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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 31 日（月）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。 

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。 

長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース    平成平成平成平成 22223333 年（年（年（年（2020202011111111 年）２年）２年）２年）２月月月月１１１１日日日日    

平成２平成２平成２平成２３３３３年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算案案案案の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報((((第４第４第４第４回回回回))))》について》について》について》について    



部　局　名 ： 危機管理部

緊急消防援助隊関東ブロック 5,535
合同訓練事業費

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

 （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

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

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。

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。

・消防ポンプ操法等県大会の開催、地区大会へ
　 の支援

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。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

 FAX 026-233-4332 [ 263,355 ] ・反射板実施設計　　 １か所
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp

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

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

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。

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）

新
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部　局　名 ： 林　務　部

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

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

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

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）

事　　　　業　　　　名 事　　　業　　　内　　　容
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

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、一部雇用基金活用事業）

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

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]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

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

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

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

（森林づくり県民税基金活用事業）

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

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

新
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事　　　　業　　　　名 事　　　業　　　内　　　容
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

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
  FAX　026-234-0330 [3,750]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

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
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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新たな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
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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

26,437

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

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

「笑顔で登校」支援事業 30,000
補助金

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

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）

　・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

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
　　　補助率　　　1/2以内

各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。

新

新

新

新

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

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

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　県内各地

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）

　・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

新

新
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