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（単位　千円）

(A)
―
(B)

％

98.2

89.4

△ 15,118,347

△ 25,756,072

861,538,410

242,415,235

（B）

846,420,063

216,659,163特 別 会 計

(A)　―　(B)

１　平成23年度当初予算総括

一 般 会 計

会 計 別

平成22年度
当初予算額

比　　　　　較
平成23年度
当初予算額

（A）

1

102.6339,08512,915,09313,254,178企 業 特 別 会 計

1



２　平成23年度一般会計予算  
（単位　千円）

（歳　入）

（歳　出）

　目 的 別

39,534,277

4.7%

35,822,591

4.2%

22,633,998

2.7%

16,940,019

2.0%

教教教教 育育育育 費費費費

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費

警警警警 察察察察 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費
衛衛衛衛 生生生生 費費費費

その他その他その他その他

223,676,000

26.4%

188,552,390

22.3%124,443,000

14.7%

93,714,233

11.1%

81,523,037

9.6%

44,562,000

5.3%

38,439,889

4.5%

31,220,201

3.7%

12,517,989

1.5%

7,771,324

0.9%

歳歳歳歳 入入入入

846,420,063846,420,063846,420,063846,420,063

100.0%100.0%100.0%100.0%

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税

県 税県 税県 税県 税

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

県 債県 債県 債県 債

諸 収 入諸 収 入諸 収 入諸 収 入

地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金

繰 入 金繰 入 金繰 入 金繰 入 金

使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税

その他その他その他その他
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　性 質 別

262,098,865

31.0%

14,490,107

1.7%139,817,912

16.5%
142,338,367

16.8%

287,674,812

34.0% 歳歳歳歳 出出出出

846,420,063846,420,063846,420,063846,420,063

人人人人 件件件件 費費費費

公公公公 債債債債 費費費費投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費

扶扶扶扶 助助助助 費費費費

その他行政費その他行政費その他行政費その他行政費

198,346,376

23.4%

140,364,881

16.6%

112,751,051

13.3%

102,556,239

12.1%

79,208,241

9.4%

53,936,129

6.4%

44,326,261

5.2%

39,534,277

4.7%

35,822,591

4.2%

22,633,998

2.7%

16,940,019

2.0%

歳歳歳歳 出出出出

846,420,063846,420,063846,420,063846,420,063

100.0%100.0%100.0%100.0%

教教教教 育育育育 費費費費

土土土土 木木木木 費費費費

公債費公債費公債費公債費

民民民民 生生生生 費費費費

商商商商 工工工工 費費費費

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費

諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金

警警警警 察察察察 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費
衛衛衛衛 生生生生 費費費費

その他その他その他その他

223,676,000

26.4%

188,552,390

22.3%124,443,000

14.7%

93,714,233

11.1%

81,523,037

9.6%

44,562,000

5.3%

38,439,889

4.5%

31,220,201

3.7%

12,517,989

1.5%

7,771,324

0.9%

歳歳歳歳 入入入入

846,420,063846,420,063846,420,063846,420,063

100.0%100.0%100.0%100.0%

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税

県 税県 税県 税県 税

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

県 債県 債県 債県 債

諸 収 入諸 収 入諸 収 入諸 収 入

地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金

繰 入 金繰 入 金繰 入 金繰 入 金

使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税

その他その他その他その他
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　　（１）　　歳　 入

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)
―
(B)

％ ％ ％

1 県 税 22.3 20.9 104.7

2
地 方 消 費 税
清 算 金

5.3 4.9 105.6

3 地 方 譲 与 税 3.7 3.1 117.7

4
地 方 特 例
交 付 金

0.3 0.3 97.5

5 地 方 交 付 税 26.4 25.6 101.5

6
交通安全対策
特 別 交 付 金

0.1 0.1 96.3

7
分 担 金 及 び
負 担 金

0.3 0.3 83.7

3,271,000

△ 34,000

△ 440,499

8,402,945

2,365,000

4,703,201

△ 67,000

220,405,000

921,000

2,699,305

180,149,445

42,197,000

26,517,000

2,682,000

223,676,000

887,000

2,258,806

188,552,390

44,562,000

31,220,201

2,615,000

平成22年度
当初予算額

平成23年度
当初予算額

（A）

構
成
比

(A)　―　(B)

比　　　　　較
構
成
比

（B）

8
使 用 料 及 び
手 数 料

1.5 1.5 98.3

9 国 庫 支 出 金 11.1 11.5 94.5

10 財 産 収 入 0.2 0.2 104.6

11 寄 付 金 0.0 0.0 53.6

12 繰 入 金 4.5 4.2 107.5

13 繰 越 金 0.0 0.0 100.0

14 諸 収 入 9.6 11.0 85.6

15 県 債 14.7 16.4 88.2

100.0 100.0 98.2

△ 53,987

2,676,776

0

△ 13,725,254

116,472

35,763,113

1

95,248,291

△ 218,634

△ 5,434,517

85,622

141,092,000

861,538,410

12,736,623

99,148,750

1,862,410

62,485

38,439,889

1

81,523,037

124,443,000

846,420,063

12,517,989

93,714,233

1,948,032

合　　　　計

△ 16,649,000

△ 15,118,347
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　　（２）　　歳　出（目的別）

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)
―
(B)

％ ％ ％

1 議 会 費 0.2 0.2 113.5

4.2 4.8 85.8

3 民 生 費 13.3 12.6 103.8

4 衛 生 費 2.7 2.3 116.1

5 労 働 費 0.8 0.8 96.9

0.3 0.3 99.5

7 農林水産業費 4.7 5.1 90.3

4,118,908

3,130,845

△ 224,187

△ 12,865

△ 4,243,148

7,121,249

2,839,697

43,777,425

1,382,269

41,753,783

108,632,143

19,503,153

112,751,051

22,633,998

6,897,062

2,826,832

39,534,277

1,568,235

35,822,5912 総 務 費

環 境 費6

比　　　　　較

（A） （B）

平成23年度
当初予算額

構
成
比

平成22年度
当初予算額

構
成
比

(A)　―　(B)

185,966

△ 5,931,192

8 商 工 費 9.4 10.6 87.0

9 土 木 費 12.1 12.2 98.0

10 警 察 費 5.2 5.1 100.3

11 教 育 費 23.4 22.6 101.7

12 災 害 復 旧 費 0.7 0.6 108.1

13 公 債 費 16.6 16.5 98.8

14 諸 支 出 金 6.4 6.3 99.2

15 予 備 費 0.0 0.0 100.0

100.0 100.0 98.2

0

△ 15,118,347

53,936,129

861,538,410

100,000

54,393,114

100,000

846,420,063

142,095,575 △ 1,730,694

△ 11,794,77291,003,013

102,556,239

44,326,261

198,346,376

5,547,890

140,364,881

104,605,157

44,177,818

195,023,453

5,130,561

79,208,241

合　　　　計

△ 456,985

148,443

3,322,923

417,329

△ 2,048,918
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　　（３）　歳　出（性質別）

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)
―
(B)

％ ％ ％

31.0 30.3 100.4

1.7 1.6 104.4

16.5 16.4 98.9

16.8 16.8 98.4

一般公共事業費 8.4 8.7 94.8

災害公共事業費 0.6 0.6 108.4

△ 2,360,947

△ 3,943,415

419,468

139,817,912

144,699,314

75,374,780

5,006,149

262,098,865

14,490,107

1,001,473

△ 1,595,670

142,338,367

71,431,365

5,425,617

261,097,392

13,885,639

141,413,582

604,468

（A） （B）

扶 助 費

人 件 費

投 資 的 経 費

公 債 費

平成23年度
当初予算額

構
成
比

平成22年度
当初予算額

構
成
比

比　　　　　較

(A)　―　(B)

災害公共事業費 0.6 0.6 108.4

一般単独事業費 6.2 5.7 106.7

災害単独事業費 0.0 0.0 98.3

直轄事業負担金 1.6 1.8 86.3

34.0 34.9 95.8

100.0 100.0 98.2846,420,063

300,442,483

861,538,410

52,120,134

287,674,812

15,338,803

△ 15,118,347

3,264,964

△ 2,139

△ 2,099,825

△ 12,767,671

419,4685,006,149

13,238,978

5,425,617

122,273

48,855,170

124,412

合　　　　計

そ の 他 行 政 費

5



３　平成23年度特別会計予算  
（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)
―
(B)

％

公 債 費 89.2

市 町 村 振 興 資 金
貸 付 金

98.8

母 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 金

118.7

心 身 障 害 者 扶 養
共 済 事 業 費

105.1

地 方 独 立 行 政 法 人
長野県立病院機構施
設整備等資金貸付金

83.3

流域下水道事業費 93.8

小 規 模 企 業 者 等
設 備 導 入 資 金

76.6

農 業 改 良 資 金 65.1

漁 業 改 善 資 金 105.3

県 営 林 経 営 費 93.0

林 業 改 善 資 金 97.6

高 等 学 校 等 奨 学
資 金 貸 付 金

101.2

89.4

3,438

△ 25,756,072

△ 775,411

△ 118,119

△ 136,599

363

△ 26,119

△ 3,559

6,900

373,915

149,716

276,469

242,415,235

△ 23,717,408

△ 8,957

72,660

22,628

△ 1,068,989

216,659,163

386,402

254,695

7,263

347,796

220,274,988

747,580

389,298

442,862

6,389,531

(A)　―　（B）

比　　　　　較

146,157

279,907

5,320,542

12,468,161

504,521

391,294

合　　　　計

（B）

平成22年度
当初予算額

平成23年度
当初予算額

（A）

196,557,580

738,623

461,958

465,490

11,692,750
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４　平成23年度企業特別会計予算  
（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)
―
(B)

％

105.5

101.2

102.612,915,093

239,186

99,899

339,085

比　　　　　較
平成22年度
当初予算額

(A)　―　(B)

8,537,272

合　　　　計

（B）

平成23年度
当初予算額

（A）

4,617,007

8,637,171

13,254,178

電 気 事 業

水 道 事 業

4,377,821
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部　局　名 ： 危機管理部

第６次長野県総合雪対策 1,288
計画策定事業費

危機管理防災課
 FAX 026-233-4332 [ 0 ]
 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp

緊急消防援助隊関東ブロック 5,535
合同訓練事業費

・開催時期 平成23年11月１日～２日
消防課 [ 0 ] ・開 催 地 長野市（県庁）、松本市、塩尻市
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp  （一部　雇用基金活用事業）

大規模地震の発生による緊急消防援助隊派遣
要請を想定し、消防応援活動調整本部の運用によ
る長野県の受援体制を検証するとともに、関東ブ
ロック都県及び県内消防本部応援隊の連携による
実践的な部隊運用訓練を実施します。

第５次までの計画の再検討を行い、近年におけ
る少子・高齢化の進行、情報化の進展など、社会
情勢・経済情勢の変化を踏まえ、より良い雪国づく
りを目指し、取り組むべき施策の方向を明らかにす
るための計画を策定します。

 ・記載事項　高齢者対策、道路交通の確保、
　　　　　　　　 観光振興、達成目標 等
 ・計画期間　平成24～28年度（５か年）

 （雇用基金活用事業）

５　　平成23年度主要事業一覧

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新

 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp  （一部　雇用基金活用事業）

消防団充実強化支援事業費 5,746

消防課
 FAX 026-233-4332 [ 5,746 ]
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp ・消防団ラッパ隊広域交流会の開催

総合防災訓練事業費 1,613

危機管理防災課 ・対○○象 県、市町村、防災関係機関、住民等
 FAX 026-233-4332 [ 1,660 ] ・開催時期 平成23年９月（予定）
 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp ・開 催 地 飯山市

防災行政無線設備更新 286,828
事業費

消防課 ・無線通信装置更新　６か所
 FAX 026-233-4332 [ 263,355 ] ・反射板実施設計　　 １か所
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp

災害時に安定した通信手段を確保するため、老
朽化した無線通信装置を更新します。

行政機関、防災関係機関、住民、地元企業が連
携して行う様々な防災訓練を通じて、災害時に即
応できる体制を確立し、防災意識の高揚を図りま
す。

・消防ポンプ操法等県大会の開催、地区大会へ
　 の支援

いきいき暮らせる安全・安心な長野県づくりのた
め、地域防災の要である消防団の充実強化を支援
します。

新

8 （危機管理部－1）



部　局　名 ： 企　画　部

新たな総合５か年計画策定 6,669
事業費

企画課 ・
  FAX　026-235-7471 [ 0 ] ・
  E-mail　kikaku@pref.nagano.lg.jp

長野県魅力発信事業費 8,146

・
・
・

企画課 ・ 信州アピールライナーの実施
  FAX　026-235-7471 [ 5,855 ]
  E-mail　kikaku@pref.nagano.lg.jp

子ども・子育て応援事業費 6,711
県民が一体となり総合的な少子化対策を進める

ため、「ながの子ども・子育て応援県民会議」を通じ
た幅広い分野のネットワークにより、連携と協働に
よる子育て支援の取組を推進します。

長野県メールマガジン「週刊信州」の発行
地域ブランド創出支援

福岡において地下鉄車両の貸切広告を実施
し、信州の魅力を発信

長野県の魅力を県内外へ効果的に情報発信す
ることにより、特産品、観光地、居住地の各分野で
「選ばれる長野県」を目指します。

長野県魅力発信ブログの運営

総合計画審議会の開催
地域の様々な団体との懇談会等県民意見の
聴取

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

現在の中期総合計画策定後に生じた社会・経済
情勢の変化に的確に対応しつつ、今後実現を目
指していく県づくりの方向性を明らかにするため、
新たな総合計画を策定します。

新

・ ながの子育て家庭優待パスポート事業の促進
・ 男性の子育て参加促進
・ 結婚支援ネットワークの推進

企画課 ・ ながのイクメン手帳の作成
  FAX　026-235-7471 [ 29,068 ]
  E-mail　kikaku@pref.nagano.lg.jp  （一部　安心こども基金活用事業）

