションや観光振興、誘客促進
観光・コンベンション事業
部 観光振
事業に対し支援することで、本市観光の
助成金
興課
振興及び年間を通じた誘客の促進を図
る。

（公財）ながの観光コンベンションビュー
ロー及び各観光協会が実施する観光誘
客事業と同コンベンションビューローが
実施するコンベンションやフィルムコミッ
ションの誘致・支援のために必要な事業
費に対し補助する。

176 ６-２-１

農業者育成事業

173 ６-１-１

177 ６-２-１

178 ６-２-１

農林部 農 10年間で新規就農者を300人確保・育
業政策課 成する。

多様な人材を農業の新たな担い手とし
農業研修センター管理運 農林部 農
て育成する。また、市民の農業への関
営
業政策課
心・理解を深める。

農業機械化補助金

新規就農希望者への相談支援及び新
規就農者への研修資金・営農資金の助
成、支援会議による営農に関する支援

初級から担い手育成まで、受講生のレ
ベルに応じた野菜栽培の通年講座を開
講する。
また、親子や農業者を対象とした単発の
特別講座も開催する。

農業機械の導入により農作業の省力
農業者が個人又は共同で利用する農
化、生産性の向上、環境負荷の軽減及 業機械の購入費用に対し補助する。
農林部 農
び農地の遊休荒廃化の防止を図るととも なお、地域の農業の中心的な担い手
業政策課
に、地域リーダーを育成し、農業の持続 である認定農業者の場合は補助率を嵩
的発展を推進する。
上げしている。

-53-
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H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

平成29年度は長野県全域で大型観光キャン
ペーン「信州デスティネーションキャンペーン」が
観光客の多様なニーズに柔軟に対応するために
開催され、当市でも、(公財）ながの観光コンベン
現行のまま
は、関係市町村が連携しながら観光情報を発信
ションビューローと共同で、期間限定の特別イベン
継続
し、誘客に取り組むことが必要である。
トや他県での宣伝活動を実施した。その結果、期
間中（７月〜９月）の市内入込客数は例年を上回っ
た。

Ｂ

平成29年度は長野県全域で大型観光キャン
ペーン「信州デスティネーションキャンペーン」が
開催され、当市でも（公財）ながの観光コンベン
「ながのファン」の増加や滞在時間の延長を促す
現行のまま
ションビューローと共同で、期間限定の特別イベン
には必要な事業であることから、事業の効果を検
継続
トや他県での観光宣伝を実施した。その結果、期
証しつつ、応分の負担をしていく。
間中（７月〜９月）の市内入込客数は例年を上回っ
た。

Ａ

ガイド客数増加のため、自主企画やアクティビティ
事業者へのアプローチ等ＰＲ活動を積極的に実施
した。平成29年に開催された信州デスティネーショ
現行のまま 事務体制の充実が図られつつあるが、自主財源の
ンキャンペーン期間中には、ＪＲ商品と連動した誘
継続
確保など自立に向け、継続して支援を行っていく。
客事業を実施し、また、平成29年度より活動期間
を変更し年中無休でガイド活動を実施した。その
結果、ガイド客数は目標を上回ることができた。

Ｂ

外国人宿泊者数の実績において、台湾が年間約
２万人と一番多く、増加傾向が継続している。その
他アジア圏では、中国、タイ、シンガポールが、欧 拡大
州では、ドイツ、フランスが牽引し、外国人旅行者
は増加している。

138,505 140,457

Ｂ

平成29年度は長野県全域で大型観光キャンペー
ン「信州デスティネーションキャンペーン」が開催さ
（公財）ながの観光コンベンションビューローと各観
れ、本市でも(公財）ながの観光コンベンション
現行のまま 光協会が行う観光振興事業及びコンベンション事
ビューローや各観光協会と共同で、期間限定の特
業が一層促進されるように補助金による支援を継
継続
別イベントや他県での宣伝活動を実施した。その
続する。
結果、期間中（７〜９月）の市内入込客数は例年を
上回った。

65,204 78,903

Ａ

新規就農者数は目標を上回っている。

9,402 10,237

Ａ

受講生募集については、初年度であり、全く知名
度のない状態からの募集であったが、目標を超え 現行のまま 平成２９年度から供用開始となった施設であり、当
面は農業振興の中核施設として運営していく。
る受講生を確保でき、無事に一年間運営すること 継続
ができたため。

16,956 25,034

Ｂ

平成29年度補助件数の目標55件の全てに対し
て、補助できたため。

614

3,091

7,000

582

3,569

7,000

7,837 64,772

外国人旅行客の興味をひく魅力的な企画を実施
して来訪を促すとともに、その来訪者に対し、アン
ケート調査等を実施して長野市固有の課題の抽出
や戦略の構築を図る。また、その戦略に基づき
PDCAサイクルを確立し、課題抽出と改善を積み重
ねる体制を構築する。

平成30年度から、新規就農者支援事業を廃止し
見直して継
親元就農者支援事業を新設し、認定農業者の子
続
弟の新規就農を支援を行う。

見直して継 中古農業機械、リース及びレンタルの経費を補
続
助対象とするか検討する。
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記載内容は精査中のものです。
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事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

農業協同組合補助金

農協による営農指導を通じ、農業従事
農林部 農 者の営農技術等の向上により、農業生
業政策課 産力の増進と農業者の経済的、社会的
地位の向上を図る。

180 ６-２-１

荒廃農地等利活用促進
交付金

・荒廃農地の再生利用及び発生防止活
動への支援
１号遊休農地の再生作業（雑木の除去
等）、土壌改良（肥料の投入等）、営農
定着（再生農地への作物の導入等）等、
農業者、農業者等が組織する団体等の ２号遊休農地から１号遊休農地への悪
農林部 農 担い手が行う荒廃農地等を再生利用す 化を防止するために必要な整地等の低
業政策課 る取組を支援し、荒廃農地の発生防止と コスト整備の取組。
解消を図る。
・施設等の整備への支援
荒廃農地の再生利用・発生防止に必要
な基盤整備（暗きょ、農道の整備等）や
農業用機械・施設（収穫機、ビニールハ
ウス等）、農業体験施設（市民農園等）
等の整備への支援

181 ６-２-１

農地流動化助成金

賃借料の負担を軽減することで農用地 農業振興地域内に存する農用地を新た
農林部 農
の利用権設定を促進し、担い手への集 に３年以上賃借した農業者に、流動化
業政策課
助成金を交付する。
積を図る。

179 ６-２-１

グリーン長野農業協同組合、ながの農
業協同組合の営農指導員が市内の農
業従事者に実施する営農指導活動に補
助金を交付する。

多面的機能を支える共同活動（農地法
面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路
面維持等の基礎的保全活動、保全管理
構想の作成等）及び、地域資源（農地、
水路、農道等）の質的向上を図る共同
活動（水路、農道、ため池の軽微な補
修、植栽による景観形成、ビオトープづ
くり、施設の長寿命化のための活動等）
を行う組織に対して、国の基準に基づき
交付金を交付する。

多面的機能支払交付金

農地・農業用水等の資源の適切な保全
管理を推進する。また、農業・農村の有
農林部 農
する多面的機能が今後とも適切に維持・
業政策課
発揮されるとともに、担い手農家への農
地集積を後押しする。

183 ６-２-１

農業公社事業

農作業支援による省力化、農地流動化
による認定農業者、農業法人及び地域
農作業支援、農地流動化促進、マーケ
農林部 農 の担い手の農業者への農地集積、経営
ティングの推進等の事業に対する補助
業政策課 規模拡大等により、優良農地の確保並
及び市派遣職員等の人件費補助
びに遊休農地の解消を推進し、農業、
農村の振興を図る。

