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（単位　千円）

(A)

―

(B)

％

102.4

108.8

比　　　　　較

274,153,208

（A）

251,997,482

１　平成27年度当初予算総括

一 般 会 計

会 計 別

（B）

869,487,510

平成26年度

当初予算額

849,123,396

(A)　―　(B)

平成27年度

当初予算額

特 別 会 計

20,364,114

22,155,726

1

105.0企業特別会計 708,52514,213,36614,921,891

1



２　平成27年度一般会計予算  
（単位　千円）

（歳　入）

（歳　出）

　目 的 別

　性 質 別

254,149,516

29.2%

16,012,692

1.8%
136,702,368

15.7%
140,403,683

16.2%

322,219,251

37.1%
歳 出

869,487,510

100.0%

人 件 費

公 債 費

投資的経費

扶 助 費

その他行政費

199,212,695

22.9%

137,106,697

15.8%

112,289,038

12.9%
94,011,194

10.8%

79,351,196

9.1%

76,111,020

8.7%

48,338,634

5.6%

43,002,185

4.9%

35,487,878

4.1%

26,605,900

3.1%

17,971,073

2.1%

歳 出

869,487,510

100.0%

教 育 費

土 木 費

公債費

民 生 費

商 工 費

農林水産業費

諸 支 出 金

警 察 費

総 務 費
衛 生 費

その他

215,904,888

24.8%

207,004,000

23.8%
106,051,000

12.2%

105,994,706

12.2%

79,385,837

9.1%

73,781,000

8.5%

39,903,001

4.6%

17,560,637

2.0%

16,151,042

1.9%

7,751,399

0.9%

歳 入

869,487,510

100.0%

地方交付税

県 税

国庫支出金

県 債

諸 収 入

地方消費税清算金

繰 入 金 使用料及び手数料

地方譲与税
その他
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　　（１）　　歳　 入

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％ ％ ％

1 県 税 24.8 23.1 110.0

2

地 方 消 費 税

清 算 金

8.5 6.1 143.1

3 地 方 譲 与 税 4.6 4.4 105.7

4

地 方 特 例

交 付 金

0.1 0.1 99.7

5 地 方 交 付 税 23.8 25.1 97.0

6

交通安全対策

特 別 交 付 金

0.1 0.1 105.3

7

分 担 金 及 び

負 担 金

0.5 0.3 174.5

(A)　―　(B)

73,781,000

4,245,456

比　　　　　較

構

成

比

（B）

平成26年度

当初予算額

215,904,888

平成27年度

当初予算額

（A）

構

成

比

39,903,001

648,000

207,004,000

820,000

196,269,584

51,562,000

37,736,001

650,000

213,499,000

779,000

2,433,151

2,167,000

△ 2,000

△ 6,495,000

41,000

19,635,304

22,219,000

1,812,305

8

使 用 料 及 び

手 数 料

1.9 1.7 111.6

9 国 庫 支 出 金 12.2 11.6 108.0

10 財 産 収 入 0.2 0.2 100.8

11 寄 付 金 0.0 0.0 179.7

12 繰 入 金 2.0 4.0 51.4

13 繰 越 金 0.0 0.0 100.0

14 諸 収 入 9.1 9.7 96.6

15 県 債 12.2 13.6 92.0

100.0 100.0 102.4

79,385,837

合　　　　計

△ 9,210,000

20,364,114

1

16,151,042

105,994,706

1,854,886

14,471,655

106,051,000

869,487,510

115,261,000

849,123,396

183,056

17,560,637

98,182,992

1,840,713

1

82,200,332

101,868

34,136,099

0

81,188

△ 16,575,462

△ 2,814,495

1,679,387

7,811,714

14,173
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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 99.4

4.1 4.8 86.5

3 民 生 費 12.9 12.9 102.4

4 衛 生 費 3.1 2.7 116.0

5 労 働 費 0.5 0.6 78.4

0.4 0.3 124.9

7 農林水産業費 5.6 5.8 98.9

△ 5,533,752

(A)　―　(B)

（B）

比　　　　　較

△ 8,2431,447,429

35,487,878

5,418,261

2,820,634

48,860,267

1,455,672

41,021,630

109,698,304

22,935,438

平成27年度

当初予算額

構

成

比

平成26年度

当初予算額

構

成

比

（A）

2 総 務 費

環 境 費6

112,289,038

26,605,900

4,249,462

3,523,435

48,338,634

△ 1,168,799

702,801

△ 521,633

2,590,734

3,670,462

8 商 工 費 8.7 9.5 94.5

9 土 木 費 10.8 11.1 100.4

10 警 察 費 4.9 5.0 100.6

11 教 育 費 22.9 23.4 100.4

12 災 害 復 旧 費 1.0 0.6 159.7

13 公 債 費 15.8 16.4 98.5

14 諸 支 出 金 9.1 6.7 139.4

15 予 備 費 0.0 0.0 100.0

100.0 100.0 102.4

22,446,375

139,250,190

265,421

858,643

3,233,796

415,778

合　　　　計

137,106,697

93,595,416

42,736,764

198,354,052

5,416,951

94,011,194

76,111,020

△ 2,143,493

△ 4,443,97680,554,996

56,904,821

100,000

869,487,510

79,351,196

849,123,396

100,000

199,212,695

8,650,747

43,002,185

0

20,364,114
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　　（３）　歳　出（性質別）

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％ ％ ％

29.2 29.7 100.9

1.8 1.7 113.0

15.7 16.3 98.5

16.2 17.4 95.1

一般公共事業費 8.8 8.6 103.8

災害公共事業費 1.0 0.6 160.7

構

成

比

平成26年度

当初予算額

構

成

比

人 件 費

投 資 的 経 費

公 債 費

扶 助 費

252,007,209

14,167,609

△ 2,035,836

140,403,683

76,141,447

8,578,500

138,738,204136,702,368

147,624,691

73,385,623

5,338,255

254,149,516

16,012,692

2,142,307

（A） （B）

平成27年度

当初予算額

比　　　　　較

(A)　―　(B)

1,845,083

△ 7,221,008

2,755,824

3,240,245災害公共事業費 1.0 0.6 160.7

一般単独事業費 4.7 6.6 72.6

災害単独事業費 0.0 0.0 91.8

直轄事業負担金 1.7 1.5 116.1

37.1 34.9 108.6

100.0 100.0 102.4合　　　　計

そ の 他 行 政 費

8,578,500 5,338,255

20,364,114

△ 15,294,874

△ 6,449

2,084,246

25,633,568

3,240,245

869,487,510

296,585,683

849,123,396

40,598,431

322,219,251

12,928,812

72,247

55,893,305

78,696

15,013,058
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３　平成27年度特別会計予算  

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％

市 町 村 振 興 資 金

貸 付 金

87.2

公 債 費 109.5

母 子 父 子 寡 婦

福 祉 資 金 貸 付 金

101.1

心 身 障 害 者 扶 養

共 済 事 業 費

100.1

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

100.0

流域下水道事業費 102.1

小 規 模 企 業 者 等

設 備 導 入 資 金

85.6

農 業 改 良 資 金 36.4

漁 業 改 善 資 金 96.4

県 営 林 経 営 費 71.1

林 業 改 善 資 金 146.7

高 等 学 校 等 奨 学

資 金 貸 付 金

93.0

108.8

(A)　―　（B）

872,390

462,867

比　　　　　較

（B）

平成26年度

当初予算額

333,358

平成27年度

当初予算額

（A）

289,487

255,606,723

4,244,130

331,817

233,390,286

881,767

463,499

22,155,726合　　　　計

6,723

4,245,088

11,385,39411,623,232

274,153,208

250,269

69,759

6,483

△ 135,253

155,954

227,589

251,997,482

△ 42,330

22,216,437

9,377

632

958

△ 17,217244,806

106,324

292,409

191,725

237,838

468,611

49,630

△ 42,140

△ 121,966

△ 240
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４　平成27年度企業特別会計予算  

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％

108.6

103.0

105.0合　　　　計

（B）

平成27年度

当初予算額

（A）

5,501,885

9,420,006

14,921,891

電 気 事 業

水 道 事 業

5,067,634

比　　　　　較

平成26年度

当初予算額

(A)　―　(B)

14,213,366

434,251

274,274

708,525

9,145,732

7



（歳入）

　   引上げ分の地方消費税収 15,885,000千円

（歳出） （単位  千円）

引上げ分の

地方消費税

その他

社 会 福 祉 生 活 保 護 3,117,717 1,870,581 1,247,136 98,292 1,148,844

児 童 福 祉 12,199,113 2,096,895 10,102,218 2,848,274 7,253,944

母 子 福 祉 2,162,254 858,079 1,304,175 330,144 974,031

高 齢 者 福 祉 5,554,617 4,196,693 1,357,924 668,728 689,196

障 害 者 福 祉 10,142,519 632,210 9,510,309 749,548 8,760,761

小 計 33,176,220 9,654,458 23,521,762 4,694,986 18,826,776

社 会 保 険 国民健康保険 17,326,082 － 17,326,082 2,723,940 14,602,142

後期高齢者保険 25,602,411 903,425 24,698,986 2,504,805 22,194,181

介 護 保 険 26,458,022 － 26,458,022 2,878,978 23,579,044

小 計 69,386,515 903,425 68,483,090 8,107,723 60,375,367

保 健 衛 生 医 療 対 策 16,714,395 5,351,449 11,362,946 1,422,275 9,940,671

疾病予防対策 6,818,806 3,402,384 3,416,422 1,660,016 1,756,406

小 計 23,533,201 8,753,833 14,779,368 3,082,291 11,697,077

126,095,936 19,311,716 106,784,220 15,885,000 90,899,220合　　　　　計

５　平成27年度地方消費税引上げ分の使途

区 分 金 額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

  8



危機管理部

（千円）

長野県強靭化計画策定 1,573

事業費

消防課

  FAX　026-233-4332 [ 0 ]

  shobo@pref.nagano.lg.jp

防災情報システム構築 86,261

事業費

[010202]

危機管理防災課

  FAX　026-233-4332 [ 0 ]

  bosai@pref.nagano.lg.jp

給油所における災害用 2,198

燃料備蓄事業費

[010202] 債務負担行為

(6,594)

危機管理防災課

  FAX　026-233-4332 [ 0 ]

  bosai@pref.nagano.lg.jp

防災行政無線設備更新 813,534

事業費

[010101] 債務負担行為

(1,828,744)

消防課

  FAX　026-233-4332 [ 324,905 ]

  shobo@pref.nagano.lg.jp

消防団充実強化支援事業費 6,091

[010102]

消防課

  FAX　026-233-4332 [ 5,746 ] *消防団協力事業所表示制度の認定事業所数

  shobo@pref.nagano.lg.jp ：1,062事業所（平成25年度）→1,500事業所（平成29年度）

６　平成27年度主要事業一覧６　平成27年度主要事業一覧６　平成27年度主要事業一覧６　平成27年度主要事業一覧

　地域防災の要である消防団の充実・強化を支援

するとともに、消防団の魅力を発信します。

災害時に安定した通信を確保するため、地域衛星

通信ネットワークを利用した衛星系無線通信装置を

更新します。

・更新工事：29か所（現地機関、市町村等）

予　算　額

［前年度当初予算額]

※この一覧に掲載した事業のうち、国の経済対策による新たな交付金「地域住民生活等緊急支援のための交付金」（地方創生先行

 型）を活用した事業については、事業費の全部（又は一部）を平成26年度２月補正予算案（経済対策分）に計上しました。

・消防ポンプ操法等県大会の開催、地区大会への

　支援、消防団協力事業所への知事表彰

・信州消防団員応援ショップ推進事業

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

災害時に緊急通行車両等に優先給油できるよう、

中核給油所等に燃料を備蓄します。

災害に対する県土の脆弱性を克服し、事前防災

及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合

的に実施するため、国土強靭化の観点から本県に

おける様々な分野の計画等の指針となる計画を策

定します。

災害時、関係機関の情報収集・共有を迅速に行

い、初動対応を円滑かつ速やかに行うため、防災情

報システムを構築します。

新

新

新

新

9 （危機管理部－1）



（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

消防防災ヘリ操縦士養成 52,427

事業費

[010103]

消防課

  FAX　026-233-4332 [ 0 ]

  shobo@pref.nagano.lg.jp

　消防防災ヘリコプターの操縦士を養成して運航体

制の強化を図るため、訓練を実施します。

・養成操縦士　２名

・委託先　民間航空会社

新

10 （危機管理部－2）



企画振興部

（千円）

16,495

[020101]

（人口定着・確かな暮らし実現）

総合政策課

  FAX　026-235-7471 [ 0 ]

  seisaku@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

地方事務所長総合調整 5,000

推進事業費

[020701]

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 5,000 ] *地域課題の解決に向けた事業件数：

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

市町村合併特例交付金 770,000

[020702]

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 770,000 ]

  shichoson@pref.nagano.lg.jp *合併市町村への交付金交付：18市町村（H27） 

広域ごとの地方創生検討 1,496

事業費

[020703]

（人口定着・確かな暮らし実現）

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 0 ]

  shichoson@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

2,661

[020801]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*塾生による地域課題の解決に向けた事業の立案件数：

地域振興課   ３件以上（H27）

  FAX 026-235-7397 [ 2,406 ] *地域おこし協力隊員の定住率：向上

  shinko@pref.nagano.lg.jp *地域おこし協力隊員の数：135人（H26）→150人（H27）

元気な地域づくり人材育成

事業費

・「地域に飛び出せ！信州元気づくり実践塾」の開

催

・「地域おこし協力隊ステップアップ研修」等の開催

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

「人の力」でふるさとを守るため、地域づくりリー

ダーの育成や地域おこし協力隊員の定住・定着を

促進するなど、地域づくりに取り組む人材の確保・

育成を推進します。

人口定着・確かな暮らし実現

総合戦略策定事業費

　人口定着と確かな暮らしの実現に向け、「地方創

生」の総合戦略を策定します。

　・人口動態分析業務等委託

　・有識者の意見聴取

　地方事務所が地域における県行政の総合調整機

能を最大限に発揮し、地域の活性化に向けた取組

を迅速かつ柔軟に実施します。

  １所１事業以上（H27） 

　合併市町村の均衡あるまちづくりを支援するため、

合併に伴い生じた地域格差等の行政課題の解消に

資する事業に対し、交付金を交付します。

　人口減少社会における確かな暮らしの実現のた

め、広域的な課題や自治体間連携の方向性につい

て、市町村や県の関係機関で構成された地域戦略

会議等を活用して検討します。

新新

11 （企画振興部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

16,000

[020802]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*ビジョン策定開始地区数：４地区（H27）

地域振興課 *具体化・着手地区数：４地区（H27）

  FAX 026-235-7397 [ 16,000 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

地域発　元気づくり支援金 850,000

[020803]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課 *支援金を活用した団体数：3,450団体（H26）→増加

  FAX 026-235-7397 [ 850,000 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生交付金活用事業）

50,000

[020805]

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課 *行政サポートによる移住者数：700人（H26）→800人（H27）

  FAX 026-235-7397 [ 0 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

移住・交流推進事業費 39,005

[020806]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課 *行政サポートによる移住者数：700人（H26）→800人（H27）

  FAX 026-235-7397 [ 20,876 ]

  shinko@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生交付金活用事業）

集落〝再熱〟実施モデル

地区支援事業費

「信州の宝」である美しい農山村を守るため、市町

村と住民が一体となって行う、地域（集落）の存続に

向けた取組を総合的に支援します。

・事業主体　　市町村（８地区）

・補助率　　 　定額

・事業内容　　ビジョン策定（１年間）

　　　　   　 　　具体化・着手（ビジョン策定後１年間）

　活力あふれる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。

　人口減少克服のため、民間企業等が提案する画

期的な事業をコンテストにより全国から募集・選定

し、事業化を支援します。

「人口定着・確かな暮らし実

現」戦略モデル事業コンテス

ト

・事業主体　　民間企業等

・補助率　　 　定額

　移住者や交流人口を増やし地域の活力を創出す

るため、関係部局や田舎暮らし「楽園信州」推進協

議会加入団体との連携により、大都市圏での魅力

発信、県内の移住者受入れ体制の充実に向けた取

組を実施します。

・しあわせ信州なでしこ移住アカデミー事業

・楽園信州移住相談センター整備事業

・首都圏移住相談窓口機能強化事業

新新

拡

新

新

12 （企画振興部－2）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

外国人誘客のための無料公 14,971

衆無線LAN整備事業補助金

[020203]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

情報政策課

  FAX　026-235-0517 [ 0 ]

  joho@pref.nagano.lg.jp *外国人宿泊者数：36.1万人(H25)→41.4万人(H27)

スマート県庁構築事業費 2,922

[020209]

