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主　な　見　直　し　事　業　一　覧　表

【歳出の削減】

H24年度予算額

53,342

見直し見込額

10,573

H24年度予算額

6,211

見直し見込額

6,211

H24年度予算額

―

見直し見込額

4,935

H24年度予算額

1,000,000

見直し見込額

210,000

H24年度予算額

9,837

見直し見込額

1,951

番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

1

総合行政ネットワーク運営費負担金

縮小

全国の自治体間を結ぶ情報通信ネット

ワークを都道府県の負担金等により運

営しています。

ネットワークの更新時期に合わせ、全

国の自治体と共同して、回線や機器の

見直しを行い、負担金を削減します。

他の自治体と連携し、引き続きネット

ワークの効率的な運営に努めます。

情報統計課

 FAX : 026-235ｰ0517

 joho@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

2

松本消費生活センター共益費負担金等

廃止

松本消費生活センターが業務を行うた

めに区分所有している松本商工会館の

共益費等を負担しています。

平成24年度末にセンターを松本合同庁

舎に移転し、共益費負担金等を削減しま

す。

施設の移転により、利便性の向上を図

るとともに、運営経費の節減に努めま

す。生活文化課消費生活室

 FAX : 026-223-6771

 shohi@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

3

借受不動産に係る借受料の見直し

縮小 庁舎等を設置するため、土地や建物を

借受けています。

契約当初から原契約を継続しているな

どの事例があるため、課税標準額等を

適正に反映できるよう諸規定を見直し、

借受料を削減しました。

引き続き、各財産管理者が契約の相

手方と協議を行い、借受料の適正化を

図っていきます。財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

4

地域発　元気づくり支援金

その他

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、主体的に取り組む地域の元気を

生み出すモデル的で発展性のある事業

を支援します。

支援金のさらなる有効活用を図るた

め、市町村との役割分担、適正な補助率

の設定や市町村支援の充実の必要性な

どを踏まえ、補助下限額の導入や補助

率の変更を行うとともに、財政力の弱い

市町村への支援強化など見直しを実施

します。なお、これらの事項は、3年経過

後に改めて検証を行います。

見直し内容については、平成25年度事

業の募集に併せて行う説明会等におい

て、市町村や県民の皆様にきめ細かく説

明し、理解を得ていきます。

また、公共的団体等への支援のあり方

などについても、引き続き検討していき

ます。

市町村課

FAX : 026-232-2557

shichoson@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

5

精神医療対策事業（措置入院者等病状報告事業）

縮小

精神保健福祉法に規定されている入

院届等の作成に対して報償費を支払っ

ています。

他県の状況等を踏まえ、報償費単価を

引き下げます。

引き続き他県の状況に注意を払いつ

つ、適正な報償費単価を検討していきま

す。健康長寿課

FAX：026-235-7170

kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

1



番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

900

見直し見込額

900

H24年度予算額

40,864

見直し見込額

26,394

H24年度予算額

4,800

見直し見込額

1,110

H24年度予算額

6,269

見直し見込額

6,269

H24年度予算額

1,571

見直し見込額

1,571

H24年度予算額

15,828

見直し見込額

15,828

6

がんに負けない社会づくり県民運動推進事業

廃止

県民に対する、がん予防知識の普及と

意識啓発のため、がんに負けない社会

づくり県民運動を推進しています。

がん検診の受診率向上のため、より効

率的な普及啓発の手法を検討することと

し、本事業は廃止します。

平成24年度に策定する新たながん対

策推進計画に基づき、がん予防の普及

啓発活動の見直しを行っていきます。健康長寿課

FAX：026-235-7170

kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

7

西駒郷地域生活支援センター運営事業

廃止

西駒郷利用者の地域生活移行を推進

するため、西駒郷地域生活支援センター

を運営しています。

地域生活移行が一定程度進んだた

め、センターを廃止します。

地域生活移行支援は、西駒郷の指定

管理者が引き続き実施します。

障害者支援課

FAX：026-234-2369

shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

8

福祉就労強化事業（施設外授産活動等促進支援事

業）

縮小

施設外就労を促進するため、施設内の

業務等を代行する職員の確保を支援し

ています。

施設（事業所）のニーズの減少に伴

い、事業を段階的に縮小させます。

障害者自立支援給付を活用した施設

外就労を推進していきます。

障害者支援課

FAX：026-234-2369

shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

9