消費生活安定向上事業費 123,528

生活文化課消費生活室
 FAX 026-223-6771 [ 136,080 ]
 E-mail shohi@pref.nagano.lg.jp

長野県短期大学のあり方に
関する検討事業費 613

企画課
  FAX　026-235-7471 ［755] 
  E-mail　kikaku@pref.nagano.lg.jp

高等教育機関を取り巻く環境が大きく変化する
中、長野県の高等教育全体のあり方を踏まえた上
で、長野県短期大学が県民のニーズに応えられる
よう、経済界や教育関係者などの有識者による検
討委員会により、その目指すべき方向性について
検討します。

消費者の自立に向けた相談・啓発の充実、住民
に身近な市町村の相談機能の強化支援により、消
費生活の安定と向上を図ります。

　・多様な広報媒体を活用した啓発の実施
　・市町村消費生活相談支援員の配置強化
　・消費生活相談員養成事業の拡充
　・市町村消費者行政活性化事業への助成・支援

 （一部　消費者行政活性化基金活用事業）

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 765千円を前倒しして計上しています。

新

新

9 （企画部－1）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

3,306

生活文化課
  FAX　026-234-6579 [ 0 ]  （一部　安心こども基金活用事業）
  E-mail　seibun@pref.nagano.lg.jp

50,000

・ 期　 間　平成23年８月８日(月)～８月28日(日)
・ 会　 場　長野県松本文化会館（松本市）ほか

生活文化課 ・
  FAX　026-234-6579 [ 50,000 ]
  E-mail　seibun@pref.nagano.lg.jp

12,782

・ 信州版の円卓会議の運営
生活文化課ＮＰＯ活動推進室 ・ ＮＰＯ法人運営セミナーの開催
 FAX 026-235-7258 [ 0 ]
 E-mail npo@pref.nagano.lg.jp  （新しい公共支援基金活用事業）

県民主権の自立した共創・協働社会を目指すた
め、県民・企業の主体的な参加により、ＮＰＯ等の
活動を運営・財政面で支えるための環境整備を推
進します。

新しい公共支援・推進事業費

2011サイトウ・キネン・フェスティ
バル松本開催事業費

公演数　12公演（予定）

　2011サイトウ・キネン・フェスティバル松本を共催
します。

　平成22年４月に施行された子ども・若者育成支援
推進法に基づく長野県子ども・若者応援計画を策
定し、県内の行政、関係機関、ＮＰＯ等との連携を
深め、子ども・若者支援の総合的な推進を図りま
す。

長野県子ども・若者応援計画
策定事業費

新

新

人権尊重社会づくり推進 117,249
事業費

・ 多様な広報媒体を活用した啓発の実施
・ 人権に関する研修会・学習会への支援
・ 人権に関する総合相談の実施

人権・男女共同参画課
 FAX 026-235-7389 ［121,299] 
 E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

第３次長野県男女共同参画 17,936
計画推進事業費

・ 女性のためのチャレンジ支援事業
・ 男女共同参画地域づくり講座
・ 男性のライフモデル提案事業
・ 男女共同参画社会づくり県民協働事業　等

人権・男女共同参画課  （一部　雇用基金活用事業）
 FAX 026-235-7389 [ 16,966 ]
 E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp ※このほかに、平成22年度１月補正予算において

　 23千円を前倒しして計上しています。

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 404千円を前倒しして計上しています。

第３次長野県男女共同参画計画(平成23年度～
27年度）の重点プロジェクトである「女性の活躍支
援」、「ワーク・ライフ・バランスの推進」、「県民との
協働による男女共同参画意識の醸成」に取り組
み、計画の着実な推進を図ります。

県民一人ひとりの人権尊重意識の高揚と県民と
の協働による啓発や人権課題の解決のために、相
談・支援を行います。

新

新

新

新

10 （企画部－2）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

多文化共生推進事業費 18,678

人権・男女共同参画課
 FAX 026-235-7389 ［30,316]  （一部　雇用基金活用事業）
 E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港活性化等 18,900
対策事業費

交通政策課
 FAX 026-235-7396 ［18,900］
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港滑走路等 159,616
再舗装事業費

交通政策課
 FAX 026-235-7396 ［14,400］
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域の関係者が一体となって地域で公共交通を

安全で快適な航空機の運航を確保するため、老
朽化した滑走路等の再舗装工事を継続して実施し
ます。

　・実施期間　　平成22年度～24年度

㈱フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）定期便が将
来にわたって安定的に運航されるよう、就航先での
更なる認知度の向上及び利用者への支援など、関
係機関が一丸となった利用促進策の充実強化を
図ります。
 
　・信州まつもと空港利用促進協議会負担金

外国籍県民を取り巻く生活上の様々な課題に対
応し、国、市町村、関係団体等との連携強化を図り
ながら、母国語による相談や情報提供をはじめとし
た多文化共生施策を実施します。

地方バス路線等支援対策 102,794
事業費

交通政策課
 FAX 026-235-7396 ［104,356］
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域公共交通利用促進支援 3,250
事業費

交通政策課
 FAX 026-235-7396 ［0］
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域の実情に即した交通システムの再構築に向
け、住民参加による先駆的・主体的な利用促進の
取組に対して支援します。

地域の関係者が一体となって地域で公共交通を
支えていくことを基本に、市町村、県、事業者、地
域住民等による協議会が定めた計画に基づいて
実施されるバス事業者の取組に対して支援しま
す。

 １　地域公共交通確保維持事業補助金
　     複数市町村にまたがる広域的・幹線的なバ
    ス路線の維持・存続を図るため、国と協調し、
    乗合バス事業者に対し支援します。
　
　　　・運行欠損費及び車両減価償却費への助成
　　　・経営改善による費用削減や利用促進が図
　　　　られた場合に助成

 ２　人・環境にやさしい利用促進型バス導入費
     補助金
　　    バスの利用促進、イメージアップ及び地球温
　　 暖化防止を図るため、国、市町村と協調し、低
　　 床・低公害バスの導入に対して助成します。

新

11 （企画部－3）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

地域鉄道安全性向上支援 12,315
事業費

交通政策課
 FAX 026-235-7396 ［14,732］
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

長野県デジタルアーカイブ 37,956
推進事業費

情報統計課
  FAX　026-235-0517 ［42,565]  （一部　雇用基金活用事業）
  E-mail　joho@pref.nagano.lg.jp

中期総合計画主要施策等 722
評価事業費

政策評価課
 FAX 026-235-7471 ［752] 
 E-mail seisaku-hyoka@pref.nagano.lg.jp

中期総合計画の着実な推進を図るとともに、県民
に対する説明責任を果たすため、中期総合計画に
掲げた主要施策等の実施状況について客観的で
的確な評価を実施し、その結果を施策等に適切に
活用します。

長野県の持つ社会的資産をデジタル情報として
次世代へ継承するため、県所蔵物のデジタル化や
地域文化の映像の記録を行うとともに、インター
ネットを通じて広く情報発信し、利活用を図ります。

経営環境が厳しい地域鉄道事業者が行う安全な
輸送の維持に必要な設備整備について、地域に
おける協議会が定めた計画に基づいて実施される
事業に対して支援します。

12 （企画部－4）



部　局　名 ： 総　務　部

私立学校教育振興事業 5,672,846
補助金

　・補助率　　定額
私立高等学校(全日制) 3,045,123千円
私立高等学校(通信制)       29,203千円
私立中等教育学校     48,238千円
私立中学校    268,022千円
私立小学校 108,260千円

情報公開・私学課 私立幼稚園 2,116,514千円
 FAX 026-235-7370 [5,617,372] 私立専修学校 54,847千円
 E-mail kokai@pref.nagano.lg.jp 私立外国人学校 2,639千円

私立高等学校授業料等 60,017
軽減事業補助金

情報公開・私学課
 FAX 026-235-7370 [27,176]
 E-mail kokai@pref.nagano.lg.jp

市町村合併特例交付金 770,000
合併市町村の均衡ある発展と新しいまちづくりを

支援するため、交付金を交付します。

私立高等学校に在籍する生徒の保護者負担の
軽減を図るため、学校法人が生徒の授業料又は
入学金を軽減した場合に、当該軽減額に対して助
成します。

なお、より支援が必要な保護者に対して効果的
な事業となるよう制度を拡充しました。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

私学教育の振興と保護者負担の軽減を図るた
め、学校法人が設置する私立学校の経常経費に
対して助成します。

市町村合併特例交付金 770,000

　・交付対象市町村
長野市、松本市、上田市、飯田市、伊那市、
中野市、大町市、塩尻市、佐久市、千曲市、

市町村課 東御市、安曇野市、佐久穂町、長和町、
 FAX 026-232-2557 [770,000] 阿智村、木曽町、筑北村、飯綱町
 E-mail shichoson@pref.nagano.lg.jp

地域発　元気づくり支援金 1,000,000

市町村課
 FAX 026-232-2557 [1,000,000]
 E-mail shichoson@pref.nagano.lg.jp

「長野県地方税滞納整理機構」 30,000
負担金

税務課
 FAX 026-235-7497 [0]
 E-mail zeimu@pref.nagano.lg.jp

県税及び市町村税の徴収困難案件の滞納整理
を県と市町村が共同して行う「長野県地方税滞納
整理機構」（平成23年４月業務開始）の運営経費を
負担します。

市町村が主役の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。

支援するため、交付金を交付します。

13 （総務部－1）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

１　広報事業
広報・広聴事業費 190,774 　　県の施策等を県民に理解していただくため、

 様々な媒体を活用して効果的に広報活動を行い
 ます。
(1) 印刷媒体

(2) 電波媒体

(3) インターネット

(4) その他

　 （一部　雇用基金活用事業）

２　広聴事業
　　県民の県政に対する意見、要望等を把握し、
 施策等に反映させるため、広聴活動を行います。
(1) 各種広聴

広報課
 FAX 026-235-7026 [176,698] (2) その他
 E-mail koho@pref.nagano.lg.jp 　県政出前講座などを行います。

有線放送やＣＡＴＶで広報番組やお知らせ
を放送します。

県政タウンミーティング、県政世論調査など
を行います。

平成23年４月10日執行予定の県議会議員一般

新聞掲載と冊子の全戸配布で県の施策や
お知らせをお伝えします。

テレビ・ラジオで広報番組やお知らせを放
送します。

ホームページで県の施策やお知らせをお伝
えします。

県議会議員選挙費 921,368

市町村課
 FAX 026-232-2557 [0]
 E-mail shichoson@pref.nagano.lg.jp

5,306

行政改革課
 FAX 026-235-7030 [0]
 E-mail gyokaku@pref.nagano.lg.jp

行政の効率化や国などとの役割分担の明確化を
図るとともに、より開かれた身近で分かりやすい県
政運営を目指すため、新たに県民判定員方式を
取り入れながら、現場に通じた第三者の視点によ
り、事業の必要性や実施主体の点検などを行う信
州型事業仕分けを実施します。

　・日　程　　       ９月上旬 (３日間）
　・場　所　　      長野市、伊那市
　・対象事業数　　60～80事業

信州型事業仕分け実施事業費

平成23年４月10日執行予定の県議会議員一般
選挙において、候補者への選挙公営費の交付、
市町村への執行経費の交付及び投開票事務等を
行います。

14 （総務部－2）



部　局　名 ： 健康福祉部

メタボリックシンドローム等 5,686
対策事業費

・ 健康増進計画「健康グレードアップながの21」
の推進

・ 特定保健指導を行うための人材養成
・ 若者・未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止

健康長寿課 など総合的なたばこ対策の推進
 FAX 026-235-7170 [ 12,909 ] ・ 未成年者の喫煙・飲酒の実態調査の実施
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

　 予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範にわ
がん対策総合推進事業費 139,888 たるがん対策を行政、医療関係者、県民など幅広い

参画のもとに総合的に推進します。

・ がん検診受診率向上対策事業
　協定締結企業等と連携してがん検診の受診
促進を図ります。

・ がん対策推進協議会（仮称）の設置
　がん患者・家族、医療関係者、学識経験者
等からなる第三者会議を新たに設置し、総合
的な施策について検討します。

・ がん医療提供体制の充実
　がん診療連携拠点病院や、がん相談支援
センターに対して支援するとともに、がん診

健康長寿課 療に携わる医師等の緩和ケア研修を実施し

　（一部　雇用基金活用事業）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病対
策を重点に、県民の主体的な健康づくりのための
行動を促進する施策を総合的に展開します。

新

健康長寿課 療に携わる医師等の緩和ケア研修を実施し
 FAX 026-235-7170 [ 141,573 ] ます。
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

子宮頸がん等ワクチン接種 1,444,009
緊急促進事業費

・ 実施主体　市町村
・ 補 助 率　  1/2
・ 対象ワクチン

　子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン
　ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン
　小児用肺炎球菌ワクチン

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 [ 0 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

すこやか信州食育発信 1,395
事業費

・ 食育推進県民運動事業
・ 信州食育発信３つの星レストラン推進事業

健康長寿課 ・ 食育ボランティア育成事業
 FAX 026-235-7170 [ 2,729 ] ・ 食育キャラバン隊派遣事業
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp ・ 野菜を食べようキャンペーン事業

健康長寿と豊かな人間形成を目指した総合的な
食育を県民運動として展開するため、県民への普
及啓発及び食育ボランティア育成、関係機関との
連携等の体制整備を行います。

　（子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例
  　基金活用事業）

　（一部　地域医療再生基金活用事業）

子宮頸がんの発症や小児の髄膜炎などの重症
化を予防するため、市町村が行うワクチン接種に
対して助成します。

新

15 （健康福祉部－1）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

8020運動推進特別事業費 10,665

・ 8020推進ネットワークの構築
・ 各ライフステージにわたる口腔機能の育成向上

健康長寿課 支援
 FAX 026-235-7170 [ 9,232 ] ・ 長野県歯科保健推進条例に基づく推進計画
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp の策定

自殺対策推進事業費 116,416

・ 自殺対策緊急強化事業の実施
・ かかりつけ医心の健康対応力向上研修の実施
・ 県自殺予防情報センターによる支援体制の整備

健康長寿課 ・ うつ病の診療・支援基盤の強化
 FAX 026-235-7170 [ 68,507 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　自殺対策緊急強化基金活用事業）

発達障害者支援事業費 10,781

・ 支援のあり方に関する検討会の設置
・ 発達障害者支援対策協議会の開催
・ 発達障害者支援センターによる相談支援

乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対
応する発達障害への一貫した支援体制の整備を
図ります。