情報政策課

  FAX　026-235-0517 [ 1,072 ]

  joho@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港利用促進 20,400

事業費

[020501]

交通政策課 *信州まつもと空港利用者数：

  FAX　026-235-7396 [ 20,400 ]   85千人（H25）→120千人以上（H27）

  kotsu@pref.nagano.lg.jp *定期便全体の利用率：70％（H27）

信州まつもと空港路線拡充 5,677

調査検討事業費

[020502]

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 0 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

長野以北並行在来線開業 173,466

準備事業補助金

[020508]

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 4,444,365 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

・信州まつもと空港利用促進協議会等負担金

　信州まつもと空港の路線拡充を図るため、旅客需

要等の基礎調査を実施するとともに、運航上の課題

や必要となる空港機能の強化に向けて整備要件等

を検討します。

　長野以北並行在来線の安定的な経営を確保する

ため、経営を引き受けるしなの鉄道(株)が、「長野以

北並行在来線経営基本計画」に基づいて実施する

初期投資に対して助成します。

・事業主体　　しなの鉄道(株)

・補助率　　 　定額

外国人観光客が多数訪れる観光エリアに、無料公

衆無線LAN環境を整備する市町村等に対して、事

業費の一部を補助します。

・事業主体　　市町村及び第三セクター法人

・補助率　　 　1/6

　情報通信技術を活用して、しごと改革（業務の生

産性向上、仕事の仕方の最適化）を推進します。

・タブレット端末の活用

・サテライトオフィス、在宅勤務の実施

・テレビ会議の実施

・ペーパーレス会議の実施

*サテライトオフィス利用回数：　96回(Ｈ27)

*在宅勤務実施者：　5名（Ｈ27)

*テレビ会議実施回数：　39回（Ｈ27)

*ペーパーレス会議実施回数：　38回（Ｈ27)

　信州まつもと空港の利用促進を図るため、旅行商

品造成への助成や広報宣伝活動等を実施します。

新

新

新

新

新

新

13 （企画振興部－3）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

地域間幹線バス路線確保 164,391

維持事業補助金

[020503]

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 152,576 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp *地域間幹線バス路線利用者数の維持：2,770千人（H27）

県有民営による幹線バス 38,000

路線確保対策事業費

[020503]

（人口定着・確かな暮らし実現） ・購入車両　２台

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 0 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp *地域間幹線バス路線利用者数の維持：2,770千人（H27）

地域交通システム再構築 6,000

促進モデル事業補助金

[020505]

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 6,000 ]

  kotsu@pref.nagano.lg.jp *地域における交通システムの見直し：５地域（H27）

地域鉄道安全性向上事業 92,336

補助金

[020509]

交通政策課 *県内鉄道営業キロ数の維持：780.1km（H27）

  FAX　026-235-7396 [ 170,978 ] ※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

  kotsu@pref.nagano.lg.jp 　に78,758千円を計上しています。

利用者にやさしい駅舎の 20,000

整備事業補助金

[020509]

交通政策課

  FAX　026-235-7396 [ 0 ] *県の整備目標に基づくエレベーター等設置駅数：

  kotsu@pref.nagano.lg.jp   16駅（H26）→17駅（H27）

・事業主体　　乗合バス事業者

・補助率　　 　1/2以内

　地域公共交通の基幹として大きな役割を担う地域

鉄道の維持を図るため、地域の承認を経た計画に

基づき地域鉄道事業者が行う安全輸送維持のため

の設備整備に対して助成します。

・事業主体　　地域鉄道事業者

・補助率　　 　1/6以内

　地域公共交通の基幹である鉄道駅のバリアフリー

化を進めるため、鉄道事業者が行うエレベーター等

の整備に対して、補助限度額を２千万円（現行１千

万円）に引き上げて助成します。

・事業主体　 　 鉄道事業者

・補助率      　  1/6以内

・補助限度額　 20,000千円

　　　　　　　　（利用者数3,000人/日以上の駅に限る）

　県がバス車両を購入し、乗合バス事業者へ貸与す

ることで、「公有民営」による県内幹線バス路線の維

持確保と運行基盤の強化を図ります。

　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。

地域交通再構築促進モデル地域への助成

・事業主体　　市町村等

・助成割合　 　1/2以内

　 幹線的バス路線の維持確保を図るため、地域の

承認を経た計画に基づき運行されるバス路線に対

して運行欠損費及び購入車両の減価償却費等を助

成します。

新新

拡

14 （企画振興部－4）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県議会議員選挙費 796,907

市町村課

  FAX　026-232-2557 [ 0 ]

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

　平成27年４月に予定される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速報事務等を行

います。

15 （企画振興部－5）



総 務 部

（千円）

新県立４年制大学設立準備 335,861

事業費

[030902]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

県立大学設立準備課

  FAX　026-235-7489 [188,474]

  daigaku@pref.nagano.lg.jp

1,668

[031001]

行政改革課

 FAX 026-235-7030 [ 1,682 ]

gyokaku@pref.nagano.lg.jp

行政機構審議会運営事業費 1,873

[031002]

行政改革課

 FAX 026-235-7030 [ 0 ]

gyokaku@pref.nagano.lg.jp

　新たな県立４年制大学の設立に向けた準備を進

めるため、教育課程編成や教員選考、施設建設に

係る設計等を実施します。

　・県立大学設立委員会、専門部会等の開催

　・大学設置に関する調査委託

　・大学施設建設関連業務

予　算　額

［前年度当初予算額]

  「しあわせ信州創造プラン」の着実な推進に資する

よう、県民と協働で事業の点検を実施し、将来に向

けた改善を図ります。

県民協働による事業改善制度

運営事業費

　県の現地機関について、地域振興施策の効果的

な展開や、自主性・主体性の強化、住民の利便性

確保の視点などから、専門的な見地による調査・審

議を行います。

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

16 （総務部－1）



県民文化部

（千円）

協働の機会創出事業費 3,537

[040203]

【活動人口増加】

県民協働課

  FAX 026-235-7258 [ 3,474 ]

  kyodo@pref.nagano.lg.jp

人権啓発推進事業費 18,884

[040401]

人権・男女共同参画課

  FAX　026-235-7389 [ 19,101 ] *人権侵犯事件新規受理件数

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp ：500件（H26見込）→436件以下（H27）

男女共同参画社会づくり 16,340

推進事業費

[040404][040405]

*県の審議会等での女性委員の割合

*県職員の係長以上に占める女性の割合

*公立学校の女性校長・教頭の割合

人権・男女共同参画課

  FAX　026-235-7389 [ 16,402 ] *民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

ミズーリ州姉妹提携50周年 5,500

記念事業費

[040505]

国際課

  FAX　026-232-1644 [ 0 ]

  kokusai@pref.nagano.lg.jp

*記念式典の開催、観光、教育分野における交流の促進

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

：10.8％(H26)→12％(H28)

 小・中学校：14.1％(H26)→14.1％(H27)

 高等学校：6.8％(H26)→6.8％(H27)

公共的活動への参加者増加と協働の推進を図る

ため、企業や各種団体への訪問による広報・勧誘

や「長野県みらいベース」の活用により、寄附という

形での参加を拡大するとともに、「協働コーディネー

トデスク」により、協働の提案から実現までをコーディ

ネートします。

*県民の公共的活動への参加度

 ：36.6%(H24)→44.7％(H27)

：43.4％(H26)→50％(H27)

：9.1％(H22)→12％(H27)

　長野県とミズーリ州の姉妹提携50周年の節目にあ

たり、ミズーリ州知事を招請して記念式典を開催する

とともに、銀座NAGANOを活用した共同ＰＲイベント

等を開催します。

予　算　額

［前年度当初予算額]

　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

　・性被害者のためのワンストップ支援センター準

　　備会議(仮称)の開催

第３次長野県男女共同参画計画(平成23年度～

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

・第４次長野県男女共同参画計画の策定

新

新

17 （県民文化部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

海外友好提携事業費 8,527

[040505]

国際課

  FAX　026-232-1644 [ 0 ]

  kokusai@pref.nagano.lg.jp

多文化共生推進事業費 47,383

[040506]

国際課

  FAX　026-232-1644 [ 15,303 ]

  kokusai@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

交通安全対策事業費 4,750

[040201]

県民協働課

  FAX 026-235-7258 [ 4,712 ]

  kyodo@pref.nagano.lg.jp

くらし安全・消費生活安定 105,043

向上事業費

[040301] [040302]

[040303] [040304]

県民協働課消費生活室

  FAX　026-223-6771 [ 98,404 ] *市町村消費生活センターの人口カバー率：

  shohi@pref.nagano.lg.jp  57.0％（H26）→65.0％以上（H27）

　県民の交通安全意識を高め、交通事故のない安

全で安心な県民生活を実現するため、交通安全に

関する計画の策定や季別の交通安全運動等の啓

発活動を推進します。

*交通事故死傷者数：10,000人以下(H29)

　平成26年度策定中の長野県多文化共生推進指

針に基づき、国籍や文化の違いを尊重し合い、誰も

が参加し、協働する多様性を活かした地域づくりを

推進します。

　

　　・多文化共生推進月間の実施

　　・外国籍児童生徒等学習支援事業

　　・地域における医療通訳モデル事業

*７月に多文化共生推進月間を実施

*学習支援コーディネーターの配置：４名

*医療通訳モデル事業：１地域

　平成27年1月に締結した中国河北省との友好交流

を一層強化させる覚書に基づき、継続的な交流を

図る中で、冬季スポーツ分野、医療・介護分野、環

境分野等での本県の特性を生かした交流を推進し

ます。

　平成26年度に策定した消費生活基本計画に基づ

き、消費者施策の着実な推進を図ります。

　また、特殊詐欺を含む悪質商法等による被害を未

然に防止するための啓発・消費者教育・防犯活動

の推進や、市町村の相談体制の整備支援などに取

り組みます。

　　・消費生活サポーターの設置

　　・被害防止啓発テレビＣＭ・ラジオスポットの制作

　　・消費生活相談員資格取得支援講座の実施

　　・市町村相談体制の強化・支援

新

新

新

新

新

新

18 （県民文化部－2）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

女性保護事業費 19,307

[040719]

　１　女性保護･相談事業

　２　ＤＶ被害者緊急避難支援事業

こども･家庭課 　３　人身取引被害者支援事業

  FAX 026-235-7390 ［20,997］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

ひとり親家庭就業・自立支援 33,970

事業費

[040708]

（人口定着・確かな暮らし実現） 　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 ［33,310］ 50％（H27）

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

29,618

[040801]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

私学・高等教育課

  FAX　026-235-7499 [ 29,056 ]

  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

ひとり親の児童のための学習支援

センター登録者の就業率：

80%（過去3年の平均値）→同レベルを維持

ひとり親家庭の高卒認定試験合格率

就業に必要な資格取得のための講座開催

　　  職業訓練講座受講者や看護師等養成機関

　　　修学者に対する給付金の支給

　３　自立支援推進事業

高卒認定試験合格のための受講料の給付

　県内高等教育の振興を図るため、県内私立大学

等と地域が連携して行う地域課題解決に資する取

組や県内大学の魅力発信に対して助成します。

　１ 大学・地域連携事業補助金

　　・事業主体　　県内私立大学、短期大学

　　・補助率　　 　10/10以内（定額）

　２ 信州で学ぼう！大学発信事業補助金

　　・事業主体　　高等教育コンソーシアム信州

　　・補助率　　　 1/2以内

*補助金を活用した取組数：10件（H26）→12件（H27）

*県内大学志願者数：Ｈ27年の志願者数を維持

要保護女子やＤＶ（配偶者間暴力）被害者等を保

護し自立を促進するため、被害者等の相談や一時

保護等の支援を行います。

　　　要保護女子等の相談、保護及び生活指導等

　　　ＤＶ被害者の緊急時における安全避難場所の

　　　確保

　　　人身取引被害者の保護及び関係機関との

　　　連携による帰国支援

母子家庭の母等の自立を促進するため、資格取

得や就業相談等の支援を行います。

就業に向けた相談・支援

大学・地域連携事業等補助金

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

2,556

構築支援事業費

[040802]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

私学・高等教育課

  FAX　026-235-7499 [ 0 ]

  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

12,057

事業費

[040804]

私学・高等教育課

  FAX　026-235-7499 [ 0 ]

  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

5,829,516

[040803]

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

私学・高等教育課

  FAX　026-235-7499 [ 6,076,187 ]

  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

　産学官協働人財育成円卓会議での議論を踏ま

え、人財育成アクションプランを実施するプラット

フォームを構築し、長野県の将来を支える人財を育

成します。

　１　インターンシップ、メンター派遣等を通じた学生

　　　への動機付けと、意欲ある人財の育成支援

　２　産学官協働による地域創生への取組を通じた

　　　人財育成支援

*メンター派遣人数：24人

*地域・企業の課題マッチング件数：12件

　  発達障がい等により学習に課題を抱える生徒

　  に対する特別補助を追加

*私立高校全日制定員充足率：

　95.4%（H26見込）→95.4%以上（H27）

　　私立中等教育学校

　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。

　また、特別支援教育に取り組む私立高等専修学

校の支援を行います。

　・補助率（定額）

　　私立高等学校（全日制）

　　私立高等学校（通信制）

*措置を受けていた児童の大学等進学率：

　H27.4→H28.4　向上

29,549

3,305,335

　　私立中学校

　　私立専修学校

　　私立小学校

　　私立幼稚園

　経済的困難に加え、様々な理由により就学の道が

閉ざされがちな環境にありながらも、意欲を持って大

学等に進学する学生を支援するため、ルートイング

ループからの寄附金を基に奨学金を給付します。

　・対象者

　　児童福祉法に基づき県内の施設への入所措置

　　を受けていた学生または県内で里親の委託措

　　置を受けていた学生：年10人程度

　・奨学金額　月額５万円

2,274

60,832

1,795,236

165,571

318,465

152,254

　　私立外国人学校

私立学校教育振興費補助金

飛び立て若者！奨学金給付

産学官連携プラットフォーム

新

新

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

私立高等学校授業料等軽減 120,023

事業補助金

[040803]

私学・高等教育課

  FAX　026-235-7499 [ 143,986 ]

  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

ながの結婚・子育て 19,129

応援事業費

[040601]

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

次世代サポート課

  FAX　026-235-7087 [ 25,082 ]

  jisedai@pref.nagano.lg.jp

信州型自然保育普及事業費 642

[04060７]

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

次世代サポート課 *認定箇所数：15箇所（Ｈ27)

  FAX 026-235-7087 [ 2,722 ]

  jisedai@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

第３子以降の保育料減免事業

費

308,772

[040722]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・ 事業主体　市町村

　・ 補助率　　１/２

* 出生数に占める第3子以降の割合

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp ［0］ （地方創生交付金活用事業）

長野県の自然環境に恵まれた強みを生かし、長

野県の保育及び幼児教育全体の質の向上と充実を

目指すため、信州型自然保育認定制度を運用しま

す。

　・信州型自然保育実践団体の認定

*県の推計値を上回る婚姻者数：

  男女各100人(H26)→男女各200人（Ｈ27）

　・信州型自然保育リーフレットを子育て世代へ配布

　・結婚相談員研修会等の開催

　・結婚支援事業の企業へのＰＲと若者向け情報

17.6％（H25)→増加（H31）

　・「ながの結婚マッチングシステム」サポートデスク

　　の設置

　・研修会・交流会の開催

理想の数の子ども、特に3人以上の子どもを持てる

よう、親の経済的負担を軽減するため、第３子以降

の保育料を軽減する市町村を支援します。

　　発信

私立高等学校等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。

*授業料滞納率：0.27%（H26見込）→0.24%以下（H27）

　未婚者の増加や晩婚化の進展が少子化の主な要

因であるとの認識のもと、結婚を希望する方の出会

いの機会を拡大することなどにより、少子化傾向の

改善を図ります。

  ・「婚活コーディネーター」の設置

　・婚活サポーターの募集及び活動支援

  ・婚活セミナーの開催

新

新

新

新

拡

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

地域子ども・子育て支援事業費 967,631

[040715]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・ 事業主体　市町村

　・ 補助率　　１/3

　・ 事業内容

1

2

3

4

5

6

7

*

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［1,118,619］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

子育て支援総合助成金交付 101,184

事業費

[040721]

（人口定着・確かな暮らし実現） 　・ 事業主体　市町村

　・ 補助率　　１/2又は1/4

　・ 事業内容

1 低年齢児保育支援事業

2 放課後児童健全育成事業

3 小規模放課後児童クラブ施設整備事業

4 病児・病後児保育個別・広域対応支援事業

5 病児・病後児保育施設等整備事業

6 認可外保育施設児童処遇向上事業

7 社会福祉施設代替職員雇用事業

8 「気になる子ども」の保育応援事業

9 市町村提案事業

*

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［101,184］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