184 ６-２-１

市単土地改良

各地区からの土木事業要望に基づき、
農林部 森 農業用施設の整備により、農業生産基
計画的に農道や水路等の農業生産基
林農地整 盤や生活環境の利便性・快適性及び農
盤施設（土地改良施設）の整備を実施
備課
業用水の安定的な確保と供給を図る。
する。

果樹振興補助金

省力化を図るため、りんご新わい化栽培
等の導入に必要な苗木･資材の購入に
ふじ・巨峰に偏重した品種構成からの脱
対する補助
農林部 農 却と農作業の省力化を推進することによ
消費者ニーズに応じた新品種の導入に
業政策課 り、生産性と収益の向上を図り、もって生
必要な苗木・資材の購入に対する補助
産安定を図る。
生産安定を図るため振興果樹等の苗木
の購入に対する補助

182 ６-２-１

185 ６-２-２
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

16,000 16,000

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

農業従事者の高齢化、減少等、近年の農業を取り
現行のまま 市では農業に関する専門的な技術指導者がない
巻く厳しい状況の中でも農業協同組合はほぼ目
継続
ため、農協の営農指導員が実務面を担っている。
標の売り上げを維持している。

1,192

3,890

Ａ

実施面積は目標を上回った。

現行のまま 農地の荒廃化はなくならないため、動向を見極め
継続
ながら対応する。

3,537

4,869

Ａ

農地の利用権設定面積が目標を上回っているた
め。

賃借料の負担を軽減することは、農用地の利用権
現行のまま
設定を促進し、担い手への集積を図ることに寄与
継続
している。

Ａ

取組面積は目標を上回った。

交付金を活用している組織では、農地維持活動を
しているため荒廃地は発生していない。活用して
現行のまま
いない地区では野生鳥獣被害等もあり荒廃化が
継続
拡大しているため、組織化していない地区へPRす
る。

Ａ

認定農業者や法人の設立など、多様な担い手の
農地の利用権設定面積は、成果指標の目標を達
育成を進め、また、担い手への農地集積を進める
成しており、農地の出し手から農地の担い手への 現行のまま
ことで、遊休農地の解消と経営基盤の安定化を図
集積・集約により、優良農地の確保及び遊休農地 継続
る等、農業公社の持つ機能を活かした取組を進め
の増加防止につながっているため。
られるよう、支援していく。

Ｂ

農業生産基盤施設（農道や水路等）の老朽化が進
んでおり、各地区からの土木事業要望も多く、農地
各地区からの土木事業要望が多く、全てを実施す
現行のまま
の保全や農業者の営農を支援していくため、適時
ることができないため、その緊急性や必要性を考
継続
的確な整備補修による施設の機能保持や長寿命
慮しながら、事業費の範囲内で執行している。
化を実施していく必要がある。

Ｂ

概ね目標面積を達成している。

39,472 43,900

75,078 81,352

154,603 199,163

7,090

9,700

現行のまま 生産農家の生産性と収益の向上を図るために引き
継続
続き支援する。
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186 ６-２-２

187 ６-２-２

188 ６-２-２

189 ６-２-２

190 ６-２-２

191 ６-２-２

192 ６-２-２

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

地域奨励作物支援

農地の遊休荒廃化を防止するとともに、 市内で生産した奨励作物を、市内にあ
農林部 農
奨励作物（小麦・大豆・そば・枝豆）の生 る農業協同組合等へ出荷した生産者に
業政策課
産量を増やし、地産地消を推進する。
対し出荷量に応じて奨励金を交付する。

畜産振興施設管理運営

多様化する消費者ニーズに対応した畜
産物の生産拡大と、消費者に安全・安心 戸隠牧場・信州新町めん羊繁殖セン
農林部 農
な畜産物を供給するため、施設整備・管 ター及び信州新町左右牧場の指定管
業政策課
理を適切に行い、畜産振興と観光振興 理及び施設整備
の連携により地域活性化を推進する。

中山間地域農業対策事
業補助金

次の取組に係る費用に補助金を交付
し、地域の活性化を支援する。
優良農地を復元し、地域に適した農作 ①地区委員会の運営経費 ②農業・農
村の振興活動経費 ③荒廃化している
物を栽培することによって荒廃化を防
農林部 農
ぐ。また、生産された作物を農業イベント 優良農地の復元経費 ④地域への普及
業政策課
等でPRすることにより、地域農業の活性 を目指す振興作物導入経費 ⑤地域へ
化を図る。
の普及を目指す新規作物の栽培実験
農場運営経費 ⑥ワイン用ぶどう産地形
成事業 ⑦えごま栽培普及促進事業

中山間地域等直接支払
制度

生産条件が不利な中山間地域等におい
て、農業生産活動（農用地における耕
農林部 農
作、適切な農用地の維持・管理及び水
業政策課
路、農道等の維持・管理）の自律的かつ
継続的な実施を図る。

野生鳥獣被害防除対策
事業補助金

猟友会を中心に加害獣の駆除・個体数
農林部 い 調整を進めるとともに、野生鳥獣による 地区の有害鳥獣対策協議会(委員会)が
のしか対 農作物被害を受けている農業者に対し 実施する、野生鳥獣被害防除対策活動
電気柵等の整備を推進し、農作物被害 に対して補助を行う。
策課
の軽減につなげる。

売れる農業推進

長野市農業団体協議会に補助金を交
付し、同協議会が商工観光部や農協と
連携した消費地での農産物ＰＲイベント
費地でのＰＲ活動を通じて、長野市産農
を開催する。
農林部 農 産物の知名度向上や観光誘客も図り、
農業法人等に農産物加工施設等支援
業政策課 消費拡大につなげる。また、農産物の加
事業補助金を交付し、６次産業化を支
工による高付加価値化を進める。
援する。
長野県輸出事業者協議会へ加入して、
農産物輸出へ向けた研究を行う。

地産地消推進

商談会開催による生産者と実需者との
マッチング支援、地産地消に協力する
地産地消が消費者に浸透し、農業に対
スーパーや直売所・飲食店などの募集
農林部 農 する理解が深まること。また、地元産農
やこれらを紹介するリーフレットの作成、
業政策課 産物の消費拡大により、活力ある地域農
学校給食栄養士と生産者との意見交換
業が再生されること。
などの事業を実施する、市地産地消推
進協議会に補助金を交付する。
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集落協定を結んだ集落及び耕作者が行
う、耕作放棄の発生防止活動、水路・農
道等の管理活動に対し、国の基準に基
づき交付金を交付する。

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

38,317 39,900

Ａ

作付面積の増加により、耕作放棄地解消につな
農地の遊休荒廃化を防ぐ上で有効であり、地産地
がっている。また、出荷量についても平成27度から 現行のまま
消の推進を図ることができることから継続していく
平成29年度はいずれも目標数値を上回っており 継続
必要がある。
地産地消の推進が図られている。

32,446 21,968

Ａ

戸隠牧場は、放牧餌の確保のためH27年度から草
牧場環境の向上を図ることで、消費者に安全・安
現行のまま
地改良を実施するなど、良好な環境づくりを行い、
心な畜産物を供給することになる。また、観光振興
継続
牛の預託頭数のH29年度の目標を上回っている。
と連携による地域活性化が必要である。

Ａ

優良農地復元は、毎年実施されており荒廃地が解
消されている。また、中山間地域の特性に合った
現行のまま 農地の荒廃化は、無くならないため事業を継続す
農作物を栽培することを目的とした、振興作物導
継続
る必要がある。
入・ワイン用ぶどうの栽培を進めており、地域農業
が活性化してきている。

