
主要事業一覧

企画振興部

（千円）

移住・交流推進事業費 97,377

[020705]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*移住者数：2,150人（H27末見込）→2,300人（H28）

*移住相談件数：

　7,065件（H27末見込）→7,558件（H28）

*楽園信州空き家バンク物件登録件数：

　550件（H27末見込）→600件（H28）

地域振興課 （一部　地方創生加速化交付金活用事業）

  FAX 026-235-7397 [ 8,238 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp (39,005)

  　・ライフスタイルデザイン国際会議の開催

 　 ・二地域居住の普及促進

  　・移住ポータルサイト「楽園信州」のコンテンツ

　　　充実

  　・移住相談体制の充実

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

　　交付金活用事業を含んだ額

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　移住者や二地域居住者を増やし地域の活力を創

出するため、関係部局や田舎暮らし「楽園信州」推

進協議会加入団体との連携により、大都市圏での魅

力発信、移住者等の受入体制充実に向けた取組を

実施します。

新

新

新

拡

拡

山岳遭難対策ＩＣＴ活用モデ 7,926

ル事業費

[020210]

（人口定着・確かな暮らし実現）

情報政策課

  FAX　026-235-0517 [ 0 ] *システム利用者数：5,000人（H28）

  joho@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港活性化 20,400

事業費

[020501]

（人口定着・確かな暮らし実現） ・信州まつもと空港利用促進協議会等負担金

交通政策課 *定期便全体の利用率：70％（H28）

  FAX　026-235-7396 [ 20,400 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

　信州まつもと空港の利用促進を図るため、旅行商

品造成への助成や広報宣伝活動等を実施します。

・事業主体　　山岳関係団体

・補助率　　 　定額

　登山の安全対策を推進するため、登山者の位置情

報を提供するシステムの整備を支援します。

新

1 （企画振興部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

未来のＩＣＴ人材育成支援 3,358

事業費

[020209]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・「信州未来アプリコンテスト」の開催

・ＩＣＴ人材育成事業補助金

情報政策課

  FAX　026-235-0517 [ 0 ]

  joho@pref.nagano.lg.jp

市町村の広域連携推進 10,000

事業費

[020602]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・対象地域　 大北地域　５市町村

・補助率　　　1/2以内

*圏域全体の活性化に取り組む圏域数：

市町村課   ４圏域（H26）→８圏域（H28）

  FAX　026-232-2557 [ 0 ]

  shichoson@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

　未来を担う若者にＩＣＴ利活用の素養と感性を身に

付ける機会を提供するため、アプリコンテストを開催

するとともに、ＩＣＴ人材育成事業に対して助成しま

す。

*アプリコンテスト応募作品数：30件（H28）

　事業主体　　大学、企業等

　補助率　　 　定額

*ＩＣＴ人材育成事業参加者数：200人（H28）

  広域で連携した地域づくりを促進するため、広域連

携に対する国の支援制度が適用されない地域にお

いて、市町村が取り組む連携事業に対して助成しま

す。

新

新

  shichoson@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

2,831

[020701]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*塾生による地域課題の解決に向けた事業の立案件数：

  ３件以上（H28）

地域振興課 *地域おこし協力隊員の定住率：向上

  FAX 026-235-7397 [ 2,661 ] *地域おこし協力隊員の数：

  shinko@pref.nagano.lg.jp 　159人（H27当初）→219人（H28末）

元気な地域づくり人材育成

事業費

「人の力」でふるさとを守るため、地域づくりリー

ダーの育成や地域おこし協力隊員の定住・定着を促

進するなど、地域づくりに取り組む人材の確保・育成

を推進します。

・「地域に飛び出せ！信州元気づくり実践塾」

　の開催

・「地域おこし協力隊ステップアップ研修」等の

　開催

2 （企画振興部－2）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

3,069

[020702]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*具体化・着手地区数：１地区（H28）

地域振興課

  FAX 026-235-7397 [ 0 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp (16,091)

地域発　元気づくり支援金 850,000

[020703]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*支援金を新たに活用した団体数：

　986団体（H27末見込）→増加

地域振興課

  FAX 026-235-7397 [ 0 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp (850,000)

「信州の宝」である美しい農山村を守るため、市町

村と住民が一体となって行う、地域（集落）の存続に

向けた取組を総合的に支援します。

集落〝再熱〟実施モデル

地区支援事業費

・事業主体　　市町村（1地区）

・補助率　　 　定額

・事業内容　　H27に策定したビジョンの

　　　　　　　　　具体化・着手

　活力あふれる元気な長野県づくりを進めるため、

市町村や公共的団体が住民とともに、自らの知恵と

工夫により自主的、主体的に取り組むモデル的で発

展性のある事業に対して、支援金を交付します。

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

　　交付金活用事業を含んだ額

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

　　交付金活用事業を含んだ額

2,789

[020708]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課

  FAX 026-235-7397 [ 0 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp

地域交通ベストミックス構築 4,540

事業費

[020506]