潜在保育士掘り起こし事業費
13,425

[040725]

・ 保育士登録者へのアンケート調査

こども･家庭課 ・ 再就職支援のための講習会

  FAX 026-235-7390 ［0］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 長野県福祉人材センターへの登録者数　2,700人

病児・病後児保育実施市町村数：

17市町村(H26)→19市町村(H27)

放課後こどもプラン登録児童数：

29,025人(H26)→29,350人(H27)

保育士不足の解消のため、保育士資格を所有し

ながらも保育士として勤務していない潜在保育士の

現状把握、掘り起こしを行います。

養育支援訪問事業         　　　　　　　  など

子育ての負担感を緩和し、安心して子育てできる

環境を整備するため、放課後児童クラブや病児・病

後児保育など多様な子育て支援サービス等を実施

する市町村を支援します。

放課後児童健全育成事業

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

乳児全戸訪問事業

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

地域子育て支援拠点事業

放課後こどもプラン登録児童数：

29,025人(H26)→29,350人(H27)

子育て支援の取組を一層推進するため、地域の

実情に応じた次の事業を実施する市町村を県が独

自に支援します。

病児・病後児保育実施市町村数：

17市町村(H26)→19市町村(H27)

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

子ども支援センター設置運営

事業費

12,219

[040706]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ 子どもの相談に応じる総合的窓口の設置・運営

・ 子ども支援委員会の設置・運営

こども･家庭課 * 相談件数　　1,000件（H27)

  FAX 026-235-7390 ［0］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

365,090

[040702][040718]
　・ 児童養護施設 1か所

　・ 乳児院 1か所

　・ 児童館・児童センター 4か所

　・ 放課後児童クラブ室 7か所

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 [ 957,679 ]

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

児童虐待防止対策事業費 18,444

[040703][040704][040723]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　児童虐待防止対策事業

・ 児童相談所等職員に対する研修

・ 県民向けの広報啓発

　２　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　３　安心子育て支援者養成事業

・ 子育てスキルアップ講座トレーナーの養成

・ 養育支援家庭訪問者の養成を支援

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［11,825］ *子育てｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座開催市町村数：16(H26)→25(H27)

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp *養育支援家庭訪問事業実施市町村数：45(H26)→55(H27)

里親委託推進事業費 6,377

[040701]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　里親委託等推進員の配置

　２　里親推進フォーラムの開催

こども･家庭課 　３　児童相談所や市町村職員のスキルアップ研修の開催里親研修の実施

  FAX 026-235-7390 ［3,413］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 里親委託率：11%(H26)→13%(H27)

児童福祉施設等整備事業

補助金

児童福祉施設等の創設・改築等に対して助成しま

す。

　子どもの相談に応じ、人権侵害から子どもを救済

するため、長野県の未来を担う子どもの支援に関す

る条例に基づき、子ども支援センターを設置・運営

します。

児童虐待の発生及び深刻化を防止するため、児

童相談所等の相談支援体制を強化します。

児童虐待及びＤＶ（配偶者間暴力）の通告・

通報及び緊急の相談に24時間・ 365日対応

家庭的養護を推進するため、里親制度の理解を

深め、新規里親を開拓するとともに、委託・支援体

制を強化します。

併せて、里親が安心して養育できるよう訪問・相談

等の支援を充実します。

新

拡

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

青少年育成県民会議 10,757

補助金

[040605]

次世代サポート課

  FAX 026-235-7087 [ 5,757 ]

  jisedai@pref.nagano.lg.jp *青少年育成指導員数：700人（Ｈ27)

困難を有する子ども・若者 5,247

の社会的自立支援事業費

[040602]

【雇用・社会参加促進】

【補助対象箇所数】

　・アウトリーチ（訪問相談）：

　　3箇所(H26)→4箇所（Ｈ27)

　　1箇所(H26)→3箇所（Ｈ27)

  ・宿泊を伴う研修：1箇所(H26)→1箇所（H27）

次世代サポート課

  FAX 026-235-7087 [ 3,897 ] *受講者数

  jisedai@pref.nagano.lg.jp 　・人材養成講習会：25人(H26)→25人（Ｈ27）

発達障がいのある生徒の 12,028

教育相談・教育支援事業費

[040603]

　・教育相談員1人→1.5人

次世代サポート課 　・発達障がいのある生徒に対応する研修会

  FAX 026-235-7087 [ 9,735 ]

  jisedai@pref.nagano.lg.jp *相談延べ件数：200件(H26)→400件（Ｈ27)

　　・「まちの保健室」設置支援事業

　　・地域・家庭から子どもを性被害から守る

　　　取り組み支援事業

私立高等学校や学習支援を行っている学びの場

などで学ぶ発達障がいのある生徒等が相談できるよ

うにするため、教育相談員や心理教育支援員による

教育相談・教育支援を行うとともに、学びの場・私立

高等学校の教職員等を対象に実践的な支援方法

を取得できる研修会を開催します。

　　・青少年インターネット適正利用推進事業

　　・「ノーネットデイ」普及啓発事業

困難を有する子ども・若者の社会的な自立を支援

している団体を育成するため助成します。特に中途

退学や、不登校等の子どもを受け入れる「場」が根

付くようＮＰＯ等への支援を拡充します。

　・出口戦略を持った居場所の提供：

「子どもを性被害から守るための県の取組み」に基

づく県民運動を実施するため、県民総ぐるみの青少

年健全育成運動を展開している青少年育成県民会

議に補助します。

　　・青少年育成指導員制度構築事業
新

新

新

新

新

拡

拡

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

芸術文化活動推進事業費 151,589

[040101]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化政策課

  FAX 026-235-7284 ［94,350］

  bunka@pref.nagano.lg.jp 　（一部　文化振興基金活用事業）

文化施設管理運営事業費 1,450,658

[040102]

文化政策課

  FAX 026-235-7284 ［1,623,263］

  bunka@pref.nagano.lg.jp

信濃美術館整備検討事業費 3,101

[040103]

【誇りある暮らし実現】

文化政策課

  FAX 026-235-7284 ［0］

  bunka@pref.nagano.lg.jp

　*整備の方向性の決定（H27）

　優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く県

民に提供する取組を、新たに設置する文化振興基

金の活用により拡大し、心豊かな暮らしの実現を図

ります。

　　・県内文化会館のネットワークによる共同制作・

　　　出前公演の実施や人材育成

　　・県内ミュージアムのネットワーク化の促進

　　・セイジ・オザワ 松本フェスティバルの共催

　　・県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携

　　　事業の共催

　*連携して新たに企画する公演等の鑑賞者数

　　4,000人（H27）

　*セイジ・オザワ 松本フェスティバル鑑賞者数

　　54,274人（H26）→90,000人（H27）

　*県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携

　　事業の参加者数

　　2,200人（H26見込）→3,200人（H27）

県立文化施設の環境整備及び適切な管理運営に

より、優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く

県民に提供します。

　・県立の文化会館、創造館及び美術館の指定

　　管理

  ・ホクト文化ホールの屋根改修等、県立文化施

　　設の機能の維持向上

　*県立文化施設利用者数

　　1,260,200人(H26見込)→1,294,400人（H27）

　＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

唯一の県立美術館である信濃美術館が、県の文

化芸術の発信拠点としての機能が果たせるよう、建

替えに向けた整備検討に着手します。

新

新

拡

拡

新

25 （県民文化部－9）



健康福祉部

（千円）

信州ACE(エース)プロジェクト 12,409

推進事業費

[050505]　[050506]　[050507]

[050508]　[050509]　[050510]

[050614]  [051003]

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現） 【Action（体を動かす）】

1

（医薬品適正使用・環境整備事業費

 歯科保健総合推進対策事業費

 一部再掲） 【Check(健診を受ける）】

2

3

4

【Eat(健康に食べる）】

5 健康に配慮した食環境整備事業

　

6

7

【ACE共通】

健康増進課 8 信州ＡＣＥ(エース）プロジェクト普及・発信事業　

  FAX 026-235-7170

  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

保健・疾病対策課

  FAX 026-235-7170 *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

薬事管理課

  FAX 026-235-7398 [ 11,536 ]

  yakuji@pref.nagano.lg.jp

地域課題に応じた減塩等モデル事業

モデル地区での減塩等の取組による効果を検

証し、生活習慣の改善に有効な取組を普及

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

　一人ひとりが健やかで幸せに暮らせる「しあわせ健

康県」の実現のため、生活習慣の改善に向けた重点

３項目、Action（体を動かす）、Check(健診を受け

る）、Eat(健康に食べる）の取組を県民総ぐるみで推

進します。

予　算　額

［前年度当初予算額]

薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業

県薬剤師会と連携し、薬局での自己血圧測定

の促進など健康情報拠点化を推進

歯科関係者や市町村担当者の研修会開催など

による、かかりつけ医での定期歯科チェックの推

進

各種媒体を効果的に活用した普及・発信や県

民が健康づくりに取り組むためのイベントの開催

64.4%(H25年度）→　69.6%（H27年度）

87.2%（H25年度）→　同レベル以上(H27年度）

運動に関する取組を行っている人の割合：

食生活に関する取組を行っている人の割合：

運動習慣定着促進事業

市町村や運動支援ボランティア、保険者などに

対する効果的な運動手法の講習等

事業者と連携した健康づくりモデル事業

協会けんぽなど保険者を通じ、中小事業者の健

康づくりに有効な取組を支援・検証し、モデル事

業として発信

成人歯科保健支援事業

外食や弁当においても健康に配慮した食事を

選択できる環境整備の推進

健康ボランティア活動強化事業

研修会の開催などにより食生活改善推進員の

実践活動を支援

新

新

拡

拡

拡

新

26 （健康福祉部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

歯科保健総合推進対策 12,065

事業費

[050604] [050614] 

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現） ・ 歯科保健推進県民会議の開催

・ 県民よい歯のコンクールの開催

・ 在宅歯科医療連携室の運営

・ フッ化物応用の推進

・

・

保健・疾病対策課 * むし歯のない1歳6か月児、３歳児の割合：

  FAX　026-235-7170 [ 13,606 ]

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp ３ 歳 児：83.4%(H25年度) →同レベル以上(H27年度)

信州の食を育む実践事業費 1,137

[050512]

【健康づくり・医療充実】

*

健康増進課

  FAX 026-235-7170 [ 918 ] *

  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

自殺対策推進事業費 65,641

[050626]

【健康づくり・医療充実】

１ 弁護士など専門家による対面型相談の実施

２ 企業向けゲートキーパー研修の実施

３

４

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 29,301 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

人生二毛作社会推進事業費 15,438

[050502]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ シニア活動推進コーディネーターの配置

・ 人生二毛作推進県民会議の開催

*

*

健康増進課 年度）

  FAX 026-235-7170 [ 15,896 ]

  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp (地方創生交付金活用事業）

自殺者数：422人(H25)→422人以下(H27)

要介護者の口腔内状況を把握するための調査

在宅歯科医療従事者人材の養成

1歳6か月児：97.7%(H25年度)→同レベル以上(H27年度)

自殺ハイリスク者支援強化事業の実施

県自殺予防情報センターによる相談、情報提供

関係機関・団体によるネットワーク会議の開催：

12回/年（H27）

コーディネーター相談対応件数：1,500件/年 (H27

   シニア世代の社会活動や就業を進めるため、シニ

ア活動推進コーディネーターによる関係機関の連

携・機能強化や、効果的・効率的なマッチングシステ

ムの検討等、人生二毛作・生涯現役社会の仕組み

づくりを推進します。

信州保健医療総合計画に基づき、8020運動をはじ

めとする歯及び口腔の健康づくりに関する取組を総

合的に推進します。

依然として高い水準にある自殺者数を減少させる

ため、自殺対策を総合的に推進します。

　 健康長寿と豊かな人間形成を目指し、関係機関・

団体と協働して総合的な食育の取組を推進するた

め、関係部局の連携により県民会議や県民大会等

を開催します。

　87.2%（H25年度）→同レベル以上（H27年度）

食育ボランティア数：17,944人(H25年度)

　→　19,000人（H27年度）

健康づくりのために食生活に関する取組を行ってい

る人の割合：

拡

27 （健康福祉部－2）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

医師確保等総合対策事業費 556,822

[050301][050302][050303]

[050305][050306][050307]

[050308][050309][050310]

[050311][050312][050313]

[050314] ・ 信州医師確保総合支援センター事業

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ 医学生修学資金等貸与事業

・ 女性医師総合支援事業

* 医学生修学資金等貸与者総数：117人(H26年度)

→129人(H27年度)

*

医療推進課医師確保対策室

  FAX　026-223-7106 [ 500,479 ] 　（一部　地域医療再生基金

  doctor@pref.nagano.lg.jp 　　　　　　地域医療介護総合確保基金活用事業）

看護職員新規養成確保対策 498,334

事業費

[050235][050236][050245]

[050246] ・

【健康づくり・医療充実】 ・

・

* 県立養成機関看護師国家試験合格率：

95％(H25年度)→同レベル以上

*

80％(H25年度)→同レベル以上

医療推進課
　　＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

  FAX 026-223-7106 [ 499,015 ]

  iryo@pref.nagano.lg.jp （一部 地域医療介護総合確保基金活用事業）

  医師の確保・定着と偏在解消を図るため、信州医

師確保総合支援センターを中心に研修医・医学生

等へのキャリア形成支援や信州型総合医の養成等

を行います。

　看護職員を確保するため、看護職員の新規養成

及び県内就業の定着・促進を支援します。

県内民間等養成所入学者の県内就業率：

看護大学及び県立看護専門学校(須坂）の運営

県内民間等養成所（10校）に対して運営費を助

成

県内への就業を促進するため、看護師等養成

所の学生を対象に修学資金を貸与

　 女性医師の就労支援、相談窓口の設置、勤

務環境の整備等、総合的な支援を実施

修学資金貸与者に対するキャリア形成支援のため

の面談：延べ100回(H27年度)

　 即戦力医師の確保、信州型総合医の養成

等、地域医療を担う医師の確保・定着及びキャ

リア形成支援等を実施

　 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

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

地域医療再生事業費 605,737

[050205][050206][050207]

[050301][050302][050303]

[050305][050306][050307]

[050308][050309][050310] 【一次分】

[050311][050312][050313] （事業実施期間：平成21年度～27年度）

[050314][050603]

・ 小児・成人初期救急センター整備

【健康づくり・医療充実】 ・ 看護職員確保修学資金の貸与

（人口定着・確かな暮らし実現） ＜上伊那医療圏＞

・ 看護師奨学金貸与

（医師確保等総合対策事業 【二次分】

一部再掲） （事業実施期間：平成23年度～27年度）

・ 二次救急医療機関等病棟建替・医療機器整備

・ リハビリテーション研修施設整備

・ 医療人材確保、地域医療連携

【三次分】

（事業実施期間：平成25年度～27年度）

・ 災害拠点病院等施設設備整備

医療推進課 ・ 在宅医療連携拠点の構築

  FAX 026-223-7106 ・ 看護専門学校環境整備

  iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 二次医療圏の地域医療再生(木曽、大北、北信)

医療推進課医師確保対策室 ・ 医師確保対策

  FAX　026-223-7106

  doctor@pref.nagano.lg.jp * 計画事業の進捗率：

保健・疾病対策課 96.0％（H26年度)→100.0％（H27年度）

  FAX　026-235-7170 [ 2,476,959 ]

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp 　（地域医療再生基金活用事業）

＜上小医療圏＞

　地域(二次医療圏・県全域）の医療課題を解決する

ため、県地域医療再生計画に基づき医療施設、設

備の整備等を実施・支援します。

29 （健康福祉部－4）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

3,312,634

[050210][050220][050228]

[050230][050231][050232]

[050233][050234][050235]

[050237][050238][050239] ・

[050240][050241][050242] ・

[050243][050246][050301] ・ 介護施設等の整備のために必要な事業

[050302][050303][050307] ・

[050308][050309][050310] ・ 介護従事者の確保・養成のために必要な事業

[050311][050312][050314]