小児長期入院児等支援事業

廃止

ＮＩＣＵ等に長期入院している小児の状

態に応じ、療養・療育環境への円滑な移

行支援体制を整備しています。

関係者間の共通認識及び連携強化が

図られ、長期入院児の自宅等への移行

が増加するなど、一定の成果が得られ

たため事業を廃止します。

引き続き長期入院児の自宅等への移

行を関係者と協力しながら進めます。

こども・家庭課

FAX：026-235-7390

kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

10

食品の安全確保のための自主管理体制強化事業

廃止

規格基準のない食品の検査を実施し、

検査結果に基づき、食品営業者への自

主管理指導を行っています。

食品営業者の衛生意識の向上や自主

的な衛生管理が進むなど、一定の効果

が認められたことから事業を廃止しま

す。

今年度に改正された衛生規範に対応

し、適切な衛生管理を指導して行きま

す。食品・生活衛生課

FAX：026-232-7288

shokusei@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

11

医薬品取扱事業（経口生ポリオワクチンの供給）

廃止

経口生ポリオワクチンを安定的に供給

するため、県が一括発注のうえ、市町村

へ供給しています。

ポリオ予防接種の不活化ワクチンへの

切替えに伴い、市町村が直接医薬品卸

売業者から購入することとし、事業を廃

止します。

市町村と協力しながらワクチンの確保

に努めていきます。

薬事管理課

FAX：026-235-7398

yakuji@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

2



予算額及び

見直し見込額

（千円）

事　　業　　名番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

15,032

見直し見込額

15,032

H24年度予算額

3,222

見直し見込額

3,222

H24年度予算額

578,781

見直し見込額

18,350

H24年度予算額

598

見直し見込額

598

H24年度予算額

25,023

見直し見込額

25,023

H24年度予算額

50,000

見直し見込額

25,000

魅力的な商店街づくりを進める中で、

引き続き支援を行っていきます。

経営支援課

FAX：026-235-7496

keieishien@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

高齢者の買物環境の改善と高齢者を

顧客とする地域商店街等の新たな経営

形態についての実証を行い、買物弱者

支援の事業モデルの構築を行っていま

す。

モデル事業により一定の成果が上がっ

たことから、平成24年度をもって事業を

廃止します。

高齢買物弱者支援モデル事業

廃止

13

観光振興課

FAX：026-235-7257

kankoshin@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

17

信州四季旅特別キャンペーン事業

縮小 四季毎にテーマを設定した全県的な誘

客キャンペーンを実施しています。

経営支援課

FAX：026-235-7496

keieishien@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

12

中心市街地再生支援事業

廃止

中心市街地に賑わいを取り戻すため、

地域が取り組む計画策定や各種事業に

対して補助をしています。

モデル事業により一定の成果が上がっ

たことから、平成24年度をもって事業を

廃止します。

魅力的な商店街づくりに対して引き続

き支援を行っていきます。

通年実施していたイベント等について

四季を限定して実施するよう見直しま

す。

厳しい地域間競争に負けないように、

市町村等と連携したキャンペーンを引き

続き実施します。

16

温泉地・スキー場地区再生モデル事業

廃止

温泉地・スキー場地区の再生モデルを

構築するため、観光事業者や地域住民

等が協働して行う観光地域づくりを支援

しています。

再生モデル構築という目的が達成され

たことから、事業を廃止します。

再生モデル地区の取組みを参考に県

内各地の観光地域づくりに取り組んでい

きます。観光振興課

FAX：026-235-7257

kankoshin@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

14

技術専門校の職業訓練費

その他

就業に必要な基礎的な技能・知識を習

得するため、１～2年間の職業訓練を実

施しています。

第９次長野県職業能力開発計画に基

づき、訓練科目等の見直しを行います。

今後も企業ニーズ等を踏まえた職業訓

練を実施します。

人材育成課

FAX：026-235-7382

ｊｉｎｚａｉ@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

観光企画課信州ブランド推進室

FAX:：026-235-7257

brand@pref.nagano.lg.jp

県が発行する一般向け印刷物につい

て、一括して専門業者にデザイン制作を

委託することにより、印刷物の訴求力を

高め、県の情報発信をより効果的なもの

にしています。

廃止

県の発行する印刷物について、統一感

のある、より効果的な情報発信となるよ

うな方策を検討するため、現在のデザイ

ン制作業務の委託を終了します。

新たに策定する信州ブランド戦略に基

づき、統一感のある情報発信の仕組み

を構築し、県が発行する印刷物の訴求

力を高めていきます。

<H25年度>

15

広報印刷物デザイン制作支援事業

3



番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

274

見直し見込額

