
1 

 

長野県らしさ評価基準２０１７ 

 

１．長野県らしさの申請については、Aコースは必須、Cコースは任意です。 

 

２．長野県らしさの記入については、長野県経営品質協議会の推進員がご説明にお伺いい

たします。 

 

３．長野県らしさの評価は、「長野県総合５カ年計画２０１３」をベースに考えています。 

「長野県総合５カ年計画２０１３」には次の３つの方針、９つのプロジェクトがあります。 

方針１ 貢献と自立の経済構造への転換 

（１） 次世代産業創出 ～技術集積と企業家精神を基礎とした次世代産業の創出～ 

（２） 農山村産業クラスター形成 ～観光と農林業を基礎とした農山村産業クラスター

の形成～ 

（３） 環境・エネルギー自立地域創造 ～地勢と智慧を基礎とした環境・エネルギー自立

地域の創造～ 

方針２ 豊かさが実感できる暮らしの実現 

（１） 健康づくり・医療充実 ～「安心」して暮らすための健康づくりと医療の充実～ 

（２） 雇用・社会参加促進 ～「満ち足りた」暮らしのための雇用と社会参加の促進～ 

（３） 誇りある暮らし実現  ～景観・自然・文化に囲まれた「誇り」ある暮らしの実現 

方針３ 人と知の基盤づくり 

（１） 活動人口増加 ～信州を元気にする「活動人口」の増加～ 

（２） 教育再生 ～よき人生を築き社会に貢献できる人材の育成～ 

（３） 信州ブランド確立 ～県民総参加による『信州』の誇りある発信と新たな価値の創

造～ 

自由記述 

（１）～しあわせ信州創造プラン～ に向けて自社の活動 

 

申請企業には、これら９つのプロジェクト及び自由記述から最大１０項目を選定し、記

述してもらいます。評価は各項目１０点を上限とします。全てが満点であれば１００点と

なります。 

 なお、県が推進する各プロジェクトの内容等につきましては、後述の資料をご覧いただ

くか、県ホームページをご覧下さい。 

（http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html） 

 

 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html
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記述される項目は次のケースが考えられます。 

（１）県などの施策を機能として取り込んでいる。 

（例）県が行う研修に定期的に参加する。 

（２）県などの施策を事業として行っている。 

（例）森林整備事業を主要事業として行っている。 

（３）県などの施策を社会貢献の一環として行っている。 

（例）万一の災害があったとき、体育館などを防災拠点として貸出しをする契約 

   がある。 

（４）県などの施策を従業員がボランティアで行っている。 

（例）地域の清掃活動を従業員が毎週時間外に行っている。 

※なお、記述される活動が、県等に表彰などで評価された、多くの企業・団体にベンチマ

ーキングされたなどの実績がある場合は、記載をお願いします。 

 

配点については継続的に行われ、成果の出ているものが高く、やってみたがうまくいか

なかった、やり始めた、計画中の順に低くなります。 

配 点 内 容 

１０ ３年以上継続しており、毎年見直しがされている 

９ 継続して実施されている 

８ 計画を実施、計画通りの成果が上がっている 

７ 計画を実施、一部成果が上がっており、修正計画が立てら

れている 

６ 計画を実施、成果はまだであるが課題を認識、修正計画が
立てられている 

５ 計画を実施に移した 

４ 計画を試行している 

３ 計画を試行準備している 

２ 計画を評価し選択した 

１ 計画を立案した 

 

３．加点項目 

（１）県の推奨する認定認証等の取得や取り組み等への加点について 

上記とは別に、イクボス・あったかボス宣言や消防団協力事業所表示制度に基づく認定、

くるみん、えるぼし、ユースエール、安全衛生優良企業等の取得等について１つにつき、

５点加点します。加点については、最高２０点といたします。 

※この加点を評価基準にプラスして１００点を超える場合は、長野県らしさの評価は１０

０点とします。 
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（参考）長野県総合５か年計画の９つのプロジェクト 

 