関係機関と連携しながら、社会的取組としての自
殺対策を推進します。

県民の健康につながる口腔の健康管理を推進
するため、8020運動の普及啓発を行うとともに、歯
科保健事業の円滑な推進体制の整備を図ります。

新

新

新

・ 発達障害者支援センターによる相談支援
・ サポートコーチの派遣等による市町村の

健康長寿課 取組支援
 FAX 026-235-7170 [ 7,275 ] ・ 市町村窓口における情報支援体制の整備
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　障害者自立支援対策臨時特例基金活用

　 事業）

特定疾患医療費給付等事業費 2,083,288
　また、難病相談等、患者や家族の支援を図ります。

・ 特定疾患治療研究等事業
・ 遷延性意識障害者医療費給付事業

健康長寿課 ・ ウイルス肝炎対策事業
 FAX 026-235-7170 [ 2,062,613 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

地域リハビリテーションのあり方 474
検討事業費

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7161 [ 422 ]
  E-mail kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

医療と福祉の機能分担と連携によるリハビリテー
ションについての課題を明らかにするとともに、リハ
ビリテーション供給体制や在宅につなげるための
医療・介護サービスのあり方等について検討しま
す。

　・地域リハビリテーション推進体制構築や
　　若年脳損傷者のリハビリのあり方の検討

難病等の治療にかかる医療費の一部を給付し、
患者の経済的負担の軽減を図ります。

新

16 （健康福祉部－2）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

  医師確保対策の推進、医師の勤務環境の改善、
医師確保等総合対策 593,077 産科･小児科医療等の確保に向けた各種事業を実
事業費 施します。

・ 医学生修学資金等貸与事業
　　将来県内の医療機関に勤務しようとする医
 学生等を対象に修学資金等を貸与
（新たに平成23年度からの医学部定員増関係
 分を追加）

・ 医師事務作業補助者導入推進事業
　　病院勤務医の負担を軽減し医師確保の
 環境整備を図るため、医師事務作業補助者
 の病院への配置を推進

医療推進課医師確保対策室
 FAX 026-223-7106 [ 510,518 ]
 E-mail doctor@pref.nagano.lg.jp

　 看護師等の県内就業を促進し、その定着を図るた
看護職員修学資金貸与 85,692 め、看護職員養成施設の学生等に修学資金を貸与
事業費 します。

・ 貸与額
看護師（国公立） 月額32,000円

医療推進課 看護師（民間立） 月額36,000円
 FAX 026-223-7106 [ 85,704 ] 准看護師 月額21,000円
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 大学院（修士） 月額83,000円

　（一部　地域医療再生基金、雇用基金活用事業）

新新

   看護職員や医師等が安心して仕事と育児を両立
病院内保育所運営事業 88,962 できる環境づくりを推進し、離職防止を図るため、医
補助金 療機関が設置する病院内保育所の運営に要する経

費に助成します。

・ 補助対象 31病院･診療所
医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 64,922 ] ・ 補助率 民間立病院 2/3 （国補）
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 自治体立･公的病院 1/2 （県単）

　看護大学において、特定の分野で高水準の看護
看護大学認定看護師養成 29,200 が実践できる「認定看護師」の養成を行います。
事業費

・ 開設予定 平成23年6月
・ 設置課程 ２課程（皮膚･排泄ケア、感染管理）

医療推進課 ・ 定員　　 各20人
 FAX 026-223-7106 [ 0 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

　公共施設耐震診断の結果、耐震強度不足が判明
木曽看護専門学校移転事業費 9,980 した木曽看護専門学校について、遊休県有施設を

活用して移転します。

医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 0 ] ・ 移転先 県立木曽青峰高校　新開キャンパス
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp （旧木曽山林高校）

新

新

17 （健康福祉部－3）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　地域医療の課題を解決するため、地域医療再生
地域医療再生事業費 1,788,841 計画に基づき事業を実施する上小医療圏、上伊那

医療圏に対して支援します。
（事業実施期間：平成21年度～25年度）

【平成23年度実施事業】
 <上小医療圏> 

 　・成人初期救急医療体制の整備　等

 <上伊那医療圏>
　・伊那中央病院の三次救急医療体制の整備
　・昭和伊南総合病院の地域医療支援リハビリテー

医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 577,935 ] 　・辰野総合病院の移転新築　等
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善
医療施設・設備整備事業費 1,717,274 及び医療施設の耐震化を図るため、病院の施設、設

備の整備を支援します。

医療推進課 ・ 施設整備（医療施設耐震化含む)
 FAX 026-223-7106 　 病院、看護専門学校 15 か所
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 設備整備
健康長寿課    病院、診療所、看護専門学校 12 か所
 FAX 026-235-7170 [ 1,400,515 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業）

　　ションセンターの整備

　（地域医療再生基金活用事業）

 　・上田市産院の移転新築
   ・地域医療連携ネットワークシステムの構築

 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業）

512,300

健康福祉政策課県立病院機構連携室

 FAX 026-235-7161 [ 2,050,200 ]
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.lg.jp

県立阿南病院耐震化整備事業費

407,100

健康福祉政策課県立病院機構連携室

 FAX 026-235-7161 [ 58,900 ]
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.lg.jp

後期高齢者医療給付事業費 23,201,177

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7485 [ 21,979,649 ]
 E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp

　県民の高齢期における適切な医療の確保を図る
ため、後期高齢者医療制度の運営が適切かつ円
滑に行われるよう所要の施策を実施します。

　・療養の給付等に対する費用負担
　・低所得者等の保険料軽減措置に対する費用
　　負担
　・高額な医療費に対する費用負担
　・財政安定化基金への積立て　等

　長野県立病院機構が実施する阿南病院耐震化
整備工事に必要な資金を貸し付けます。

　・既存棟仮設工事、旧本館棟の一部解体工事
　・本館棟建設工事
　　　　　　　　　　（工期：平成21年度～25年度）

（長野県立病院機構施設整備
等資金貸付金）

県立こころの医療センター
駒ヶ根整備事業費
（長野県立病院機構施設整備
等資金貸付金）

　長野県立病院機構が実施するこころの医療セン
ター駒ヶ根整備の第２期工事に必要な資金を貸し
付けます。

　・第２期工事　デイケア棟、体育館等建設工事、
　　　　　　　　　 解体工事、外構工事
　　　　　　　　　（工期：平成22年度～23年度）

18 （健康福祉部－4）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

12,571,816

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7485 [ 11,901,300 ]
 E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp

　医療に必要な血液を献血により確保するため、
献血普及啓発事業費 4,894 各地域ごとの献血推進組織の活動を支援すると

ともに、広く県民に対し各種啓発活動等を実施し
ます。

薬事管理課 　特に将来を支える若年層献血者の確保を図る
 FAX 026-235-7398 [ 4,898 ] ため、高校等への協力依頼や新成人向けのキャ
 E-mail ｙａｋｕｊｉ@pref.nagano.lg.jp ンペーンを展開します。

　重篤救急患者の医療を確保するため、救命救急セ
救命救急センター運営事業 353,044 ンターの運営に要する経費に助成します。
補助金

・ 指定病院 ７病院（うち補助対象４病院）
医療推進課 ・ 補助率 2/3
 FAX 026-223-7106 [ 337,036 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

　市町村国民健康保険の財政の安定化を図るた
め、所要の施策を実施します。

　・低所得者等の保険料軽減措置に対する費用
　　負担
　・高額な医療費に対する費用負担
　・保険者（市町村）の財政調整に要する費用負担
　・特定健康診査・特定保健指導の実施に要する
　　費用負担

国民健康保険基盤安定化等
事業費

　救急搬送時間の短縮による救命率の向上、後遺症
ドクターヘリ運航事業費 316,534 の軽減やへき地における救急医療体制の強化等を

図るため、ドクターヘリの運航を支援します。

・ 基地病院 佐久総合病院
医療推進課 信州大学医学部附属病院
 FAX 026-223-7106 [ 188,846 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

　小児・周産期医療体制の維持・確保のため、医療
小児・周産期医療体制整備 328,034 施設の運営に要する経費に助成を行う等、所要の
事業費 施策を実施します。

・ 医療機関等への運営費補助
1 夜間の小児初期救急医療施設
2 小児救命救急センター

医療推進課 3 地域療育支援施設
 FAX 026-223-7106 [ 155,071 ] 4 周産期母子医療センター
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 小児救急電話相談事業の実施

新

19 （健康福祉部－5）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

精神科救急医療整備事業費 104,426

・ 精神科救急医療確保事業
　精神科救急病院の運営費への助成　等
　　　対象　17病院

健康長寿課 ・ 精神科救急情報センター事業
 FAX 026-235-7170 [ 65,734 ] 　 精神障害者等からの医療相談に24時間
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 体制で対応

保育対策等促進事業補助金 329,475

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　2/3
　・ 事業内容
　　１　特定保育事業 1 か所
　　２　休日保育事業 21 か所
　　３　病児・病後児保育事業 22 か所
　　４　認可化移行促進事業 1 か所
　　５　保育所分園推進事業 3 か所
　　６　保育所体験事業

こども･家庭課 　　７　認可外保育施設衛生対策事業 22 か所
 FAX 026-235-7390 ［311,145］ 　　８　保育環境改善事業
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　　９　延長保育促進事業 65 か所

23 か所

1 か所

多様化する保育ニーズ等に対応するため、市町
村が行う延長保育や病児・病後児保育等の保育
事業に対して助成します。

精神科救急医療を実施する医療機関等に対し助
成を行うなど、休日や夜間に緊急に医療を必要と
する精神障害者に対する医療体制を確保します。

675,440

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　  2/3

こども･家庭課 　・ 事業内容
 FAX 026-235-7390 ［671,210］ 　　１　放課後児童クラブの運営 か所
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　　２　放課後児童クラブの環境改善 9 か所

妊婦健康診査支援事業補助金 633,358

こども・家庭課 ・ 事業主体　　市町村
 FAX 026-235-7390 [ 591,944 ] ・ 補助率　　　　1/2
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

不妊治療費助成事業費 225,450

・ 助成内容　　　 
こども・家庭課
 FAX 026-235-7390 [ 167,400 ]
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環とし
て、妊娠を望み、体外受精・顕微授精による治療を
受けている夫婦に対し、その治療費の一部を助成
します。

１回15万円、１年度あたり２回（初年度のみ３
回）を限度とし、通算５年間で10回を超えない
範囲で助成

  妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図
るため、市町村が負担する妊婦健康診査に必要な
経費を助成します。

　（妊婦健康診査支援臨時特例基金活用事業）

放課後児童健全育成事業
補助金

287

放課後の児童の安全で健やかな居場所として、
市町村が行う放課後児童クラブの運営費等に対し
て助成します。

20 （健康福祉部－6）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

小児長期入院児等支援 6,282
事業費

・ 長野県長期入院児等支援対策協議会の開催
こども・家庭課 ・ 長期入院児等支援コーディネーターの配置
 FAX 026-235-7390 [ 6,114 ] ・ 地域長期入院児等支援連絡会の開催
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp ・ 関係者スキルアップ研修会の開催

64,899

(安心こども基金事業一部再掲）
　１　児童虐待対応職員研修事業

　２　児童虐待防止広報啓発事業

　３　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　４　　　児童相談システム導入事業

　児童虐待防止に関する県民意識の向上を
図るため、児童虐待防止推進月間を中心に広
報啓発活動を実施します。

　児童虐待の通告・相談のほか、ＤＶの通報や
相談に24時間・ 365日応じ、速やかに必要な
支援を行います。

　相談業務及び事務処理の効率化のため、児
童相談業務を総合的に扱うシステムを導入し

児童虐待の相談体制の強化により、児童虐待の
未然防止、再発防止を図ります。児童虐待防止強化事業費

　研修等の実施により市町村、児童相談所等
の関係職員の相談機能を強化します。

NICU（新生児集中治療室）等への長期入院児の
増加に伴い新生児搬送の受入れができない事態
が懸念されるため、長期入院児が適切な療育環境
へ移行できるよう支援を行います。

新

こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［37,154］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　安心こども基金活用事業）

392,047

　・ 移転先 旧公衆衛生専門学校
こども･家庭課 　・ 移転予定 平成23年度末
 FAX 026-235-7390 ［0］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　安心こども基金活用事業）

1,241,029

　１　民間保育所等の施設整備
　２　児童福祉施設職員等に対する研修事業
　３　地域子育て創生事業
　４　ひとり親家庭の就業支援
　５　児童養護施設等の緊急環境改善事業

　（安心こども基金活用事業）
こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［1,925,337］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 2,475千円を前倒しして計上しています。

安心こども基金事業費

（一部再掲）

子どもを安心して育てることができるよう、市町村
が行う子育て支援の取組や、児童養護施設が行う
児童の生活環境の改善等に対して助成します。

中央児童相談所の相談機能の強化と一時保護
された児童の処遇改善を早急に図るため、移転改
築を行います。

児童相談所移転改築事業費

童相談業務を総合的に扱うシステムを導入し
ます。

21 （健康福祉部－7）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

4,721

　１　子どもへの広報及びアンケート

　２　有識者会議の開催

こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［0］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（安心こども基金活用事業）

682,400

　・ 事業主体　市町村・広域連合
　・ 事業内容

健康長寿課 　　１　介護予防事業
 FAX 026-235-7170 ［688,072］ 　　２　包括的支援事業
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　　３　任意事業

53,560認知症対策総合推進事業費
認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮

らすことができるよう、医療・介護・福祉の充実と連

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を
推進するとともに、地域における総合的な相談・支
援体制等を強化するため、市町村等が行う地域支
援事業について、その費用の一部を負担します。

地域支援事業交付金

子どもの権利条例（仮称）制定
事業費

　県内の小、中、高校生を対象にした広報及
びアンケートを実施

　子どもに関わる様々な立場の関係者による
検討会を開催

子どもの権利条例制定に向けて、当事者である
子ども自身や関係者の意見を聴き、条例の方向性
や内容について検討します。

新

53,560

・ 認知症施策推進会議等の設置
　医療・介護・福祉等の代表者による推進会議
や部会による検討

・ 認知症疾患医療センターの整備
　２か所（中南信）→３か所（東信を追加）

・ 市町村における見守り活動の実施
　見守りネットワーク推進会議の開催や見守り

健康長寿課 協力員の育成
 FAX 026-235-7170 ［32,405］
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金