274

H24年度予算額

413,338

見直し見込額

10,376

H24年度予算額

242

見直し見込額

242

H24年度予算額

5,931

見直し見込額

872

H24年度予算額

4,150

見直し見込額

360

H24年度予算額

1,850

見直し見込額

1,850

18

麻布十番「信州農林産物まつり」の開催

廃止

麻布十番商店街と連携して「信州農林

産物まつり」を開催し、信州農産物等の

出展者による首都圏での試験販売を支

援しています。

商店街との連携が深まり、「信州農林

産物まつり」の開催が定着してきたこと

から、県の関与を見直します。

出展者と商店街との自主的な運営に

移行し、県はアドバイス等による支援を

行います。農業政策課農産物マーケティング室

FAX：026-235-7393

marketing@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

19

指定野菜価格安定資金造成円滑化事業

縮小

国の指定野菜価格安定制度により、野

菜の市場価格の下落時に、価格差補給

金（補てん金）を交付するための資金を

造成しています。

市場価格が需給バランスの影響を強く

受ける7月期のはくさいについて、近年

の実績を踏まえ資金造成額の算出基礎

となる最低基準価格を見直します。

生産者の来期の生産を確保し、消費者

への安定供給を図るため、引き続き適切

な制度運用に努めます。園芸畜産課

FAX：026-235-7481

enchiku@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

20

乳用種雄牛後代検定推進事業

廃止

優秀な乳用種雄牛を選抜するため、生

産者団体が行う種雄牛の娘牛の乳量等

の情報収集活動について支援していま

す。

生産者等の協力体制が整い、情報収

集が円滑に行われるようになったため事

業を廃止します。

生産者団体が行う乳用種雄牛の選抜

について、引き続き協力していきます。

園芸畜産課

FAX：026-235-7481

enchiku@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

21

凍結精液生産事業

縮小

特徴ある畜産物の生産とブランド化を

推進するため、長野県産優良種畜の精

液供給により、高品質で市場性の高い

畜産物生産を支援しています。

種雄牛６頭のうち、畜産農家からの精

液の需要に対する必要量が確保できた

２頭を淘汰し、飼養に要する経費を縮減

します。

種雄牛について畜産農家からの需要

に応じた頭数を維持していきます。

園芸畜産課

FAX：026-235-7481

enchiku@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

22

信州プレミアム牛戦略的生産対策事業

縮小

優良和子牛を多数生産・育成すること

により、信州産牛肉の品質向上と信州プ

レミアム牛肉の生産を推進しています。

調査方法等の見直しにより、スペシャ

ル繁殖牛の認定経費及びスペシャル子

牛の評価に係る追跡調査経費を縮減し

ます。

信州プレミアム牛肉の認定増加に向

け、引き続き優良和子牛の生産拡大に

取り組んでいきます。園芸畜産課

FAX：026-235-7481

enchiku@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

23

高度間伐技術者集団育成事業

廃止

集中的な間伐実施の中核的な担い手

の育成と技術の普及啓発を実施してい

ます。

次期森林づくり県民税事業における人

材育成事業の再構築に伴い、本事業は

廃止します。

　今後は里山を活用した地域づくりから、

森林管理、木材の利活用にわたり、経営

感覚を持ちながら総合的な視野で指揮

できる人材を育成していきます。

信州の木振興課

FAX：026-235-7364

ringyo@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

4



番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

3,800

見直し見込額

3,800

H24年度予算額

21,411

見直し見込額

869

H24年度予算額

500

見直し見込額

500

H24年度予算額

500

見直し見込額

500

H24年度予算額

17,210

見直し見込額

17,210

H24年度予算額

433,437

見直し見込額

3,850

24

里山整備人材育成事業

廃止 森林所有者などを対象とする「里山整

備入門講座」を開催しています。

次期森林づくり県民税事業における人

材育成事業の再構築に伴い、本事業は

廃止します。

　今後は里山を活用した地域づくりから、

森林管理、木材の利活用にわたり、経営

感覚を持ちながら総合的な視野で指揮

できる人材を育成していきます。

信州の木振興課

FAX：026-235-7364

ringyo@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

25

林業就労条件整備促進事業

縮小

林業労働力の確保・定着を図るため、

フォレストリーダーやフォレストマネー

ジャー資格の取得を支援しています。

フォレストリーダー、フォレストマネー

ジャー資格の取得支援は、森林・林業人

材育成加速化事業に統合し、本事業は

廃止します。

林業労働者の就労条件の改善につい

て、必要に応じてメニューの見直しを

行っていきます。信州の木振興課

FAX：026-235-7364

ringyo@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

26

林業者による捕獲実践事業

廃止

シカによる立木への剥皮被害等の軽

減を図るため、林業者によるわなを活用

した捕獲や、森林内での止め刺し作業

