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２月県議会定例会に提出する平成 25 年度当初予算案について､現在知事

査定を行っています。 

１月3１日（木）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要は別紙のと

おりです。 

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８日（金）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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平成平成平成平成 22225555 年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報((((第第第第３３３３回回回回))))》について》について》について》について    



企　画　部

※　【　】は長野県総合５か年計画(仮称)原案のプロジェクト関連事業

　人権啓発推進事業費 25,744

人権・男女共同参画課

  FAX　026-235-7389 [ 20,435 ] ＊

  E-mail　jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

　男女共同参画社会づくり 15,609

　推進事業費

人権・男女共同参画課 ＊

  FAX　026-235-7389 ＊

  E-mail　jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp [ 15,333 ]

　消費生活安定向上事業費 29,074

生活文化課消費生活室

 FAX 026-223-6771 [ 84,539 ]

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

19,200

交通政策課 [ 19,200 ]

  FAX　026-235-7396

  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

＊定期便全体の年間平均利用率：70％

　信州まつもと空港活性化

　事業費

事　　　　業　　　　名

要　求　額

［平成24年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

（＊は各事業の成果目標）

　新たに消費生活基本計画（仮称）を策定し、消費

者施策について、より計画的・効果的な展開を図り

ます。

　また、消費者の自立に向けた啓発の推進や市町

村の相談体制の強化支援などに取り組みます。

 　・消費生活基本計画（仮称）の策定

 　・多様な団体等と連携した啓発の推進

   ・市町村相談窓口の充実・強化への支援

（一部　消費者行政活性化基金活用事業）

民間企業の課長相当職以上に占める女性の

県の審議会等での女性委員の割合　40%

　現状以下（H23：436件)

人権侵犯事件新規受理件数

＊市町村消費生活センターの人口カバー率

　　48.2％以上

平成22年２月に策定した「長野県人権政策推進基

本方針」に基づき、様々な機会を通じて県民の人権

意識の高揚を図り、人権が尊重される社会づくりを

推進します。

　・人権に関する研修会・学習会の実施及び支援

　・多様な広報媒体を活用した啓発の実施

　・人権啓発センターにおける展示内容の見直し

割合　　10%

第３次長野県男女共同参画計画(平成23年度～平

成27年度)に基づき、県民の男女共同参画に対する

意識の高揚や基盤づくりを図り、男女共同参画社会

づくりを推進します。

　・男女共同参画推進啓発イベントの開催

　・男女共同参画に関する講座等の実施及び支援

　・男女共同参画センターによる研修、情報提供、

　　相談等の実施

　信州まつもと空港を発着する定期便の広報宣伝や

誘客キャンペーンの実施、チャーター便の誘致等、

関係機関が一体となった利用促進を図ります。

新新新新
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事　　　　業　　　　名

要　求　額

［平成24年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

（＊は各事業の成果目標）

137,633

１　運行欠損費への助成

交通政策課 ２　購入車両の減価償却費等への助成

  FAX　026-235-7396 [ 108,932 ]

  E-mail　kotsu@pref.nagano.lg.jp

4,900

１　地域交通再構築ガイドラインの作成

２　地域交通再構築促進セミナーの開催

３　地域交通再構築促進モデル地域への助成

[ 0 ]

交通政策課

  FAX　026-235-7396

  E-mail　kotsu@pref.nagano.lg.jp

2,500

【雇用・社会参加促進】

次世代サポート課

  FAX　026-234-6579 [ 1,268 ]

  E-mail　jisedai@pref.nagano.lg.jp

4,000

【雇用・社会参加促進】

＊支援実施者数

次世代サポート課

  FAX　026-234-6579 [ 0 ]