（人口定着・確かな暮らし実現）

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 0 ] *県民一人あたり公共交通機関利用回数：

  kotsu@pref.nagano.lg.jp   49.1回／人（H28）

　地域で支える快適で持続可能な交通体系を実現

するため、地域交通の最適化に向けた取組を進める

市町村を支援します。

１　市町村実施事業への助成

    ･補助率　　　 1/2以内

２　交通アドバイザーの派遣

*「小さな拠点」形成に向けた取組を開始した

  地区数：２地区（H28）

１　「小さな拠点」形成に関する調査研究委託

　　　・委託先　２か所

２　「小さな拠点」形成を促進するためのセミナー

　　の開催

　暮らしの安心と地域の活力を確保するため、交流

機能や窓口機能を有する地域の拠点づくりを支援

し、住民が主体となる「小さな拠点」を活かしたまち・

むらづくりの取組を推進します。

住民によるまち・むら活力

確保支援事業費

新

新

3 （企画振興部－3）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県有民営による幹線バス 53,000

路線確保対策事業費

[020503]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・購入車両　２台

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 38,000 ] *地域間幹線バス路線数の維持：29系統（H28）

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域間幹線バス路線確保 205,891

維持事業補助金

[020503]

（人口定着・確かな暮らし実現）

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 164,391 ] *地域間幹線バス路線数の維持：29系統（H28）

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域鉄道安全性向上事業 169,948

補助金

[020508]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　県がバスを所有し、乗合バス事業者が運行する

「県有民営」手法により、地域間幹線バス路線の基

盤を強化します。

　地域間幹線バス路線の維持確保を図るため、地域

の承認を経た計画に基づき運行されるバス路線に

対して運行欠損費及び購入車両の減価償却費等を

助成します。

・事業主体　　乗合バス事業者

・補助率　　 　1/2以内

　地域公共交通の基幹として大きな役割を担う地域

鉄道の安定した運行を確保するため、地域の承認を

経た計画に基づき地域鉄道事業者が行う安全性向

上のための設備整備に対して助成します。

・事業主体　　地域鉄道事業者

*県内鉄道営業キロ数の維持：780.1km(H28)

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 92,336 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

利用者にやさしい駅舎の 20,000

整備事業補助金

[020508]

（人口定着・確かな暮らし実現）

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 20,000 ] *県の整備目標に基づくエレベーター等設置駅数：

  kotsu@pref.nagano.lg.jp 17駅(H27)→18駅(H28)

地方事務所長総合調整 5,000

推進事業費

[020601]

市町村課 *地域課題の解決に向けた事業件数：

  FAX　026-232-2557 [ 5,000 ]   1所１事業以上（H28）

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

　地方事務所が地域における県行政の総合調整機

能を最大限に発揮し、地域の活性化に向けた取組

を迅速かつ柔軟に実施します。

・事業主体　　地域鉄道事業者

・補助率　　 　1/6以内

　地域公共交通の基幹である鉄道駅のバリアフリー

化を進めるため、鉄道事業者が行うエレベーター等

の整備に対して助成します。

・事業主体　　鉄道事業者

・補助率　　 　1/6以内

※この他、平成27年度２月補正（国補正対応分）に、

20,992千円を計上しています。

4 （企画振興部－4）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

市町村合併特例交付金 770,000

[020603]

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 770,000 ] *合併市町村への交付金交付：18市町村（H28）

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

スマート県庁構築事業費 3,008

[020208]

　　・タブレット型端末の拡充

　　・サテライトオフィス、在宅勤務の実施

　　・テレビ会議の実施

　　・ペーパーレス会議の実施

  96回（H27見込）→144回（H28）

*在宅勤務実施者数：５人（H27見込）→20人（H28）

情報政策課 *テレビ会議実施回数：39回（H27見込）→60回（H28）

  FAX　026-235-0517 [ 2,922 ]

  joho@pref.nagano.lg.jp 　38回（H27見込）→91回（H28）

参議院議員通常選挙費 1,210,649 　平成28年7月25日任期満了に伴う参議院議員通

常選挙において、選挙公報の発行や選挙啓発等を

*ペーパーレス会議実施回数：

　ICTを活用して、しごと改革（業務の生産性向上、

仕事の仕方の最適化）を推進します。

*サテライトオフィス利用回数：

　合併市町村の均衡あるまちづくりを支援するため、

合併に伴い生じた地域格差等の行政課題の解消に

資する事業に対し、交付金を交付します。

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 0 ]

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

常選挙において、選挙公報の発行や選挙啓発等を

行うとともに、候補者への選挙公営費や市町村への

選挙執行経費を交付します。

5 （企画振興部－5）