[050406][050408][050604] * 医療関係事業進捗率

[050701][050703][050710] （H27年度執行額／H27年度執行計画額）：

[050711][050714][051010] 70%以上

* 認知症高齢者グループホーム等の整備：26か所

（医師確保等総合対策事業、 * 特別養護老人ホーム等施設の開設準備への支

看護職員新規養成確保対策事 援：29か所

業、小児・周産期医療体制整備事 * 退院調整ルール策定二次医療圏：２か所

業、医療提供体制改革推進事業

費、地域包括ケア構築推進事業、

社会福祉施設等整備事業補助金、

福祉人材確保対策事業費

一部再掲）

健康福祉政策課

  FAX　026-235-7485

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

医療推進課

  FAX　026-223-7106

  iryo@pref.nagano.lg.jp

医療推進課医師確保対策室

  FAX　026-223-7106

  doctor@pref.nagano.lg.jp

地域福祉課

  FAX 026-235-7172

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

介護支援課

  FAX 026-235-7394

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

薬事管理課

  FAX　026-235-7398 [ 754,670 ] （地域医療介護総合確保基金活用事業）

  yakuji@pref.nagano.lg.jp

医療従事者の確保・養成のために必要な事業

※平成27年度からの新規事業ですが、国庫補助事業、

他の基金事業から振り替えられた事業を含みます。

地域医療介護総合確保事

業費

　医療・介護サービスの提供体制改革を推進するた

め、地域医療介護総合確保基金を活用し、必要な

施設・設備の整備等、医療・介護サービス提供体制

の計画的な確保・充実を図ります。

病床の機能分化・連携のために必要な事業

在宅医療の充実のために必要な事業

30 （健康福祉部－5）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

医療施設・設備整備事業費 1,768,781

[050203][050204][050216]

[050219][050226][050602]

　・

診療所スプリンクラー等整備）

・

医療推進課

  FAX 026-223-7106 *

  iryo@pref.nagano.lg.jp

保健・疾病対策課 *

  FAX　026-235-7170 [ 2,175,707 ]

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

362,878

[050214]

・

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 342,627 ] *

  iryo@pref.nagano.lg.jp 100％(H26年度)→同レベルを維持

ドクターヘリ運航事業費 434,797

[050215]

・ 基地病院 佐久総合病院佐久医療センター

信州大学医学部附属病院

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 495,894 ] * 要請の重複による対応不能事案の割合：

  iryo@pref.nagano.lg.jp 4.0％(H26年度見込)→同レベル以下

310,072

[050220][050221][050222]

[050223] ・ 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

3 地域療育支援施設

4 周産期母子医療センター

・ 小児救急電話相談事業の実施

* 小児救急電話相談に納得した割合：

医療推進課 96.0％(H25年度)→同レベル以上(H27年度)

  FAX 026-223-7106 [ 323,866 ]

  iryo@pref.nagano.lg.jp （一部 地域医療介護総合確保基金活用事業）

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改

善、医療提供体制の充実及び医療施設の耐震化を

図るため、医療施設・設備の整備を支援します。

施設整備の支援：20か所(H27年度)

救命救急センター運営費補助

救命救急センターの充実度評価Aの割合：

　高度な救命処置の早期開始による救命率の向上、

後遺症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、県内２機体制によるドクターヘリの

運航を支援します。

小児・周産期医療体制整備

事業費

　小児・周産期医療体制の維持・確保のため、医療

施設の運営等を支援します。

設備整備への補助

救命救急センター運営事業

補助金

　重篤救急患者の医療を確保するため、救命救急

センターの運営を支援します。

施設整備への補助 （医療施設の耐震化、有床

うち、スプリンクラー整備８か所

設備整備の支援：12か所(H27年度)

（医療機器の整備）
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

1,685,790

[050210][050220][050228]

[050230][050231][050232]

[050233][050234][050235]

[050237][050238][050239] ・

[050240][050241][050242] ・

[050243][050246][050301] ・

[050302][050303][050307]

[050308][050309][050310] * 事業進捗率

[050311][050312][050314] （H27年度執行額／H27年度執行計画額）：

[050604][051010] 70%以上

（医師確保等総合対策事業

看護職員新規養成確保対策事業

小児・周産期医療体制整備事業

一部再掲）

健康福祉政策課

  FAX　026-235-7485

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

医療推進課

  FAX　026-223-7106

  iryo@pref.nagano.lg.jp

医療推進課医師確保対策室

  FAX　026-223-7106

  doctor@pref.nagano.lg.jp

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

薬事管理課

  FAX　026-235-7398 [ 348,349 ] （地域医療介護総合確保基金活用事業）

  yakuji@pref.nagano.lg.jp

5,480,000

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 5,172,201 ]

  iryo@pref.nagano.lg.jp

地方独立行政法人長野県

立病院機構負担金

医療従事者の確保・養成のために必要な事業

※　平成27年度からの新規事業ですが、国庫補助事業

　 から振り替えられた事業を含みます。

医療提供体制改革推進事

業費

　医療サービスの提供体制改革を推進するため、地

域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分

化・連携等、医療提供体制の確保・充実を図ります。

病床の機能分化・連携のために必要な事業

在宅医療の充実のために必要な事業

　地方独立行政法人法第85条に基づき、地方独立

行政法人長野県立病院機構が第２期中期計画

（H27～H31）に基づいて運営する県立病院の経費

のうち、次の経費について負担し、経営の安定化を

図ります。

・救急医療の確保等、経営に伴う収入をもって充て

　ることが適当でない経費

・高度医療、へき地医療の確保等、不採算部門に

　要する経費

・県立こども病院のＰＩＣＵ（小児集中治療室）増床に

　よる受入態勢の拡充
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

17,326,082

[050102]

・

・

・

健康福祉政策課

  FAX 026-235-7485 [ 16,114,012 ] ・

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp  

後期高齢者医療給付事業費 25,940,362

[050103]

・ 療養の給付等に対する費用負担

・

健康福祉政策課

  FAX 026-235-7485 [ 25,099,818 ] ・ 高額な医療費に対する費用負担

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp ・ 財政安定化基金への積立て

4,604,477

[050104]

（人口定着・確かな暮らし実現）

健康福祉政策課

  FAX 026-235-7485 [ 4,519,676 ] ・ 補助対象　市町村

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp ・ 補助率　　 1/2

がん対策総合推進事業費 180,122

[050602] [050630]

【健康づくり・医療充実】

債務負担行為 ・

(2,329) ・

・ 在宅がん緩和ケア地域連携事業

・

・ がん患者への就労支援推進事業

・ がん先進医療費利子補給事業

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 164,942 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp 66.1(H25)→63.1(H27)

保険者（市町村）の財政調整に要する費用

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

高額な医療費に対する費用負担

負担

特定健康診査・特定保健指導の実施に要する

　保険者（市町村）の療養の給付等に要する費用の

一部を負担し、市町村国民健康保険の安定的運営

を支援します。

がん予防推進事業

　予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範にわ

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。

費用負担

　高齢期における適切な医療を確保できるよう、療養

の給付等に要する費用の一部を負担し、後期高齢

者医療制度の安定的運営を支援します。

　乳幼児等、障がい者、母子家庭の母子等及び父

子家庭の父子の経済的負担を軽減し、福祉の向上

を図るため、市町村が行う医療費の助成を支援しま

す。

(子どもの入院の助成対象を小３までから中卒までに

拡大するとともに、障がい児の所得制限を廃止）

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

負担

負担

がん診療連携拠点病院整備事業

がん相談連携病院事業

がんの年齢調整死亡率(75歳未満、人口10万対)：

（医療施設・設備整備事業一部再

掲）

福祉医療費給付事業補助

金

国民健康保険基盤安定化

等事業費

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

精神科救急医療整備事業費 112,367

[050625]

【健康づくり・医療充実】

１ 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

２ 精神科救急情報センター事業

精神障がい者等からの医療相談に24時間体制で

対応（こころの医療センター駒ヶ根）

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 95,283 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

感染症対策事業費 43,685

[050615] 

１ 感染症対策協議会の開催

２ 感染症患者との接触者に対する健康診断

３ 感染症患者の医療機関への移送

４ 感染症指定医療機関への運営費等の助成

５ 風しん抗体検査の実施

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 48,525 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

医薬品適正使用・環境整備 6,958

事業費

[051003]

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ ジェネリック医薬品使用促進事業

・

・ 医薬品有効性確保・副作用対策事業

薬事管理課

  FAX 026-235-7398 [ 7,776 ] *

  yakuji@pref.nagano.lg.jp

11,246

[050711]

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　地域ケア会議サポート事業

（認知症施策総合推進事業費 　２　地域ケア会議立ち上げ支援事業

一部再掲） 　３　地域包括ケア推進研修事業

　４　多職種連携等研究事業

　５　在宅ケアに向けた退院調整ルール策定支援事業

保健・疾病対策課 　６　24時間対応介護サービス推進モデル事業

  FAX　026-235-7170 　７　認知症初期集中支援チームの設置推進（再掲）

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

*

介護支援課

  FAX 026-235-7394 [ 12,269 ]

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp （一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

後発医薬品割合（数量ベース・新指標）：

51.6％（H26年度見込）→53.7％（H27年度）

　安全な医薬品の流通確保及び適正使用を図るた

め、後発医薬品の使用状況等の調査・研究、品質検

査を実施するとともに、薬局を健康情報拠点と位置

づけたセルフメディケーションを推進します。

薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ために必要な「地域包括ケア体制」の構築に向け、

地域ケア会議の立ち上げ支援や専門職の人材派遣

等を行います。

地域ケア会議が設置されている日常生活圏域：

66％(H25年度)→100％(H27年度)

地域包括ケア構築推進事

業費

感染症指定医療機関運営費補助金：11医療機関

(H27)

精神疾患の急激な発症や病状の悪化などにより、

緊急に医療を必要とする精神障がい者に対応する

ため、精神科救急医療体制の確保を図ります。

精神科救急医療圏域数：

県内における感染症の発生を予防するとともに、感

染症患者等の発生時にはまん延の防止を図ります。

3圏域（H26年度)→4圏域（H27年度)

拡

新

新

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

認知症施策総合推進事業費 16,453

[050601]

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

１

２ 認知症初期集中支援チームの設置推進

３ 認知症疾患医療センターの整備

４ 医療従事者向け認知症対応力向上研修の実施

５ 認知症予防県民運動推進事業

*

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 18,285 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

介護給付費負担金 25,689,416

　・ 介護給付費見込額

介護支援課

  FAX 026-235-7394 [ 25,870,012 ] 　・ 県負担割合　

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

介護保険料軽減事業費 67,616

介護支援課

  FAX 026-235-7394 [ 0 ] 　・ 県負担割合　

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

地域支援事業交付金 768,606

　・ 事業主体　市町村・広域連合

　・ 事業内容

介護支援課

  FAX 026-235-7394 [ 749,869 ] 　　２　包括的支援事業

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　　３　任意事業

認知症初期集中支援チーム設置市町村数：

2市(H26年度)→19市町村(H27年度)

医療従事者向け研修修了者累計：

200人(H26)→450人(H27)

　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、介護保険事業の安定的運営を図りま

す。

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮ら

すため、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。

認知症施策推進会議の開催

　　１　介護予防事業または介護予防・日常生活

　　　　支援総合事業

1,771億163万8千円

居宅サービス　12.5%

施設サービス　17.5%

介護保険料軽減に要する経費の

1/4

　高齢化の進展に伴う介護保険料の負担水準の上

昇に対応し、低所得者の保険料負担を軽減するた

め、所得段階に応じて、保険料の一部を国・県・市

町村で負担します。

  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係る

費用の一部を負担します。

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

社会福祉施設等整備事業 2,981,875

補助金

[050713][050714]

[050818]  創設、改築等　　　　

（老人福祉施設）

　・広域型特別養護老人ホーム等 ７か所

　・認知症高齢者グループホーム等 26か所

介護支援課

  FAX 026-235-7394

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　・障がい者支援施設等 3 か所

　・障がい者グループホーム 3 か所

障がい者支援課

  FAX 026-234-2369 [ 2,115,151 ]

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

障害者自立支援給付費等 9,640,568

事業費

[050808][050809][050817]

　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

相談支援給付事業

　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

　３　障害児施設給付等事業

　(1) 通所支援

　　・ 事業主体 市町村

障がい者支援課 　　・ 負担率 1/4

  FAX 026-234-2369 [ 9,151,237 ] 　(2) 入所支援

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　　・ 事業主体 県

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

市町村の自立支援給付費等に要する費用の一部

を負担し、障がい者（児）が必要とする障害福祉サー

ビスの安定的な提供を図ります。

地域活動支援センター

機能強化事業

社会福祉施設等の創設・改築に対して助成しま

す。

（障がい福祉施設）
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

障がい者相談支援事業費 180,470

[050805]

　　・ 配置者 療育コーディネーター

生活支援ワーカー

地域支援力向上スーパーバイザー

　　・ 長野県自立支援協議会運営事業

障がい者支援課

  FAX 026-234-2369 [ 191,531 ] *

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者就労支援事業費 70,533

[050813][050814][050815]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　工賃アップのための福祉就労強化事業

　２ ＯＪＴ(職場実習)による障がい者の就労促進事業

　　・ 実践的な短期トレーニングの促進

　　・ 就労移行支援事業所の機能強化

　３　障がい者ＩＴサポートセンター運営事業

　　・ ＩＴサポートコーディネーターの配置

　　・ パソコンボランティアの養成派遣

　４　知的・精神障がい者チャレンジ雇用

　　・ 知的障がい者と精神障がい者の雇用

　　・ チャレンジ雇用推進員の配置

*

*

障がい者支援課

  FAX 026-234-2369 ［67,261］ 　（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp   （一部　地方創生交付金活用事業）

　　・ 企業等へ障がい者に適した業務の提案や

　　 　実習のサポートを行う「ＯＪＴ推進員」の派遣

短期トレーニング参加者数：

250人(H26)→350人以上(H27)

　障がい者の収入増加を図るため、就労継続支援事

業所等の受注機会の拡大等を支援するとともに、ＯＪ

Ｔ（職場実習）推進員の派遣等により、一般就労を促

進します。

　　・ 事業所間の連携を促進する事業化推進員

　　　 の配置

　　・ 農業分野における障がい者の就労を支援

　　　する農業就労チャレンジコーディネーター

　　  等の配置

ＯＪＴ新規受入企業数：

60社(H26)→60社以上(H27)

相談支援延件数：

130,000件(H26)→130,000件以上(H27)

身体・知的・精神の３障がいに対応する圏域ごとの

障がい者総合支援センターにコーディネーター等を

配置し、障がい者が安心して地域で暮らせるよう支

援します。

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

障がい福祉啓発推進事業費 8,974

[050801][050802][050803]

【雇用・社会参加促進】

　１　障がい者虐待防止対策支援事業

　２　信州あいサポート運動推進事業

　　・ 「あいサポートフォーラム」の開催

　３　障がい福祉啓発推進事業

　　・ 長野県障がい者施策推進協議会の開催

障がい者支援課

  FAX 026-234-2369 ［9,648］ *

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者スポーツ振興事業 53,543

費

[050806]

　１　障がい者スポーツ振興事業

　２　長野県障がい者スポーツ協会業務支援事業

　　・ 障がい者スポーツ振興活動に対する助成

障がい者支援課

  FAX 026-234-2369 ［52,860］ *

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

発達障がい者支援事業費 74,784

[050628]

【雇用・社会参加促進】

１

２

３

４

５

保健・疾病対策課

  FAX　026-235-7170 [ 63,205 ] *

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp *

　　・ 長野車いすマラソン大会、障がい者スポーツ大

　　　 会（地区大会及び県大会）、県障がい者スキー

　　　 大会等の開催

県内８→10圏域

県障がい者スポーツ大会参加者数：

1,400人(H26)→1,400人(H27)

 「信州あいサポート運動」あいサポーター数：

10,000人(H26)→16,000人(H27)

　発達障がいに関する正しい知識を県民に普及啓

発するとともに、支援に携わる人材の育成、支援者

間の連携体制の構築に努め、途切れのない一貫し

た支援体制づくりを推進します。

発達障がいサポート・マネージャーの配置：10圏域(H27)

　障がい者スポーツ大会の開催及び選手の派遣等

を通じて、誰もがスポーツを楽しむことのできる環境

づくりを進めます。

　　・ 東京パラリンピック開催に向けた県関係選手の

　　　 育成強化及び普及啓発

　　・ 全国障害者スポーツ大会等への選手派遣の

　　　 助成

　障がい者虐待の予防及び虐待を受けた障がい者

の支援のため、虐待に関する相談対応や関係者に

対する研修を実施するとともに、障がいの特性を理

解し、障がい者の社会生活を支援する「信州あいサ

ポート運動」を展開します。

　　・ 県障がい者権利擁護(虐待防止)センターの

　　　 運営　（専任職員の配置）

　　・ 障がい者虐待防止研修の実施

　　・ 「あいサポーター」、「あいサポート企業・団体」

　　 　の募集

発達障がいサポート・マネージャーの配置

情報共有ツール活用のための環境整備

標準的なアセスメント（発達評価）の普及

正しい理解と協力を促すための普及啓発

発達障がい診療体制の推進

発達障がい者サポーター養成：延べ8,000人以上(H27)

拡拡拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

131,662

[050403]

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［135,721］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

201,381

[050405]

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［256,344］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

福祉人材確保対策事業費 213,574

[050406]