Ｂ

H27から第４期対策が始まり、協定数及び協定面
協定を締結している集落には、第５期も継続を働き
積は大幅に減少した。いっぽう協定面積はH27年
度の447haからH29年度は458haに増加した。協定 現行のまま かけていく。集落協定を締結していない集落で
は、野生鳥獣被害等もあり、荒廃化が拡大している
を締結している集落では、協定参加者全員で協力 継続
ため、協定を締結していない地区へPRする。
して保全活動しているため荒廃地は発生していな
い。

Ｂ

ニホンジカによる農作物被害の拡大を防止するた
め、捕獲補助金の見直しや、ハンターの埋設負担
の軽減と地域の活性化を図るため、駆除・個体数
駆除・個体数調整で目標を達成し、農作物被害額 見直して継
調整を進め、地区の有害鳥獣対策協議会(委員
も減少傾向にある。
続
会)による被害防止対策を今後も継続的に支援し
ていく。また、ジビエ収集システムの構築と併せた
補助金等の見直しを行う。

5,223

6,572

75,992 78,124

74,583 92,149

1,452

5,798

Ｂ

長野市産農産物の主力は果実であり、ＰＲの時期
販売力の強化につながるＰＲや６次産業化の取組
も果実の収穫時期に限られる中で、前年並みのＰ 現行のまま は、農家所得の向上に必要であるため。また、ＰＲ
Ｒ回数を実施でき、かつ１回あたりの平均売上げも 継続
にあたり観光部門などと連携することで、相乗効果
20万円を上回り、盛況であったため。
が図られるため。

2,206

1,690

Ｂ

マッチング商談会や様々なＰＲ活動を通じて、市民
第五次総合計画策定時のアンケートなどから、依
現行のまま
の地産地消への関心が高まっていることが、直売
然として市民の関心が高いことや、農業者の所得
継続
所の売上げの伸びに表れている。
向上にもつながる取り組みであるため。
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記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

都市農村交流推進事業
補助金

中山間地域の農家等団体が、地域の資
農業体験や農家民泊の受入れを組織
農林部 農 源を有効に活用した取り組みを主体的
化し、受入組織が主体的に活動できるよ
業政策課 に開催し、都市住民との交流が促進され
う、必要な経費に補助金を交付する。
ることにより、地域の活性化を図る。

194 ６-２-３

市営林保育

市営林(市有林2,933ha、分収林640ha
農林部 森 計3,573ha)において施業を実施すること
下刈、除伐、枝打、間伐等の保育作業
林農地整 で、健全な森林の育成による市有財産
を実施
備課
確保と森林の公益的機能の向上を図
る。

195 ６-２-３

民有林において森林整備を実施する個
人及び団体等を対象とし、多様な森林
農林部 森
整備活動を補助することで公益的機能
森林整備・木材活用事業 林農地整
等を十分に発揮できる森林の造成や木
備課
質バイオマス燃料等としての未利用材の
有効活用を図る。

193 ６-２-２

196 ６-２-３

里山整備事業

地域における森林整備団体２団体（七二
会・浅川）の森林整備の実施及び整備
農林部 森
により発生した木材の有効活用等をモ
林農地整
デル事業として実施する。（一支所一モ
備課
デル事業H28-30）

民有林において間伐、間伐材の搬出及
び植林を行う個人や団体等(所有者から
受託をし森林整備を行う場合を含む)へ
補助金を交付する。

団体の設立支援や、各種団体の設備充
実、安全講習会等の実施などに対して
補助金を交付するとともに、森林整備の
実施及び支援を行う。

松くい虫被害防除事業

守るべき松林の松くい虫被害を抑制する
農林部 森
ことで、松林の急激な枯死による公益的 被害木の伐倒くん蒸による駆除および
林農地整
機能の低下および景観の悪化を防止す 薬剤地上散布による被害の予防。
備課
る。

林内路網整備事業

森林経営計画に基づき森林施業事業体
農林部 森
と調整を行い、林内路網整備を実施す 林道開設、改良及び維持工事等を実施
林農地整
る。それにより、施業コストを削減し、地 する。
備課
域産材の有効活用を促進させる。

199 ６-２-３

緩衝帯整備事業

森林と耕作地又は集落との間に、地域
事業対象は里山に隣接する地域等の住
農林部 い
の実情に応じて緩衝地帯の整備を行うと
民を対象とし、野生鳥獣による農業被害
のしか対
ともに、クマ等の危険獣の出没を抑制す
軽減及び出没を減少させ、人的被害等
る。出没時には地元猟友会を中心に捕
策課
の防止をはかる。
獲や追払い等を実施する。

200 ６-２-３

市内に居住し、ペレットストーブ・ペレット
ボイラーを購入設置する個人または事
農林部 森
ペレットストーブ・ペレットボイラーの本
業者に補助することで、木質バイオマス
森のエネルギー推進事業 林農地整
体、給排気筒及び煙突等の購入経費及
（ペレット）の使用量が増加し、温室効果
備課
び設置経費に対し、補助金を交付する。
ガスの削減、化石燃料の使用量削減が
図られる。

197 ６-２-３

198 ６-２-３
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

1,774

2,232

20,315 33,672

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

前年度は熊本地震に伴う緊急の受入を行ったこと
農業振興アクションプランにおいて、「今後も無理
から、今年度は参加者数が減少している。ただし、 現行のまま
のない範囲で継続していけるよう支援する。」ことを
受入地区数については、保科地区において新た 継続
取組方針としているため。
に組織が立ち上げられた。

Ａ

保育作業は樹木の成長に応じて作業内容(下刈・
除伐・枝打・間伐等)及び作業量が変わることから、
森林資源の保全と公益的機能の発揮を図るため
現行のまま
事業実績が見込を下回ることもあるが、現地調査
には、市営林の保育事業は継続して実施する必
継続
に応じた施業実施の結果であり、必要な施業は概
要がある。
ね実施できている。

957

4,621

Ｃ

平成29年度は、森林組合等林業事業体について
市内には事業内容・規模や地形等の条件によって
は、国・県等の補助事業を中心に間伐事業を実施
国・県等補助事業の対象にならない森林も多くあ
現行のまま
する中で当事業の活用が少なかった。また、申請
るため、本事業でそれらの森林整備に対して柔軟
継続
のあった事業は、小面積の間伐・搬出事業等が主
な支援をすることで、公益的機能を発揮できる森
体であるため、実績の数値は伸びていない。
林を造成していく。

2,861

1,277

Ｂ

森林整備団体 「七二会地区特別植林組合」と「あ
さかわの里山と森を守る会」が立ち上がり、本格稼 終了
動に向け動き始めた。

26,845 24,759

Ａ

県の補助事業の数量が十分ではなかったため、被
害木処理材積は目標の75%であったが、予算の範
囲内で可能な処理を行った結果、被害量が少な
松くい虫被害の急激な進行による森林の公益的機
現行のまま
かったこともあり、目標の駆除残量以下に抑えるこ
能の低下や景観の著しい悪化を避けるためには、
継続
とができた。地上薬剤散布事業については、要望
事業の継続が必要である。
があった施設について全箇所実施することができ
た。

77,910 119,249

Ｃ

林道すずり石線開設は、林野庁協議が難航し年
度内竣工ができず繰越工事になったため。

Ｂ

H29年度の実施箇所は１６箇所（若穂地区１４、信
緩衝帯整備事業は、有害獣の出没しにくい環境づ
州新町地区２）であり、年度当初の要望箇所につ
現行のまま くり対策として効果が高いため、今後も推進してい
いてほぼ実施することができたが、緩衝維持管理
く。また、森林整備の意味合いもあり、健全な森林
継続
面積は、高齢化や過疎化が進む中で、実績が伸
育成に寄与していく。
びなかった。

Ｂ

県からの補助を受け実施している事業であり、県
県の補助交付の見直しにより、市町村も財源の一
の予算状況により補助台数が制限されるが、設置 見直して継
部を負担しつつ、県と共に将来に向けた木質バイ
を希望するユーザー全員に補助金交付されてお 続
オマスエネルギーの普及と森林整備を進める。
り、概ね目標どおりである。