等に対して補助しています。

農業者を対象とした同趣旨の事業（わ

な捕獲作業支援事業等）に統合し、本事

業は廃止します。

林業者や農業者も含めた、集落ぐるみ

の総合的な被害対策を促進していきま

す。森林づくり推進課野生鳥獣対策室

FAX：026-234-0330

shinrin@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

27

わな捕獲者確保・育成支援事業

廃止

新たなわな捕獲の担い手の確保や、

わな猟初心者に対する研修・実習を支

援しています。

これまでの事業実施により、わな猟免

許取得者が増加するなど、一定の成果

が得られたため、本事業は廃止します。

わな猟も含めた捕獲対策の指導者養

成を行い、市町村や猟友会が当該指導

者を活用し、新規取得者等への研修を

行えるよう取り組んでいきます。

森林づくり推進課野生鳥獣対策室

FAX：026-234-0330

shinrin@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

28

県都市公園管理費（駒場公園）

廃止

　駒場公園の維持管理を行っています。

平成25年4月から佐久市に移管するた

め事業を廃止します。

引き続き県所管都市公園の適正な管

理に努めてまいります。

都市計画課

FAX：026-252-7315

toshikei@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

29

交番・駐在所再編整備事業

縮小 交番・駐在所の再編整備を行っていま

す。

交番・駐在所の再編整備を実施し、警

察力を強化しつつ維持管理経費の削減

を図ります。

　治安情勢や地域の意見を踏まえ、再編

整備を推進します。

警察本部会計課・地域課

FAX：026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>
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番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

6,910

見直し見込額

1,023

H24年度予算額

443,210

見直し見込額

22,095

H24年度予算額

7,042

見直し見込額

1,366

H24年度予算額

30,071

見直し見込額

30,071

H24年度予算額

700

見直し見込額

700

H24年度予算額

1,563

見直し見込額

588

30

長野県暴力追放県民センター補助金

縮小

県民の安全で平穏な生活の確保と、暴

力団を介入させない社会経済活動の健

全な発展に寄与するため、暴力団排除

活動の中核となる活動を行っています。

団体の自立的な運営を促進するため

団体補助から事業費補助へ移行しま

す。

事業費補助を行いながら、県民の暴力

団追放意識の気運を高め、官民一体と

なった暴力団排除活動を推進します。組織犯罪対策課

FAX：026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

31

学校司書の配置方法の見直し

縮小 県立高校へ学校司書を配置していま

す。

高校教育課

 FAX 026-235-7488

koko@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

学校司書の配置について、新たな雇用

形態を導入し、より効率的な学校図書館

の運営を図ります。

引き続き効率的な学校図書館の運営

を進めてまいります。

32

指導行政事務費

縮小

教育課程、学習指導要領、生徒指導、

その他の学校運営に関する指導等を

行っています。

事務の執行体制を見直し、臨時職員1

名を削減します。

引き続き効率的な執行体制を構築して

いきます。

教学指導課

FAX：026-235-7495

kyogaku@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

33

「笑顔で登校」支援事業

廃止

市町村教育委員会が主体となって取り

組む効果的な不登校対策を支援してい

ます。

市町村の不登校対策の取組が定着

し、不登校児童生徒数が減少するなど

一定の成果が見られるため事業を廃止

します。

引き続き不登校を重要課題と位置づ

け、市町村の取組について情報交換を

行うとともに、不登校が長期にわたる児

童生徒及び家庭への支援に重点を置い

た対策を進めていきます。

教学指導課心の支援室

ＦＡX：026-235-7495

kokoro@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

34

科学振興事業費

廃止

科学技術の振興と科学知識の普及を

図るため、（財）長野県科学振興会の活

動に対して補助しています。

一般財団法人への移行に伴い、より自

立した運営ができるよう補助を見直しま

す。

県の関与を見直すことにより（財）長野

県科学振興会の自立した運営体制を構

築していきます。文化財・生涯学習課

FAX 026-235-7493

bunsho@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>

35

学校体育振興費（中学校高等学校体育大会）

　 県中学校体育連盟運営費補助金

縮小 長野県中学校体育連盟の運営費を補

助しています。

事務局の運営に関する県の関与を縮

小します。

県の関与を見直すことにより、長野県

中学校体育連盟の自立した運営体制を

構築します。スポーツ課

FAX 026-235-7476

sports-ka@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>
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番号 事　　業　　名