　　活用事業）

認知症対策総合推進事業費 らすことができるよう、医療・介護・福祉の充実と連
携による総合的な支援を行います。

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

8,994,811

１　創設、改築等
（老人福祉施設）

(安心こども基金事業一部再掲） 　・ 広域型特別養護老人ホーム等
　・ 認知症高齢者グループホーム等
（障害福祉施設）
　・ 障害者支援施設
　・ 障害者グループホーム
（児童福祉施設）
　・ 保育所
　・ 子育て支援センター
　・ 放課後児童クラブ室

　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、
　　安心こども基金活用事業）

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ２　耐震化・スプリンクラー整備
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp （老人福祉施設）

　・ 広域型特別養護老人ホーム等
健康長寿課介護支援室 （障害福祉施設）
 FAX 026-235-7394 　・ 障害者支援施設等
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp （児童福祉施設）

　・ 児童養護施設
障害者支援課 　・ 乳児院
 FAX 026-234-2369 （救護施設）
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 救護施設

こども･家庭課 　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、

2か所

137か所

15か所

1か所
3か所

1か所
8か所

9か所
1か所
2か所

社会福祉施設等整備事業
補助金

17か所
120か所

社会福祉施設等の創設・改築等や、耐震化・ス
プリンクラー整備に対して助成します。

こども･家庭課 　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、
 FAX 026-235-7390 ［8,677,847］ 　　社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　　活用事業）

4,217,594

　１　介護職員処遇改善交付金事業

　２　施設開設準備経費等支援特別対策事業

健康長寿課介護支援室
 FAX 026-235-7394 ［3,862,474］
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　（介護職員処遇改善等臨時特例基金活用事業）

22,879,804

　・ 介護給付費見込額

健康長寿課介護支援室 　 　・ 県負担割合　
 FAX 026-235-7394 ［21,945,146］
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

居宅サービス　12.5％
施設サービス　17.5％

市町村等保険者の介護給付等に要する費用の
一部を負担します。介護給付費負担金

1,568億9,670万4千円

介護職員処遇改善等臨時
特例基金事業費

　介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対
して助成

　介護施設を新規開設や増床する場合の準
備経費に対して助成

介護職員の処遇改善への取組や、介護施設の
開設準備に対して助成します。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

8,580,725

　１　自立支援給付事業
　・ 事業主体 市町村
　・ 負担率 1/4
　・ 主な事業 居宅介護事業

施設訓練等事業
グループホーム事業
更生医療給付事業

　２　市町村地域生活支援事業
　・ 事業主体 市町村
　・ 補助率 1/4以内
　・ 主な事業 日常生活用具給付等事業

移動支援事業

日中一時支援事業

障害者支援課 　３　障害児施設給付等事業
 FAX 026-234-2369 ［7,776,112］ 　・ 事業主体 県
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 負担率 1/2

2,143,164

　１　事業者に対する運営の安定化等を図る措置

障害者自立支援対策臨時
特例基金事業費

地域活動支援センター機能
強化事業

障害者自立支援法に基づく支援を円滑に行うた
め、利用者及び事業者への特別対策を実施しま
す。

自立支援給付費及び障害児施設に対する措置
費・給付費の負担を行うとともに、市町村が実施す
る地域生活支援事業に対し助成します。

障害者自立支援給付等
事業費

　１　事業者に対する運営の安定化等を図る措置
　・ 事業者報酬保障による運営の安定化
　・ 通所サービスの利用促進　等

　２　障害者自立支援法の円滑な実施に向けた措置
　・ 施設改修等の基盤整備
　・ 障害者の地域移行に向けた支援　等

　３　福祉・介護人材の処遇改善を図る措置

　（障害者自立支援対策臨時特例基金活用事業）
障害者支援課
 FAX 026-234-2369 ［1,876,850］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

217,753

　 　・ 配置者 障害児療育コーディネーター
障害者生活支援ワーカー
障害者就業支援ワーカー
障害者再チャレンジ支援ワーカー

障害者支援課 相談支援体制整備推進アドバイザー
 FAX 026-234-2369 ［216,206］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

障害者相談支援事業費

　・ 職員の処遇改善に取り組む事業者に対
　　する助成

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 1,000千円を前倒しして計上しています。

身体・知的・精神の３障害に対応する圏域ごとの
障害者総合支援センターにコーディネーター等を
配置し、障害者が安心して地域で暮らせるよう支援
を行います。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

52,065

　・ 工賃アップ推進員の配置
　・ 福祉就労コーディネーターの配置
　・ 民間の専門技能活用支援
　・ 施設外授産活動の促進

　・ 販売促進員の配置
障害者支援課 　・ インターネットを活用した販路拡大
 FAX 026-234-2369 ［54,686］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

37,828

　・ 退院支援コーディネーターの配置
　障害者総合支援センター　５か所

健康長寿課 　・ 普及啓発等の研修実施
 FAX 026-235-7170 ［38,054］
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

2,811
障害者に対する差別を禁止する条例の制定に向

けて、規定すべき内容の研究及び当事者等からの
意見集約を行います。

障害者差別禁止条例（仮称）
制定事業費

精神障害者退院支援事業費

　・ 工賃引上げ計画策定支援及び工賃倍増計画
　　 実践モデルの構築

地域の受入により退院可能な方に対し、コーディ
ネーター等が退院を支援します。

工賃倍増計画に基づき、障害者授産施設等の
受注業務の拡大等を支援し、障害者の収入の増
加を図ります。

福祉就労強化事業費

新

　・ 関係者による研究会の開催
障害者支援課 　・ 当事者、支援者、事業者等からの意見の集約
 FAX 026-234-2369 ［0］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

285,000

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［300,000］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

地域福祉総合助成金交付
事業費

　市町村が行う地域福祉の充実に資する次の事業
に対し助成します。

　　・ 事業主体　市町村
　　・ 補助率　　　1/2以内
　　・ 事業内容
    　１　安心生活支援事業
　　　　　宅老所の整備・防災機能の強化、高齢者
　　　　や障害者の住宅のバリアフリー化　等
　
　　　２　障害者支援事業
　　　　　心身障害児（者）の介護者の負担を軽減
　　　　するための一時的な預かりや余暇活動の
　　　　支援  等
　　　　　　　軽度・中等度難聴児の補聴器購入へ
　　　　　　の助成

　　　３　子育て支援事業
　　　　　児童クラブや低年齢児保育事業所の運
        営、施設の代替職員の雇用や認可外保育
　　　　施設の整備・運営　等

　　　４　市町村提案事業
　　　　　地域の実状に応じて実施する福祉施策に
        対する支援

意見集約を行います。制定事業費

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

10,074

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［11,363］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

福祉人材確保対策事業費 1,063,823
　福祉人材の確保・定着を促進するため、次の事
業を長野県福祉人材研修センター及び介護福祉
士養成校等において実施します｡

　１　福祉・介護施設における労働環境の整備
　　　研修等に参加する際の代替職員を確保し、福
　　祉・介護施設の職員の資質向上を図ります。
　　　（雇用基金活用事業）

　２　キャリアアップの仕組みの構築
　　　養成校等が実施する事業所向けのスキルアッ
　　プ研修への助成やキャリアパス構築への支援、
　　キャリア支援専門員による求職者の職場開拓等
　　を実施します。

　災害時住民支え合いマップづくりの支援などを通
じて進めている地域づくり活動に助成します。

　　・ 事業主体　長野県社会福祉協議会
　　・ 補助率　　  1/2以内
　　・ 事業内容
　　　１　地域づくり活動の中心となる人材の養成
　　　　　地域福祉ワーカー及び地域支え合い活動
　　　　協力員の養成研修の実施

　　　２　地域の支え合い活動の支援
　　　　　人口減少や高齢化が著しく進んでいる過
　　　　疎・中山間地域におけるマップづくり等の
　　　　支援

住民支え合い活動支援事業
補助金

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［659,868］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

　　を実施します。
　　　（障害者自立支援対策臨時特例基金
　　　  活用事業）

　３　多様な人材の参入の促進
　　　働きながらのホームヘルパー等の資格取得を
　　支援する介護雇用プログラムや就職希望者へ
　　の職場体験を実施するとともに、複数事業所が
　　連携して行う求人活動等への支援を行います。
　　　また、養成校等が実施する潜在的な有資格
　　者の再就業支援研修等への助成を実施しま
　　す。
　　　（一部　障害者自立支援対策臨時特例基金、
　　　 雇用基金活用事業）

　４　県福祉人材研修センターの運営
　　　社会福祉施設従事者に対する必要な知識や
　　専門技術に関する研修、無料職業紹介事業な
　　どを実施します。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

日常生活自立支援事業補助 57,143

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［55,771］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

女性保護事業費 26,100

　１　女性保護･相談事業

　（一部　雇用基金活用事業）
　２　ＤＶ被害者緊急避難支援事業

　ＤＶ被害者が、緊急時に安全に避難できる
場所を確保します。

ＤＶ（配偶者暴力）被害者などの相談や保護を行
い、自立に向けて支援します。

　要保護女子の相談、保護及び生活指導等を
行います。

　認知症高齢者や知的障害者の福祉サービスの
利用手続きの代行や日常的な金銭管理を行う事
業に助成します。

　・ 事業主体　長野県社会福祉協議会
　・ 補助率　    1/2以内
  ・ 事業内容
　１　福祉サービスの利用援助
　　　専門員による利用契約の締結及び生活支援
　　員による手続き代行・金銭管理
　２　権利擁護研修
　　　市町村、社会福祉協議会、地域包括支援セ
　　ンター、ＮＰＯ法人等の関係団体職員に対する
　　権利擁護研修会の開催
　３　成年後見制度移行支援
　　　成年後見制度移行の適否判断を行う審査会
　　の開催や、ケア会議等への専門家派遣

こども･家庭課 　３　人身取引被害者支援事業
 FAX 026-235-7390 ［26,800］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

52,641

　１　就業・自立支援センター事業

　２　職業能力開発事業

こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［37,448］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　安心こども基金活用事業）

ひとり親家庭就業・自立支援
事業費

　就業に向けた相談・支援を行うとともに、就業
に有利な資格等を取得するための講座を開催
します。

　職業能力開発のための講座を受講する者に
対する自立支援教育訓練給付金や、看護師
等の養成機関に修業する者に対する高等技
能訓練促進費の支給により、母子家庭の母等
の資格取得を支援します。

場所を確保します。

　人身取引被害者を保護し、関係機関との連
携により帰国を支援します。

母子家庭の母等の自立に向けて、就業支援を行
います。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

生活保護費 2,529,823

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［2,346,773］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

生活困窮者総合支援事業費 359,264

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［900,200］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

地域生活定着支援事業費 7,892

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［7,977］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

福祉医療費給付事業補助金 4,226,711
市町村が行う乳幼児等、障害者、母子家庭の母

子等及び父子家庭の父子の医療費自己負担分の

地域福祉課内に設置された「地域生活定着支援
センター」において、高齢又は障害を有するため
福祉的支援を必要とする刑務所等入所者に対し、
出所後直ちに必要な福祉サービスにつなげる準備
を行い、社会復帰及び再犯防止を支援します。

　離職者等の住宅や就労機会を確保するため、住
宅手当の支給や支援員による就労支援等を実施
します。
　（雇用基金活用事業）

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 593,304千円を前倒しして計上しています。

　１　生活保護費
　　　生活保護法による被保護世帯に対し、生活扶
　　助等を実施します。
　２　生活保護法第73条県費負担金
　　　居住地がないか又は明らかでない被保護者
　　について市が支弁した生活保護費のうち、４分
　　の１の費用を負担します。

福祉医療費給付事業補助金 4,226,711

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7485 [ 4,100,419 ]
 E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp

1,571

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 ［1,751］
 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

　医薬品、医療機器、医薬品等類似商品（いわゆる
医薬品等安全対策事業費 2,345 健康食品）等による健康被害を未然に防止するため、

薬局や医薬品販売業等への監視指導を行います。
薬事管理課 　医薬品等の正しい知識の普及を図るため、医療関
 FAX 026-235-7398 [ 2,007 ] 係者や地域住民の方に向けた研修会、講習会を開
 E-mail ｙａｋｕｊｉ@pref.nagano.lg.jp 催します。

1,121

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 ［0］
 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

食品の安全性を確保し、県民の食品に関する不
安を解消するため、食品安全・安心条例（仮称）制
定に向けた検討委員会を設置し検討を行います。

食品安全・安心条例（仮称）
制定事業費

食品の安全確保のための
自主管理体制強化事業費

食品の安全性を確保するため、食品検査の充
実・強化を図り、食品営業者の自主的衛生管理を
促進します。

　・規格基準のない食品の検査
　・検査結果に基づく食品事業者への自主管理
　　指導

子等及び父子家庭の父子の医療費自己負担分の
給付に対し助成します。

　・補助対象　市町村
　・補助率　　 1/2

新
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部　局　名 ： 環　境　部

地球温暖化対策事業費 75,742

４　　　ＥＶ（電気自動車）インフラ整備促進・カー
　シェアリング事業
　　ＥＶの普及促進を図るため、民間事業者等と連
 携し、インフラ整備等の協議・推進体制を構築す
 るとともに、一般開放用の充電設備の情報提供を
 行います。また、新たな利用形態としてＥＶのカー
 シェアリングを行いながら、環境学習会・地域イベ
 ントでの普及啓発等で活用します。

５　　　県有施設省エネ改修推進事業

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

１　　　地球温暖化対策戦略再構築事業
　　地球温暖化対策の見直し・再構築を行い、実効
 性の高い施策を展開するため、学識経験者等に
 よる温室効果ガス削減策及び新エネルギー活用
 促進策の検討や必要な調査を実施します。

２　信州エコポイント事業
　　家庭部門での温暖化対策を促進するため、県
 民の省エネ・エコ活動や省エネ設備機器購入など
 の温暖化防止行動に応じて特典が得られる信州
 エコポイント事業を実施します。

３　家庭の省エネ”見える化”事業
　　家庭部門の温室効果ガスの削減を図るため、
 省エネアドバイザーによる省エネ講習会や家庭の
 省エネ指導・診断を実施するとともに普及啓発を
 行います。