（人口定着・確かな暮らし実現）

*

地域福祉課

 FAX 026-235-7172 ［123,968］ 　（一部　緊急雇用創出基金

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp 　　　　　　地域医療介護総合確保基金活用事業）

地域福祉総合助成金交付

事業費

長野県社会福祉協議会活

動支援事業費

補助金

　福祉人材の確保・定着を促進するため、次の事業

を長野県福祉人材センター等において実施します｡

　１　福祉・介護人材の確保

　 　 ・福祉・介護人材マッチング支援事業

    　・潜在的有資格者支援事業

　　　・福祉職場PR事業

　　　・福祉の職場体験事業

　２　福祉・介護人材の資質向上・定着支援

　　　・キャリア形成訪問指導事業

　　　・社会福祉研修事業

　　　・外国人介護福祉士候補者受入施設学習

　　　　支援事業

　　　・介護人材雇用・定着促進事業

　３　福祉人材センターの運営

　　　・福祉人材センター運営事業及び「福祉・介護

　　　　人材確保ネットワーク会議」

県内介護福祉士登録者数：1,754人

（H19～23の平均増加人数）→1,800人以上(H27)

　社会福祉活動を振興するとともに、県民の福祉の

向上を図るため、長野県社会福祉協議会が実施す

る次の事業に対し助成します。

　１　日常生活自立支援事業

　２　福祉サービスに関する苦情解決事業

　３　生活福祉資金貸付事業

　４　ボランティア活動支援事業

　５　住民支え合い活動支援事業

　６　県社協活動基盤支援事業

　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

　　　 ・宅幼老所等整備事業

　　　 ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業

　　　 ・障がい者にやさしい住宅改良促進事業　等

　　 ２　障がい者支援事業

　　　 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

　　　 ・障がい者余暇活動支援事業

　　　 ・心身障がい児（者）タイムケア事業　等

     ３　市町村提案事業

　　　　 地域の実情に応じて実施する福祉施策に

       対する支援

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

生活保護費 2,586,400

[050414]

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［2,575,545］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

134,662

[050407]

【雇用・社会参加促進】

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［190,348］ *

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

母子保健事業費 85,821

[050605][050606][050607]

[050608][050609][050610]

[050611][050613][050632]

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　信州母子保健推進センター運営事業

　２　妊娠・出産相談支援事業

　３　男性不妊治療・不育症治療支援事業　　　　

　４　女性の健康ライフ支援事業　　　　

　５　思春期保健事業

　６　先天性代謝異常等検査事業

　７　ハイリスク母子保健対策事業

　８　難聴児支援センター事業

　９　夫婦で考える妊娠・出産啓発事業

* 新生児訪問全数実施市町村数：

33(H26年度)→55(H27年度)

* 産後うつ病スクリーニング実施市町村数：

48(H26年度)→64(H27年度)　

* 10代の人工妊娠中絶率：

保健・疾病対策課 6.3(H25年度)→同レベル以下（H27年度）

  FAX　026-235-7170 [ 63,811 ]

  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生交付金活用事業）

就労・増収率（支援の結果、就労開始又は就労収入

増加となった者の割合）：41％(H27)

信州パーソナル・サポート事

業費

　様々な要因により生活に困窮している方の自立を

促進するため、生活困窮者自立支援法に基づく各

種事業等により、一人ひとりに適した包括的、継続的

な支援を行います。

　生活に困窮する方が、健康で文化的な最低限度

の生活を営むことを保障するため、生活保護を行い

ます。

　１　生活保護費

　　　生活保護法による被保護世帯に対する生活

　 扶助等の実施

　

　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

  信州母子保健推進センターを設置し、市町村と協

調して、妊娠から子育てまでの相談・支援体制を構

築します。

　また、母性や乳幼児に関する保健指導、健康相談

等を実施し、健康の保持及び増進を図ります。

　１　自立相談支援事業

　２　就労準備支援事業

　３　家計相談支援事業

　４　支援人材等育成研修事業

　５　住居確保給付金事業

　６　一時生活支援事業

新

新

新

新

新

新

新

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(*は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

食品衛生監視指導事業費 19,840

[050904]

・

 

・

 

・

・

・

食品・生活衛生課

  FAX  026-232-7288 [ 19,493 ] *

  shokusei@pref.nagano.lg.jp

医薬品等監視指導事業費 12,684

[051001]

・ GMP調査体制整備事業

・ 薬事監視員の立入検査

・ 医薬品等生産技術振興研修会

・ 医薬品等製品試験

薬事管理課

  FAX 026-235-7398 [ 7,229 ] *

  yakuｊｉ@pref.nagano.lg.jp

監視実施率：

28.5%(H26年度見込)→29.0%(H27年度)

市場検査補助員による検査及び巡回指導

軽井沢夏期食品衛生相談所の開設

食中毒の発生件数の減少：

14件(H19～23平均）→同レベル以下

　 飲食に起因する危害の発生を未然に防止するた

め、食品衛生監視員等による食品衛生監視・指導を

行います。

　医薬品等の製造業者、販売業者等の資質向上を

図るとともに、薬局や医薬品販売業等への監視指導

を行います。

  併せて、医薬品製造の国際基準であるＰＩＣ/Ｓに対

応するＧＭＰ調査体制の整備を図ります。

広域食品衛生監視機動班及び保健所食品衛

生監視員による監視指導

食品衛生推進員による食品関係営業者に対す

る指導・助言

きのこ衛生指導員によるきのこ鑑別指導
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環 境 部

（千円）

信州環境フェア負担金 2,400

[060101]

環境政策課

  FAX 026-235-7491 [ 2,100 ]

  kankyo@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化対策事業費 43,822

[060201]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

環境エネルギー課

 FAX 026-235-7491 [ 54,008 ]

 kankyoene@pref.nagano.lg.jp

予　算　額

［前年度当初予算額]

　地球温暖化防止や循環型社会の形成などに向け

た取組を推進し、持続可能な社会を構築するため、

経済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催しま

す。

　また、地域で開催される環境イベントとの連携事業

を行います。

・事業主体　　信州環境フェア実行委員会

・補助率　　 　定額

*地域連携数：６地域以上（H27）

１　家庭の省エネサポート制度運営事業

　家庭の身近な省エネ・節電を着実に推進するた

め、民間事業者（省エネサポート事業者）が県民と接

する機会を活用し、省エネアドバイス・省エネ診断を

実施します。

２　事業活動省エネサポート推進事業

  事業活動に伴うエネルギー利用の効率化を図るた

め、事業活動温暖化対策計画書制度に基づき、事

業者に対する省エネに関する助言や事業所への現

地調査等を実施します。

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

 *家庭の省エネサポートアドバイス・診断件数

　：25,000件(H27)

 *計画書提出事業者の温室効果ガス排出削減量

　：前年度比１％以上（H27）
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

自然エネルギー推進事業費 1,118,930

[060202]

【環境・エネルギー自立地域創造】

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

環境エネルギー課

 FAX 026-235-7491 [ 462,420 ]

 kankyoene@pref.nagano.lg.jp

29,115

[060203]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

環境エネルギー課

 FAX 026-235-7491 [ 0 ]

 kankyoene@pref.nagano.lg.jp

資源循環システム構築事業費 5,208

[060601]

*1人1日あたり一般廃棄物排出量

　：862ｇ(H24)→800ｇ（H29）

資源循環推進課 *産業廃棄物総排出量

  FAX 026-235-7259 [ 1,239 ] 　:3,677千ｔ(H24)→3,600千t（H29）

  junkan@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化への適応推進事

業費

*長野県の気象データや影響データを一元化したデータ

ベースの構築（H27）

（一部 自然エネルギー地域基金、グリーンニュー

ディール基金活用事業）

１　　　自然エネルギー地域発電推進事業

　固定価格買取制度を活用した自然エネルギーの

利用を促進するため、地域のNPOや中小企業等が

行う自然エネルギー発電事業に対し、27年度から補

助対象を施設整備まで拡充して助成します。

  ・事業主体　市町村（ソフトのみ）、NPO、

　　　　　　　　　中小企業等

　・補助率　　　1/2以内、3/10以内、1/4以内

　　　　　　　　　ハード事業については自己資金等を

　　　　　　　　　考慮し決定

*発電設備容量でみるエネルギー自給率

　：70.0％（H25）→70.0％以上（H27）

　気候変動による災害発生の未然防止や、変化する

気候に適した農産物の栽培など、地球温暖化に適

応した技術等の開発を促進するため、気象データや

影響データを保有する機関等のネットワーク化によ

り、データベースを構築するとともに、精度の高い気

候変動予測と影響分析を行います。

　廃棄物の発生抑制や再資源化に向けた取組を推

進します。

・消費者、事業者並びに県及び市町村の協働に

　よるレジ袋削減県民スクラム運動の推進

２　地域主導型自然エネルギー創出支援事業

　自然エネルギーの利用を促進するため、市町村や

地域のNPO、中小企業等が行う地域主導型の熱利

用事業に対して助成します。

  ・事業主体　市町村、民間事業者

　・補助率　　　1/2以内

３　公共施設等再生可能エネルギー導入推進事業

　災害に強い低炭素な地域づくりを進めるため、市

町村等が行う避難所や防災拠点等への自然エネル

ギー設備導入に対して助成します。

　・事業主体　市町村、民間団体

　・補助率　　　1/3、1/2、10/10

*１村１自然エネルギープロジェクト登録件数

　：150件（累積）（H27）

・　　県民や市町村等との連携によるごみ減量

　　日本一へのチャレンジ事業の推進

・ 　 長野県廃棄物処理計画（第４期）の策定

拡

新

新
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

27,854

[060603]

資源循環推進課 *産業廃棄物総排出量

  FAX 026-235-7259 [ 29,460 ] 　:3,677千ｔ(H24)→3,600千t（H29）

  junkan@pref.nagano.lg.jp

廃棄物監視指導事業費 43,345

[060604]

・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置

・消防防災ヘリコプターによる廃棄物上空監視

資源循環推進課

  FAX 026-235-7259 [ 42,411 ] *立入検査件数：12,700件以上（H27)

  junkan@pref.nagano.lg.jp

水資源保全対策事業費 1,421

[060304]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 12,662 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

81,409

[060305]

【誇りある暮らし実現】

水大気環境課 *湖沼環境基準(COD)達成状況：53.3%(H27)

  FAX　026-235-7366 [ 44,079 ] *地下水環境基準（概況調査)達成状況：95.0%(H27)

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

*保全が必要な水源の水資源保全地域指定率

　：40％(H27)

　また、市町村と連携した監視や防止活動により、不

法投棄の減少を目指します。

　本県の豊かな水資源の保全及び適正な利活用を

図るため、水資源保全地域の指定、情報の発信及

び長野県水道ビジョンの策定を推進します。

・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

・　　　名水サミットの開催支援

・　　　長野県水道ビジョンの策定

・多量排出事業者等に係る計画策定指導

・産業廃棄物３R実践協定による廃棄物の減量化・

  適正処理の促進

・産業廃棄物処分場用地の適切な維持管理

　良好な水環境の保全を図るとともに、健康被害等

を未然に防止するため、県内の河川、湖沼及び地

下水の汚濁状況の常時監視、工場・事業場への監

視・指導を行います。

　また、関係機関・団体と連携して諏訪湖の環境改

善に取り組みます。

産業廃棄物適正処理推進事

業費

　産業廃棄物の適正処理のための取組を推進し、良

好な環境の確保を図ります。

・廃棄物処理施設設置及び産業廃棄物処理業等

 の許可

河川・湖沼等水質保全対策推

進事業費

　排出事業者及び処理業者に対する監視指導を行

うことにより、廃棄物の適正処理を推進して、安全・

安心な生活環境を確保します。

・　　未把握のPCB使用製品及びPCB廃棄物の調査

・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事業

・排出源監視指導事業

・諏訪湖環境改善対策事業

・　　  「しじみが採れる諏訪湖」再生手法検討事業

新

新

新

新
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

合併処理浄化槽整備事業 152,874

補助金

[060401]

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 163,970 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

大気汚染防止対策事業費 41,469

[060301]

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 47,279 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

山岳環境整備パイロット 31,682

事業費

[060501]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 0 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

民間との協働による山岳 8,400

環境保全事業費

[060501]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 8,400 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

*大気環境基準（長期的評価）の達成状況：100％(H27)

　山岳環境の保全と適正利用の推進を図るため、一

定の合意が図られた山域において実証的な取組を

行い、長野県山岳環境連絡会において方針を策定

します。

・市町村が行う登山道、山岳環境保全施設の整備等

　への支援

・事業主体　　市町村

・補助率　　 　2/3、72.5/100、75/100

*山岳環境の保全と適正利用のあり方の合意地域

　：５地域（H27）

　民間からの寄付金等を活用し、市町村等の取組を

支援するとともに、山岳環境連絡会により登山道等

の今後の方向性を検討します。

・市町村や山小屋関係者が実施する、損傷した登

　山道等の整備への支援

・山岳環境連絡会を設置し、今後の登山道や山岳

　環境について検討

・事業主体　　市町村、山小屋関係者

・補助率　　 　1/2、10/10

*事業実施箇所：６箇所（H27)

　大気汚染物質による健康被害等を未然に防止す

るため、大気の汚染状況を常時把握するとともに、ば

い煙等発生源への監視・指導を行います。

　快適な生活環境と良好な水環境保全のため、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。

・事業主体　市町村

・補助率　 　事業費の公費負担分の1/3以内

*汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→98.1%(H27)

新
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

ライチョウ緊急保全対策事業費 6,910

[060502]

【誇りある暮らし実現】

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 0 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

人と生きもの パートナーシップ 1,509

推進事業費

[060502]

【誇りある暮らし実現】

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 0 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

魅力ある自然公園づくり事業費 3,036

[060503]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 0 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

補助公共事業費

補助公共事業費 4,374,395

[060402]及び[060403]

債務負担行為

（3,168,000）

生活排水課 *汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→98.1%(H27)

  FAX　026-235-7399 [ 4,425,780 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

県単独事業費

県単独公共事業費 33,390

[060403]

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 33,390 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

計 4,374,395千円

区　　　分

予　算　額区　　　分

農業集落排水 233,395千円

下　水　道 4,141,000千円

　「信州 山の日」制定により醸成された機運を活か

し、本県の自然公園のさらなる魅力向上と発信を行

うため、県立公園のあり方を検討します。

・県立自然公園のあり方の検討

・県内で開催される東アジア生物圏保存地域（ユネ

　スコエコパーク）ネットワーク会議への支援等

*自然公園利用者数

　：3,602万人（H25）→3,626万人（H27）

　県内の各地域において、自立的な生物多様性の

保全活動を展開できる体制を構築するため、企業な

ど多様な主体と地域の保全活動をつなぐ仕組みづく

りを進めます。

・生物多様性ホットスポットの緊急保全対策

・地域の自立的な保全活動体制の構築

*生物多様性ネットワークへの参加団体数：15団体（H27）

　信州の山岳環境のシンボルであるライチョウを絶滅

の危機から守るため、保護体制を整備します。

・生息数不明山域での実態調査

・ライチョウ保護を支援する「ライチョウサポーターズ」

 の養成

*ライチョウサポーターズの登録人数：90人（H29）

計 33,390千円

予　算　額

下　水　道 33,390千円

新

新

新
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産業労働部

（千円）

海外駐在員事業費 48,921

[070105]

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 47,010 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

小規模事業経営支援事業費 2,265,019

[070108]

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 2,380,642 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

中小企業連携組織支援 181,539

事業費

[070107]

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 181,839 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

2016年主要国首脳会議 2,948

（サミット）誘致推進事業費

[070101]

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 0 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

地域の特色を活かした商店街 4,871

創造支援事業費

[070202]

補助対象 市町村

事業主体　　 中心市街地の活性化に取り組む

「まちづくりグループ」　　

補助率 1/2以内

産業政策課サービス産業振興室 *実施箇所数：４箇所

  FAX 026-235-7496 [ 4,897 ] *外部有識者による事業評価点（平均）：70点

  service@pref.nagano.lg.jp

　2016年に日本で開催される予定の主要国首脳会

議（サミット）の軽井沢町を主会場とした県内への誘

致を図るため、官民一体となった誘致活動を行い、

長野県の持つ美しく豊かな自然環境や文化、食、

ボランティア精神などの強みや価値を世界に対して

発信します。

　*2016年主要国首脳会議（サミット）の誘致

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

　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。

　　・シニア専門指導員の設置を支援

　　・被災地域産業復興支援事業の実施

*巡回・窓口相談回数：12万回

*講習会等による指導回数：2,200回

（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

　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。

*相談助言件数：8,000件

*講習会参加者数：2,000人

　地域の核となる商店街が、地域の特性やニーズを

捉えた新しい商店街の創造を図るため、次代を担う

キーパーソンの人材育成を図ります。また、地域が

一丸となり継続的に取組む事業を支援します。

　上海、シンガポールに海外駐在員を配置し、県内

企業の販路開拓、インバウンドや農産物の輸出促

進を支援します。

*関係機関への情報提供：2,000件

*活動支援：24件

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

サービス産業振興事業費 23,242

[070204][070205][070206]