  E-mail　jisedai@pref.nagano.lg.jp

　通学合宿普及事業 593

【教育再生】

次世代サポート課

  FAX　026-234-6579 [ 0 ] ＊実施学校数　17校

  E-mail　jisedai@pref.nagano.lg.jp ＊参加児童数　530人

　子どもたちの自立心やコミュニケーション能力を育

むため、運営マニュアルの作成や先進事例の紹介

により通学合宿の県下全域での実践につなげます。

　子ども・若者支援地域

　協議会事業費

 　・訪問相談　４人

 　・出口戦略を持った居場所の提供　７人

＊参加者数

　 ・宿泊を伴う研修　４人

　 ・人材養成講習会　１５人

  地域交通システム再構築

  促進プロジェクト事業費

　　・事業主体　乗合バス事業者

　若年無業者、ひきこもり等の社会生活に困難を有

する子ども・若者が、社会的自立に向けた支援を地

域におけるＮＰＯ等の支援団体・機関から円滑に受

けることができるよう、東信地区において子ども・若

者育成支援推進法に基づく、子ども・若者支援地域

協議会を運営します。

＊支援実施者数：36人

　困難を有する子ども・若者

　の社会的自立支援事業費

　若年無業者、ひきこもり等の社会生活に困難を有

する子ども・若者に対し、アウトリーチ（訪問相談）、

出口戦略を持った居場所の提供、宿泊を伴う研修を

実施する支援団体に助成するとともに、支援団体の

人材養成講習会を開催します。

　地域間幹線バス路線確保

　維持事業費

　広域的、幹線的バス路線の確保維持を図るため、

地域における協議会の協議を経た計画に基づき運

行されるバス路線に対して助成します。

＊地域における交通システムの見直し：２地域

（一部　雇用基金活用事業）

　　・補助率　　　1/2以内

＊地域間幹線バス路線数の維持：32系統

　　・補助率 　　1/2以内

　地域の実情に即した交通サービスの導入等を促

進することにより、持続可能な地域交通システムへ

の再構築を図ります。

　　・事業主体　市町村等

新

新

新
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事　　　　業　　　　名

要　求　額

［平成24年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

（＊は各事業の成果目標）

　 「 アート・リゾート信州」構築 52,373

 　事業費

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

生活文化課

  FAX　026-234-6579 [ 50,000 ]

  E-mail　seibun@pref.nagano.lg.jp ＊サイトウ・キネン・フェスティバル鑑賞者数：85,000人

　優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の機会を広く

県民に提供し、心豊かな暮らしを実現すると同時

に、アートで彩られ多くの人が訪れる場を創出しま

す。

・若手芸術家等の新たな活動の場の創出

・サイトウ・キネン・フェスティバル松本2013の共催

＊参画アーティスト数：10組

新

新
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観　光　部

※【　】は長野県総合５か年計画（仮称）原案のプロジェクト関連事業

（千円）

県産品振興事業費 1,738

・

観光振興課 [ 6,489 ] ＊

 FAX 026-235-7257

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp （雇用基金活用事業）

938

観光企画課

 FAX 026-235-7257 [ 1,033 ] ＊ 平成25年度能力向上研修受講者　250人

 kankoki@pref.nagano.lg.jp

山岳遭難防止対策事業費 4,108

観光企画課

 FAX 026-235-7257 [ 3,671 ] ＊

 kankoki@pref.nagano.lg.jp

25,000

・

・

・

観光振興課

 FAX 026-235-7257 ＊

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp [ 50,000 ] ＊

四季を通じた観光情報の継続的発信（季刊信

州、Ｗｅｂ、ポスター）

北陸新幹線延伸に向けた集中キャンペーン

信州森林ｅｃｏコインの推進　　　　　ほか

テストマーケティング参加企業数　　　延べ20社

　県産品の利用拡大のため、商品の認知度向上を図

るとともに、消費者ニーズの把握により品質向上を図り

ます。

県産品のテストマーケティングの実施

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

観光消費額　3,140億円

　安全で楽しい登山を提供するため、長野県独自の

制度である信州登山案内人の資質向上と積極的なＰ

Ｒにより、その利用を促進します。

　

