
長野県将来世代応援県民会議長野県将来世代応援県民会議長野県将来世代応援県民会議長野県将来世代応援県民会議（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    

 

１１１１    統合統合統合統合のののの背景背景背景背景とメリットとメリットとメリットとメリット    

 (1) 幼少期から青年期まで切れ目ない支援体制の構築 

【統合前】  子ども・子育て応援県民会議；比較的幼少期の子育て支援 

        青少年育成県民会議；青年期にかけてのより高い年齢層を対象にした取組 

【統合後】  ・ 全ての年齢の子どもに対応した切れ目ない支援 

        ・ 応援団の厚みが増すこと（構成員 130）による、子どもの成長の全ステージにお

ける取組の充実 

        ・ 子ども・若者支援に関する総合計画（Ｈ30～）に対応できる体制 

 (2) 統合のみにとどまらない機能強化 

   ア 地域の主体的取組の強化 

【統合前】  地域に根差した体制が弱い。 

【統合後】  地域会議を設置し、各地域の課題に応じた地域の重点取組の推進と、全県的取組

の地域での浸透を図る。 

   イ ＮＰＯ等との連携強化 

      【統合前】  ＮＰＯ等との連携が弱い。（県民会議の構成員中ＮＰＯ法人は 3 団体のみ） 

【統合後】  「みらい基金」がハブとなり、ＮＰＯ等との連携を促進し、各ＮＰＯ等の得意分野を

生かしたきめ細かな支援を充実 

２２２２    統合統合統合統合時期時期時期時期    平成 29 年６月（予定） 

３３３３    統合統合統合統合のイメージのイメージのイメージのイメージ    

 

４４４４    新県民会議新県民会議新県民会議新県民会議によるによるによるによる取組取組取組取組のののの強化強化強化強化    

 (1) 子どもを性被害から守るための取組 

 (2) 結婚・子育て支援の充実           

 (3) 子どもの貧困対策の充実     など 

 

５５５５    主主主主なスケジュールなスケジュールなスケジュールなスケジュール    

 

地域会議

（10広域圏）
ＮＰＯ

青少年育成県民会議

子ども・子育て応援県民会議

構成員 122

構成員 28

構成員 130

統

合

将来世代応援県民会議

官民協働事務局

（県＋みらい基金）

ハブ機能

新

新

地域団体 ボランティア

多様な民間団体との連携

地域の主体的

取組の推進

幼少期から青年期まで切れ目ない支援

青少年部会（仮）

環境部会（仮）

結婚・子育て部会（仮）

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

将来世代応援県民会議

○

設立総会

地域会議

ＮＰＯ等との

連携強化

設置準備

ＮＰＯ等とのネットワーク構築、意見交換等

地域の主体的取組の実施

（随時） 理事会、部会等

設置

資料１ 



　全会員

部会長　会長が指名　　 部会長　会長が指名　　 部会長　会長が指名　　

座　 長　部会長が指名 座　 長　部会長が指名 座　 長　部会長が指名

構成員　理事、会員、有識者 構成員　理事、（会員） 構成員　理事、（会員）

地方事務局

ハブ機能

地域会議

事務局　　次世代サポート課、みらい基金

地域振興局

総務管理課

NPO等

将来世代応援県民会議（仮称）　組織図（案）

総　　会

（最高決議機関）

理事会

（執行機関）

結婚・子育て支援部会

（調査審議機関）
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（調査審議機関）

青少年部会

（調査審議機関）

　会長、副会長、理事

　



将来世代応援県民会議（仮称）の設置について（案） 

 

１ 県民会議の統合 

  「長野県青少年育成県民会議」と「ながの子ども・子育て応援県民会議」を平成 29 年６月に統合する。（H29.5 総会で統合案決議、H29.6 設立総会） 

 

２ 統合の目的 

  幼少期から青年期まで切れ目ない支援体制の構築を目指す。 

  ・ 全ての年齢の子どもに対応した切れ目ない支援、応援団の厚みが増すことによる取組の充実 

  ・ 平成 29 年度に策定する「子ども・若者支援に関する総合計画（H30～）」に対応できる体制の整備 

 