（人口定着・確かな暮らし実現）

産業政策課サービス産業振興室

  FAX 026-235-7496 [ 0 ] （一部　地方創生交付金活用事業）

  service@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

マーケティング支援 132,968

センター事業費

[070303]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*受発注取引相談件数：2,800件

*食品商談件数：1,380件

*海外商談件数：504件

産業立地・経営支援課 *国内販路開拓件数：2,000件

産業政策課サービス産業振興室 *助成事業商談件数：873件

  FAX 026-235-7496

  keieishien@pref.nagano.lg.jp [ 122,333 ] （一部　地方創生交付金活用事業）

  service@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

産業集積促進事業費 1,034,598

[070309]

【次世代産業創出】 債務負担行為

（人口定着・確かな暮らし実現） 1,102,200

産業立地・経営支援課 *企業誘致件数：40件

  FAX　026-235-7496 [ 862,083 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp （一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

中小企業融資制度資金 68,505,371

[070310]

産業立地・経営支援課

  FAX　026-235-7496 [ 71,546,865 ] *新規融資額：950億円

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

　県内サービス産業の振興を図るため、情報通信

等の重点分野において県外からの人材誘致、県内

人材の育成、新商品・サービスに係る資金調達等

について支援します。

・県外ＩＴ産業人材等の移住支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（まちなか・おためしラボ）

・県内ＩＴ産業人材の発掘、育成支援

・クラウドファンディングの活用によるビジネス創出の支援

*移住支援の件数：５件

*ＩＴ産業人材発掘・育成支援事業の参加者満足度：70％

人口の県外流出防止や社会増を図るため、雇用

の確保及び地域経済の活性化を目指し産業集積

事業を強力に推進します。

　 ・新規立地企業の設備投資等に対する助成支援

　 ・撤退する事業所の承継に対する新たな助成支援

金融機関、長野県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することにより、中小企業者

の事業活動に必要な資金を円滑に供給します。

  ・創業支援資金の拡充

　・事業展開向け資金の拡充

　・次世代産業向け資金の拡充

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。

    ・マーケティングに関する相談対応、助言

    ・消費財の国内外の販路開拓強化

    ・国内外展示会等への出展支援

    ・中小企業のグローバル展開推進

    ・技術提案型商談会等による国内外の販路開拓

　　  強化

    ・中小企業外国特許出願支援

　  ・北陸新幹線金沢延伸経済交流連携

　　　　（海外バイヤー招聘）　　　　　　　　　　　　等

新新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

創業サポート強化事業費 11,896

[070302]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

産業立地・経営支援課 *創業相談件数：400件

  FAX　026-235-7496 [ 8,095 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

未来を創る起業家育成 15,782

支援事業費

[070306]

（人口定着・確かな暮らし実現）

*創業体験プログラム実施校数：２校

*コワーキングスペース活用による創業件数：20件

産業立地・経営支援課

  FAX 026-235-7496 [ 0 ] （一部　地方創生交付金活用事業）

  keieishien@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

　国際競争力を有する次世代リーディング産業創出を

次世代リーディング産業創出 19,389 支援するため、成長期待分野での産学官連携による

支援事業費 研究開発プロジェクトを企画・実施します。

[070402]

【次世代産業創出】

ものづくり振興課 *研究開発プロジェクトの企画・運営支援件数：11件

  FAX 026-235-7197 [ 19,389 ] *製品化・事業化の件数：６件

  mono@pref.nagano.lg.jp

　県内製造業が得意とする小型化や機能性向上に

中小企業技術開発促進 11,360 関する優れた技術を基盤として、今後有望な産業

事業費 分野への転換・産業創出を促進します。

[070403]

【次世代産業創出】 　・医療・福祉現場のニーズに基づく中小企業による医療

（人口定着・確かな暮らし実現） 　機器等の開発支援

ものづくり振興課 *医療機関等と連携して取り組む試作開発：５件

  FAX 026-235-7197 [ 11,360 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生交付金活用事業）

　工業技術総合センターの「次世代産業技術開発推進

研究開発型企業育成事業費 4,325 本部」を拠点として、下請型・受託加工型企業の提案型・

[070404] 研究開発型への転換を支援します。

[070405]

【次世代産業創出】 ・成長期待分野に係る技術シーズの提案から共同研究

（人口定着・確かな暮らし実現） 　の企画、試作までを一貫して支援

・地域の中小企業グループによる有望分野進出のため

　の技術高度化や新技術・新製品開発等を支援

*研究会の数：５

ものづくり振興課 *地域の企業グループによる事業の実施件数：２件

  FAX 026-235-7197 [ 4,325 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生交付金活用事業）

県内経済を担う次世代産業を創出するため、潜在

的な創業希望者の掘り起こしを行うとともに、創業意

欲を高め、多様な創業スタイルを応援し、日本一創

業しやすい環境づくりを目指します。

県内中高生等を対象に創業への関心を高めるア

ントレプレナー教育を教育委員会と連携して実施

し、未来の信州の起業家を育てます。

県内コワーキングスペースを活用し、若者・女性の

創業等を促進します。

新新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

　ものづくりに関する技術的な課題解決を支援し、県内

工業技術総合センター事業費 408,827 ものづくり産業の技術高度化、開発力強化を図ります。

[070408] ・工業技術総合センターの運営

・試験研究機器の整備

・研究事業　等

*技術相談件数　：　13,500件

ものづくり振興課 *依頼試験件数　：　25,500件　

  FAX 026-235-7197 [348,381] *施設利用件数　：　12,500件　

  mono@pref.nagano.lg.jp ＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

　「しあわせ信州食品開発センター」を拠点として、長野

2,864 県の農畜産物や発酵等の食品加工技術を活かした新た

な高付加価値食品を創出します。

[070409]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現） ・「健康長寿」等をテーマにした高付加価値食品の開発

*食品製造業の付加価値額

　H22：2,400億円→H29：2,700億円

ものづくり振興課 *新食品開発支援件数　H24：25件　→　H27：50件

  FAX 026-235-7197 [ 0 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

地域資源製品開発支援セン 13,549  県内の特色ある地域資源を活かした新製品開発に関

ター事業費 して、企画段階から一貫した支援を行い、製品の高付

[070412] 加価値化を促進します。

【信州ブランド確立】 ・総合プロデューサーの配置

（人口定着・確かな暮らし実現） ・デザイン専門支援員の配置

・新製品開発塾の開催

・開発プロジェクトへのアドバイザーの派遣

ものづくり振興課 *商品化件数：30件

  FAX 026-235-7197 [13,555]

  mono@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

高品質なNAGANO WINEの醸造を確保し、ワイン産地の

NAGANO WINE醸造技術 2,994 形成促進を図るため、既存ワイナリーやワイナリー設立を

支援事業費 目指す農業者等の醸造技術向上を支援します。

[070410]

【次世代産業創出】 ・ワイナリーによる醸造技術研修の実施

・醸造技術向上セミナーの開催

・技術顧問による相談支援活動

・県内未醸造ぶどうの仕込み試験の実施

*ワイナリーでの醸造研修受入数　H27：５人

ものづくり振興課 *支援件数　H27：50件

  FAX 026-235-7197 [2,666]

  mono@pref.nagano.lg.jp （一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

｢NAGANOの食」イノベーショ

ン事業費

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

　伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図るため、

伝統的工芸品産業魅力 34,634 販路開拓、技術・技法の継承、後継者の育成等を支援

アップ・創造事業費 します。

[070413] ・産地在職者に対する技術伝承

【誇りある暮らし実現】 ・産地経営者等に対する経営マネジメント支援

・県内外での展示会・商談会の開催・出展

・伝統的工芸品コーディネータによる相談助言

*技術伝承講習会参加産地数：８産地

ものづくり振興課 *展示会・商談会開催・出展件数：６件

  FAX 026-235-7197 [ 0 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp （緊急雇用創出基金活用事業）

産業人材育成支援センター 43,119

事業費

[070501]

【次世代産業創出】

人材育成課

  FAX 026-235-7328 [ 53,852 ]

  jinzai@pref.nagano.lg.jp

工科短期大学校・技術専門校 1,583,147

運営事業費

[070505][070506]

[070507][070508]

人材育成課

  FAX 026-235-7328 [ 1,748,346 ]

  jinzai@pref.nagano.lg.jp

南信工科短期大学校建設 1,327,711

（設置準備）事業費

[070509] 債務負担行為

【次世代産業創出】 (211,976)

人材育成課

  FAX 026-235-7328 [ 78,277 ]

  jinzai@pref.nagano.lg.jp

民間活用委託訓練事業費 478,812      離転職者等の就職の促進を図るため、職業訓練を

（工科短期大学校・技術専門   民間教育訓練機関等に委託して実施し、就職に必要

校運営事業費　再掲）    な技能・知識の修得を図ります。

[070506]

人材育成課 *定員充足率：90.0％

  FAX 026-235-7328 [ 528,242 ] *就職率：73.0％

  jinzai@pref.nagano.lg.jp

　県内産業界に必要な人材の育成・確保及び県民

のライフステージに応じたキャリア教育等を促進す

るため、関係団体等で構成する「産業人材育成支

援ネットワーク(ながの産業人材ネット)」と一体となっ

て総合的に人材育成を支援します。

　

　*産業人材カレッジ（スキルアップ講座）事業

　　・講座開催数：200コース

　*信州ものづくりマイスター事業

　　・マイスター派遣数：５回

　新規学卒者・離転職者等に対し、就職に必要な

技能・知識等を習得するための職業訓練を実施し、

就職の促進を図ります。

*工科短期大学校　 　 定員充足率：100％

　　　　　　　　　　　　　　 就職率：100％

*技術専門校　　　　 　 定員充足率：75％

　　　　　　　　　　　　　　 就職率：87％

　県内産業界の求める高度な技能・技術を持った

人材を確保するため、長野県南信工科短期大学校

の平成28年４月開校に向けた準備を進めます。

新

拡

拡

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

障がい者民間活用委託訓練 88,233

事業費

（工科短期大学校・技術専門

校運営事業費　再掲）

[070507]

人材育成課

  FAX 026-235-7328 [ 81,273 ]

  jinzai@pref.nagano.lg.jp

ジョブカフェ信州運営事業費 52,492

[070608]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 52,812 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

就職困難者のための就職 12,710

サポート事業費

[070609]

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 12,622 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

女性の就職応援プロジェクト 49,424

事業費

[070607]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 0 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

新規学卒者就職促進事業費 48,757

[070612]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 50,320 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　子育て等により離職した女性の再就職を支援する

ため、託児付きインターンシップやセミナー等を実

施するとともに、女性が選択できる職域を広げるた

めのイベントを開催します。

*子育て中の女性の就職者：1,100人

*インターンシップ実施者：100人

（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

　新規学卒者の県内企業への就職を促進するた

め、県内企業に関する情報提供や合同企業説明

会、大学との就職促進協定の締結等を実施します。

　

*Ｕターン就職率：45％

（一部 緊急雇用創出基金活用事業）

（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

   障がい者の就職の促進を図るため、職業訓練を

民間教育訓練機関等に委託して実施し、就職に必

要な技能・知識の修得を図ります。

*定員充足率：80.0％

*就職率：50.0％

  就職に悩みを抱える４０代前半までの方の職業的

自立を図るため、就職情報の提供やキャリア・コン

サルティングの実施、職業紹介等の就労支援事業

を実施します。

*就職率：50％

  障がい者・母子家庭の母・中国帰国者・子育て期

の女性等の就職困難者の就職を促進するため、企

業訪問による求人開拓を行うとともに、地方事務所

においてハローワーク求人情報を活用した就職支

援を実施します。

*求人開拓件数：600件

新新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

雇用創出関係基金事業費 836,968

[070613]

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 2,574,850 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働相談事業費 10,665

[070603]

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 10,614 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

仕事と家庭両立支援促進 31,766

事業費

[070606]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 29,184 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

  地域の実情に応じた「人づくり」を支援するための

雇用の拡大と処遇の改善を推進します。

*地域人づくり事業による雇用：１４４人

　仕事と子育て・介護等が両立できる職場環境整備

を促進するため、短時間正社員制度などの多様な

勤務制度を企業訪問により普及させるとともに、子

育て等を応援する企業の取組を広く発信します。

　*「社員の子育て応援宣言」登録企業数（累計）：900社

　*多様な働き方実践企業認証数：300社

（一部 緊急雇用創出基金活用事業）

（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

　安心して働ける労働環境に向け、中小企業・未組

織労働者等のセーフティネットとして、労働相談を

実施し、複雑化、多様化する労使関係の安定と適

正な労働条件の確保を図ります。

　*相談件数：1,500件

53 （産業労働部－7）



観 光 部

（千円）

観光地域づくり促進事業費 3,930

[080306]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*中核人材育成数：24名（H27）

観光誘客課 *滞在交流型プログラム群創出支援事業団体数：1団体(H27)

  FAX　026-235-7257 [ 11,492 ]

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

観光おもてなし推進事業費 3,068

[080307]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課

  FAX　026-235-7257 [ 18,936 ]

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

山岳高原観光地づくり重点 1,298

支援事業費

[080109]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

山岳高原観光課

  FAX　026-235-7257 [ 174,026 ]

  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp *重点支援地域の観光地利用者数：1,618万人（H27）

　県民参加によるおもてなしの向上を図るため、「信

州おもてなし未来塾」の開催など、「ずく出し！知恵

出し！おもてなし」プロジェクトを推進します。

　・中核人材の育成塾の開催（10回）

　・観光地域づくり組織の育成（４団体）

　・滞在交流型プログラム群の創出支援（１団体）

　・信州おもてなし未来塾の開催（７回）

　・信州おもてなし大賞の表彰

　・「ずく出し！知恵出し！おもてなし宣言」の登録

*「長野県観光地満足度調査」での「観光地でのおもてな

しに対する満足度」：全業種で｢大変良かった｣を20％以

上（H27）

   世界水準の滞在型観光地づくりの取組を進める

ため、重点支援３地域に対して専門家を派遣し、各

地域ビジョンの具体化について議論を深めていきま

す。

　・ 推進体制構築等に対する専門家の派遣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(８回×３地域)

　・ 各地域の進捗確認・助言を行うための会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２回）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　国内外から選ばれる魅力ある観光地域づくりを促

進するため、観光地域づくりを牽引する中核人材を

育成し、地域での組織基盤の構築等に対する支援

を行います。

54 （観光部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

4,970

[080110]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

山岳高原観光課

  FAX　026-235-7257 [ 23,073 ]

  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp *サポート施設整備数：31施設（H27）

2,875

[080107]

【農山村産業クラスター形成】

山岳高原観光課

  FAX　026-235-7257 [ 1,352 ]

  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp *信州登山案内人登録者数：420人（H27）

　１　試験及び登録

 　・信州登山案内人試験の実施（６月）

　 ・申請に基づき新規、更新、変更登録等を実施

  ２　既登録者の資質向上

　 ・信州登山案内人能力向上研修(実技、座学)の

　　 開催（10月～12月）

アウトドア・アクティビティネット

ワーク構築事業費

　県内にある豊富なアウトドア・アクティビティを総合

的に発信するため、関係事業者のネットワーク構築

を図るとともに、山岳高原の魅力を楽しみ滞在時間

の長期化につなげることを目的とした新しい旅のス

タイル「NAGANOモビリティ（仮称）」の利用環境整

備やルートの魅力を発信します。

  １　県内のアウトドア・アクティビティ関連事業者の

　　ネットワーク構築

　２　「NAGANOモビリティ（仮称）」モデル２ルートの

　　利用環境整備

 　・休憩・サポート施設（道の駅等）の表示やサイク

    ルスタンドの設置

信州登山案内人利用促進事

業費

　 信州の山の魅力を十分に感じながら、安心・安全

な登山を楽しむ環境を整備するため、地域の山のス

ペシャリストである山岳ガイド「信州登山案内人」の

資質向上と積極的なＰＲにより利用促進を図ります。

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

山岳遭難防止対策事業費 58,739

[080104]

【農山村産業クラスター形成】

*遭難件数：260件（H27）

山岳高原観光課 *遭難人数：280件（H27）

  FAX　026-235-7257 [ 46,677 ]

  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp （一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

25,000

[080303]