新

新

新

環境政策課
 FAX 026-235-7491 [ 46,918 ]
 E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

公共施設省エネ・グリーン化 165,830
推進事業費

・ 県　　　　　障害者福祉センター（サンアップル）
環境政策課 ・ 市町村　　５市町村（補助率10/10）
  FAX 026-235-7491 [ 156,313 ]
  E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp 　（グリーンニューディール基金活用事業）

５　　　県有施設省エネ改修推進事業
　　県有施設からの温室効果ガス排出削減を図る
 ため、松本文化会館の設備更新にあわせたESCO
 事業の導入や県有施設の省エネ改修について検
 討します。

　その他、「ストップ温暖化！減CO2（げんこつ）アク
ションキャンペーン事業」、「県下一斉ノーマイカー
通勤ウィーク事業」、「地球温暖化防止活動実践普
及事業」等の実施により、県民・事業者・行政等の
協働に基づく地球温暖化対策を推進します。

　（一部　雇用基金活用事業）

県及び市町村が率先して温室効果ガスの排出削
減を進めるため、公共施設における省エネ対策設
備の整備や太陽光発電の導入等を実施します。

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

省エネ対策支援事業費 97,159

環境政策課
  FAX 026-235-7491 [ 73,617 ]
  E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

信州クールアース推進調査
研究事業費 11,213

環境政策課
  FAX 026-235-7491 [ 9,422 ]
  E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

大気環境保全推進事業費 28,797

　（一部　雇用基金活用事業） 
水大気環境課
 FAX 026-235-7366 [ 22,439 ]
 E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

大気の常時監視を行い、大気汚染の状況を的確
に把握することにより、汚染物質による健康被害等
を未然に防止します。

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 35,450千円を前倒しして計上しています。

地球温暖化による県民生活や県内産業への影
響に対し適応策を講じられるよう、環境保全研究所
において、温暖化の実態把握や今後の予測に関
する調査研究、適応策構築手法を検討するととも
に、県民への情報提供や普及啓発を行います。

産業・業務部門の温室効果ガスの削減を図るた
め、中小企業者の行う省エネルギー対策に向けた
取組を支援します。

　 ・ 省エネ設備、太陽光発電等の導入補助
　 ・ 省エネ技術に優れたアドバイザーによる技術
　　  指導の実施
　 ・ 信州省エネパトロール隊の活動支援

　（一部　グリーンニューディール基金、雇用基金
    活用事業）

河川・湖沼・地下水水質保全 38,032
対策推進事業費

・
水大気環境課
 FAX 026-235-7366 [ 37,720 ] ・
 E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

合併処理浄化槽整備事業
補助金 179,645

生活排水課 ・ 事業主体 市町村
 FAX 026-235-7399 [ 189,050 ] ・ 補助率 事業費の公費負担分の1/3以内
 E-mail seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

生物多様性確保対策事業費 4,298

自然保護課
 FAX 026-235-7498 [ 3,637 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

２　ライチョウ保護ネットワーク事業
 　減少傾向にある本県の県鳥であるライチョウの保
 護を図るため、隣県とのネットワークを構築し、連
 携して対策を推進します。

３　　　生物多様性保全活動協働事業
　 生物多様性の保全に取り組む地域の団体と県が
 協働し、保護活動の充実を図ります。

河川等の水質汚濁を防止することを目的として、
市町村が実施する合併処理浄化槽整備事業に助
成します。

１　生物多様性地域戦略策定事業
 　本県の生物多様性の保全を図るため、基本とな
 る「生物多様性長野県戦略（仮称）」を策定します。

　河川・湖沼等の水質の汚濁状況を把握することに
より、人の健康等に及ぼす被害を未然に防止する
とともに、水環境を保全するための施策を実施しま
す。

主要河川・湖沼、河川上流域、水道水源ダム
湖及び地下水の水質常時監視
県内河川における水生生物保全に係る水質
環境基準の類型指定

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

希少野生動植物保護対策 4,169
事業費

・ 保護回復事業計画の策定
・ 希少野生動植物保護監視員の委嘱

自然保護課 ・ 希少野生動植物に関するデータの整理
 FAX 026-235-7498 [ 2,470 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

自然公園施設等整備事業費 7,032

自然保護課
 FAX 026-235-7498 [ 10,568 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

資源循環システム構築事業費 1,538
１　「食べ残しを減らそう県民運動」推進事業
　 食品残さ（生ごみ）の発生抑制を図るため、事業
 者に対する協力店の募集を行うとともに、家庭や
 学校において食べ残しを減らす取組を促進します。

２　産業廃棄物３Ｒサポート事業
　 産業廃棄物の発生抑制、資源化及び適正処理
 を推進するため、先進的事例・技術の普及を図る
 とともに、減量化に取り組む事業者を支援します。

　（一部　雇用基金活用事業）

自然公園等における自然環境の保全と安全で快
適な利用を図るため、老朽化した橋梁や歩道など
の県有施設の改修・補修等を行います。

希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事
業計画の策定を進め、市町村、ＮＰＯ、民間団体等
の幅広い連携により、実効性のある保護対策に取
り組みます。

廃棄物対策課
 FAX 026-235-7259 [ 1,473 ]
 E-mail haikibut@pref.nagano.lg.jp

廃棄物監視指導事業費 61,951

・

・
・

・

廃棄物監視指導課
 FAX 026-235-7259 [ 69,739 ]
 E-mail kanshi@pref.nagano.lg.jp

県職員による不法投棄防止のための夜間パト
ロールの実施
隣接県や関係自治体との廃棄物不適正処理
防止のための合同車両点検実施など広域連
携の推進

　（一部　グリーンニューディール基金、雇用基金
　  活用事業）

監視指導体制を強化し、廃棄物の適正処理を推
進するとともに、不法投棄の未然防止、早期発見
及び適正な対応を図ります。

産業廃棄物排出事業者及び処理業者等への
立入検査及び指導の実施
廃棄物指導員、不法投棄監視連絡員の配置

３　信州リサイクル製品認定事業
　 県内で発生した循環資源を利用して製造された
 リサイクル製品を認定するとともに、認定製品の率
 先利用の推進と県民・事業者への普及を図ります。

４　「レジ袋削減県民スクラム運動」推進事業
　 事業者、消費者団体、県の３者が協定を締結し、
 連携・協力してレジ袋削減の取組を推進します。

５　きれいな信州環境美化運動推進事業
　 地域、市民団体、学校、企業、行政等多様な主体
  が実施している環境美化活動の取組の輪を広げま
　す。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

信州環境フェア負担金 1,800

環境政策課
 FAX 026-235-7491 [ 1,800 ]
 E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

補助公共事業費
補助公共事業費 4,254,300

債務負担行為
(4,081,100)

生活排水課
 FAX 026-235-7399 [ 4,301,225 ]
 E-mail seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費
県単独公共事業費 33,390

生活排水課
 FAX 026-235-7399 [ 37,100 ]
 E-mail seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

区　　　分 予算額（千円）
下　　水　　道 33,390

農業集落排水 150,000
計 4,254,300

区　　　分 予算額（千円）
下　　水　　 道 4,104,300

持続可能な社会の実現に向けて、県民・事業者・
ＮＰＯ・行政が相互の理解と協力のもと、環境に配
慮したライフスタイルを確立する契機とするため、経
済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催しま
す。
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部　局　名：　商工労働部

（千円）

信州経済戦略会議開催 3,865
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 0 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

産学官連携推進事業費 85,123

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 109,821 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

地域資源製品開発支援 24,011
センター事業費

ものづくり振興課

中小企業等が地域資源を活用して行う製品開発
を企画段階から一貫して支援します。

　　・デザイナー等の専門家による相談・助言
　　・新製品開発塾の開催
　　・消費者モニタリングの実施
　　・新製品開発支援コーディネーターの配置

産学官が連携して支援体制の整備や研究開発
事業の支援を行うことにより、活力あるものづくり産
業の振興を図ります。

　・(財)長野県テクノ財団に対する支援
　・知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)に対する支援
　・中小企業と大学等研究機関による研究開発を
　　支援

　（一部　雇用基金活用事業）

活力ある長野県経済の確立を目指して、中長期
的な視点から官民一体となって幅広い議論を行う
会議を開催します。

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

新
ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 18,719 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

地域資源活用型 24,978
健康食品づくり促進事業費

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 29,549 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

アジア圏市場展開戦略 37,892
ビルドアップ支援事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 0 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

ＩＴ活用海外市場開拓事業費 4,383

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 0 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

生産財の海外への販路拡大を図るため、イン
ターネットを活用した新たな市場開拓を支援しま
す。

　　・海外向けネット取引に関する相談・助言

　（雇用基金活用事業）

高い成長が見込まれるアジア圏市場への県内企
業による販路開拓等を促進するため、市場展開を
促す支援員を配置するとともに、海外展示・商談
会への出展を支援します。

　（雇用基金活用事業）

産学官連携体制を構築し、地域の農水産物の
機能性を究明するとともに、これらを活用した高付
加価値加工食品の新商品化を支援します。

　（雇用基金活用事業）

　　・新製品開発支援コーディネーターの配置
　
　（一部　雇用基金活用事業）

新

新

33 （商工労働部－1）



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

インターネット活用型 15,300
販売促進支援事業費

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 18,300 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

県産品の都市圏販路拡大 17,252
事業費

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 19,500 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

10,645

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 3,525 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

マーケティング支援センター 82,899
県内中小企業のマーケティング力の強化を図る

ため、販路開拓や受発注取引を支援します。

コンビニエンスストア内
アンテナショップ開設・運営
事業費

大都市圏のコンビニエンスストア店内に「長野県
アンテナショップ」を開設し、県産品の認知度向上
や消費拡大を図ります。

なお、東京に加え、新たに名古屋にアンテナ
ショップを設置します。

県産品の消費拡大と販路拡大を促進するため、
大都市圏で加工食品や農林水産物、地域資源活
用・農商工等連携により開発された県産品の展示
商談会及び展示・販売会を開催します。

なお、東京に加え、新たに名古屋での展示商談
会を開催します。

県産品の認知度向上と販路拡大を図るため、新
規ネットショップの開店促進と既存ネットショップの
レベルアップを支援します。

　　・ネットショップ開設に関する相談・助言

　（雇用基金活用事業）

マーケティング支援センター 82,899
事業費

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 87,610 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

企業誘致強化推進事業費 1,288,182

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 1,610,319 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

金融円滑化支援事業費 71,174,364

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 82,607,965 ]
 E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

企業活動に必要な資金を円滑に供給することに
より、安定した経営を支援します。
　
　　・中小企業融資制度資金
　　　　金融機関、信用保証協会等と協調し、中小
　　　企業者に低利な資金をあっせんするととも
　　　に、信用保証料の一部を補助
       （融資目標額1,000億円）
　　・国の地域再生利子補給制度を活用し、県内
　　　の設備投資を支援

雇用確保や地域経済の活性化を図るため、もの
づくり産業応援助成金等を見直します。

また、県営産業団地に新たな分譲方式を導入
し、立地を促進します。

　　・リース制度及びオーダメイド分譲方式の導入
　　・不動産取得税課税免除等の期限延長
　　・ものづくり産業応援助成金の拡充

　（一部　雇用基金活用事業）

ため、販路開拓や受発注取引を支援します。

　　・マーケティングに関する相談・助言
  　・提案営業型キャラバン隊の実施
　　・国内外展示会等への出展支援

新

新

34 （商工労働部－2）



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

工業技術総合センター 97,837
設備拡充強化事業費

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 0 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

小規模事業経営支援 2,404,642
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 2,426,170 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

中小企業連携組織支援 186,526
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 187,871 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

産業人材育成支援センター 46,527
事業費

県内産業界に必要な人材の育成・確保、また、
県民のライフステージに応じたキャリア教育などに
ついて、関係団体等で構成する「産業人材育成支

中小企業の連携組織の育成及び運営を支援
し、経営基盤の強化を図ります。
　

商工団体の機能強化と小規模企業支援策の改
革を推進し、商工団体の総合的なレベルアップを
通じて、小規模事業者の改善発達を支援します。
　

高機能かつ高精度な測定・分析機器を整備し、
県内企業の技術力の高度化や成長が見込まれる
産業分野への進出を支援します。

事業費

人材育成課
 FAX 026-235-7328 [ 57,604 ]
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

技能五輪全国大会・アビリン 93,967
ピック開催事業費

人材育成課技能五輪・アビリンピック室

 FAX 026-235-7256 [ 64,344 ]
 E-mail nagano-skills@pref.nagano.lg.jp

工科短期大学校・技術専門校 1,588,311
運営事業費

人材育成課
 FAX 026-235-7328 [ 1,562,126 ]
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

新規学卒者・離転職者等に対し、就業に必要な
知識・技能・技術を習得するための職業訓練を実
施します。

　（一部　雇用基金活用事業）

平成24年に開催する技能五輪全国大会及びア
ビリンピックに向け、関係機関と連携し、選手育成
や大会運営の推進に取り組みます。

　（一部　雇用基金活用事業）

ついて、関係団体等で構成する「産業人材育成支
援ネットワーク」と一体となって総合的に人材育成
の支援を図ります。

　　・産業人材カレッジ(スキルアップ講座)の開催
　　・信州ものづくりマイスター事業
　　　　 高校生を対象に、マイスター（信州の名工）
　　　が技能の実演等を行う講座を開設
　　・産業人材育成支援ネットワークの運営

新

35 （商工労働部－3）



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

民間活用委託訓練事業費 440,535
（工科短期大学校・技術専門
校運営事業費　一部再掲）

人材育成課
 FAX 026-235-7328 [ 433,376 ]
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

商店街にぎわい再生 78,265
パッケージ事業費

　　・高齢買物弱者支援モデル事業
　 商店街や市町村等が連携して行う買物環境
改善策を支援

　　・商店街実態調査
産業政策課 　　・街なか創業塾設置事業
 FAX 026-235-7496 [ 77,871 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

ジョブカフェ信州運営事業費 60,461
若年失業者、フリーター、学生等に対し、キャリア

コンサルティング、情報提供、職業紹介の各サー
ビスをワンストップで提供するとともに、就労体験を
実施します。

また、離職を余儀なくされた求職者等に対し、緊
急雇用相談を実施し、雇用不安の解消を図りま
す。

後継者不足等による商店の廃業やモータリゼー
ションの進展による消費者行動の広域化等が原因
で進んでいる中心市街地の空洞化に対応するた
め、魅力ある商店街づくりに向けた総合的な対策
を講じます。

