
教育委員会

（千円）

4,753,200

[140205]

【教育再生】

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 4,814,400 ]

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

4,397

[140505]

【教育再生】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 4,907 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

2,000

[140506]

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 0 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を行

い、学習習慣の確立と基礎学力の定着を図るため、

30人規模学級編制など、小・中学校や市町村教育

委員会の判断で活用方法を選択できる事業方式に

より教員配置を行います。

・30人規模学級編制、学習習慣形成支援、少人数

学習集団編成、不登校等児童生徒支援を実施

*基礎的・基本的な内容の定着度が全国平均より高い児

童生徒の割合：小学校64.7％、中学校54.5％(Ｈ25)→小

学校65.0％、中学校57.9％(Ｈ26)

*小・中学校における不登校児童生徒在籍率：1.13％(Ｈ

25）→1.11％(Ｈ26)

児童生徒の学力向上を図るため、学力の習得状

況を確認し、着実に力をつけるシステムを確立する

とともに家庭と一体となって家庭学習を改善します。

・学力スパイラルアップ事業

・新たな家庭学習モデル創出事業

・理数教育充実事業

*基礎的基本的な内容の定着度が全国平均より高い児

童生徒の割合：小学校64.7％、中学校54.5％(Ｈ25)→小

学校65.0％、中学校57.9％(Ｈ26)

*学習したことを実生活の場面に活用する力が全国平均

よりも高い児童生徒の割合：小学校59.7％、中学校

52.3％(Ｈ25)→小学校60.0％、中学校54.7％(Ｈ26）

活用方法選択型教員配置事

業費

「未来を拓く学力」の向上事業

費

信州自然エネルギー・環境教

育支援事業費

【環境・エネルギー自立地域創造】

　高等学校等の自然エネルギー・環境に関する教育

の充実を図るため、知事部局と連携し、環境教育・

研究活動に関する取組を広く募り、優秀な取組を支

援するとともに、その成果を普及します。

　

・高等学校等の環境教育に係る設備、教材の費用

を助成

(環境エネルギー戦略推進事

業費）【再掲】

新

新

新

1 （教育委員会－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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用 551,161

した確かな学力育成事業費

[140507]

【教育再生】

教学指導課

  FAX　026-235-7495

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp (一部 地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)

特別支援教育課

  FAX 026-235-7459 [ 155,104 ]

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育支援事業費 7,704

[140502]

【教育再生】【次世代産業創出】

【雇用・社会参加促進】

【活動人口増加】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 25,208 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

グローバル人材育成事業費 230,502

[140503]

【教育再生】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 194,256 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

　児童生徒の職業観や社会性を育成するため、地

域社会、産業界が学校を支援する仕組み（プラット

フォーム）を構築し、生徒の職場体験、就業体験を

実施します。

・産学官の諸機関・団体が参加する「キャリア教育支

援センター」による施策を実施

・キャリア教育カリキュラムを改革する高校を重点的

に支援

・就業体験の支援

・高校生の子育て理解教育を推進

*在学中の就業体験活動参加率（全日制高校生）：

53.0％(Ｈ25)→70.0％(Ｈ26)

*「就きたい仕事がイメージできる」と答える高校１年生

（全日制）の割合：64.0％(Ｈ25)→65.0％(Ｈ26)

　グローバル時代に対応した、信州に根ざし世界に

通じる人材を育成するため、児童生徒に世界で活躍

するために求められる発信力やコミュニケーション能

力の向上を図るための取組を実施します。

・スーパーグローバルハイスクール設置事業

・高校生の留学促進事業

・英語力を強化する指導改善事業

*中学３年卒業時で英検３級レベル：32.0％(Ｈ25)→

33.0％(Ｈ26)

*高校３年卒業時で英検準２級レベル：36.1％(Ｈ25)→

36.4％(Ｈ26)

　ＩＣＴを効果的に活用し、児童生徒の学力や情報

活用能力の向上を図るため、先駆的モデル的な実

践研究や、教員の指導力向上研修を実施するととも

に、県立高校において必要な基盤整備を進めます。

　

・ＩＣＴを活用した先駆的モデル的な実践研究

　　パイロット校：小学校　１校、中学校　１校

　　モデル校：県立高校　３校

・県立高校の校内ＬＡＮ及びデータセンターの整備

・特別支援学校のタブレットＰＣの整備　６校

*授業中にＩＣＴを活用して指導する能力（中学）：64.0％

(Ｈ25)→66.0％(Ｈ26)

*授業中にＩＣＴを活用して指導する能力（高校）：56.4％

(Ｈ25)→60.0％(Ｈ26)

新

新

2 （教育委員会－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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県内大学等奨学金給付事業 7,500

費

[140313]

【教育再生】

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 0 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

1,433

[140904]

【教育再生】

【健康づくり・医療充実】

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 595 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

学校・家庭・地域全体で取り 1,349

組む食育推進事業費

[140806]