　（３大都市圏・北陸地域など）

観光誘客課

  FAX　026-235-7257 [ 25,000 ] *観光地利用者数：8,807万人（H27）

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp *観光消費額：3,219億円（H27）

　１　山際でのパトロール活動

　　・夏山常駐・秋山特別パトロール隊の設置

　２　安全登山啓発事業

　　・民間事業者と連携したイベントへの出展

　　・季節ごとの山岳情報の発信

　３　中高年登山者遭難防止対策事業

　　・登山力量（体力）を知る簡単な測定方法の設定

　　・インターネットやチラシを活用した啓発・発信

　４　夏山診療所等支援事業

　５　登山道案内標識整備事業

　６　防止対策活動施設の整備

　　・無線設備の更新、涸沢山岳総合相談所の修繕

　７　活火山登山者安全啓発設備整備事業

　　・市町村による活火山登山口への注意喚起看板

　　　の設置支援

しあわせ信州観光キャンペー

ン事業費

　「美しさと健康」「山岳高原」など県内各地域の魅

力を発掘・発信し、「滞在・周遊型」「交流型（おもて

なし）」観光の推進による誘客を図るため、全県的な

観光キャンペーンを実施します。

・県内周遊促進を図る特別企画の実施や、インター

ネット宿泊予約サイトを活用した宿泊プランの造成

・各種メディアやアルクマ等を活用した情報発信

・都市圏等でのイベント開催等による観光PR

　県内の山岳遭難件数・遭難者数の増加に歯止め

をかけ、安心・安全な登山を楽しむ環境づくりを進め

るため、山岳遭難防止に係る啓発活動や情報発信

を強化します。

新

新

56 （観光部－3）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

2015信州発信事業費 78,000

[080313]

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*観光地利用者数：8,807万人（H27）

*観光消費額：3,219億円（H27）

観光誘客課 *新幹線利用者数：610万人（H27）

  FAX　026-235-7257 [ 0 ]

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

18,135

[080309]

【農山村産業クラスター形成】

観光誘客課 *スキー場利用者数：715万人（H27）

  FAX　026-235-7257 [ 18,479 ]

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

3,830

[080312]

【次世代産業創出】

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課 *スポーツ合宿等利用者数：110万人（H27）

  FAX　026-235-7257 [ 5,037 ] *県の部局等からの情報提供によるMICEの誘致決定件数

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp

・善光寺御開帳への対応に加え、御開帳後の落ち

込みに対応した夏、秋の情報発信

・大河ドラマ｢真田丸｣放映を契機に、｢戦国時代｣

｢城・城址｣など、関係する観光資源を磨き上げ、情

報発信

・７年に一度の｢諏訪御柱祭｣｢飯田お練りまつり｣な

ど、県内の祭事、伝統文化の情報をまとめて発信

・長野県ＰＲキャラクター｢アルクマ｣を活用した信州

の魅力発信

・災害による影響で観光客の減少が懸念される地域

において、地元が主体となって行う観光ＰＲを支援

　県内スキー場の利用者拡大を図るため、市町村及

び民間団体との連携により、地域としての魅力に満

ちた新たなスノーリゾートの形を発信します。

スポーツ合宿・ＭＩＣＥ誘致促

進事業費

　県内への交流人口を拡大し、地域経済の活性化

を図るため、長野県の豊かな自然環境を活かしたス

ポーツ合宿・MICEの誘致を促進します。

　・スポーツ合宿・MICE誘致担当推進員の配置

　・全国的な会議の情報収集など、県庁内各部局と

　　連携した、戦略的なMICE誘致の推進

：5件（H27）

・子どもたちやその家族向けの取組み「信州Family

　Style」の実施

・宿泊滞在者の増加を目指す取組み「泊まろう・トゥ

　モロー」の実施

・全県統一イベントによる情報発信

・各種メディアや商業施設等でのプロモーションの

　実施

「スノーリゾート信州」プロモー

ション事業費

　ビッグイベントに合わせた誘客促進を図るため、大

規模でインパクトのある情報発信を実施します。

新

57 （観光部－4）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

外国人旅行者戦略的誘致 172,297

推進事業費

[080401][080402][080403][080404]

【次世代産業創出】

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*外国人宿泊者数：36.1万人（H25）→41.4万人（H27）

観光誘客課国際観光推進室

  FAX　026-235-7257 [ 70,045 ] （一部　地方創生交付金活用事業）

  go-nagano@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

しあわせ信州普及浸透 22,069

事業費

[080201]

【信州ブランド確立】

山岳高原観光課信州ブランド推進室 *信州ブランド戦略の県民認知度：70％以上（H27）

  FAX 026-235-7257 [ 31,842 ]

 brand@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

信州首都圏総合活動拠点 162,629

運営事業費

[080202]

【信州ブランド確立】

*来場者数：35万人（H27）

*イベント実施延べ団体数：300団体（H27）

山岳高原観光課信州ブランド推進室 *拠点が関わった移住・Ｉターン就職者数：82人（H27）

  FAX 026-235-7257 [ 134,906 ]

 brand@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

　中長期的に増加が見込まれる訪日外国人旅行者

を県内へ誘致するため、東アジアや東南アジア等の

市場をターゲットに、各市場の特性に応じた効果的

なプロモーションを展開します。

　・現地観光説明・商談会の開催、旅行博出展等に

　　よる海外プロモーションの実施

　・海外メディアや旅行会社等の招へい

　・中華圏から個人旅行者を誘致するための周遊バ

　　スの運行

　・外国人が快適に旅行できる公衆無線LAN等の受

　　入環境を集中的に整備促進

　・県内在住の外国人やインバウンドに見識のある

　　アドバイザーの活用等により新たな受入地域の

　　拡大を支援

　・外国人観光情報発信員を活用した、インターネッ

　　トによる情報発信の強化

　・タイの現地コーディネーター（H26新設）を活用し

　　た、継続的集中的な現地プロモーション

　信州の「美しさ」と「健康」のイメージを多くの方に

共感していただくため、県内外へのプロモーションを

実施します。

　・ホームページによるしあわせ信州の普及

　・ブランドづくりに向けたセミナー・展示会の開催

銀座ＮＡＧＡＮＯから、信州のヒト、コト、モノをトー

タルに発信し、信州の美しさと健康な暮らしを多くの

人とシェア（共有）します。

　・銀座ＮＡＧＡＮＯ主催イベントの実施

　（１周年記念イベント等）

　・銀座ＮＡＧＡＮＯの知名度を向上させるプロモー

　　ションの実施

　（情報誌（毎月）の製作、HP管理等）

新

新

新

58 （観光部－5）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

11,101

[080206]

【信州ブランド確立】

*フェア・商談会実施回数：90回（H27）

山岳高原観光課信州ブランド推進室

  FAX 026-235-7257 [ 0 ]

 brand@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

　県産品の販路開拓を進めるため、県関係者が一

体となって実効性のあるマーケティング活動を展開

します。

　・首都圏等のバイヤーや仕入担当者に、長野県産

　品をPRする「バイヤーズガイド」の製作

　・「バイヤーズガイド」掲載事業者を対象とした商談

　の実施

　・バイヤー招へい等営業活動の実施

「信州産」マーケティング事業

費

新

59 （観光部－6）



農政部

（千円）

農業で夢をかなえる支援 1,153,246

事業費

[090606][090607][090608][090609]

【農山村産業クラスター形成】

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 1,057,073 ]

  noson@pref.nagano.lg.jp

184,979

[090611][090614][090615]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 455,415 ]

  noson@pref.nagano.lg.jp

農地中間管理機構事業費 772,876

[090618]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 286,247 ]

  noson@pref.nagano.lg.jp

*新規就農者数（40歳未満）：250人/年（H27）

　地域農業の持続的発展を図るため、地域の中心と

なる農業経営体の育成を促進するとともに、農地の

集積・有効利用を支援します。

　 １　経営体育成支援事業

　 ２　人・農地プラン総合対策事業

　 ３　遊休農地活用総合対策事業

*農地中間管理機構による農地集積面積

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

人と農地を明日へとつなぐ

支援事業費

   ：2,500ｈａ（H27）

*人・農地プラン実践地区数

　：262地区（H25)→310地区(H27)

予　算　額

［前年度当初予算額]

　　・事業主体　　　市町村、営農組織等

　　・補助率　　　　 定額、1/2、3/10等

　担い手への農地の集積・集約化を加速するため、

農地中間管理機構の事業実施を支援し、農地利用

の効率化及び高度化を促進します。

　「日本一就農しやすい長野県」の実現のため、新

規就農者の誘致拡大に取り組むとともに、就農希望

者や農業後継者の相談、体験・研修、就農後の経

営発展に向けた支援を体系的に実施します。

　 １　農業リーダー育成事業

　 ２　就農サポート事業

　 ３　新規就農里親支援事業

　 ４　農業大学校研修事業

　  ・事業主体　 県、（公財）長野県農業開発公社等

　  ・補助率　　　定額

60 （農政部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

農業所得向上支援事業費 74,324

[090305][090407][090315]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

 ・

 ・

・

農業技術課

  FAX　026-235-8392

  nogi@pref.nagano.lg.jp

園芸畜産課

  FAX 026-235-7481 [ 0 ]

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

625,804

[090301]

農業技術課

  FAX　026-235-8392 [ 557,371 ]

  nogi@pref.nagano.lg.jp

※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

   に22,779千円を計上しています。

　 需要に応じた米・麦等の穀物生産を進めるため、

共同利用施設への助成を行い、生産性の向上や品

質の安定化を図るとともに、生産体制の強化を図る

ための技術研修会や講習会を開催します。

　　・事業主体　市町村、農業協同組合等

　　・補助率 　　定額、1/2以内、1/3以内

　　１　需要対応穀物地域体制整備事業

　　２　畑作戦略作物（麦・大豆・そば）の生産振興

        事業

　　３　県推進事業

主食用米のみに依存しない収益性の高い

効率的な経営体を育成

*5ha以上規模の効率的な水田農業経営体の拡大

   ：520経営体（H25）→550経営体（H27）

*ぶどう「ナガノパープル」栽培面積

   ：115ha(H26)→135ha(H27)

*革新的農業技術の開発着手　９件（H30まで）

需要対応穀物生産強化

事業費

   農業所得の向上を図るため、稲作農家の経営規

模の拡大や生産コストの削減、県オリジナル品種や

業務用野菜など実需者ニーズに対応した付加価値

の高い農産物生産、革新的農業技術の開発などを

戦略的に推進します。

１　水田農業所得向上緊急支援事業

消費者ニーズの高い果樹オリジナル品種

への緊急的な更新や、マーケット需要に対

応した野菜生産の推進を支援

省力化・機械化、バイオマス活用などの革

新的農業技術を、各分野の試験場、大学、

各種メーカーと連携して開発

３　信州農業を革新する技術開発推進事業

２　園芸農業所得向上緊急支援事業

（一部 地方創生交付金活用事業）

*実需者ニーズの高い県オリジナル品種の作付面積

   ：1,400ha(H26)→1,645ha(H27)

新

61 （農政部－2）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

43,500

[090401]

　 １　新たな産地を築く園芸品目振興プロジェクト事業

　 ２　マーケット需要対応力・収益力強化事業

　 ３　園芸産地継承支援事業

　 ・事業主体　　市町村、農業協同組合、営農組織等

 　・補助率　　　　1/2以内

園芸畜産課

  FAX 026-235-7481 [ 43,500 ]

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

425,114

[090403]

　　・事業主体　　農業協同組合、農業生産法人

　　・補助率　　　 1/2以内

*共同利用施設の整備：４か所(Ｈ27)

園芸畜産課

  FAX 026-235-7481 [ 1,017,485 ] ※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

  enchiku@pref.nagano.lg.jp 　 に167,000千円を計上しています。

ワイン生産アカデミー事業費 927

[090406]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

園芸畜産課

  FAX 026-235-7481 [ 927 ]

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

畜産振興施設整備事業費 168,504

[090422]

　　・事業主体　　市町村、農業協同組合

　　・補助率　　　　1/2以内又は3/4以内

園芸畜産課

  FAX 026-235-7481 [ 0 ] *共同利用施設の整備：2か所(Ｈ27)

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

　園芸産地の競争力強化のため、意欲ある産地が

品質向上や流通コストの低減、産地収益力の向上

のために取り組む、野菜や果樹の集出荷施設等共

同利用施設の整備を支援します。

*果樹オリジナル新品種の産地を早期育成するための

  モデル園の設置：10か所(Ｈ27)

*講座の受講者数　30名（H27）

*トルコギキョウ秋出荷産地育成のためのモデルほ場の

  設置：３地域(Ｈ27)

園芸産地強化対策整備

事業費

需要に応える園芸産地育成

事業費

　自信と誇りの持てる園芸作物の生産を推進するた

め、販売力の高い品種の生産拡大や実需者ニーズ

の高い時期の出荷量拡大など、需要に応える新た

な産地の育成を進めるとともに、県オリジナル品種

や施設化の導入を支援します。

　県内でワイン用ぶどう栽培やワイナリーの起業を

目指す意欲ある新規参入希望者を支援するため、

栽培・醸造・経営等に係る基本的な知識・技術を習

得する講座「ワイン生産アカデミー」を開講します。

*アスパラガス４～５月どり新産地の早期育成のための

  １年生大苗の養成：４ha分（Ｈ27)

　畜産物の安定生産と競争力強化のため、産地の

生産基盤である共同利用施設の整備を支援しま

す。

*受講者のうちワイナリーの起業を目指す就農者数

 ：５名（H29目標）
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

酪農生産性向上対策事業費 4,433

[090425]

１　生乳の検査による乳質の向上

２　牛の健康診断による生産性の向上

３　酪農技術スキルアップ支援対策

新 ４　飼養環境改善などの生産性向上指導

園芸畜産課

  FAX  026-235-7481 [ 3,893 ]

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

3,415

[090431] 　　・事業主体 農業協同組合連合会、農業協同

組合、生産者集団

園芸畜産課 　　・補助率 1/2以内（上限55千円/頭）

  FAX  026-235-7481 [ 0 ]

  enchiku@pref.nagano.lg.jp *和牛繁殖牛からの受精卵の採取：360卵(H27)

23,851

[090307]

農業技術課

  FAX　026-235-8392 [ 23,986 ]

  nogi@pref.nagano.lg.jp

407,074

[090312]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業技術課

  FAX　026-235-8392 [ 658,213 ]

  nogi@pref.nagano.lg.jp

和牛の受精卵確保緊急対策

事業費

　受精卵移植需要の増加に緊急的に対応するた

め、和牛受精卵の確保を支援します。

環境にやさしい農業総合

対策事業費

野生鳥獣被害総合対策

事業費

*自ら被害対策を実践する集落の割合

    ：28％(H26)→33％(H27)

　 環境と調和のとれた農業を促進するため、信州の

環境にやさしい農産物認証等への取組の面的拡大

を図るとともに、ＧＡＰ(農業生産工程管理)の推進と

有機農業に取り組む生産者を支援します。

*牛の健康診断による牛群健康状態の改善農家率

    ：80%(Ｈ27)

*信州の環境にやさしい農産物認証面積

　　：1,627ha(Ｈ26)→1,900ha(Ｈ27)

*生産者ＧＡＰに取り組むＪＡ生産部会・農産物

    直売所の割合：16％(Ｈ25)→28％(Ｈ27)

*講座参加者が新規に有機農業に取り組む割合

    ：25％（H27)

   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、侵入防止柵の設置

や集落ぐるみによる捕獲体制の整備等の被害対策

を総合的に支援します。

*乳質評価が標準以上の農家率

    ：74％(Ｈ26)→76％（H27)

　酪農経営の生産性向上を図るため、牛の健康診

断に基づく飼養管理改善等に加え、牛にとって快

適な飼養環境づくりと搾乳体系の改善を支援しま

す。

　　・事業主体　市町村、市町村協議会等

　　・補助率 　　定額又は1/2以内

　　　　　　　　    （条件不利地域は55/100以内）

　　・事業主体　農業団体等

　　・補助率 　　10/10以内又は1/2以内

新

63 （農政部－4）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

長野県原産地呼称管理制度 28,330

運営事業費

[090203]

１　原産地呼称管理制度の運営

新 ２　県内で認定品の実需者向け商談会を新たに

　　開催

新 ３　県内外で認定品のフェア等を新たに開催

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 7,518 ]

  marketing@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

15,333

[090204]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 12,314 ]

  marketing@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

「おいしい信州ふーど（風土）」 45,016

プロジェクト推進事業費

[090205]