３ 新旧県民会議の比較 

 将来世代応援県民会議（仮称） 青少年育成県民会議 ながの子ども･子育て応援県民会議 

目

的 

子ども・若者を取り巻く環境が厳しさを増している状況

に鑑み、広く県民の総意を結集し、もって、将来を担う

世代が健やかに成長できるよう支援することを目的と

する。 

青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く県民の総

意を結集し、もって、次代をになう青少年の健全な育

成を図ることを目的とする。 

急速な少子化が進行する中で、安心して子どもを生み

育てられる環境づくりを目指して、社会を構成する多様

な主体がネットワークを構築し、県民全体で子どもと子

育て家庭を支える取組みを推進することを目的とす

る。 

事

業 

(1) 青少年の健全育成を図るための事業 

(2) 結婚・出産・子育て支援のための事業 

(3) 子どもの貧困対策に係る事業 

(4) その他、子ども・若者支援のための事業 

(5) 子ども・若者支援に係る県民意識を醸成するため

の事業 

(6) 子ども・若者支援に係る課題を調査研究するため

の事業 

(7) その他、この会議の目的を達成するために必要な

事業 

(1) 青少年がその誇りと責任についての自覚を高める

ための諸活動 

(2) 健全な青少年団体及びグループの育成を図り、

すべての青少年がこれに参加することを奨励する

ための諸活動 

(3) 勤労青少年の教育、福祉対策を進め、その生活

条件等の改善を促進するための諸活動 

(4) 体育及びレクリェーションを奨励するための諸活動 

(5) 健全育成施設の整備を促進するための諸活動 

(6) 家庭教育、学校教育、社会教育等の緊密な連携

を図るための諸活動 

(7) 家庭の健全化を図るための諸活動 

(8) 青少年の非行防止のための諸活動 

(9) 社会環境の浄化を図るための諸活動 

(10) その他、この会議の目的を達成するために必要

な事業 

(1) 関係機関の連携･協働による子ども･子育て支援

の取組みに関すること 

(2) 関係機関における子ども･子育て支援の取組みの

促進に関すること 

(3) 子ども･子育て支援に係る県民意識の醸成に関す

ること 

(4) 子ども･子育て支援に係る諸課題の調査･研究に

関すること 

(5) その他県民会議の目的を達成するために必要な

事業 



 将来世代応援県民会議（仮称） 青少年育成県民会議 ながの子ども･子育て応援県民会議 

役

員 

○会 長  １名（総会で会員から選任） 

○副会長  若干名（理事の中から会長が指名） 

 

○理 事  30 名以内 

（会長が総会に諮って会員から選任） 

○監 事  ２名（総会の議決により会員から選任） 

○任 期 選任の日～その日の属する年度の翌年度

の３月 31 日 

○会 長  １名（理事会で理事のうちから選任） 

○副会長  若干名（同上） 

○常任理事 若干名（同上） 

○理 事  若干名（会長が理事会に諮って会員から

選任） 

○監 事  ２名（理事会の議決により会員から選任） 

○任 期  ２年 

○会 長 １名（会員の互選） 

○副会長 ２名（会員の中から会長が指名） 

 

 

 

○監 事 ２名（会員の互選） 

○任 期 選任の日～その日の属する年度の翌年度

の３月 31 日 

会

員 

○会 員 

 会議の目的に賛同する個人、団体、地方公共団体

及び関係機関 

○賛助会員 

会議の目的に賛同し、篤志寄付をする者 

○会 員 

 会議の目的に賛同する個人、団体、地方公共団体

及び関係機関 

○賛助会員 

会議の目的に賛同し、篤志寄付をする者 

○会 員 

  会議の目的に賛同する団体、専門的見地から参

加を求める学識経験者 

会

議 

○総会 

最高決議機関、毎年１回以上開催 

○理事会 

業務の執行機関 

会長、副会長及び理事により構成 

○理事会 

最高決議機関、毎年１回以上開催 

○常任理事会 

業務の執行機関 

会長、副会長及び常任理事により構成 

○総会 

 毎年１回以上開催 

部

会 

○調査審議機関 

○構成員 会員及び有識者の中から部会長が指名 

○部会長 会員の中から会長が指名 

○座 長  部会の進行役として、部会長が部会の構

成員から指名することができる。 

○部会員 理事及び会員の中から会長が指名する。 

○部会長 部会員の中から会長が指名する。 

○部会員 会員の中から会長が指名する。 

○部会長 部会員の中から会長が指名する。 

会

計 

○会 費  年 3,000 円 

○賛助会費 10,000 円以上 

○会計年度 毎年４月１日～翌年３月 31 日 

○会 費  年 3,000 円 

○賛助会費 10,000 円以上 

○会計年度 毎年４月１日～翌年３月 31 日 

 

 

○会計年度 毎年４月１日～翌年３月 31 日 

新

た

な

機

能 

○地域の主体的取組の強化 

各地域振興局に地域会議を設置 

・ 各地域の課題に応じた地域の重点取組の推進 

・ 全県的取組の地域での浸透 

○NPO 等との連携強化 

  NPO 等とのネットワークを構築 

・ 得意分野を生かしたきめ細かな支援を充実 

  