離転職者や若年者等の多様な職業能力開発
ニーズに対応するため、専修学校等の民間教育
訓練機関を活用し、就業に必要な職業訓練を実
施します。

新

新

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 60,909 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

緊急求職者サポートセンター
運営事業費 52,782

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 50,124 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

新卒未就職者等人材育成
事業費 452,003

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 833,384 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

障害者就業支援事業費 96,452

人材育成課
 FAX 026-235-7328
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp
労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 87,467 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

障害者の雇用の拡大を図るため、きめ細かな職
業相談、求人開拓、職業紹介などを実施するとと
もに、職業能力開発の機会を拡大するため、障害
者に応じた訓練をNPO法人や民間教育訓練機関
等へ委託し、就業支援の拡充を図ります。

　（一部　雇用基金活用事業）

未就職の高校卒業者等を対象に、民間企業で
就労しながら必要な知識や技能を習得するための
職場実習等を企業や経済団体と連携して実施し
ます。

　（雇用基金活用事業）

離職を余儀なくされた求職者等を対象に、生活・
就労相談支援と、国（ハローワーク）が行う職業相
談・職業紹介を一体的に実施します。

　（雇用基金活用事業）

す。

　（一部　雇用基金活用事業）

36 （商工労働部－4）



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

Ｕ・Ｉターン促進事業費 38,422

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 13,293 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

雇用創出関係基金事業費 4,137,704

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 4,083,350 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

パーソナル・サポート・モデル 72,096
事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 0 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働相談事業費 10,561
労使間のトラブルを円滑に解決するため労働相

談を実施します。

　　・労働相談員による労働相談

就労を希望しながら複数の問題を抱える者に対
し、制度を横断した相談と各種支援策のコーディ
ネートをきめ細かく行うパーソナル・サポート・サー
ビスをモデル的に実施します。

　（雇用基金活用事業）

ふるさと雇用再生特別基金及び緊急雇用創出
基金を活用して、離職を余儀なくされた失業者等
に雇用機会を創出するための事業を実施します。

　（雇用基金活用事業）

Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催や求人情報の提
供などを通じ、県外からの就職促進を図ります。

また、県内企業の人材確保を図るため、県外大
学等と連携し、県出身学生のＵターン就職を支援
します。

　（一部　雇用基金活用事業）

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 10,584 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

仕事と家庭両立支援推進 12,351
事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 12,046 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

仕事と家庭を両立しながら働くことのできる職場
環境づくりを推進するため、企業の取組を支援し
ます。

　　・アドバイザーによる企業訪問
　　・子育て支援に取組む企業の表彰
　
　（一部　安心こども基金活用事業）

　　・労働相談員による労働相談
　　・弁護士、社会保険労務士、産業カウンセラー
    　による専門的な労働相談

37 （商工労働部－5）



部　局　名 ： 観　光　部

15,000

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

スノーリゾート信州構築事業費 31,506

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 30,333 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港と連携した 4,133
周遊観光推進事業費

観光振興課

信州まつもと空港から定期便が就航している福
岡で長野県の観光ＰＲを行うことにより県内観光地
の認知度アップと本県への誘客拡大を図ります。

　　・誘客イベントの開催

平成24年1月に迎える長野県スキー発祥100周
年をスキー人口拡大の大きな好機と捉え、県内ス
キー関係者と一体になったプロモーションを行うと
ともに、スキー場経営の体質強化に向けた支援を
行います。

　　・長野県スキー発祥100周年プロジェクト
　 　　 100周年記念式典や首都圏、県内スキー場
　　　等でのイベントの実施
　　・スキー場経営支援会議

　「未知を歩こう。信州2011」
観光キャンペーン実施事業費

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

平成22年度の信州デスティネーションキャンペー
ンを契機とした地域の取組をさらに発展させ、「宿
泊滞在型」、「県内周遊型」観光の進展を図るた
め、「未知を歩こう。信州」をテーマに県内全域を対
象とする観光キャンペーンを実施します。

　　・誘客宣伝事業
　　・受入体制整備事業

新

新

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

北陸新幹線延伸対策事業費 8,000

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoki@pref.nagano.lg.jp

観光誘客促進事業費 11,709

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 24,473 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

697

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 1,631 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

「さわやかに もてなそう」
県民運動事業費

平成22年度から開始したおもてなしに関する県
民運動を引き続き展開し、訪れた観光旅行者を温
かく受け入れる環境づくりを推進します。

　　・おもてなし研修会への講師派遣
　　・観光地美化活動の実施

自然環境豊かな信州へ一人でも多くのお客様に
お越しいただき、お客様が「もう一泊」「もう一か所」
と思われるように、新たな旅の魅力づくりと情報発
信を行い、県内への誘客を促進します。

　　・旅行商品開発・商品化
　　・県内周遊促進事業

平成26年度の北陸新幹線長野・金沢間開業に
向けて、市町村、観光事業者、経済団体等官民が
連携し、北陸地域からの観光客誘致や県内の受
入体制の整備を行い、広域観光の促進を図りま
す。

　　・新幹線沿線地域観光連携会議の開催
　　・北陸地域の観光動向・意向の調査、誘客促進
　　・新幹線延伸に向けた観光振興の気運醸成

　（雇用基金活用事業）

　　・誘客イベントの開催
　　・商談会の開催

新

新

新

38 （観光部－1）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

63,227

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 78,103 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

信州登山案内人制度の 192
再構築事業費

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoki@pref.nagano.lg.jp

54,261
訪日外国人旅行者を県内へ積極的に誘致する

ため、中国をはじめ東アジアや東南アジア、冬季
観光客を主なターゲットに誘客活動を強化するとと
もに、受入環境の整備を促進します。

　１　 外国人旅行者の誘致推進
　　　 本県の強みである山岳景観、スキー、教育
　　旅行などを生かした誘客を展開
　
　２　 外国人旅行者受入地域促進モデル事業
　　　 モデル観光地区を指定し、受入環境の整備

外国人旅行者戦略的誘致
推進事業費

「長野県山岳ガイド資格制度のあり方等に関する
研究会」の報告を踏まえ、新たな山岳ガイド資格制
度を構築するため、作業部会において新たな試験
制度の再設計を行います。

　　・信州登山案内人試験再設計作業部会の開催

地域の観光事業者、関係団体及び地域住民等と
連携・協働して、温泉地やスキー場地区の再生に
意欲的に取り組む市町村に対し、県がモデル地区
を指定して支援することにより、温泉宿泊者やス
キー場利用者等の増加を図ります。

　　・補助対象　市町村
　　・事業主体　観光地再生協議会
　　・補助率   　1/2以内

温泉地・スキー場地区再生
モデル事業費

新

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 28,758 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

中国河北省経済交流推進 2,400
事業費

国際課
 FAX 026-232-1644 [ 2,800 ]
 E-mail kokusai@pref.nagano.lg.jp

観光事業者経営力強化支援 684
事業費

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [ 684 ]
 E-mail kankoki@pref.nagano.lg.jp

2,899

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

平成22年度の信州デスティネーションキャンペー
ンを契機に、各地域で掘り起こしに努めた「未知な
る観光資源」の魅力をさらに向上させるため、地域
の意欲的、先進的な取組を支援します。

観光資源ブラッシュアップ
事業費

観光産業の活性化に向け、観光事業者、特に宿
泊施設経営者の経営力強化を図るため、研修講
座を開催します。
　
　　・旅館経営者向け研修講座の開催

本県の友好提携先である中国河北省との経済交
流を更に推進するため、トップセールスによる観
光・農業の分野における誘客促進、販路拡大を図
ります。

　　・観光・特産品現地プロモーション（仮称）
　　　の開催

　　　 モデル観光地区を指定し、受入環境の整備
　　を促進
　　 ・事業主体　関係者が設立する協議会
　　 ・補助率　　 1/2以内

新

39 （観光部－2）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

信州「食」の魅力向上事業費 676

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 26,003 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

4,255

観光振興課 　　・長野県移住・交流推進本部の設置
 FAX 026-235-7257 [ 4,230 ] 　　・二地域居住・移住の促進
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp 　　・相談会等の開催、ＰＲ

国際人材・活動基礎調査 937
事業費

国際課
 FAX 026-232-1644 [ 0 ]
 E-mail kokusai@pref.nagano.lg.jp

県内で国際交流活動を行っている人材や団体の
活動状況について調査し、（財）長野県国際交流
推進協会のネットワークを強化するとともに、外国
籍県民の参画による国際化施策の推進を図りま
す。

　　・国際人材・活動基礎調査
　　・外国籍県民意見交換会の開催

本県で「田舎暮らし」を希望する都市圏生活者
を、官民が一体となって長野県に呼び込むため、
都市と農村との交流を促進して、地域の活性化を
図ります。

田舎暮らし「楽園信州」創造
事業費

宿泊滞在型観光の促進、国内競争力の強化を
図るため、観光旅行者の満足度を高める観点から
宿泊施設の「食」の魅力づくりを図ります。
　
　　・食の魅力づくり実践講座の開催

新

新

40 （観光部－3）



部　局　名 ： 農　政　部

環境にやさしい農業総合対策 34,067
事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 41,357 ] 　・事業主体 　市町村、農業団体等
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp 　・補助率 　1/2以内

環境保全型農業直接支払 13,400
事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 8,250 ] 　・事業主体　　　市町村、協議会、農業者等
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp 　・補助率 　定額

農地・水保全管理支払事業費 205,394

１　共同活動支援交付金
２　向上活動支援交付金
　　農道、用水路等の更新

農地整備課
 FAX 026-233-4069 [ 142,955 ] ・事業主体 市町村、協議会、集落等

環境と調和のとれた農業を促進するため、地球
温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農
活動等に取り組む農業者等を支援します。

農村地域の環境を保全するため、地域ぐるみで
行う農道や用排水路の適切な保全管理を行う共同
活動と、農業用施設の長寿命化のための向上活
動を支援します。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

環境と調和のとれた農業を促進するため、エコ
ファーマーの育成や環境にやさしい農産物認証の
拡大を図るとともに、環境に配慮した農業管理の推
進及び有機農業に取り組む生産者を支援します。

新

 FAX 026-233-4069 [ 142,955 ]
 E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp

野生鳥獣被害総合対策 790,837
事業費

農業技術課 　・事業主体 　市町村、市町村協議会等
 FAX 026-235-8392 [ 349,831 ] 　・補助率 　1/2以内、定額
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

中山間地域農業直接支払 1,253,669
事業費

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 2,138,151 ] 　・事業主体 　協定締結集落、市町村
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp 　・交付率 　定額

遊休農地活用総合対策 6,270
事業費

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 12,148 ] 　・事業主体 　県、市町村、農協、農業者組織等
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp 　・補助率 　１/２以内、定額

遊休農地解消のための推進活動や遊休農地の
農業上の利用、多面的機能の増進など地域の実
情に応じた解消・活用に向けた取組を支援しま
す。

中山間地域において、耕作放棄地の発生を防止
し、農業・農村の持つ多面的機能を確保するた
め、集落の話し合いに基づく自律的かつ継続的な
農業生産活動を支援します。

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、被
害地域への支援体制を整備し、侵入防止柵設置
や集落の環境整備等の地域ぐるみによる被害対
策を総合的に支援します。

また、新たな課題に対応するため、対策技術の
研究開発や現地実証を行います。

　（一部　雇用基金活用事業）

・事業主体 市町村、協議会、集落等
・交付率 定額

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新規就農支援関連事業費 259,893

１　就農サポート事業
２　信州農業入門事業
　　信州農業体験会、信州農業ゼミの開催

農村振興課 ３　農業雇用支援事業
 FAX 026-235-7483 [ 84,115 ] ４　新規就農里親支援事業
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp

農業者戸別所得補償制度 316,000
推進事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392 　・事業主体 　県、市町村等
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp [ 0 ] 　・補助率 　定額

食品産業タイアップ産地育成 58,566
事業費

農業政策課農産物マーケティング室

農業技術課 　・魅力発信コーディネーターの配置
園芸畜産課 　・契約取引等の情報管理支援員の配置
 FAX 026-235-8392 　・契約生産のための産地づくり支援員の配置

これまでの市場流通に加え、顧客との契約取引
に対応できる産地を創出し、本県農業の生産力強
化を図るため、産地の魅力発信や顧客との契約取
引の推進及び生産体制づくりを支援します。

　(一部 安心こども基金､雇用基金活用事業)

平成23年度から本格実施される農業者戸別所得
補償制度を推進するため、市町村等が行う普及推
進、対象作物の生産数量目標の設定及び作付面
積の確認等の取組を支援します。

新規就農者の確保・育成に向け、県外向けの就
農相談や農業体験会など受入活動の充実を図る
とともに、段階に応じた研修を実施し、地域の受入
体制を強化します。

新

新

新

 FAX 026-235-8392 　・契約生産のための産地づくり支援員の配置
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp [ 0 ]

「果樹農業振興戦略」推進 38,420
事業費

　１　県オリジナル品種長期出荷体制確立事業
　２　りんごフェザー苗供給体制構築事業

園芸畜産課 　３　果樹産地戦略総合サポート事業
 FAX 026-235-7481 [ 0 ] 　４　果樹園地継承円滑化モデル事業
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp

強い園芸産地育成事業費 47,500

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 　・事業主体 　市町村、営農集団等
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp [ 47,500 ] 　・補助率 　１/２以内

野菜等価格安定対策事業 314,563
補助金

債務負担行為
( 357,500)

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 688,058 ] 　・事業主体 　(財）長野県野菜生産安定基金協会
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　・補助率 　定額

農家の経営安定と野菜等の安定供給を図るた
め、価格低落時に価格差補給交付金等を交付す
るための資金造成を支援します。

　（一部　雇用基金活用事業）

県オリジナル品種の拡大や実需者と結びついた
産地育成などを通じ、競争力の高い園芸産地を育
成するため、種苗導入や施設・機械等の整備を支
援します。

　（雇用基金活用事業）

生産力の減少が著しい果樹農業を再構築するた
め、県オリジナル品種の新たな出荷時期への挑戦
やりんご新わい化栽培の普及、果樹園地の円滑な
継承等を支援します。

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

地域畜産活性化支援事業費 12,220

　・農商工連携畜産経営研修会の開催
園芸畜産課 　･畜産経営コーディネーターの設置
 FAX 026-235-7481 [ 0 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