　　・信州登山案内人能力向上研修の開催

　　・メディアトリップによるPR

信州登山案内人の利用促進事業

【農山村産業クラスター形成】

【農山村産業クラスター形成】

信州四季旅キャンペーン事業費

観光地利用者数　8,619万人

　登山者の遭難事故を未然に防止し、迅速な救助活

動を推進するため、長野県山岳遭難防止対策協会が

行う事業に支援すること等により山岳遭難防止を図り

ます。

・長野県山岳遭難防止対策協会設立50周年記念

式典の開催

北アルプス三県遭難防止啓発活動

首都圏で１回、県内で2回以上実施

　全県的な観光ＰＲキャンペーンを実施し、観光旅行

者が繰り返し訪れ、長期滞在を楽しむことができる「宿

泊滞在型」「県内周遊型」観光を推進します。

新

新

新
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（千円）

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

19,928

・ スキー場誘客イベントの開催・出展

・ 雑誌・テレビ等各種媒体によるPR

・

観光振興課 ＊

 FAX 026-235-7257 [ 20,379 ]

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp

7,448

・

・

観光企画課 ・

 FAX 026-235-7257 ・

 kankoki@pref.nagano.lg.jp

観光振興課 ＊

 FAX 026-235-7257

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp [ 2,963 ] （一部　雇用基金活用事業）

20,442

＊ 楽園信州ファンクラブ会員：10,000人以上

＊ おもてなしスポット数：1,000施設

移住・交流課 [ 593 ] ＊ 観光大使委嘱：５人

 FAX 026-235-7257

 iju@pref.nagano.lg.jp （一部　雇用基金活用事業）

北陸新幹線延伸を活かした観光

振興事業費

　市町村、民間団体との連携により、魅力に満ちた新

たなスノーリゾートの形を発信することで、スキー場利

用者数の拡大を図ります。

「スノーリゾート信州」プロモーショ

ン事業費

【農山村産業クラスター形成】

隣県（富山県・新潟県）との共同PR

ファミリー、若年層をターゲットにしたプロモーショ

ンの実施

スキー場利用者数　700万人以上

　北陸新幹線の金沢延伸により、北陸地域が観光面

でも有望なマーケットとなることから、北陸地域及び大

都市圏において認知度向上、誘客促進を図ります。

　１　北陸地域でのPR

観光PRイベント、旅行商品造成商談会の開催

　2　大都市圏等でのPR

北陸新幹線誘客推進員の設置

広域周遊ルートPRパンフレットの作成・配布

北陸地域での長野県への旅行意向率　60％

　楽園信州ファンクラブの会員増による情報発信や観

光大使の発信力の活用により、長野県への誘客を図り

ます。

　・ファンクラブへの加入促進、おもてなしスポットの

　サポート

　・観光大使による長野県のＰＲ活動

楽園信州ファンクラブ・観光大使

事業費

新
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（千円）

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

5,498

＊ 合宿宿泊人数（延べ数）：80万人

移住・交流課 [ 4,551 ] ＊ 国際会議開催件数：12件

 FAX 026-235-7257

 iju@pref.nagano.lg.jp （雇用基金活用事業）

移住・交流推進事業費 12,213

移住・交流課 ＊ 県が関わる相談件数：4,000件

 FAX 026-235-7257 [ 13,371 ] ＊ ホームページアクセス件数：80,000件

 iju@pref.nagano.lg.jp ＊ 移住者、Ｉターン就職者：600人

3,493

移住・交流課

 FAX 026-235-7257 [ 994 ] ＊ 訪日教育旅行受入団体数：110団体

 iju@pref.nagano.lg.jp ＊ 農村体験に係る旅行商品数：10商品