10,840 14,609

500

1,200

森林整備団体が事業終了後も引き続き、里山整備
を実施できるように、必要な支援や指導を行う。

現行のまま 森林施業の効率化及び森林の公益的機能の低下
継続
を防ぐため、事業の継続が必要である。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

林業振興補助金

①みどりの少年団の体験をとおして、森
林・林業及び環境に対する理解を深め
る。
②原木栽培者の購入資材に補助。原木
農林部 森
きのこの生産量の増加（27年度をもって
林農地整
事業終了）
備課
③薪ストーブ・薪ボイラーの本体購入者
（鬼無里地区限定モデル事業）、薪の需
要と消費拡大による、里山整備及び間
伐の促進（29年度をもって事業終了）

森林体験事業

森林体験学習の機会を提供する。又、
農林部 森
森林体験学習を行う他団体をサポート
市民の森林・林業や森林整備に対する
林農地整
する。
理解と関心を深める。
備課
林業講座(趣味の林業講座)を開催す
る。

203 ６-３-１

商店街環境整備事業補
助金

街路灯やアーケード等のハード設備や
付帯設備の設置に対する補助（環境整
備事業助成金）
商店街のハード設備や環境の維持・整
街路灯やアーケードの修繕費に対する
商工観光 備が行われることにより、快適で安全な
補助（街路灯等維持管理事業補助金）
部 商工労 買い物空間が創出され、来街者の増加
花鉢やイルミネーション等の装飾による
働課
とそれに伴う商店街や地域の活力が向
賑わい演出に係る経費の補助（賑わい
上する。
演出補助金）
商店街が維持管理している街路灯の電
気料に対する補助（電灯料助成金）

204 ６-３-１

ものづくり支援センターに所属するイン
企業と大学等が行う新技術等の研究開
キュベーション･マネージャー等専門ス
産学行連携支援施設管 商工観光 発を支援することにより、新技術の研究
タッフによる各種相談業務、人材育成事
理運営事業（ものづくり支 部 商工労 開発、製品の高付加価値化や新分野を
業やものづくりサロン（産学行交流事業）
開拓する企業を育成し産業競争力の向
援センター）
働課
等の開催。低廉な料金によるレンタルラ
上を図る。
ボの提供。

201 ６-２-３

202 ６-２-３

①みどりの少年団の活動事業に対して
補助金を交付する。
②原木、種駒購入に対して補助金を交
付する。（27年度をもって事業終了）
③薪ストーブ・薪ボイラーの本体購入価
格のほか煙突、炉台、炉壁の設置工事
費に対して補助金を交付する（鬼無里
地区限定モデル事業）。（29年度をもっ
て事業終了）

中小企業振興資金融資
事業

市が金融機関及び長野県信用保証協
会と協調し、長期・固定・低利の融資制
商工観光
度を設け、金融機関への資金預託及び
部 商工労
信用保証料の補助を行うことで、中小企
働課
業者等の経営の安定を図ると伴に市内
の商工業の活性化を目指す。

206 ６-３-２

中心市街地活性化事業
補助金

長野市中心市街地活性化計画に記載
した具体的事業を実施し、中心市街地
商工観光
まちづくり会社が行う中心市街地活性
の活性化を図る。行政・民間では取り組
部 商工労
化のための非営利部門（事務局部門）
み難い役割を担ってもらい、中心市街地
働課
運営費に対し補助金を交付する。
のまちづくりと商業の活性化を実現す
る。

207 ６-３-２

ものづくり産業等活性化
支援負担金・補助金

ものづくり産業の中小企業が、新技術、
商工観光
新製品の研究開発、高付加価値化、新 企業の研究開発や共同研究等に対する
部 商工労
分野への参入、人材育成に取り組むこと 助成や人材育成に対する助成
働課
により産業の活性化を図る。

205 ６-３-１
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・運転、設備資金の融資あっ旋（678件）
・融資を利用する際の保証料の補給（長
野県制度も含め 151,889千円）
・金融機関への預託（７金融機関へ一般
資金、特別資金及び組合貸付資金）

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

①みどりの少年団の設立数は、28年度から順調に
増えている。
①みどりの少年団活動補助金は引き続き継続実
②原木きのこの補助駒数は、事業の利用状況から
施する。
現行のまま ②原木、種駒の購入補助事業は27年度をもって事
27年度で終了となった。
③薪ストーブ等導入補助事業をモデル地区（鬼無 継続
業終了。
里）で実施し、里山整備や薪を起点にした新たな
③薪ストーブ等導入補助事業は29年度に事業の
地域内の取り組みなどの成果が得られ、29年度で
継続・拡大等を含めた事業検証を行い事業終了。
終了。

782

Ａ

森の里親事業による企業の森林体験活動や、緑
の少年団の活動、農業フェア等のイベントでの森 現行のまま より多くの市民が森林に対する理解と関心を深め
林体験活動の実施により、活動・成果共に目標に 継続
るためには、継続して事業を実施する必要がある。
達した。

8,398 13,320

Ｂ

商店街の環境整備を支援することは、商店街の
要望したすべての団体が事業実施に至るわけで 現行のまま 魅力向上やまちの安全向上につながることに加
え、商店街団体自体の結束や地域との関係も強化
はないが、毎年一定の利用実績がある。
継続
することに寄与している。

29,024 29,798

Ｂ

スタッフを含めた施設の活用については、民間のノ
研究開発事業補助金は毎年３件程度の交付実績 見直して継
ウハウを取り入れる必要があると考えられることか
があり、新製品・新技術の開発に結び付いている。 続
ら、指定管理等への移行を検討するため。

Ｂ

リーマンショックや東日本大震災による大規模な資
本融資制度は中小企業金融の補完措置であり、
金需要時の借入が返済時期を迎えているため、年
中小企業者等の資金調達を円滑にし、経営の安
度末融資残高が減少している。また、マイナス金
現行のまま
定及び事業の発展を支援していくために、長期・
利の影響等で、民間金融機関の利率も低金利に
継続
固定・低利の融資制度及び保証料の補給は必要
なっているが、利用件数はほぼ前年並みとなって
である。
おり、中小企業者等の資金需要に対応していると
言える。

2,448

813

2,490

6,107,889 6,480,000

7,500

中心市街地の活性化を進めるために、まちづくり
長野は一般の行政職員では取組難い活動をして
現行のまま おり、それらの中には直ちに収益につながらないも
継続
のや、総合的な調整活動が含まれる。市は今後も
運営費を補助し、会社の継続的な活動を支援して
いく。

7,500

Ａ

成果目標の数値を大きく上回っている。

10,150 10,000

Ｂ

研究開発事業補助金は毎年３件程度の交付実績
現行のまま 制度を活用した利用者の意見等により更なる修正
があるが、新製品・新技術の開発に結び付いてい
継続
が必要かどうか見極めることが必要である。
る。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

208 ６-３-２

ながのブランド郷土食

商工観光 食料品製造業の技術力の底上げと製品 信州大学工学部が組織している「ながの
部 商工労 の高付加価値化による利益率の向上と ブランド郷土食運営協議会」へ、本市と
働課
知名度の拡大
の連携事業として負担金を支出する。

209 ６-３-２

地域伝統産業支援事業

補助金を交付することにより、当該地域 地域に住所を有する者等による団体が
商工観光
伝統産業の振興を図り、もって地域伝統 実施する地域伝統産業の振興に資する
部 商工労
産業の継承及び地域経済の発展を促進 事業に要する経費に対し、補助金を交
働課
する。
付する。