口蹄疫等家畜伝染病危機管理 14,177
体制強化事業費

園芸畜産課 　・獣医師の確保と防疫演習の実施
 FAX 026-235-7481 [ 0 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

学校給食県産農産物利用促進 45,286
事業費

農業政策課 　（雇用基金活用事業）
 FAX 026-235-7393 [ 32,635 ]
 E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp

学校給食関係者（調理場、納入業者等）と農産
物生産者・生産者団体等を結びつけるコーディ
ネーターを県内５地域及び県庁に配置し、学校給
食における県産農産物の利用促進を図ります。

口蹄疫侵入防止の強化と万一発生した場合の初
動防疫を迅速に実施するため、必要な人員及び
資材の確保等を行います。

家畜の生産性と畜産農家所得の向上を図るた
め、消費者の志向に対応した家畜生産を行うため
の研修会や、遊休畜舎等の活用を図るためのマッ
チングを行います。

新

新

子ども農業体験活動支援 1,399
事業費

　・子ども農業体験活動実施団体のネットワーク化
　　の推進
　・新たな取組団体への活動支援

農業政策課
 FAX 026-235-7393 [ 0 ]
 E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp

長野県原産地呼称管理制度 9,232
運営事業費

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 9,932 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

信州農産物販売促進事業費 10,254

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

農業技術課 ・シナノゴールド欧州商業栽培許諾の推進
 FAX 026-235-8392 [ 2,920 ] 　（イタリア）
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp ・県外市場トップセールス（関西、東京）

大消費地や海外において県産農産物の認知度
向上を図り、販売促進につなげるとともに、県育成
品種の海外での知的財産権の活用を図るため、知
事自ら国内外でトップセールスを展開します。

信州農産物のブランド化を図るために創設した、
長野県原産地呼称管理制度の運営やＰＲを行いま
す。

年間を通じた農業体験により、食を大切にする心
や自ら汗して働く大切さ、農作業の楽しさなどを学
ぶ「体験的食育」を推進します。

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

信州食材マーケット創出事業費 25,081

　１　信州オリジナル食材取扱店舗登録促進事業
　２　信州マーケット設置事業

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 25,650 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp 　（一部　雇用基金活用事業）

農業農村ビジネス推進事業費 1,514

　・農業・農村ビジネスの定着促進
農業政策課農産物マーケティング室 　・アグリビジネス商品づくり支援
 FAX 026-235-7393 [ 2,176 ] 　・観光農業の取組推進
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

補助公共事業費
補助公共事業費 8,633,879

債務負担行為
(400,000)

農地整備課
 FAX 026-233-4069 [ 9,598,902 ]
 E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp

防　　　　 災 2,932,040  
計 8,633,879  

区　　分 予算額　（千円）
生 産 基 盤 3,635,310  
農 村 整 備 2,066,529  

消費者の価値観の変化やニーズの多様化など
に対応し、収益性の高い農業をつくるため、６次産
業化の推進や企業感覚を有する経営体を育成し
ます。

県内外において信州産農産物・加工品の認知度
向上と販売促進の取組を強力に推進します。

　・首都圏の量販店や高級スーパーへの
　　アンテナ売場の設置

 E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費
県単独公共事業費 326,648

農地整備課
 FAX 026-233-4069 [ 398,620 ] 　※このほかに、平成22年度１月補正予算において
 E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp 　 　86,500千円を前倒しして計上しています。

防　　　　 災 174,057  
計 326,648  

区　　分 予算額　（千円）
生 産 基 盤 61,591  
農 村 整 備 91,000  
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部　局　名 ： 林　務　部

県有林オフセット・クレジット 3,650
創出事業費

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [0]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

みんなで支える森林づくり 9,991
推進事業費

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [8,178]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

森林施業集約化基礎データ 35,209
収集事業費

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [0]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

森林整備を効率的に行うため、森林の基礎デー
タとなる県内の個人有林等の公図及び登記の情報
を取得し、森林の地番・所有者情報の整備を図りま
す。

　（雇用基金活用事業）

みんなで支える森林づくり県民会議及び地域会
議を開催し、地域の要望の集約や事業実施後の
成果の検証等を行います。

また、森林づくり県民税活用事業の内容や効果
等について情報発信するとともに税に対する県民
アンケート調査を実施します。
　
 （森林づくり県民税基金、雇用基金活用事業）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

県有林の森林整備により達成される二酸化炭素
吸収量について、環境省のオフセット・クレジット制
度による認証を受け、企業等へ販売可能なクレジッ
トを取得します。

新

新

  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

林内路網整備指針作成事業費 5,542

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

地域木材産業連携強化事業費 438

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

信州の木ブランド強化促進 1,815
事業補助金

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

消費者に信頼される県産材製品を供給するため
に、品質確保の体制強化と消費者にわかりやすい
情報の提供など品質の確かな県産材製品のブラン
ド化を促進する取組に対して助成します。

　・事業主体　　信州木材認証製品センター
　・補助率　　　 1/2以内

地域の木材産業の関係者が連携し、品質の確か
な製品を安定的に供給するための加工体制につ
いて構想を策定します。

　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

林地の保全と生産性の向上を図るため、地形、
地質等における県内の地域特性や、効率的な木
材搬出の作業システムを考慮した森林内の作業
路、作業道等の路網整備の指針を策定します。

　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

新

新

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

地球温暖化防止木材利用 1,133
普及啓発事業費

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

信州の木と住まいの総合対策 45,850
事業費
（信州の木活用促進支援事業
補助金）

[0]
信州の木振興課
  FAX　026-235-7364
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

間伐材利用の環モデル事業 3,000
補助金

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [2,500]

地域の関係者が協定を結び、安定的に間伐材を
利用する仕組みをつくるとともに、新たに間伐材利
用者の使途に応じて選別を行い流通させる仕組み
づくりに対して助成します。

　・事業主体　　森林組合、林業事業体等
　・補助率　　　 10/10以内

品質の確かな県産材を使用した住宅・建築物の
整備費や住宅部材の説明会等に要する経費に助
成を行うことにより、県産材の利用を促進します。

　・事業主体　　信州木材認証製品センター
　　　　　　　      長野県森林整備加速化・林業再生
　　　　　　　　　  協議会
　・補助率　　　 10/10以内

　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

二酸化炭素を吸収し炭素として固定している木
材を利用することに対する環境貢献度を定量的に
評価する仕組みづくりを行い、県産材の利用を促
進します。

　（森林づくり県民税基金活用事業）

新

新

  FAX　026-235-7364 [2,500]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

地域森林計画樹立事業費 60,209

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [31,119]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

森林整備地域活動支援事業費 113,829

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [131,350]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

信州森の小径整備事業費 3,500

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [8,240]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

森林の癒し機能を積極的に活用することで都市
と農山村の交流を進め、山村地域の活性化を図る
ため、森林内の歩道や周辺施設の整備に対して助
成します。

　・事業主体　　市町村
　・補助率　　　 5/10以内

持続的な森林経営及び計画的な間伐実施のた
めの森林経営計画の作成、間伐等施業の集約
化、森林作業道の保守・点検に対して支援します。

　・事業主体　　市町村
　・補助率　　　 3/4以内

　（森林整備地域活動支援基金活用事業）

地域の特性に応じた森林整備方針や保全の方
法を明らかにするため、森林法に基づき地域森林
計画を樹立し、県の森林施策を計画的に行いま
す。

　（一部　雇用基金活用事業）

　（森林づくり県民税基金活用事業）

46 （林務部－2）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

集落ぐるみの捕獲促進事業費 745

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [542]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

個体数調整捕獲報奨金 16,350

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [11,100]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

有害鳥獣捕獲者支援事業費 4,500

森林づくり推進課

有害鳥獣捕獲者を安定的に確保するため、広域
捕獲等を行う市町村等が捕獲者に対して、捕獲従
事に要する経費に補助を行う場合に助成します。

　・事業主体　　市町村等
　・補助率　　　 1/2以内

県の特定鳥獣保護管理計画に基づく、ニホンジ
カやイノシシ等の捕獲対策を進めるため、市町村
等が捕獲者に対して支給する報奨金に係る経費に
対して助成します。

　・事業主体　　市町村等
　・補助率　　　 1/2以内

ニホンジカ等の捕獲を促進するため、市町村等
が集落ぐるみの捕獲対策に要する経費に補助を行
う場合に助成します。

　・事業主体　　市町村等
　・補助率　　　 1/2以内

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [3,750]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

補助公共事業費 9,566,682

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

森林づくり推進課 　（造林事業は一部森林づくり県民税基金活用事業
  FAX　026-234-0330 [9,701,246] 　　及び森林整備加速化・林業再生基金活用事業）　
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費 422,783

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp 　（造林事業は一部森林づくり県民税基金活用事業）
森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [318,104] 　※このほかに、平成22年度1月補正予算において
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp 　　　50,000千円を前倒しして計上しています。

治　　　山 277,592  
造　　　林 134,931  

計 422,783  

県単独公共事業費
区　　分 予算額　（千円）

林　　　道 10,260  

造　　　林 2,972,747  
計 9,566,682  

区　　分 予算額　（千円）
林　　　道 995,901  
治　　　山 5,598,034  

補助公共事業費
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部　局　名 ： 建　設　部

橋梁長寿命化修繕事業費 1,301,000
（補助公共・県単独公共　再掲）

道路管理課
 FAX　026-235-7369 ［1,206,300］
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

130,000

（県単独公共　再掲）

道路管理課
 FAX　026-235-7369 ［50,000］
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

緊急輸送路重点整備事業費 8,164,200
（補助公共・県単独公共　再掲）

道路建設課
  FAX　026-235-7391
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

大規模地震等の災害時に緊急輸送路を確保す
るため、道路の維持管理と建設の両面から、緊急
輸送路の整備を重点的に実施します。

  ・道路改築
  ・道路法面防災
　・橋梁耐震補強

道路の長寿命化修繕計画策定
事業費

トンネルやコンクリート吹付け法面、舗装、消雪施
設など道路の主要な構造物について、それぞれの
性質に応じた適切な維持・管理を行うために必要
な計画を策定し、道路の維持管理費の平準化とラ
イフサイクルコストの縮減を図ります。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

「長野県橋梁長寿命化修繕計画」（平成20年6月
策定）に基づき、老朽化が急速に進む橋梁につい
て、損傷が大きくなる前に計画的な修繕工事を実
施します。

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 53,000千円を前倒しして計上しています。

  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

道路管理課
  FAX　026-235-7369 ［8,897,000］
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

高速交通網整備事業費 10,083,900

道路建設課
 FAX　026-235-7391 ［7,988,800］
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

地域高規格道路整備事業費 51,000

道路建設課
 FAX　026-235-7391 ［51,000］
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の整備に
向けた調査･検討を進めます。

１　北陸新幹線の整備促進
　　　鉄道・運輸機構、関係市町村と連携し、長野・
   金沢間開業に向け円滑な整備を促進します。

２　高規格幹線道路の整備促進
      国・関係市町村と連携し、県内の高規格幹線
　 道路網の早期完成を促進します。
　　　・中部横断自動車道
　　　・三遠南信自動車道
　　　・松本波田道路

　・橋梁耐震補強

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 64,500千円を前倒しして計上しています。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

道路見える化事業費
（補助公共　再掲） 4,556,400

道路建設課
 FAX　026-235-7391
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp 　・要対策か所数 　イライラ 30か所
道路管理課 　ハラハラ 16か所
 FAX　026-235-7369 　・事業内容 　道路改築
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp 　交通安全対策
都市計画課 　街路整備
 FAX　026-252-7315
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp ［6,056,000］

治水ダム建設事業費 2,600,000
（補助公共　再掲）

債務負担行為
（780,000）

河川課
 FAX　026-225-7069 ［2,900,000］
 E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

広域河川改修事業費 2,508,653
（補助公共　再掲）

債務負担行為
（90,000）

河川課

過去に発生した大規模な浸水被害等への対応や
市街地における被害防止・軽減を目的とし、一連
区間の改修を計画的に推進します。

　・矢出沢川（上田市）　［平成22年災害対応］
　・犀川（長野市）　［昭和58年災害対応］
　　ほか13か所

浅川における治水専用ダム建設及び松川ダムの
再開発を推進します。

渋滞損失時間や、死傷事故率等の客観的デー
タに基づき、利用者の意見も反映させて抽出した
要対策か所の「イライラ（移動性阻害）か所」及び
「ハラハラ（安全性要対策）か所」の解消を図りま
す。

河川課
 FAX　026-225-7069 ［2,100,000］
 E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

300,000

砂防課
 FAX　026-233-4029 ［285,000］
 E-mail sabo@pref.nagano.lg.jp

119,000

（補助公共　再掲）

砂防課
 FAX　026-233-4029 ［80,000］
 E-mail sabo@pref.nagano.lg.jp

2,914,000

（補助公共　再掲）

砂防課
 FAX　026-233-4029 ［2,032,000］
 E-mail sabo@pref.nagano.lg.jp

近年に土砂災害が発生した地域において再度
災害防止のため、砂防堰堤の整備等を緊急に実
施します。

災害発生地域における砂防等
事業費

雨量等防災情報システムの機能強化を行うととも
に、防災情報を放送事業者との連携によって広く
県民に提供するシステムを構築します。

　・事業期間　　平成21～23年度

雨量等防災情報システム機能
強化事業費

土砂災害防止法に基づき、がけ崩れ、土石流、
地すべりの恐れのある土地の区域を明らかにする
ため、地形、土石等の移動の力等の調査を行いま
す。

総合土砂災害対策推進事業
費

　　ほか13か所
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

6,817,600

（補助公共　再掲）

砂防課
 FAX　026-233-4029 ［6,971,000］
 E-mail sabo@pref.nagano.lg.jp

放射・環状道路整備事業費 3,164,290
（補助公共　再掲）

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［2,822,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

危険な踏切解消事業費 466,850
（補助公共　再掲）

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［730,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