　 外国籍県民を取り巻く生活上の様々な課題に対

多文化共生推進事業費 13,599 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行うとともに、

外国籍県民が主体となった活動を促進するなど、

多文化共生施策を実施します。

国際課 ＊ 外国籍県民の主体的活動団体　　２団体　

 FAX 026-232-1644 [ 13,546 ] ＊ 地域共生コミュニケーター登録人数　　310人

 kokusai@pref.nagano.lg.jp

　市町村や宿泊施設等と連携し、スポーツ合宿やＭＩ

ＣＥ（会議やイベント等）の誘致活動を行うとともに、市

町村や観光事業者を対象とする研修会等を開催し、

県内各地の受入れ体制の充実を図ります。

　

　

　・スポーツ合宿・ＭＩＣＥ誘致推進員による誘致活

　 動の推進

　・受入施設データーブックやパンフレットの作成

スポーツ合宿・ＭＩＣＥ誘致促進事

業費

【次世代産業創出、農山村産業クラス

ター形成】

　大都市をはじめとした県外居住者に対して、総合的・

横断的な移住・交流施策を推進し、長野県への移住

者や交流人口の拡大を図ります。

　・名古屋、大阪に移住・交流センター機能を拡充

　・県内移住者と受入関係者との交流の場づくり

　・交通事業者等と移住に伴う移動コストの低減策を

　検討

【誇りある暮らし実現、活動人口増加】

　「国際青少年交流農村宣言」の普及を図り、市町村

や地域と一体となって、農村交流の拡大や県内への

学習旅行の誘致を促進します。

　・農村ツーリズムセミナーの開催

　・農村交流ＰＲパンフレットの作成

「国際青少年交流農村宣言」推進

事業費

【農山村産業クラスター形成】

※ ＭＩＣＥ：会議（Meeting）、報奨旅行（Incentive Travel）、国際

会議（Convention）、展示会・見本市（Exhibition/Event）

6



（千円）

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

　（財）長野県国際交流推進協会の運営体制を強化

（財）長野県国際交流推進 2,896 し、社会経済情勢の変化に伴い、ニーズが高まって

協会運営補助事業費 いる外国籍県民に対する施策を充実させるため、同

協会を支援します。

国際課

 FAX 026-232-1644 [ 2,896 ] ＊ 協会の安定的な事業運営

 kokusai@pref.nagano.lg.jp

河北省友好提携３０周年 3,587

記念長野県友好代表団

派遣事業費

国際課

 FAX 026-232-1644 [ 0 ] ＊ 教育や観光面における相互交流の促進

 kokusai@pref.nagano.lg.jp

　河北省との友好提携30周年に際し、知事を団長とす

る友好訪問団を中国に派遣し、国際人材育成のため

の学術交流を推進するとともに、教育旅行の誘致を図

ります。

新
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林 務 部

※【　】は長野県総合５か年計画（仮称）原案のプロジェクト関連事業

26,722

森林政策課

  FAX　026-234-0330 [26,918]

  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp *計画樹立地域（千曲川上流地域）：117,101ha

130,000

・事業主体　　 市町村

・補助率　 10/10以内、2/3以内

森林政策課 *事業実施市町村数：77市町村

  FAX　026-234-0330 [130,000]

  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

754,508

【農山村産業クラスタ―形成】

【環境・エネルギー自立地域創造】

・事業主体　　 市町村等

・補助率　 定額

信州の木振興課 *林業経営団地の面積：59,000ha（累計）

  FAX　026-235-7364 [250,995]

  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

4,300

信州の木振興課 *フォレストコンダクター育成数：10人

  FAX　026-235-7364 [0]