210 ６-３-２

商工業振興事業共催負
担金・補助金

商工観光
販路拡張、ブランド化等による、市内企
部 商工労
業等の生産量の拡大・収益性の向上。
働課

211 ６-３-３

【対象者】 商店街団体やイベント実行
委員会
【具体的な内容】 （商店街イベント）商
店街団体が実施する商店街の集客と販
イベントをきっかけに商店街や個店の認
商店街イベント事業補助 商工観光
売促進に寄与する活動が行われる祭り
知度を高め、地域住民や観光客の商店
金・大規模イベント事業補 部 商工労
やイベントを実施する事業に対して補助
街への来街を促進し、まちの賑わい創
働課
助金
する。
出と商業の振興を図る。
（大規模イベント）商店街団体が実施す
る、大規模で集客力があり、商店街の販
売促進事業が行われるイベントに対し補
助する

212 ６-３-３

【対象者】
マップ作成・魅力アップ支援・事務局
職員雇用：商店街団体
空き店舗等活用：中心市街地（長野、
商店街の空き店舗等の解消及び活力の 篠ノ井及び松代地区）の空き店舗等を
商工観光
向上により、来街者を増加させ、まちの 賃借し出店する個人・法人事業者
部 商工労
にぎわい創出につなげることで、商業の 【具体的な内容】
働課
振興を図る。
商店街の積極的な情報発信、個店強
化、付加価値創出、組織運営の円滑化
等の取組又は事業者の中心市街地の
１階部分の空き店舗等を活用した出店
の取組に対して、補助金を交付する。

213 ６-３-３

商店街活性化事業補助
金

若者を核としたコミュニティの形成に向
け、様々なプログラムを実施する若者の
活動拠点をつくるとともに、まちづくり活
商工観光
若者未来創造スペース整
動の企画・実践などを通じて若者が地域
部 商工労
備事業
への愛着を高め、若者の就業・起業、定
働課
住を促進し、また、長野ならではのライフ
スタイルを発信することで、移住希望者
を呼び込む。
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物産振興及び製品ＰＲ等を図る長野市
観光と物産展実行委員会及び産業フェ
アin信州実行委員会への負担金の拠出
と参加

○若者を核としたまちづくり活動等を実
施する事業（若者交流活動事業）
○若者の起業、就業等の活動を支援す
る事業（若者起業・就業等活動支援事
業）
○移住・定住を希望する若者と企業、地
域等とをつなぐ事業（若者移住・定住促
進事業）
○中心市街地に若者等のためのフリー
スペースを設置する事業（若者フリース
ペース設置・運営事業）

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

6,000

6,000

Ｂ

本プログラムの修了生である食品加工マイスター
施設や人員体制の都合により、受講者の定員は５
同士のつながりを更に活発化させ、コラボ等による
見直して継
名としているが、定員以上の応募がある。平成30
新製品開発に結び付けていく。また、ブランディン
続
年度は６名の受講が決定している。
グしたい食品のターゲットを定め、販路開拓、流通
に至るまでトータルで関わっていく。

4,000

3,600

Ａ

成果指標は目標どおりであるが、活動指標が目標
活動指標・成果指標の目標を達成しており、当該
現行のまま
を大きく上回ったことから、達成状況の評価をＡと
地域伝統産業に対する関心が高いと判断されるこ
継続
するもの。
とから、継続した事業実施が必要と考えられる。

12,370 13,427

Ｂ

本市の物産、製品、技術等の販路拡大、ブランド
出展企業・団体数は、会場スペースの都合で毎年
現行のまま 化には官民の連携が必要であり、民間活力を生か
100団体前後に留まるが、来場者数は緩やかなが
すためにも、事業費の一部を負担し支援を継続す
継続
らも増加している。
る必要がある。

Ａ

毎年の要望調査により、多くの補助金要望があり、
成果指標の目標値そのものを増加目標に設定し
現行のまま かつ、ほとんどの実施団体が要望通りに補助金を
ているうえで、その数値を上回る実績があることに
利用していることから、高い需要が認められ、継続
継続
よる。
して実施する。

Ｂ

活動指標の「補助金の交付件数」は目標に達して
いないが、成果指標の「中央通り及び権堂アー
商店街団体に対する補助金利用予定調査、補助
現行のまま
ケード沿いの１階部分の空き店舗数」は目標を上
実績等により、一定の需要があることから引き続き
継続
回っていることから、評価は概ね目標どおりとして
実施する。
いる。

19,321 20,520

6,511

7,400

17,856 19,000

Ｂ

フリースペース整備事業者に限って見ると、２つの
施設の利用者数は、初年度目標200人に対し実績
終了
は344人、29年度目標1,200人（←500人から修正）
に対して1,877人と目標値を上回っている。
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補助金交付事業としては、当初から期間を３年とし
ていたため終了とする。ただし、フリースペースに
ついては、５年間は補助目的に従った運用をしな
ければならないとしており、引き続き、運営を見
守っていく必要がある。３年間の事業実績、若者が
集まるしくみが出来上がったこと、県立大学の設立
等を踏まえ、大学と連携して、地域の活性化に資
する活動、就業・起業、移住等の支援事業を当該
スペースを活用し行うことで側面的な支援を行って
いく。

！

暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

平成29年度は、創業予定者、ビジネスア
イデアを構築したい人などを対象に、創
業の心構えや事業戦略、販売戦略など
を実践的に学ぶ「実践起業塾」（各期７
回）を開催。より多くの創業者創出を目
指し、同一内容の講座を２期開催した。

起業家支援事業

商工観光 創業を考えている人を対象に、消費者
部 商工労 ニーズに対応した商業活動を実践でき
働課
る人材育成を図る。

215 ６-３-３

工場等立地対策補助金

○工場等を新設、増設する際の土地・
建物・償却資産の固定資産税相当額の
助成（３年間）○工場・事業所を新設・移
設・増設する場合の用地取得に対する
企業立地を促進し、産業を育成すること
助成
商工観光 で、産業の基盤強化を図る。また、産業
○事業所の新設・増設に伴う事業所税
部 商工労 競争力を向上させて、企業の生産意欲
相当額の助成
働課
を高めるほか、新たな雇用機会を確保
○市の定める区域等にオフィスを賃借
する。
する場合の家賃等の助成
○事業所の新設、移設、増設などにより
市内から新たな雇用を行う事業者への
助成 ほか

216 ６-３-３

産業団地立地促進

商工観光 ・企業の本市への立地
部 商工労 ・企業活動の活性化
働課
・雇用の場の創出

217 ６-３-３

企業誘致活動事業

○東京圏での企業訪問活動
商工観光
市外企業の立地による地域産業の活性 ○産業展示会への出展によるＰＲ活動
部 商工労
○ICT産業集積のためのテレワーク体験
化と新たな雇用の創出
働課
ツアーの実施等

就職支援事業

働く意欲があるのに様々な要因で悩ん
でいる市内在住者や市内在勤者及びこ
れから就職しようとしている学生に対し
商工観光
て、働くことによる安定的な生活の享受、
部 商工労
社会的・職業的に自立し、自分らしい生
働課
き方を実現、学生の就職のミスマッチの
軽減、キャリア教育の充実、就職促進
（UJIターン）を行う。

214 ６-３-３

218 ６-４-１

219 ６-４-１

220 ６-４-１

長野市の特色ある企業に魅力を発信す
る機会を提供し、企業と雇用のマッチン
商工観光 グを推進するとともに、モデル事業とし
ながので輝くおしごと応援
部 商工労 て、求人数が求職者数を大幅に上回る
事業
働課
業種を対象に、採用時に従業員が負担
する移転費用の一部を助成することで、
人材の確保を図る。