予算額及び

見直し見込額

（千円）

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性

H24年度予算額

1,355

見直し見込額

452

36件 469,965

（8月10日公表分）　9件 48,056

（合　　　　　   　計）45件 518,021

36

学校体育振興費（中学校高等学校体育大会）

   県高等学校体育連盟補助金

縮小 長野県高等学校体育連盟の運営費を

補助しています。

事務局の運営に関する県の関与を縮

小します。

県の関与を見直すことにより、長野県

高等学校体育連盟の自立した運営体制

を構築します。スポーツ課

FAX 026-235-7476

sports-ka@pref.nagano.lg.jp

<H25年度>
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【歳入の確保】

県庁への広告掲出

諸収入 756 　県庁のエレベータホールやエレベータ内壁面に広告を掲出します。

財産活用課

FAX：026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

主　な　見　直　し　事　業　一　覧　表

番号 事    業    名 歳入科目

H25年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

都市計画課

FAX：026-252-7315

toshikei@pref.nagano.lg.jp

 バックスタンドへの広告掲出面積を増やします。

松本平広域公園総合球技場（ｱﾙｳｨﾝ）への広告掲

載の拡大

使用料 549

　松本文化会館について、ネーミングライツ（命名権）を導入します。1

文化施設へのネーミングライツ（命名権）の導入

諸収入 15,000

生活文化課

FAX：026-234-6579

seibun@pref.nagano.lg.jp

　県有施設内の自動販売機について、公募による設置を拡大します。

　（公募制は平成22年度から実施）

自動販売機設置に係る公募制の拡大

財産収入 6,0742

3

財産活用課

FAX：026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

4

8



番号 事    業    名 歳入科目

H25年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

5

国際課

FAX：026-232-1644

kokusai@pref.nagano.lg.jp

警察本部会計課

FAX：026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

ホームページへの広告掲載

諸収入

　運転免許センターの施設内の壁面に広告を掲出します。

総務事務課

FAX：026-235-7082

somujimu@pref.nagano.lg.jp

運転免許センターへの広告掲出

　長野県警察のホームページに広告を掲載します。

給与支給明細書、旅券申請案内、職員募集案内等に広告を掲載し

ます。

財産収入 220

収入証紙から払込証明書付きの納入通知書に変更し、収入証紙売

りさばき手数料を削減します。

8

工科短期大学校の入学料納入方法の変更

手数料 426

人材育成課

FAX：026-235-7382

ｊｉｎｚａｉ@pref.nagano.lg.jp

7

警察本部会計課

FAX：026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

360

1,134

人事委員会事務局

FAX：026-235-7492

jin@pref.nagano.lg.jp

印刷物等への広告掲載

諸収入6

9



番号 事    業    名 歳入科目

H25年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

11件 70,806

（8月10日公表分）　４件 33,231

（合　　　　　 　計）　15件 104,037

11

9

県営富士見高原産業団地のメガソーラー事業への

貸付け

財産収入 44,092

産業政策課次世代産業集積室

FAX：026-235-7496

ritti@pref.nagano.lg.jp

富士見高原産業団地の未分譲区画を民間事業者が行うメガソーラー

事業の用地として貸し付けます。

森林づくり推進課

FAX：026-234-0330

shinrin@pref.nagano.lg.jp

オフセット・クレジット制度（J-VER）を活用し、県有林の森林整備によ

る二酸化炭素吸収量に応じて取得したクレジットを、企業等へ販売しま

す。

10

県有林整備によりオフセット・クレジットの取得・販

売

諸収入 2,000

総合教育センターで実施する教職員研修での受講

料徴収

諸収入 195

教学指導課

FAX：026-235-7495

kyogaku@pref.nagano.lg.jp

総合教育センターの研修講座について、専門学校、私立幼稚園・中

学・高校等の教員の受講を認め、受講料を徴収します。

10