  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

事　　業　　内　　容

（*は各事業の成果目標）

　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、10

年を１期とする地域森林計画を樹立し、本県の

森林施策を計画的に行います。

　地域固有の課題に精通する市町村が行うきめ

細かな森林づくりの取組を支援するため、市町

村の独自性と創意工夫により事業展開するため

の経費に対して支援します。

　このうち、県民共通の財産である水源林を保

全していくため、市町村が公的管理を行うため

に水源林を取得する取組を新たに支援します。

森林づくり推進支援金

林業再生総合対策事業費

　里山を活用した地域づくりから、森林管理、木

材の出荷・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することのできる知識

と技術を有する人材を育成します。

信州フォレストコンダクター育成

事業費

【環境・エネルギー自立地域創造】

【農山村産業クラスタ―形成】

　低コストで効率的な木材生産により、持続可能

な林業経営を実現するため、まとまりのある一定

面積の森林を「林業経営団地」として設定し、団

地内における所有境界の明確化と林内路網の

整備を集中的に支援します。

事　業　名

予　算　額

[平成24年度予算額]

　　　　　（千円）

地域森林計画樹立事業費

新
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事　　業　　内　　容

（*は各事業の成果目標）

事　業　名

予　算　額

[平成24年度予算額]

　　　　　（千円）

3,000

・事業主体 区、集落、地区協議会等

・補助率　 10/10以内(定額)

信州の木振興課 *里山活動実施箇所数：10箇所

  FAX　026-235-7364 [0]

  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

2,500

・事業主体

・補助率 10/10以内(定額)

信州の木振興課県産材利用推進室 *信州木材認証製品出荷量：11,000㎥

  FAX　026-235-7364 [7,820]

  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

232,603

・事業主体 市町村　、県

・補助率　 3/4以内、1/2

森林づくり推進課 *対象松林の被害区域面積率：70％以内

  FAX　026-234-0330 [224,520]

  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp （一部 森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

1,296

森林づくり推進課

  FAX　026-234-0330 [0] *実行委員会の設置及び基本構想の策定

  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

88,000

（野生鳥獣捕獲・管理事業）

 *新たな方法等による捕獲頭数の増(平成25年度末）：

森林づくり推進課野生鳥獣対策室 　6,000頭

  FAX　026-235-7279 [60,000]

  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp 　（緊急雇用創出基金活用事業）

長野県森林整備加速化・林

業再生協議会

　住宅分野への県産材の需要拡大及び県産材

の認知度向上を図るため、県産材住宅のＰＲや

工務店・建築士を対象とした信州木の家推進員

の育成に対し支援します。

　平成28年度の第67回全国植樹祭の開催に向

け、実行委員会の設置・運営と基本構想の策定

などの準備を進めます。

　ニホンジカの捕獲を強化し、食害等の被害を

軽減するため、囲いわな等の新たな捕獲方法を

検証しながら、メスジカを中心とした集中的な捕

獲を実施します。

  県土の防災や景観上重要な役割を果たして

いる松林を松くい虫被害から守るため、市町村

が行う被害木の駆除や薬剤による予防措置に

係る経費に対して助成します。

里山利用総合支援事業費

　間伐材、特用林産物等の里山の多様な森林

資源を、地域が主体となって利活用することで、

自立的・自発的な里山管理につなげる先進的

な取組を支援します。

松林健全化推進事業費

第67回全国植樹祭推進事業費

シカの効率的捕獲方法推進事

業費

信州の木と住まいの総合対策

事業費

新

新
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事　　業　　内　　容

（*は各事業の成果目標）

事　業　名

予　算　額

[平成24年度予算額]

　　　　　（千円）

2,000

・事業主体 市町村等

・補助率 １/2以内

森林づくり推進課野生鳥獣対策室

  FAX　026-235-7279 [0]

  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

*銃猟者の減少傾向の抑制、新規銃猟者の確保及

び安全射撃技術の向上

　狩猟者の高齢化等による減少で捕獲の担い

手が不足している中、有害鳥獣捕獲に従事する

銃猟者の確保・育成に資する民間射撃場の整

備に対し支援します。（野生鳥獣保護管理体制整備

事業）

銃猟者育成射撃場整備支援事

業費

新
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