長野地域UJIターン就職
促進事業

商工観光
東京圏からのUJIターン就職及び移
部 商工労
住・定住の促進。
働課

-65-

産業団地を造成し、本市へ立地を希望
する企業等へ用地を売却する。

①-1職業相談室による職業相談やカウ
ンセリング
①-2産業カウンセラーによる出前講座
や各種セミナーの開催
② 就職情報サイト「おしごとながの」の
管理運営・システム改修
長野地域から首都圏の大学等への進学
した学生及び長野地域出身で首都圏で
働いている社会人や長野地域に関心の
ある若い世代を対象に、長野地域の特
色ある企業の魅力を様々な角度から紹
介し、参加者と企業とのマッチングを推
進するイベントを東京都内で開催する。
建設業をモデル事業として、東京圏で
建設業に従事していた人を市内の建設
事業所に正規高揚された場合、引越し
費用の一部を補助する。
①東京圏在住の学生や移住希望者など
を対象に、長野地域連携中枢都市圏の
市町村が連携し、東京圏でのワーク
ショップや就職説明会を開催
②就職情報サイト「おしごとながの」と連
携した情報発信

達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

801

822

308,876 302,398

190,901 1,442,000

6,154

6,875

10,969 15,080

15,045 20,114

18,276 16,397

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ａ

起業者数が目標を上回っていることから、評価は
Ａとする。また、起業は起業塾を卒業すればすぐ
にできるものではなく、綿密な事業計画や資金計 現行のまま 成果の達成状況、上記の検証結果からも事業の
必要性は確認できることから、引き続き実施する。
画が必要であり開業までには一定期間を要する。 継続
よって、起業者数は今後さらに増加していくことが
見込まれる。

Ｂ

市内の新規雇用者数の増加に向けて、工場や事
雇用創出企業立地支援事業の実績は無かった
務所等の新設及び増設は必須であり、本事業を継
見直して継
が、その他の助成事業については、順調な実績を
続することでその補完的役割が担うことができる。
続
得ている。
事業所の市内移設等の助成対象の見直しを行い
ながら、現在のスキームで対応していく。

Ｂ

開発した産業団地すべての区画の分譲を達成

工場の新増設等の企業ニーズを把握しつつ、既
存産業団地の拡張、空き公共用地の取得等による
現行のまま
対応を検討する。新たな団地の開発については、
継続
土地利用の調整を含めて別途政策的に検討す
る。

Ｂ

主にＩＣＴ企業をターゲットにして、企業訪問や展
示会等でのＰＲ、長野市での仕事を体験してもらう
誘致が実現した企業数は、目標値には至らなかっ
ためのツアー企画の実施を継続するが、誘致を計
たものの、コールセンター業などにおいて来長しオ 見直して継
画的に行っていく上で、核となる施設が必要である
フィスを内覧するなど具体的な検討に入った企業 続
ため、テレワークセンター等の整備を行う。また、子
も数社あり、概ね目標どおりと評価する。
どもたちを対象としたＩＣＴ人材の育成等を行って
いく。

Ｂ

①出前講座、セミナーなどの開催については、市
民や企業のニーズを把握し見直しながら継続して
企業の特長や求人に関する情報が容易に入手で
いく。
見直して継
き、仕事を見つけやすい環境が整っており、就労
②「おしごとながの」については、利用者が企業の
続
を促進している。
特長や求人に関する情報が容易に入手でき、仕
事を見つけやすい環境を整えることで就労促進に
努める。

Ｂ

イベント事業への参加者数については、事前エン
トリーで400名近くの申込があり、目標人数にわず
かに及ばなかったものの、予定どおりの成果が得
統合
られた。一方、補助事業は、当初見込みを大幅に
下回る結果となり、補助制度の設計や周知方法に
課題を残す結果となった。

東京で開催するイベントは、長野地域ＵＪＩターン就
職促進事業おいて設立予定の組織に運営を移管
予定。
補助金事業は、利用状況を踏まえ今後の在り方を
検討。

Ｂ

イベントへの参加者数や事業を経由したＵＪＩター
ン就職者数が目標人数に達していないが、概ね目
標どおりの成果は得られた。事業を経由したＵＪＩ
ターン就職者については、大学３年生以下を対象 終了
とした事業も実施していることから、早期に成果が
出るものではなく、継続して事業を実施する必要
がある。

国からの本事業に対する交付金が平成30年度ま
でであるため、現行の予算スキームとしては終了
する。しかし、進学等で県外に流出した若者の６割
強は地元に帰って来ない現状を踏まえ、関連事業
との統合も含め事業を行う方策を検討する。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

①中小企業の勤労者の福利厚生の充
商工観光
実を図り、勤労者が心身ともに健康で安
部 商工労
心して働くことができる環境を整備する。
働課
②熟練した技術・技能の継承

事業等の具体的内容（概要）

①平成29年度実績
補助企業数：90社、人数：447人 金額：
2,739,800円
②職業訓練法人長野地域職業訓練協
会が運営する、職業訓練センター及び
職業訓練校の運営費を補助した。

221 ６-４-１

雇用対策補助金

222 ６-４-１

平成29年度実績
公益社団法人長野シルバー人材セン
商工観光
①長野市補助額：14,996,466円（参考：
シルバー人材センター補
ターの運営を安定させて、高齢者の能
部 商工労
信濃町881,609円、飯綱町979,925円)
助金
力を活かした地域社会づくり及び地域の
働課
②長野市賛助会費：18,321円（参考：信
福祉の向上に寄与する。
濃町5,294円、飯綱町5,385円)

223 ６-４-２

勤労者生活資金協調融
資事業

224 ７-１-１

都市整備
部 市街地
南石堂Ａ−１地区優良建
整備局市
築物等整備事業補助金
街地整備
課

225 ７-１-１

都市整備
・地元権利者が組織するまちづくり協議
部 市街地 地元権利者による、都市計画マスタープ
会等の活動支援
国補・予定地区計画調査
整備局市 ラン等、市の街づくりの方針と整合した
・施行地区の設定、整備効果の測定等、
事業(再開発事業等)
街地整備 適切な再開発事業等の構想の策定
再開発事業に関する調査研究
課

商工観光
部 商工労 勤労者の生活の安定及び福祉の充実
働課

都市計画法上の商業地域内で中心的
役割を担う区域において整備される建
物の共同施設整備費、公開空地整備
費、既存建物の除却費等を対象に補助
金を交付し、土地の合理的かつ健全な
整備を促進し、本事業においては住宅
供給による定住人口の増加と商業の活
性化が期待される。

長野県労働金庫と協調して、教育資金
やリフォーム資金、自動車購入等に対し
て融資を行う。

平成29年度は、実施設計と建物除却工
事の一部に対し補助を行った。平成30
年度は残りの建物除却工事と施設建築
物工事費の一部に対し補助を行う予
定。

都市整備
部市街地
入居者が安全で快適に生活できるよう施 施設が適切に管理され、入居中は安全
整備局 駅
設の維持、管理、運営を行う。
で快適な生活が持続すること。
周辺整備
課

226 ７-１-１

従前居住者用住宅管理
運営

227 ７-１-１

年間700万人が訪れる善光寺に隣接す
る好立地を活かし、統一性があり魅力的
なコンセプトにより美術館と公園を一体
的に整備するとともに、善光寺から美術
都市整備 国内外の人々が集い、文化・観光・レク
国補・城山公園再整備事
館までの動線を抜本的に改善し回遊性
部 公園緑 レーションの一大拠点となり本市の魅力
業
の改善を行う。更に美術館ゾーン周辺を
地課
が向上
観光的なエリアとして再整備し、公園全
体に賑わいを呼び戻す。併せて、災害
時の広域避難場所としての機能拡充を
図るもの。

228 ７-１-１

茶臼山動物園再整備事
業

・オランウータンの獣舎をはじめに、ア
都市整備
ムールトラ・ライオンなどの動物展示施
目的・在るべき状態・実現させたい結果
部 公園緑
設の再整備 事業
等（事業の対象と成果・効果）
地課
・バリヤフリー園路整備事業
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