【健康づくり・医療充実】

保健厚生課

  FAX　026-234-5169 [ 574 ] ※予算額に栄養教諭増員分人件費は含まない。

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

長野県版運動プログラム普及

事業費

　子どもの体力・運動能力の向上を図るため、「幼児

期」を対象とした運動プログラムを新たに開発すると

ともに、普及啓発のための講習会等を実施します。

・「幼児期」を対象とした新たな運動プログラムの開

発及び県内の幼稚園・保育所等への普及・啓発

・「運動遊び」普及定着のための長野県版「運動プロ

グラム」研修会の実施

・「体つくり運動」実技講習会の実施

*全国体力・運動能力、運動習慣等調査での体力合計点

の全国順位：29位(Ｈ25)→10位台(Ｈ29)

　意欲や能力が高いにもかかわらず、経済的な理由

で大学・短大への進学が困難な生徒を支援するた

め、県内の大学・短大に進学する者に対して大学入

学金等に相当する一時金を給付します。

*大学入学金等の給付人数：30人程度(Ｈ26)

　子どもたちに正しい食事のとり方や望ましい食習慣

を身に付けさせ、心身ともに健全な発達を促すた

め、学校における食育推進の中核を担う栄養教諭

の配置を進めるとともに、研修等を実施して資質の

向上を図るなど、家庭、地域との連携のもと、学校に

おける食育を一層推進します。

・栄養教諭の配置拡充（60人→90人）

・栄養教諭の研修、活動支援

・「朝ごはんを食べよう、いっしょに食べよう」食育キャ

ンペーン（ゼロ予算）

・第９回食育推進全国大会への参画

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：

　小学6年 91.1％(H25)→91.9％(H26)

　中学3年 86.4％(H25)→86.5％(H26)

新

新

新

新

拡
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（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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

7,577

[140706]

【教育再生】

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 0 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

1,904

[140104]

【教育再生】

教育総務課

  FAX 026-235-7487

  kyoiku@pref.nagano.lg.jp

高校教育課

  FAX　026-235-7488

  koko@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育課

  FAX 026-235-7459 [ 662 ]

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

高等学校施設整備等事業費 3,842,948

[140308] [140309]

債務負担行為

( 2,427,639 )

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 2,843,059 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp (一部 地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)

１　高等学校再編施設整備事業（2,524,149千円）

    魅力ある高校づくりを進めるため、第１期高等学

 校再編計画に基づき、学級規模や教育課程の変

 更に応じた施設・設備の整備を行います。

　　・建設工事　５校

２  高等学校施設整備事業（1,318,799千円）

    教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上

  等により安全性の確保を図るため、老朽化してい

　る校舎や体育施設の改築を計画的に行います。

　　・地盤調査、設計、建設工事　７校

　*耐震化率：91.4％(Ｈ25)→95.3％(Ｈ26)

　学校と県民の協働による地域に開かれた信頼され

る学校づくりを推進するため、保護者や地域住民が

学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備な

どの教育活動を支援する「信州型コミュニティスクー

ル」を推進します。

・モデル市町村に対する補助　５市町村

・補助率　　 　２/３

*信州型コミュニティスクールに取り組む学校：17校(Ｈ25)

→25校(Ｈ26)

信州型コミュニティスクール創

造事業費

　平成25年７月に策定した「信州教育の信頼回復に

向けた行動計画」に基づく施策を実行し、教育再生

に向けた取組を推進します。

・「コンプライアンスアドバイザー」（仮称）の設置

・教職員及び学校の評価制度改善の実施

・教職員の通報・相談窓口の整備

・「教員の資質向上・教育制度改善フォローアップ

　委員会」の開催

*信州教育の信頼回復に向けた行動計画の実施項目：

25項目（Ｈ25）→37項目(Ｈ26)

教員の資質向上・教育制度改

善事業費

新

新

新
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（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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

特別支援学校整備事業費 832,927

[140416][140417][140418]

債務負担行為

（181,378）

特別支援教育課

 FAX 026-235-7459 [ 312,490 ]

tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

生徒指導推進事業費 217,083

[140601]

教学指導課心の支援室

  FAX 026-235-7495 [ 223,687 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp 　（一部 自殺対策緊急強化基金活用事業）

１　特別支援学校教室増設事業（349,514千円）

　　児童生徒の増加に対応するため、教室増設を行

  います。

 　  ・上田養護学校　６教室

   　・飯田養護学校　６教室

(一部 地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事

業)