１．次世代産業創出プロジェクト 

 ～技術集積と起業家精神を基礎とした次世代産業の創出～ 

 

アクション１ 成長期待分野への展開支援 

県民の皆様へ ・企業の皆様には、成長期待分野での積極的な事業展開をお願いします。 

・大学などの研究機関の皆様には、成長期待分野での産業界と連携した研究開発の一層の

推進をお願いします。 

 

アクション２ 戦略的企業誘致と創業促進 

県民の皆様へ ・企業や団体の皆様には、企業誘致につながる情報の提供をお願いします。 

・創業など、新しいことにチャレンジする起業家精神を大切にしましょう。 

 

アクション３ 産業人材の育成・確保強化 

県民の皆様へ ・一人ひとり、自らの職業能力の開発やスキルアップに努めましょう。 

・企業の皆様には、社員のスキルアップにつながる研修の充実を図るとともに、インター

ンシップの受入れにも協力をお願いします。また、児童生徒の職業体験等のキャリア教

育への支援をお願いします。 

 

２．農山村産業クラスター形成プロジェクト 

～観光と農林業を基礎とした農山村産業クラスターの形成～ 

 

アクション１ 世界水準の山岳高原観光地づくり 

県民の皆様へ ・観光関係の皆様はもちろん、県民の皆様も、世界に広く目を向け、地域

の環境保全活動や美しい景観づくりなど、ソフト・ハード両面で世界に誇れる観光地づ

くりの取組をお願いします。 

・観光関係の皆様は、長野県の強みを活かして、新しい観光需要に対応した商品をつくり

ましょう。 

 

アクション２ 県民参加型観光地域づくり 

県民の皆様へ ・地域の人同士はもちろん、観光客の皆様に対しても明るい笑顔であいさ

つし、気持ちのよい地域をつくりましょう。 

・信州のありのままの生活を観光客の皆様にも楽しんでいただけるよう、自信を持って発

信しましょう。 

・観光関係の皆様は、地域資源を活かした滞在プログラムづくりと提供を、地域の皆様と

連携して行ってください。 

 

アクション３ 農林業の高付加価値化 

県民の皆様へ ・県内で生産された農畜産物や木材、その加工品を積極的に購入・活用し

ていただくと同時に、県外の皆様にその素晴らしさをアピールしましょう。 

・農林業関係の皆様は、技術力や経営力を高めるとともに、加工、販売等にも視点を広げ、

６次産業化などにチャレンジしましょう。 
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３．環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト 

 ～地勢と知恵を基礎とした環境・エネルギー自立地域の創造～ 

 

アクション１ 省エネルギー化の促進 

県民の皆様へ 家庭の省エネルギー診断や事業者の温室効果ガス排出抑制に向けた計画書

制度などを積極的に活用して、コスト削減にもつながる省エネルギーに取り組みましょ

う。 

 

アクション２ 自然エネルギーの普及拡大 

県民の皆様へ 住宅への太陽光発電の導入や自然エネルギー事業への参画など、それぞれ

の立場で自然エネルギーの普及拡大に向けた取組に参加しましょう。 

 

アクション３ 水資源の保全 

県民の皆様へ ・一人ひとりが水を大切にする心をもち、地域で行われる水資源の保全活

動に取り組みましょう。 

・企業や団体の皆様は、森林
も り

の里親になるなど健全な森林づくりに協力してください。 

 

アクション４ 安定的な農業生産の確保 

県民の皆様へ ・地元で生産された農畜産物を普段から積極的に消費しましょう。 

・農業者の皆様は、大切な農地を守り続けてください。自ら耕作できないなど農地の利用

でお困りの方は、市町村農業委員会などへ相談し、担い手へ農地を引き継いでください。

また、経営規模の拡大などに取り組む方は、遊休農地の活用に協力してください。 

 

４．健康づくり・医療充実プロジェクト 

～「安心」して暮らすための健康づくりと医療の充実～ 

 