今後の方針

評価理由

今後の方針の理由

Ｂ

職業訓練センターについては、平成22年度末に、
長野商工会議所や長野県経営者協会を始め、多
目標に達したことから、中小企業退職金共済に加
見直して継 くの業界団体からの陳情により国から長野市に移
入し、補助金を申請する事業所が一定数あると判
続
管された経過がある。このことを踏まえて、長野地
断できるため。
域職業訓練協会と今後の運営についての話合い
を行っていく。

Ｂ

退職後も自らの経験と能力を活かして再任用や再
人口減少に伴う労働力不足対応として、高齢者の
就職など多様な働き方を求める高齢者が増えてい
現行のまま 就業を支援する必要があることに加え、より柔軟な
るため、会員数は若干減少したものの、センターの
継続
対応が可能となる派遣事業を促進することで、現
ＰＲを行い新規開拓に努めた結果、受注件数は増
役世代のサポートとしての役割も期待できる。
加した。

40,000 40,000

Ｂ

平成27年4月1日から新規募集を休止し、27年10
融資の性質上、毎年の利用者は一定しないが、28
月１日から金利を優遇することで、融資を再開し
年7月から子育て応援として「カーローン」、「リ
見直して継 た。平成28年度も新たな金利優遇を実施したこと
フォームローン」、「多目的ローン」についても金利
続
により、平成29年度は利用が伸びた。ただ、融資
優遇を実施し、他金融機関に比して金利の優位性
可能枠に対する貸出割合はいまだ低く、本事業の
があったため利用が伸びた。
見直しを継続して検討する。

75,890 254,420

Ｂ

平成31年度の事業完了に向け、基本設計、事業
計画策定、実施設計、建物除却工事着手等、予
定の工程を終了したため。

Ｂ

中心市街地(権堂地区)については、建物の老朽
化等の都市防災面の改善、土地の共同化による
権利者合意、事業者の出店動向等の状況により、
現行のまま
高度利用及び中心市街地の活性化等が求められ
再開発事業の着手時期や実施方針を適時見直
継続
ており、再開発事業等の構想策定に向けた継続的
し、事業を推進している。
な支援が必要である。

Ｂ

土地区画整理事業施行中であるため、従前居住
建物及び設備の保守管理業者との情報共有に努
現行のまま 者用住宅として管理運営し、中断移転に伴う仮住
めており、指摘のあった箇所・事象には随時対応
継続
居として権利者が利用できるよう状態を整えておく
し、施設は良好な状態にあるため。
必要がある。

Ｂ

・整備中となる平成30年〜平成32年度は、信濃美
術館及び城山公園噴水広場が閉鎖されるため成
好立地を生かした新しい信濃美術館の再整備計
果指標としては現れない。（H31〜H32の目標値は
画に併せての公園整備は、高い潜在能力を持つ
現行のまま 地域観光資源活用の好機であり、本地区は国が
東山魁夷館の来館者数）
・新美術館には世界水準の魅力ある作品の巡回 継続
進める「地域の特性を活かした個性あるまちづくり
展が定期的に開催され、善光寺参拝を終えた国
への支援」の方針に合致することから、財源確保の
内外の人々が訪れ、来館者100万人を達成を見込
上でも有利となる。
む。

Ｂ

自然植物園の展望広場整備工事が一部完成し
た。また、茶臼山動物園のオランウータン展示施
設の基本設計を完了した。

9,948 10,464

15,015 15,242

0

0

17,019 17,481

27,448 196,336

17,475 20,000

現行のまま 施設建築物完成により事業効果が発現するため、
継続
完了まで安定した支援を行う。

動物展示施設の整備は、段階的に行う。集客効果
が見込め、繁殖環境の整備が必要な動物の施設
現行のまま
について優先的に整備する。整備が完了した施設
継続
の展示効果・収支の改善効果を検証したうえで次
の段階へ進む。
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

229 ７-１-１

230 ７-１-１

231 ７-１-２

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）
・公園維持管理業務委託（シルバー人
材センターへ公園等見回員として25名
を委託）
・植栽管理委託
・高木剪定委託（適宜委託）
・トイレ清掃業務委託
・公園施設修繕・撤去・更新

地域公園維持管理事業

公園等について利用者が、安全に安心
都市整備 して利用でき、憩いの場として、またレク
部 公園緑 リエーションの場や地域社会教育の場と
地課
して利用されることにより、公共の福祉の
増進に資することを目的とする。

旧 国補・中心市街地活
性化推進

都市整備
部市街地
整備局 市
街地整備
課

関係者（不動産所有者、利用希望者、
商店会、不動産事業者、建築・建設業
者、地元行政区等）を啓発・支援すること
により、遊休不動産を活用した物件や、
活用する事業者、移住者を中心市街地
全体に拡大させ、ひいては観光客や買
い物客等も増加していく。

小さな拠点づくり

地域の現状や住民ニーズを把握するた
地域住民が主体となって、地域に必要
地域・市民
め実施したアンケートやワークショップで
な活動や地域づくりの仕組みを住民自ら
生活部 地
出された意見について、住民主体の検
が選定し、各種団体や行政、事業者と協
域活動支
討会で取組の優先順位や活動を絞り込
力・役割分担しながら、地域コミュニティ
援課
み、試行的な取組に向けて関係者ととも
の再生と維持を図る。
に協議調整を図る。

・ 定期的/継続的な会議によるニーズ
や課題、対応手法の把握・検討（まちく
らしたてもの会議）
・ エリアの魅力発信とまちづくりプレイ
ヤーの発掘（まちくらしたてもの案内所）
・ エリアの状況や民間事業者の活動の
調査/分析（まちくらしたてもの研究所）
・ まちづくりプレイヤーのネットワーク構
築と強化（情報意見交換会「まちけん」）

・適正管理の促進に向け「空き家管理事
業者登録・紹介制度」による、空き家所
有者に対し専門の管理事業者を紹介す
る。
・管理不全の解消に向け、空き家所有
者の特定や特定空家等の判定を実施
するとともに、行政指導や「老朽危険空
き家解体事業補助金」を交付することで
危険空き家を解消する。
・空き家問題を解消する手法の一つとし
て、複数の専門家団体によるワンストッ
プ相談会を実施する。

危険空家等対策事業

全市的な取組みとして、「空き家化の予
防」、「利活用の促進」、「適正管理の促
建設部 建 進」、「管理不全の解消」、「跡地の活用」
築指導課 の５つの取組方針のもと、施策を展開す
ることで、地域住民の安全・安心な住環
境の保全が図れる。

233 ７-１-３

ながの緑育協会補助金

１緑化意識の啓発と緑の普及 ・市民を
対象としたイベント、展示会の実施。
２緑の人材育成と支援 ・市民を対象と
した講座、小学生を対象とした学校花壇
都市整備 市民が行う身近な緑化活動が幅広い活 の支援の実施。
部 公園緑 動へと広がることで緑と親しむ文化や人 ３緑を支えるしくみづくり ・花と緑のボラ
地課
を育てる。
ンティアの活動支援 緑と花いっぱい運
動の活動支援。
４緑の情報発信 ・市民を対象とした花と
緑に関する情報のホームページ等によ
る情報発信。

234 ７-２-１

・運行事業者への赤字損益分の補助
路線バス維持活性化補助
都市整備
・より効率的な運行内容とするため、沿
金
部 交通政 沿線地域住民の移動手段の確保と維持 線地域や交通事業者との協議
屋代線代替バス運行事業
策課
・地域においても利用促進を図るため、
補助金
利用状況等の情報提供