遮断時間の長い踏切や歩道が狭くて危険な踏切
について、道路と鉄道の立体交差化や歩車道拡
幅等により、交通渋滞や踏切事故の解消、及び歩
行者の安全性の向上を図ります。

　・実施か所
       出川双葉線（松本市）　ほか２か所

放射道路や環状道路の整備により、市街地と高
速道路や郊外へのアクセス機能の向上、及び市街
地の通過交通に対するバイパス機能を高め、渋滞
緩和、交通円滑化を図ります。
 
　・実施か所
    　高田若槻線（長野市）　ほか３か所

土砂災害時に人的被害の割合が高い災害時要
援護者をまもるため、砂防施設によるハード対策
と、災害時要援護者の警戒避難体制を支援するソ
フト対策を一体的に推進します。

災害時要援護者をまもる砂防
事業費

14,000
（補助公共　再掲）

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［14,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

156,438

債務負担行為
（30,000）

住宅課
 FAX　026-235-7486 ［156,380］
 E-mail jutaku@pref.nagano.lg.jp

県営住宅建設事業費 1,030,550

債務負担行為 　・君石団地（塩尻市）　        36戸
（616,946） 　・三尋石団地（飯田市）　   　40戸

　・南松本団地（松本市）　　   32戸
住宅課
 FAX　026-235-7486 ［821,274］
 E-mail jutaku@pref.nagano.lg.jp

狭小・老朽化した県営住宅を建替えることにより、
安全・安心な居住環境を提供します。

信州の木と住まいの総合対策
事業費
（信州型エコ住宅・環の住まい
整備推進事業費）

長野県にふさわしい住宅の目標像「信州型エコ
住宅」の普及を図るため、認定住宅を新築する者
などに対し、その工事費の一部を助成します。

　・新築・購入　　　　100万円/件　　150件
　・リフォーム 　　 20・40万円/件　　15～30件

公園施設長寿命化計画策定
事業費

老朽化が進む公園施設について、公園利用者
の安全・安心を図りながら将来の改築に係るコスト
を低く抑えるために、「公園施設長寿命化計画」を
策定します。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

景観育成推進事業費 4,762

建築指導課
 FAX　026-235-7479 ［5,284］
 E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

88,525

建築指導課 　・耐震診断　　2,080棟
 FAX　026-235-7479 ［91,710］ 　・耐震改修       260棟
 E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 1,549,942

債務負担行為
（1,608,602） 　・耐震改修設計　　高校　２棟

施設課
 FAX　026-235-7477 ［1,535,549］
 E-mail shisetsu@pref.nagano.lg.jp

1,416
意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備

を進めるため、優良技術者の表彰や新技術・新工建設産業技術力向上支援

　・耐震改修工事　　高校　８棟
　  　　　　　　　　　　　県庁（本館棟・議会棟）

「県有施設耐震化整備プログラム」に基づき、県
有施設の耐震改修を計画的に実施します。

長野県耐震改修促進計画に基づき、住宅や避
難施設となる建築物及び多数の者が使用する特
定建築物などの耐震診断・耐震改修を促進しま
す。

住宅・建築物耐震改修促進
事業費

景観の保全や地域特性を活かした魅力ある景観
づくりを推進するため、地域景観の保全などを担う
人材の育成や、景観に対する関心を一層高めるた
めの取組などを支援します。

1,416

建設政策課
 FAX　026-235-7482 ［1,486］
 E-mail kensetsu@pref.nagano.lg.jp

補助公共事業費
補助公共事業費 46,491,649

債務負担行為
（16,122,035）

建設政策課
 FAX　026-235-7482 ［47,417,818］
 E-mail kensetsu@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費
県単独公共事業費 16,059,265

債務負担行為
（810,000）

建設政策課
 FAX　026-235-7482 ［15,315,900］
 E-mail kensetsu@pref.nagano.lg.jp

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 1,755,300千円を前倒しして計上しています。

砂　　　   防 499,445  
都 市 計 画 794,786  

計 16,059,265  

区　　分 予算額　（千円）
道         路 12,795,670  
河　　   　川 1,969,364  

6,515,172  
砂　　　   防 10,105,055  
都 市 計 画 5,281,460  

計 46,491,649  

区　　分 予算額　（千円）
道         路 24,589,962  
河　　   　川

を進めるため、優良技術者の表彰や新技術・新工
法の活用促進などにより、建設産業における技術
力の向上を支援します。

建設産業技術力向上支援
事業費

51 （建設部－4）



部　局　名 ： 警　察　本　部

犯罪の起きにくい社会づくり 171,614
推進事業費

生活安全企画課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

初動捜査高度化推進事業費 6,299

刑事企画課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

東信運転免許サブセンター 60,192
設置事業費

債務負担行為

警察署再編後の佐久警察署川西庁舎（旧望月
警察署）を有効活用し、運転免許証の更新の即日
交付が可能な東信運転免許サブセンターを設置し
ます。

初動捜査の高度化を図るため、鑑識活動や検視
体制の強化に必要な装備資機材を整備します。

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 44,239千円を前倒しして計上しています。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

治安に対する不安を払拭し、犯罪が起きにくい社
会をつくるため、ボランティアの育成や万引き防止
総合対策などを行うとともに、箕輪町及び小諸市で
取組が始まっているセーフコミュニティ運動など地
域住民の自主防犯活動を支援します。

　（一部　雇用基金活用事業）

新

新

新

債務負担行為
(36,619)

警務課・交通企画課
運転免許本部
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

交番・駐在所建設事業費 259,788

地域課・会計課
 FAX 026-232-1110 ［ 319,967 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

松本警察署耐震化・大規模 9,286
改修事業費

会計課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

耐震性が低く、老朽化している松本警察署につ
いて、耐震化・大規模改修により、災害拠点施設と
しての機能を確保し、現有施設の長寿命化を図り
ます。

老朽・狭隘化している交番・駐在所の整備を行
い、その機能強化と交番・駐在所再編整備を推進
します。

　・交番　　　２か所
　・駐在所　 ３か所

新

新

新

新
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部　局　名 ： 教育委員会

長野県教育振興基本計画 4,655
策定事業費

教育総務課
 FAX 026-235-7487 ［0］
 E-mail kyoiku@pref.nagano.lg.jp

活用方法選択型教員配置事業費 4,533,900
（選択型こまやか教育プラン）

 　
　 
義務教育課
 FAX 026-235-7494 ［4,916,400］
 E-mail gimukyo@pref.nagano.lg.jp

高等学校施設整備事業費 2,206,218
１　高等学校再編施設整備事業(1,528,958千円)
 　 高等学校の再編及び中高一貫校の設置に伴
 い、校舎等を整備します。

30人規模学級編制や学習習慣形成支援、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
法を選択する事業方式により教員配置を行うことに
より、児童・生徒一人ひとりに応じたきめこまやかな
指導を行い、学習習慣の確立と基礎学力の定着を
図ります。

　・中１における30人規模学級と少人数学習集団
　  編成との選択制の導入
　　(新たに配置する教員37人、188,700千円)

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

教育行政を取り巻く課題について専門的な検討
を行うとともに、関係機関・団体等の意見を踏まえ
つつ、新たな長野県教育振興基本計画を策定しま
す。

　・長野県の教育を考える専門委員会（仮称）の
    開催
　・市町村等との意見交換会の開催
　・新たな「長野県教育振興基本計画」の策定

　（一部　雇用基金活用事業）

新

新

債務負担行為
(3,437,414)

高校教育課
 FAX 026-235-7488 ［1,738,260］
 E-mail koko@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育充実事業費 180,962

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［-］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

長野地区特別支援学校 748,470
再編整備事業費

債務負担行為
(1,178,532)

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［380］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

「長野地区特別支援学校再編整備計画」に基づ
き、校舎の老朽化や知的障害の児童生徒の増加
などの課題に対応した施設整備を行い、教育環境
の向上を図ります。

　・長野ろう学校及び長野養護学校三輪校舎
  　本体工事
　・新校舎開校予定　平成25年４月

１　特別支援学校教員配置の充実
　　特別支援学校の児童生徒一人ひとりの障害や
 発達の状況等に応じた学校教育を推進するた
 め、教員配置の充実を図ります。（32人増）

２　特別支援教育地域化推進事業
　　ノーマライゼーションの理念に基づき、障害の
 ある子どもも、ない子どもも地域で豊かに学ぶこ
 とのできる教育環境を整備します。
　・須坂市立特別支援学校の開校　平成23年４月

※予算額は平成23年度増加分

 い、校舎等を整備します。
　　　調査、建設工事　７校

２　高等学校施設整備事業（677,260千円）
　　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。
　　　設計、建設工事　７校

新

新

53 （教育委員会－1）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

発達障害児等総合支援事業費 49,337

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［36,420］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

特別支援学校就労支援総合 26,841
事業費

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［25,137］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

26,437学力向上推進プログラム構築
事業費

　・全国学力・学習状況調査希望利用採点・集計補助
　　　事業主体　市町村教育委員会

   小・中学校が学力向上に関する明確な具体目標
を立て、その達成に向けて、客観的なデータの分
析を基にした指導改善の取組を行っていくための
支援を行います。

　　　補助率　　　1/2以内

特別支援学校高等部生徒の卒業後の自立や社
会参加を促進するため、就労希望者や進路指導
担当教員に適切な就職情報を提供するとともに、
職場実習や就労先の開拓等を行い、生徒の就労
活動を幅広く支援します。

　・就労サポーターの配置　11人
　・職場実習の実施

　（一部　雇用基金活用事業）

発達障害のある児童生徒を総合的に支援するた
め、地域の組織や人材を活用した支援体制を構築
するとともに、発達障害に関する相談体制の充実と
支援力の向上を図ります。

　・発達障害支援専門員の配置　15人
　・出前研修会の実施

新

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［1,481］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育推進事業費 4,876

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［713］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

　　企業や大学等の実地体験プログラムを実施

就職活動支援事業費 49,437

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［48,537］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

厳しい不況下において、高校生の就職活動を支
援するため、企業経験豊かな就職活動支援員を県
立高校に配置し、企業の求人枠開拓や支援員の
実体験に基づくキャリアカウンセリングや就職相談
を行います。
　
　・配置校　28校

　（雇用基金活用事業）

　　中野市、飯田市、長和町
　・就業体験の実施
　・産学官連携キャリア教育推進事業

小・中・高における一貫したキャリア教育の体系
的指導の検討と各校の教育課程等への位置づけ
の点検、地域・保護者・企業が学校を支える仕組
みを備えた長野県のキャリア教育ガイドラインの策
定を行います。

　・長野県キャリア教育ガイドラインの策定
　・地域特性を踏まえた実践研究（推進地区）

　・教員の指導力・力量向上研修
　・学力向上のためのPDCAサイクルづくり支援
　・単元問題・チャレンジテスト作成
　・理数教育伸長支援

　　　補助率　　　1/2以内

新

新

新

新

新

54 （教育委員会－2）



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

「笑顔で登校」支援事業 30,000
補助金

教学指導課心の支援室
 FAX 026-235-7495 ［30,000］
 E-mail kokoro@pref.nagano.lg.jp

高等学校地域サポート事業 7,048
費

教学指導課心の支援室
 FAX 026-235-7495 ［0］
 E-mail kokoro@pref.nagano.lg.jp

地域で支える学校サポート 196
事業費

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［0］
 E-mail bunsho@pref.nagano.lg.jp

学校・家庭・地域が連携協力する学校サポート体
制づくりの取組を推進し、地域の教育力の向上を
図ります。

進学した高校で充実した学校生活を送ることがで
きるよう、高校と地域の連携による生徒への支援体
制づくりに関する実践研究を行います。

　・研究指定校　５校
　・地元市町村、中学の参画による実行委員会を
　　組織
　・生徒指導、相談等への地域人材の活用
　・中高教員を相互の授業、行事等へ派遣
　・地域の青少年支援関係者の合同研修等の
　　開催

本県の不登校児童生徒の現状を踏まえ、市町村
教育委員会が地域の課題を把握し、その改善のた
めに行う効果的な取組に対して助成します。

　・事業主体　市町村教育委員会
　・補助率　　 1/2以内（上限200万円）

新

新

学校・家庭・地域全体で取り
組む食育推進事業費 675

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［877］
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp

かがやけ信州っ子体力アップ 7,606
事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［5,013］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.lg.jp

総合型地域スポーツクラブ 2,123
活動推進事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［5,951］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.lg.jp

総合型地域スポーツクラブの活動を支援し、県民
一人ひとりの生涯にわたる豊かなスポーツライフの
実現と活力ある地域社会の形成をめざします。

　・クラブ運営を支援するための人材育成
　・クラブ活動充実のための外部指導者派遣

体力向上の意識を醸成し、学校・家庭・地域が連
携して子どもが自発的に運動量を増やす環境を整
備し、児童・生徒の体力向上を図ります。

　・全学校における体力テストの実施
　・一校一運動の推進や専用ホームページによる
　 運動機会の提供
　・体力テストの結果を活用し、家庭における体力
　 向上の意識を醸成

　（一部　雇用基金活用事業）

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・家庭・地域全体で食育を推進する基
盤づくりを行います。

　・栄養教諭の研修、活動支援

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

第32回北信越国民体育大会 20,000
開催事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［0］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.lg.jp

競技力向上事業費 88,772

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［97,557］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.lg.jp

冬季競技強化育成推進事業 52,201

スポーツ課

長野冬季オリンピックの遺産である人的・物的・環
境資源を最大限に活用するとともに、本県冬季競
技のさらなる強化・振興を図るため、冬季競技に係
る国際大会開催助成及び選手の発掘・育成強化
を行います。

　・冬季国際大会経費補助事業
　・ジュニア選手育成強化事業
　・ＳＷＡＮプロジェクト事業

国民体育大会等全国大会で活躍が期待される
県内選手の育成・強化、指導者の養成及び練習
環境の整備等により競技力の向上を図ります。

　・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
　・成績優秀なジュニア競技団体への支援

北信越５県のスポーツ交流を図るとともに、国民
体育大会の予選会として開催します。

　・会 　期　平成23年８月26日（金）～28日（日）
　・開催地　県内18市町

新新

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［60,977］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　・ジュニア選手育成強化事業
　・ＳＷＡＮプロジェクト事業

　（一部　雇用基金活用事業）
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