２　長野地区特別支援学校再編整備事業（444,073

千円）

  　 「長野地区特別支援学校再編整備計画」の着

　実な推進を図るため、必要な施設整備を行い、

　教育環境の向上を図ります。

  　・寄宿舎建築工事等

３　特別支援学校施設計画整備事業（39,340千円）

　　児童生徒の教育環境の整備を図るため、老朽施

  設の改修や寄宿舎の空調設備の整備等を実施し

　ます。

    ・改修工事等　９校15か所

　いじめ、不登校等生徒指導上の諸問題に対して、

未然防止や早期発見・早期対応に必要な支援及び

相談体制の充実を図ります。

〔主な事業〕

１　いじめ問題対策連絡協議会設置事業（208千円）

　  いじめ防止等の取組と地域や家庭・関係機関の

 連携をより実効的なものとするため、「いじめ問題

 対策連絡協議会」を設置します。

２  学校ネットパトロール事業（2,528千円）

 　 インターネットを介した犯罪や「ネットいじめ」の被

 害から生徒を守るため、掲示板･ブログ等の監視を

 行います。

    ・県立高校を対象に検索・監視：４回/年

 　 ・教職員対象に研修会を実施

３  スクールカウンセラー事業（126,575千円）

　 児童生徒の悩みに対して適切かつ迅速に対応

 するため、スクールカウンセラー（臨床心理士等）

 を配置します。

４  スクールソーシャルワーカー活用事業（20,397千

円）

　  児童生徒が抱える様々な課題の背景にある家庭

 や社会的要因を踏まえ、社会福祉等の関係機関

 との調整を行うため、スクールソーシャルワーカー

 （社会福祉士、精神保健福祉士）を配置します。

　 *小・中学校不登校児童生徒在籍比率：1.13％(Ｈ25)

   →1.11％(Ｈ26)

　 *スクールソーシャルワーカーを介した学校と地域関係

　機関との連携ケース：380件(Ｈ25)→400件(Ｈ26)

新

5 （教育委員会－5）



（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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　特別支援学校や小・中学校における特別支援教

特別支援教育充実事業費 202,056 育の専門性や教師の支援力の向上を図り、障害の

[140409][140407] ある児童生徒の自立と社会参加に向けた力の育成

【教育再生】 に努めます。

１　自立活動担当教員の増員（148,000千円）

　  特別支援学校における障害特性に応じた専門

  的な教育の充実やセンター的機能の充実のため

  自立活動担当教員を増員します。（20人増）

２　専門職員の配置（27,294千円）

    特別支援学校における学習面及び生活場面に

   おける児童生徒に対する自立指導の充実を図る

   ため、専門的な知識・技能を有する外部人材を活

   用します。

・学校介助職員の配置　20人

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による

　実践指導

３　LD等通級指導教室の増設（25,500千円）

　　小学校に在籍する一部特別な支援を必要とする

　児童への教育の場の保障のため、通級指導教

　室を増設します。（13教室→18教室）（教員加配）

４　長野県特別支援教育連携協議会の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,262千円）

    特別支援教育の充実を図るため、「長野県特別

　支援教育推進計画」に基づき、今後の具体的な

　施策について検討を行います。

    ・全体協議会の開催　５回

    ・作業部会の開催　５回

特別支援教育課 *専門的な自立活動教育の授業時数

  FAX 026-235-7459    ：1,932時間/週（Ｈ25）→2,268時間/週（Ｈ26）

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp *小学校ＬＤ等通級指導教室利用率

   ：0.16％（Ｈ25）→0.20％（Ｈ26）

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 792 ] ※自立活動担当教員及びLD等通級指導教室担当教員

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp 　 については、増員分の人件費のみ計上

文化財修理防災等補助金 60,000

[140714]

【誇りある暮らし実現】

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 61,179 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

　県民の共有財産である文化財の適切な保存・活用

を図るとともに、持続的に後世に継承するため、所有

者等が行う文化財の修理・防災に要する費用の一

部を助成します。

　

・事業主体　文化財所有者等

・補助率　　 国指定文化財：国庫補助残の1/2以内

・補助率　　 県指定文化財：事業費の2/3以内

*文化財修理等補助件数：44件(Ｈ25)→50件(Ｈ26)

拡

新

拡

新
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（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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

武道振興施設のあり方 821

検討事業費

[140909]

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

競技力向上事業費 104,115

[140910]

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 105,358 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

500,000

[140916]

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp (地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)

　競技力の向上を図るため、国民体育大会等の全

国大会やオリンピック等の国際大会での活躍が期待

される県内選手の育成・強化、指導者の養成及び練

習環境の整備を推進します。

・競技団体が実施する競技者の育成・強化、指導者

養成への支援

・選手のコンディショニング調整等のマルチサポート

・東京オリンピックなど今後の国際大会での活躍が

期待される競技・選手の育成を支援

・ジュニア選手への育成支援

・未来を担う競技者の発掘・育成

　・事業主体　　競技団体　等

　・補助率　 　　 １/２以内　等

*国体総合成績:

　　　　17位(Ｈ25)→15位以内(Ｈ29)

*国体等におけるｼﾞｭﾆｱ入賞数:

　　　　178人・団体(Ｈ24)→200人・団体(Ｈ29)

　地域の元気を牽引するプロスポーツを支援するた

め、長野市が行う南長野運動公園総合球技場整備

事業に要する経費の一部を助成します。

　・事業主体　　長野市

　・補助率　 　　定額

プロスポーツ振興環境整備支

援事業補助金

　武道を振興するための施設のあり方を検討するた

め、有識者による検討会議を開催します。

・有識者によるあり方検討会議の開催　４回/年

新

新

新
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