232 ７-１-３
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

本事業の管理対象公園は見回り員管理等による
直営管理と、別の事業となる公園愛護会による管
理により、双方連携しながら良好な公園管理を
毎年公園数は増加しているが、公園ごとに適切に 現行のまま
行っている。本事業の一部を愛護会活動に移管す
維持管理を行っているため。
継続
ることは安全面や愛護会の高齢化等を考慮すると
困難なため、現在のところ市直営管理である本事
業の大幅な方針変更は考えていない。

Ａ

門前における「まちくらしたてもの会議」に相当す
事業開始当初から毎年度、状況に合わせて主要
るプラットフォームを新たなエリアで組織し、その拠
事業の内容を見直しながら取り組んできたことによ
見直して継 点をリノベーション手法で整備するなど、国の支援
り、遊休不動産活用に対する関心が高まるととも
続
を視野に入れた新たな展開を図るとともに、商工労
に、これに対応する民間事業者の負担抑制が図ら
働課等関係課との庁内連携を進める中で、事業の
れ、リノベーション件数が堅調に推移している。
在り方を検討する。

Ｂ

地区で継続して取り組む事業の提案を促すために
平成28〜29年度にかけて「小さな拠点づくり」を
「よりよい大岡にするために」をテーマに掲げて出
足がかりとして、地区の将来像を見据えながら住民
前講座、公共施設マネジメントと合同のワーク
が主体となり取り組む事業について検討する場を
ショップを開催し、自薦、他薦を含めて多くの地区
見直して継
設けることができた。今後、本格的な取り組みに向
住民の参加により多くの意見が出されたとともに、
続
けた計画づくりのために、連携・支援の担当課がメ
地区として取り組むべき課題や方向性について共
インとなり計画づくりを支援ていくことでより多くの事
通認識が持てたこと、引き続き取り組み内容の検
業展開の可能性が期待できるため。
討のための話し合いの場を設けることができたた
め。

9,825 10,872

Ａ

空家等対策計画の計画見直しを予定している平
危険空家等への行政指導を進めたことに伴い、目
現行のまま 成33年度まで、拡充した本事業の支援策により、
標以上に危険空家等の除却が進み、周辺住民の
危険空家等の解消や危険空家化の防止のための
継続
生活環境の保全を図ることが出来た。
様々な取組を総合的かつ計画的に進める。

30,000 26,000

Ｂ

ボランティア登録者数は転居などでの退会もあり
現行のまま これまで育成してきたボランティアが、篠ノ井地区
伸び悩んだが、活動における参加者は目標どおり
継続
以外の市全域で活動を始めるため。
の実績を確保できた。

103,560 110,997

Ｂ

運行内容は事業者や地域と協議の上変更する場
様々な課題があるものの、現段階において路線を
現行のまま
合もあるため、利用者数のみで一概に比較できな
維持するためには、この方法が最良であると考え
継続
いものの、概ね目標どおりとなっている。
ている。

137,145 142,930

8,000

1,564

4,000

2,000
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暫定版
№

総合計画
の分野
（施策）

235 ７-２-１

！

記載内容は精査中のものです。
「今後の方針」等は決定前の検討中のものですのでご承知願います。

事業名称

所属

事業目的（対象と成果・効果）

事業等の具体的内容（概要）

・運行事業者への赤字損益分の補助
都市整備
・より効率的な運行内容とするため、沿
地域住民や観光客の移動手段の確保と
コミュニティバス運行事業
部 交通政
線地域や交通事業者との協議
維持
費補助金
策課
・地域においても利用促進を図るため、
利用状況等の情報提供

・地域のニーズや実情を把握し、効率的
自身での移動手段の確保が困難であ
都市整備
な運行内容とするために、住民アンケー
る高齢者の通院、買い物、児童生徒の
部 交通政
トの実施や懇談会を開催して運行方法
通学等の日常生活を支える移動手段を
策課
等を決定
確保する。
・運行事業者や支所との調整

236 ７-２-１

市バス等運行事業

237 ７-２-１

自身での移動手段の確保が困難である
都市整備
より効率的な運行ができるよう、地域や
高齢者の通院、買い物、児童生徒の通
運行事業者と協議するとともに、委託事
中山間地域輸送システム 部 交通政
学等の日常生活を支える移動手段を確
策課
務等の支援を行う。
保する。

238 ７-２-２

239 ７-２-２

自転車利用促進事業

公共交通の拠点となる鉄道駅周辺や
自転車駐輪場ラック整備等の施設の
都市整備 バス停留所等に自転車駐輪場を整備
部 交通政 し、適切に維持・管理することにより、自 適切な維持・管理及び防犯対策として
策課
転車利用者の利便性を高め、公共交通 防犯カメラ設置等の環境整備
と自転車の利用促進を図っていく。

千曲川新道活性化事業

平成24年度に策定した「千曲川新道
活性化プラン基本構想」に基づき、線路
都市整備
跡地を利用した観光振興や地域間交 敷は自転車道・遊歩道として整備する。
部 交通政
流等を通じ沿線地域の活性化を図る
また、一部駅舎や駅周辺の敷地は、地
策課
域の拠点の一つとして、改修・整備す
る。
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達成状況評価：Ａ 目標を上回る、Ｂ 概ね目標どおり、Ｃ 目標を下回る、Ｄ 目標を大きく下回る
（単位：千円）

H29決 H30当 達成
算見 初予 状況
込額 算額 評価

59,451 64,244

124,252 135,812

15,500 18,464

3,544 20,000

60,165 189,934

評価理由

今後の方針

今後の方針の理由

Ｂ

公共交通機関の利用者の低迷が続く中で、地域
運転免許証の自主返納等により、今後需要は増加
住民が問題意識を持ち、自ら積極的に利用促進
することが見込まれる。交通空白地・不便地域にお
現行のまま
に努めている地区では、利用者が増加している
ける公共交通の確保は喫緊の課題であるが、ニー
ケースがある。全体としても目標値を超える水準を 継続
ズを的確に把握し、持続可能なものとなるよう見直
維持している。（H27は善光寺御開帳による特異
しをしながら継続していく。
値）

Ｂ

地域には必要不可欠なものであるため廃止はで
きない。平成30年度に策定予定の運行見直し基
準や運行実態により客観的に事業有効性等を検
達成率は9割以上となっており、概ね目標どおりと 現行のまま
証する。それに基づき、更なる効率化を図るととも
なっている。
継続
に、福祉自動車等の他の輸送システムと調整を図
り、持続可能なものとなるよう見直しを実施しながら
継続する。

Ａ

地域には必要不可欠なものであり、当面廃止はで
きない。
活動指標の実績値において増減はあるが、成果
現行のまま 毎年変化するニーズを的確に把握して、見直しを
指標の利用人数が目標値を上回っており、中山間
継続
しながら継続する。
地域の移動手段として効果が得られているため。
また、国や他の自治体の動向にも注視しながら新
たな運行形態の検討をする。

Ｃ

休日の放置自転車は減少しているものの、平日の
夕方・夜間の台数が増加し、実績の総数も増加に
多くの自転車駐輪場は設置後相当の年数が経
現行のまま
転じた。この時間は学校・職場からの帰宅と買い物
過しており老朽化が進んでいることから、継続的に
継続
が重なり、自転車の活動が活発になるため、重点
改修等を行っていく必要がある。
的に撤去業務をすることを含めて検討する。

Ｃ

平成29年は工事区間や道路構造の見直し、地元
隧道、橋梁は活用しないとしたため、その迂回路
説明を中心に行い、成果がなかったが、優先して
見直して継 について地元と協議を重ねて決定していくととも
着工する区間や道路構造を簡略化することなどに
に、自転車道・遊歩道その他の整備を進め、沿線
続
ついて地元の合意を得たことから、今後は整備の
地域の活性化を図っていく。
ペースを上げていきたい。
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