アクション１ 健康づくり県民運動の展開 

県民の皆様へ ・「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、健康づくりの県民運動

に参加しましょう。 

・日頃から気軽に楽しめるスポーツへの積極的な取組や健全な食生活の実践など自分の身

体状況に応じた生活習慣の改善を心掛けましょう。 

 

アクション２ 三大死因に対する診療機能の向上 

県民の皆様へ ・がんなどの生活習慣病の早期発見・治療のため、定期的に検診を受診し

ましょう。 

・日頃から自分の体重や血圧をチェックし、必要があれば早期に医療機関を受診しましょ

う。 

 

アクション３ 心の健康支援策の充実 

県民の皆様へ ・自分の心の健康状態に気を配り、自分に合ったストレスの対処方法を身

に付けましょう。 

・心の不調を感じた時は、一人で悩まず早めに周囲の人や長野県精神保健福祉センターな

どの相談機関に相談しましょう。 

・身近な人の小さな変化に気付いて声をかけ、悩みを聞き、温かく見守りましょう。 
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アクション４ 地域医療体制の強化 

県民の皆様へ ・高齢者などの支援の必要な方々が、住み慣れた場所で安心して生活でき

るよう地域全体で支えていきましょう。 

 

５．雇用・社会参加促進プロジェクト 

～「満ち足りた」暮らしのための雇用と社会参加の促進～ 

 

アクション１ 女性の雇用と社会参加の促進 

県民の皆様へ ・男性の方々も、家事・育児・介護などに主体的に参画して、女性が仕事

と家庭生活を両立できる環境づくりに積極的に協力しましょう。 

・企業等の皆様には、女性の積極的な登用や女性が働き続けることができるような勤務制

度の充実、男女ともに子育てや介護に携わることができる労働環境づくりをお願いしま

す。 

 

アクション２ 若い世代の雇用と自立の促進 

県民の皆様へ ・就職などで社会に出る際の不安や悩みをお持ちの方が近くにいる場合は、

若者を支援しているＮＰＯ、ジョブカフェ信州などに気軽に相談するようお伝えくださ

い。 

・企業等の皆様には、若い世代が夢と希望を持って働くことができるよう積極的な採用を

お願いします。また、インターンシップなど若者が労働に関心を持つことができる取組

への協力をお願いします。 

 

アクション３ 人生二毛作社会の仕組みづくり 

県民の皆様へ ・リタイアされたシニア・シルバー世代の皆様も、その豊かな知識や経験

などを、社会や産業に積極的に活かしましょう。 

・企業等の皆様には、経験豊かなシニア・シルバー世代の積極的な活用をお願いします。 

 

アクション４ 障害者の社会参加と雇用促進 

県民の皆様へ ・様々な障害の特性を正しく理解し、障害者への気配りや手助けを積極的

に行いましょう。 

・企業等の皆様には、障害者の就労に対する理解をさらに深めていただき、法定雇用率の

達成をお願いします。また、法定雇用率の適用対象とならない企業等の皆様も、障害者

の積極的な雇用をお願いします。 

 

アクション５ 多様で安心できる働き方の検討 

県民の皆様へ ・企業等の皆様には、全ての人が働きやすいと感じる環境づくりをお願い

します。 

 

６．誇りある暮らし実現プロジェクト 

～景観・自然・文化に囲まれた「誇り」ある暮らしの実現～ 

 

アクション１ 農山村の活性化支援 

県民の皆様へ ・皆様一人ひとりが地域の活動に参加するなど、愛着と誇りを持って、将
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来にわたって住み続けることができる地域づくりに一緒に取り組みましょう。 

 

アクション２ 地域づくり人材の確保・育成 

県民の皆様へ ・地域を元気にする取組を積極的に考え、行動しましょう。 

・他地域から訪問、移住する皆様に地域の良さや暮らし、文化などを積極的に伝えましょ

う。 

 

アクション３ 美しい景観の維持創造 

県民の皆様へ ・景観が地域の自然や歴史、文化、風土等により育まれ、受け継がれてき

た背景を理解し、地域の景観に誇りを持ちましょう。 

・良好な景観を育成するため、植栽や清掃・美化活動などの身近な取組を行いましょう。 

 

