
次期広域計画の策定(概要) 
 

 １ 計画期間     令和３年度～７年度 

 ２ 記載項目の配列変更   

現 広域計画 次期 広域計画 

広域計画の改定にあたり 広域計画の改定にあたり 

① 長野地域の振興整備のための事業
の実施に関連して広域連合及び関
係市町村が行う事務に関すること 

① 長野地域の振興整備のための事業
の実施に関連して広域連合及び関
係市町村が行う事務に関すること 

② 養護老人ホームの設置、管理及び
運営に関すること 

②高齢者福祉施設等の管理及び運営
に関すること 

(1)養護老人ホームの設置、管理  
及び運営に関すること 

③ 特別養護老人ホームの設置、管理
及び運営に関すること 

(2)特別養護老人ホームの設置、  
管理及び運営に関すること 

④ デイサービスセンターの管理及び
運営に関する事務（若槻デイサー
ビスセンター、戸隠中央デイサー
ビスセンター及び信州新町デイサ
ービスセンターに限る。） 

(3)デイサービスセンターの管理 
及び運営に関する事務（若槻デイ
サービスセンター、戸隠中央デイ
サービスセンター及び信州新町
デイサービスセンターに限る。） 

⑤ 在宅介護支援センターの管理及び
運営に関する事務（広域連合設置
の老人ホームに併設するものに限
る。） 

(4)在宅介護支援センターの管理 
及び運営に関する事務（広域連合
設置の老人ホームに併設するも
のに限る。） 

⑥ 老人ホーム入所判定委員会の設置
及び運営に関すること 

③ 老人ホーム入所判定委員会の設置
及び運営に関すること 

⑦ 介護認定審査会の設置及び運営に
関連して広域連合及び関係市町村
が行う事務に関すること 

④ 介護認定審査会の設置及び運営に
関連して広域連合及び関係市町村
が行う事務に関すること 

⑧ 障害支援区分認定審査会の設置及
び運営に関連して広域連合及び関
係市町村が行う事務に関すること 

⑤ 障害支援区分認定審査会の設置 
及び運営に関連して広域連合及び
関係市町村が行う事務に関するこ
と 

⑨ ごみ焼却施設及び最終処分場の 
設置、管理及び運営に関連して  
広域連合及び関係市町村が行う 
事務に関すること（既存の施設に
係る事務及び小布施町を除く。） 

⑥ ごみ焼却施設及び最終処分場の 
設置、管理及び運営に関連して  
広域連合及び関係市町村が行う 
事務に関すること（既存の施設に
係る事務及び小布施町を除く。） 

⑩ 職員の共同研修に関連して広域 
連合及び関係市町村が行う事務に
関すること 

⑦ 職員の共同研修に関連して広域 
連合及び関係市町村が行う事務に
関すること 

⑪ 広域的な課題の調査研究に関する
こと 

⑧ 広域的な課題の調査研究に関する
こと 
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  ３ 策定体制 

 

 

  

長野広域連合 広域計画策定委員会 

(学識経験者など外部委員で構成) 

高齢者福祉施設等 

在り方検討分科会 

(付託) 

(報告) 

長野広域連合 広域計画(令和 3～令和 7 年度) 

長野広域連合長 

長野広域連合 議会 

決 定 
(議決) 

長野広域連合 理事会 

広域計画（案） 
(議案) （決定） 

広域計画（案） 
(報告) 

(諮問) 
広域計画(案) 
(答申) 

福祉部会 

(高齢者等担当課長) 

長野広域計画策定会議 

(副市町村長で構成) 

総務・企画部会 

(総務・企画担当課長) 

環境衛生部会 

(環境衛生担当課長) 

広域計画 
(素案) 

◆広域計画の期間及び改定 
 に関すること。 

◆長野地域の振興整備のため 
 の事業の実施に関連して 
 広域連合及び関係市町村が 
 行う事務に関すること。 

◆職員の共同研修に関連して 
 広域連合及び関係市町村が 
 行う事務に関すること。 

◆広域的な課題の調査研究に 
 関すること。 

◆ごみ焼却施設及び最終 
 処分場の設置、管理及び 
 運営に関連して広域連合 
 及び関係市町村が行う事務 
 に関すること。 

◆高齢者福祉施設等の管理 
 及び運営に関すること。 
 ・養護老人ホームの設置、 
  管理及び運営 
 ・特別養護老人ホームの 
  設置、管理及び運営 
 ・デイサービスセンター 
  の管理及び運営 
 ・在宅介護支援センター 
  の管理及び運営 

◆老人ホーム入所判定委員会 
 の設置及び運営に関する 
 こと。 

◆介護認定審査会の設置及び 
 運営に関連して広域連合 
 及び関係市町村が行う事務 
 に関すること。 

◆障害支援区分認定審査会の 
 設置及び運営に関連して 
 広域連合及び関係市町村が 
 行う事務に関すること。 



 ４ 策定スケジュール 

   策定委員会  策定会議  

    分科会  部会 

R２ ４月    策定会議  

 ５月 【諮問】→ 委員会① 分科会①  環境部会① 

 ６月     福祉部会① 

 ７月   分科会②-3  総務部会① 

福祉部会② 

 ８月    策定会議 環境部会② 

 ９月  委員会② 
(9/17) 

分科会③ 
(9/17) 

  

 10月  委員会③ 
(10/8) 

分科会④ 
(10/8) 

策定会議 
(10/27) 

福祉部会③ 
(10/2) 

 11月 理事会(11/2) 

議会(11/16) 

パブコメ↓ 

    

 12月 （11/18~12/7） 
パブコメ↑ 

    

R３ １月  

 

理事会(1/25) 

委員会④ 
(1/15) 

←【答申】 
(中旬) 

分科会⑤ 
(1/15) 

策定会議 
(1/14) 

福祉部会④ 
(未定) 

       

 ２月 議会(2/5) 
【決定】 

    

       

 ４月 
長野広域連合「広域計画」 （計画期間令和３年度～７年度） 

 

 

 

  

今
後
の
予
定 



 ５ 策定委員会・分科会委員 

 区分 氏 名 役職名等  

策
定
委
員 

学
識
経
験
者 

委員長 松岡 英子  国立大学法人信州大学 名誉教授 

副委員長 黒田 和彦  前長野市副市長 
 

高野  登  人とホスピタリティ研究所 代表 
 

座長 中村 英三  公立大学法人長野大学学長 

分
科
会
委
員 

岩渕 道男  岩渕道男公認会計士事務所 所長   

民
間
諸
団
体
等 

堀込 祐子  小布施町民生児童委員協議会 副会長 

手塚 里子  小川村民生児童委員協議会 主任児童委員 

副座長 沖  弘宣  前飯綱町社会福祉協議会 事務局長 

金井 三平  ながの環境パートナーシップ会議 代表理事 
 

中澤 聖子  NPO法人エリアネット更埴理事長 
 

行政 

機関 
吉沢   正  長野地域振興局長 

 

  

 

行
政
機
関 

篠原 長久  長野県健康福祉部介護支援課 課長 

 

 
伊達 博已  坂城町福祉健康課 課長 

 
花立 勝広  長野市保健福祉部地域包括ケア課 課長 

 
依田 元一  長野市保健福祉部高齢者活躍支援課 課長 


