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２月県議会定例会に提出する平成２３年度当初予算案につきまして､現在

知事査定を行っております。 

１月 28 日（金）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要を別紙のと

おりお知らせいたします。 

今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが､当初予算案全体

の概要は、２月７日（月）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 
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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

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］

㈱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

事　　　　業　　　　名

地域の様々な団体との懇談会等県民意見の

予　算　額
［平成22年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

聴取

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。

事　　　業　　　内　　　容

総合計画審議会の開催

長野県魅力発信ブログの運営
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。

新新

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

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

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

 
　・信州まつもと空港利用促進協議会負担金

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。

  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。

新新

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

消費生活安定向上事業費 123,528

生活文化課消費生活室

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）

公演数　12公演（予定）

長野県子ども・若者計画策定
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

　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。

新

生活文化課消費生活室
 FAX 026-223-6771 [ 136,080 ]
 E-mail shohi@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 [ 0 ] ・ ＮＰＯ法人運営セミナーの開催
 FAX 026-235-7258
 E-mail npo@pref.nagano.lg.jp （新しい公共支援基金活用事業）

※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。

新しい公共支援・推進事業費
県民主権の自立した協働・共創社会を目指すた

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
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部　局　名 ： 総　務　部

「長野県地方税滞納整理 30,000
機構」負担金

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

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

　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。

(2) 電波媒体
　テレビ・ラジオで広報番組やお知らせを放送
します。

(3) インターネット
　ホームページで県の施策やお知らせをお伝
えします。

(4) その他
　有線放送やＣＡＴＶで広報番組やお知らせを
放送します。
（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

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。

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

　県政タウンミーティング、県政世論調査などを
広報課 行います。
 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。

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

　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

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。

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。
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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

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

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。

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。

4



部　局　名 ： 環　境　部

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

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 ]

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。

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。

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

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新

 FAX 026-235-7498 [ 3,637 ]
 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 

　 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。

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。

新
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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

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

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

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。
　

事　　　　業　　　　名

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。

予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

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）

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

商店街にぎわい再生 78,265
パッケージ事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 77,871 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

ＩＴ活用海外市場開拓 4,383
事業費

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

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。
　

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）

後継者不足等による商店の廃業やモータリー
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。

　　・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
　　・街なか創業塾設置事業

　（一部　雇用基金活用事業）

新

新

新
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事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成22年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

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

産業人材育成支援センター 46,527
事業費

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

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
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

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。

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

新

技能五輪全国大会・アビリン
ピック開催事業費 93,967

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

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

雇用創出関係基金事業費
4,137,704

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

パーソナル・サポート・モデル
事業費 72,096

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

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）

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）

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）
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