アクション４ 身近な自然環境の保全創造 

県民の皆様へ ・身近にあるすばらしい自然に目を向け森林浴やハイキングなどを楽しむ

とともに、豊かな自然環境を守り育てる取組に協力しましょう。 

・企業や団体の皆様は、森林
も り

の里親になるなど健全な森林づくりに協力してください。 

 

アクション５ 個性際立つ文化芸術の振興 

県民の皆様へ ・県内に数多くある美術館・博物館や文化会館を訪れるなど、文化芸術に

ふれる機会を多く持つとともに、伝統文化の継承活動に協力しましょう。 

 

 

７．活動人口増加プロジェクト 

～信州を元気にする「活動人口」の増加～ 

 

アクション１ 結婚しやすい環境づくり 

県民の皆様へ ・地域や企業等で若者の結婚支援を積極的に行いましょう。 

・企業等の皆様には、若い世代が夢と希望を持って働くことができるよう積極的な採用を

お願いします。 

 

アクション２ 子育てを支える環境づくり 

県民の皆様へ ・誰もが安心して子どもを生み育てられるよう子育て世帯を支えましょう。 

・企業の皆様には、仕事と子育てが両立できる職場環境づくりへの取組をお願いします。 

 

アクション３ 移住・交流推進施策の積極的な展開 

県民の皆様へ ・暮らしの案内や空き家・農地の活用のお手伝いなどにより、移住者を地

域全体で温かく迎え入れましょう。 

 

アクション４ 公共的活動の支援と協働の積極的推進 

県民の皆様へ ・地域の活動、公共的な活動に積極的に参加しましょう。 

・地域課題の解決や豊かで暮らしやすい社会づくりのために、皆様一人ひとりが協働の担

い手となって、県と一緒に取り組んでください。 
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８．教育再生プロジェクト 

～良き人生を築き社会に貢献できる人材の育成～ 

 

アクション１ 学力・体力の向上と多様な学習機会の提供 

県民の皆様へ ・子どもたちの多様な個性や能力を大切にしながら、子どもたちをしっか

り見守り、支えていきましょう。 

・人口減少等に対応した新しい学校づくりについて一緒に考えていきましょう。 

 

アクション２ 地域に開かれた信頼される学校づくり 

県民の皆様へ ・保護者はもとより地域住民の皆様は、学校運営に積極的な支援をお願い

します。 

 

アクション３ 農林業体験など体験活動の推進 

県民の皆様へ ・社会体験・職業体験への協力など、学校と連携して子どもたちの体験を

通じた学びを支援しましょう。 

 

アクション４ 情報活用能力、英語コミュニケーション能力の向上 

県民の皆様へ ・ＩＣＴ活用や英会話などの専門的な能力を持っている方は、学習ボラン

ティアなどで児童生徒の学びの支援をお願いします。 

 

アクション５ 高等教育全体の振興 

県民の皆様へ ・県内高等教育関係者の皆様は、長野県の未来を担う人材育成に連携して

取り組みましょう。 

・経済界の皆様は、インターンシップの受入れや大学との対話促進など高等教育機関との

連携をお願いします。 

 

アクション６ 生涯にわたる学びの環境整備 

県民の皆様へ ・生涯にわたって様々な人々と関わりながら学びつづけるとともに、学び

の成果を地域や社会に活かしましょう。 

 

 

９．信州ブランド確立プロジェクト 

～県民総参加による「信州」の誇りある発信と新たな「価値」の創造～ 

 

アクション１ 信州ブランドの普及・拡大 

県民の皆様へ ・提供する商品や物産、サービスに込めた「想い」やストーリーを私たち

の信州ブランドとして、誇りを持って主張しましょう。 

 

アクション２ 商品や物産、サービスの新たな価値の創造・発信 

県民の皆様へ ・様々な産業や地域づくりに携わる皆様は、信州に寄せられる期待に応え

られるよう、質の高い商品や物産、サービスの提供や開発に努めてください。 

 

 