【信州ブランド確立】

【農山村産業クラスター形成】

【環境・エネルギー自立地域創造】

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 75,895 ]

  marketing@pref.nagano.lg.jp

*「おいしい信州ふーど(風土）」の県民認知度：

　長野県原産地呼称管理制度の認知度向上と認定品

の販路拡大を図るため、各品目の認定を行うとともに、

県内外でのＰＲ活動等を強化します。

*長野県原産地呼称管理制度の県民認知度

　：38％（H26）→40％(H27）

　SHOPの登録：400店舗（H26）→600店舗（H27）

   52％（H26）→65％（H27）

*情報発信拠点「おいしい信州ふーど(風土）」

　　SHOPの登録：400店舗（H26）→600店舗（H27）

「長寿世界一 ＮＡＧＡＮＯ

の食」輸出拡大事業費

　県産農産物・加工食品（６次産業化産品）を、「長

寿世界一ＮＡＧＡＮＯの食」として海外に売り込むた

め、輸出支援員によるサポート体制を充実するととも

に、生産者主体の海外プロモーションや商談会の

開催などを支援します。

　*農産品の輸出額：1億2千万円（H25）→5億円（H29）

　*主な農産物等の輸出額：

　　りんご　　　　1,300万円（H25）→3,600万円（H27）

　　米　　　　　　1,200万円（H25）→3,500万円（H27）

 　 ６次産業化産品

　　　　　　　　　　　500万円（H25）→1,400万円（H27）

 「おいしい信州ふーど(風土）」の認知度向上と消費

拡大のため、銀座ＮＡＧＡＮＯ等を活用し、地域ぐる

みで取り組む発信活動を強化します。

　 １　「おいしい信州ふーど（風土）」大使等による

　　　情報発信

　 ２　「おいしい信州ふーど（風土）」ＳＨＯＰの登録

　　　拡大と機能の強化

   ３　銀座ＮＡＧＡＮＯ等での売り込みなど、地域

　　　ぐるみで取り組む発信活動の強化

 　４　県外トップセールス、商談会の開催

（一部 緊急雇用創出基金活用事業）

64 （農政部－5）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

夢をかなえる信州農業６次 225,128

産業化推進事業費

【農山村産業クラスター形成】

[090206]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 456,150 ] *総合化事業計画の認定件数

  marketing@pref.nagano.lg.jp ：88件(Ｈ26)→94件(Ｈ27)

補助公共事業費

補助公共事業費 11,255,028

[090511～090519]

債務負担行為

(2,255,000)

農地整備課

  FAX 026-233-4069 [11,205,227] ※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

  nochi@pref.nagano.lg.jp 　 に1,037,704千円を計上しています。

県単独公共事業費

県単独公共事業費 305,645

[090520～090522]

農地整備課

  FAX 026-233-4069 [ 305,645 ]

  nochi@pref.nagano.lg.jp

5,566

[090610]

【活動人口増加】

【誇りある暮し実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 0 ]

  noson@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

予　　算　　額

11,255,028千円

区　　分 予　　算　　額

生 産 基 盤 71,477千円

農 地 防 災 234,168千円

生 産 基 盤

区　　分

4,970,851千円

計

長野でかがやく農業女子応援

事業費

　若い女性農業者（農業女子）のネットワーク化を図

り、共感し合う仲間との自主的な交流活動を促進す

るとともに、都会に住む若い女性の就農や移住を促

進するため、女性農業者などにより長野県の農業・

農村の魅力を発信します。

農 地 防 災 2,992,185千円

農 村 整 備 3,291,992千円

計 305,645千円

　 １　農業女子いきいき会議の開催

   ２　農業女子とその応援隊のネットワーク化

   ３　農業女子わくわくプロジェクト

*農業女子とその応援隊のネットワークへの登録数

：100人（H27)

   地域資源を活用した多様な６次産業化の取組を

促進するため、施設整備や信州６次産業化推進協

議会による相談・サポート活動、他産業とのネット

ワークづくり等を支援するとともに、地域協議会の機

能強化を図ります。

　  １　販路開拓の取組や施設整備等への支援

　　　　・ 事業主体　 市町村、

　　　　　　　 　　　　　 六次産業化法認定事業者等

　　　　・ 補助率　　   1/2以内、1/3以内、3/10以内

  　２　地域６次産業化推進協議会の機能強化

　　　　・地域の商工会、金融機関を交えた支援会議

          を開催

　　　　・認定事業者の状況把握と経営向上を支援

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

多面的機能支払事業費 1,687,000

[090510]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農地整備課

  FAX 026-233-4069 [ 345,500 ]

  nochi@pref.nagano.lg.jp

1,387,196

[090612]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 1,256,619 ] *協定面積：9,929ha(H26)→9,985ha(H27)

  noson@pref.nagano.lg.jp

328,607

[090613]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課

  FAX 026-235-7483 [ 148,128 ]

  noson@pref.nagano.lg.jp

中山間地域農業直接支払

事業費

　中山間地域において、農業・農村の持つ多面的

機能を維持していくため、集落内での話し合いに基

づく自律的かつ継続的な耕作や農道の維持・管理

等の取組を支援します。

農村活性化支援事業費

　山村等振興対策事業費

　農業の高付加価値化による所得の向上等を通じ

た農山村地域の振興のため、地域農産物の販売や

加工等を行う拠点となる施設の整備、農村コミュニ

ティの活性化につながる生産・交流活動等を支援し

ます。

　農業・農村が有する多面的機能(国土保全や水源

かん養、景観形成等)を維持していくため、農地維

持や、地域資源(農地、水路、農道等)の適切な保

全管理のための共同活動などを支援します。

　　１　農地維持支払交付金

　　　　・多面的機能を支える共同活動

　　　　  対象　草刈り、用排水路の泥上げ、農道の

                 　砂利補充などの地域資源の基礎的

                　 保全活動

　　２　資源向上支払交付金

　　３　推進交付金

　　　　市町村が行う活動組織に対する確認事務等

      の支援

    ・事業主体　市町村、活動組織、推進組織

　　　　・地域資源の質的向上を図る共同活動

　　　　　対象　水路、農道、ため池の軽微な補修や

　　　　　　　　　農村環境保全のための幅広い活動

　　　　・施設の長寿命化のための活動

　　　　　対象　老朽化が進む農業用施設の長寿命

　　　　　　　　　化のための活動

    ・交付率　　 定額

*多面的機能支払活動実施面積：32,000ha(H27)

　　・事業主体　　市町村、集落組織等

　　・補助率　　　 定額、1/2等

*都市農村交流人口：580,000人（H27）

  　・事業主体　　協定締結集落、市町村等

　　・交付率　　　 定額

　　１　山村等振興対策事業交付金

　　２　農村活力創出支援事業
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

308,300

（補助公共事業一部再掲）

[090511][090516]

【環境・エネルギー自立地域創造】 　  １　発電施設建設モデル事業

　  ２　農業用水エネルギー活用事業

農地整備課

  FAX 026-233-4069 [ 328,275 ]

  nochi@pref.nagano.lg.jp

104,750

（補助公共事業一部再掲）

[090507][090516][090518][090519]

【環境・エネルギー自立地域創造】

　

農地整備課 *ため池の応急的な防災体制の整備：26箇所(H27)

  FAX 026-233-4069 [ 0 ] *規模の大きいため池の耐震化着手：100%(H29)

  nochi@pref.nagano.lg.jp

　　1　ため池の監視・管理体制の整備・強化等

    ２　堤体の補強や再築堤等

土地改良施設エネルギー

活用推進事業費

　農山村の多面的機能の発揮や農業水利施設の

長寿命化対策のため、土地改良区等が行う農業用

水を活用した小水力発電の導入を支援します。

*農業用水を活用した小水力発電施設の建設促進

  （着手地区）：２地区(Ｈ27)

ため池耐震化緊急対策

事業費

　地域住民の安全を確保するため、農業用ため池

の耐震対策を迅速かつ集中的に実施します。

新
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林 務 部

（千円）

森林づくり推進支援金 130,000

[100102]

【環境・エネルギー自立地域創造】

・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(H27)

  FAX　026-234-0330 [130,000]

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

地域森林計画樹立事業費 24,148

[100104]

森林政策課

  FAX　026-234-0330 [25,673]

  rinsei@pref.nagano.lg.jp *計画樹立地域（中部山岳地域）：133,743ha(H27)

「信州 山の日」推進事業費 2,842

[100106]

【農山村産業クラスタ―形成】

森林政策課

  FAX　026-234-0330 [3,338] *「信州 山の月間」中のイベント件数及び参加者数

  rinsei@pref.nagano.lg.jp 　：90件・４万人以上(H27)

20,952

[100213]

（人口定着・確かな暮らし実現）

１ きのこ等生産力増強対策事業

・生産資材等の導入支援

事業主体 林業者の組織する団体等

補助率　 1/2以内

２ 放射性物質検査体制強化事業

・野生きのこ類等の放射性物質検査の実施

・放射性物質検査体制検討会議等の開催

*原木しいたけ生産量：111t(H25)→130ｔ(H27)

信州の木活用課

  FAX　026-235-7364 [36,404] ※　この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）に

  ringyo@pref.nagano.lg.jp 　　11,942千円を計上しています。

本年度制定した「信州 山の日」の定着・浸透を図

り、「山」に関わる様々な取組への県民等の参加を促

進するため、「信州 山の日」の制定趣旨や制定を契

機とした取組を広く周知します。

特用林産物の安定供給と生産振興を図るため、原

木しいたけ等の生産者に対する生産資材の導入

や、放射性物質モニタリング検査の強化により、安全

安心な特用林産物の生産を支援します。

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

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。

この中で、公的管理による水源林保全のため、市

町村が水源林を取得する取組についても支援しま

す。

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。

原木栽培きのこ等安定供給推

進事業費

68 （林務部－1）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

2,081

[100217]

【農山村産業クラスタ―形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

信州の木活用課 *森林セラピー基地誘客数：5,000人(H26）→5,250人(H27)

  FAX　026-235-7364 [0]

  ringyo@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

4,581

[100220]

【農山村産業クラスタ―形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

信州の木活用課 *フォレストコンダクター育成数：11人(H27)

  FAX　026-235-7364 [4,480]

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

3,000

[100223]

・事業主体 林業研究グループ、林業士会等

・補助率　 定額

*主体的に里山の利活用を行える地域の育成数

信州の木活用課 　：30地域以上（H29）

  FAX　026-235-7364 [0]

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

20,000

[100303]

【農山村産業クラスタ―形成】

（人口定着・確かな暮らし実現） ・事業主体　 自治組織、NPO等が組織する団体等

･補助率　　　 10/10以内(定額)

信州の木活用課県産材利用推進室 *モデル地域創出数：8地域(H27)

  FAX　026-235-7364 [12,500]

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

里山活用推進リーダー育成事

業費

森林浴による癒し効果が科学的に認められた、県

内10箇所の森林セラピー基地を積極的に活用し、

名実ともに全国一の森林セラピー県を目指すため、

大学との連携による健康増進効果の実証実験や森

林セラピーガイドの資質向上を図ります。

信州フォレストコンダクター育

成事業費

全国一の森林セラピー県推進

事業費

地域経済を支え、持続的に発展する競争力の高い

林業・木材産業を確立するため、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。

里山資源の利活用を主体的に行える地域づくりを

推進するため、林業技術等を有する団体等が行う、

地域のリーダーを育成する取組を支援します。

地域が主体となって、身近な里山からの間伐材を

県民が目にし易い形で活用するため、薪などの木質

バイオマス利用や商店街等の木質化など、先進的な

取組を支援します。

信州の木活用モデル地域支

援事業費

新

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

木造公共施設整備事業費 315,779

[100306]

・事業主体 市町村等　

・補助率　 1/2以内

*公共事業における木材使用量

　：12,000㎥(H21～23平均)→20,000㎥(H27)

信州の木活用課県産材利用推進室

  FAX　026-235-7364 [733,830] ※　この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）に

  mokuzai@pref.nagano.lg.jp 　　241,440千円を計上しています。

43,925

[100309]

【農山村産業クラスタ―形成】 ・事業主体

【環境・エネルギー自立地域創造】 ・補助率 1/2以内、1/3以内、

（人口定着・確かな暮らし実現） 10/10以内(定額)

*木質バイオマス生産量

　：31,000㎥(H26)→32,000㎥(H27)

（一部　自然エネルギー地域基金活用事業）

信州の木活用課県産材利用推進室

  FAX　026-235-7364 [906,500] ※　この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）に

  mokuzai@pref.nagano.lg.jp 　　195,395千円を計上しています。

3,755

[100310]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

信州の木活用課県産材利用推進室 　：800人（H27）

  FAX　026-235-7364 [0]

  mokuzai@pref.nagano.lg.jp （自然エネルギー地域基金活用事業）

150,000

[100401]

[補助公共]

森林づくり推進課

  FAX　026-234-0330 [0]

  shinrin@pref.nagano.lg.jp *治山事業により保全される集落数：70集落(H27)

県産材需要を一層拡大するため、県産材を利用し

た展示効果やシンボル性の高い公共施設等への木

造化・木質化を支援します。

県産材を活用した木質バイオマスの利用を促進す

るため、木質バイオマスの加工・利用施設の整備や

ペレットストーブ等の導入を支援します。

市町村、民間事業体等

本県林業の再生と持続可能な資源循環型社会を

構築するため、林業立国でありバイオマスエネル

ギー先進国でもあるオーストリアとの技術交流を集中

的に進め、林業技術者の意識改革や世界最先端の

林業技術等の導入を図ります。

*産学官連携による「オーストリア森林・林業セミナー」及び

「オーストリア林業技術現地研修会」参加者数

多発する山地災害に対し、災害に強い森林づくり

を一層進めるため、航空レーザ測量のデータから山

地防災上危険度の高い森林を効率的に抽出して治

山整備計画に活かすなど、事前防災対策を積極的

に推進します。

山地災害の危険度情報整備

事業費

長野・オーストリア林業技術交

流事業費

森のエネルギー総合推進事業

費

新

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

松林健全化推進事業費 251,721

[100407][100408]

・事業主体 市町村等

森林づくり推進課 ・補助率　 3/4以内、1/2以内

  FAX　026-234-0330 [229,907]

  shinrin@pref.nagano.lg.jp *健全化すべき松林の被害発生面積割合：70％以内(H27)

144,404

[100415]

森林づくり推進課

  FAX　026-234-0330 [16,475]

  shinrin@pref.nagano.lg.jp *植栽本数：100,000本(H28)

21,400

[補助公共]

・事業主体 市町村等

森林づくり推進課 ・補助率　 定額

  FAX　026-234-0330 [0]

  shinrin@pref.nagano.lg.jp *奥山水源林の間伐面積：75ha(H27)

ニホンジカ補獲強化事業費 148,658

（野生鳥獣捕獲・管理事業費）

[100511]

（人口定着・確かな暮らし実現）

1 指定管理鳥獣（ニホンジカ）捕獲事業

・新たな捕獲技術を用いた効率的な捕獲の実施

2 鳥獣被害対策実施隊強化事業

森林づくり推進課

鳥獣対策・ジビエ振興室

  FAX　026-235-7279 [52,094]

  choju@pref.nagano.lg.jp  *ニホンジカ捕獲頭数：40,000頭(H27)

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、市町村等が行う被

害木の駆除や予防措置及び被害材等の利用促進

を支援します。

豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的

理解を深めるため、平成28年に開催する第67回全

国植樹祭の実施計画の策定や植樹会場の整備など

を行うとともに、広報や苗木のホームステイ、プレイベ

ントの実施により県民総参加による開催機運の醸成

を図ります。

・優れた捕獲技術を有する事業者による高標高

地域等での集中的なシカ捕獲の実施

長野県企業局（電気事業会計）からの支援金を活

用し、長野県ふるさとの森林づくり条例に基づく森林

整備保全重点地域において奥山の水源林を保全す

るため、市町村等が行う森林整備の取組を支援しま

す。

第67回全国植樹祭推進事業

費

・行政・管理界を越えた関係機関連携による面

的な捕獲の実施

豊かな水を育む森林づくり事

業費

ニホンジカによる農林業被害等を軽減するため、

鳥獣保護法改正により創設された県が主体となって

実施する指定管理鳥獣捕獲等事業や、市町村と連

携した取組により、ニホンジカの集中的な捕獲を推

進します。

・市町村が設置している鳥獣被害対策実施隊

や、集落毎に組織されている集落等捕獲隊が

行う捕獲に対する支援

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

2,000

[100512]

（人口定着・確かな暮らし実現）

森林づくり推進課

鳥獣対策・ジビエ振興室

  FAX　026-235-7279 [0]

  choju@pref.nagano.lg.jp *狩猟のスペシャリスト養成数：10人（H27)

信州ジビエ活用推進事業費 24,927

[100514]

【農山村産業クラスタ―形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

１ 信州ジビエ消費拡大事業

・流通を担う事業者への支援

２ 信州産認証シカ肉供給体制整備事業

事業主体　　事業者

補助率　　　 1/2以内

３ 信州ジビエ人材育成事業

森林づくり推進課 *ジビエとして利用するシカの頭数

鳥獣対策・ジビエ振興室   ：1,564頭（H24）→2,280頭（H27）

  FAX　026-235-7279 [24,458]

  choju@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

補助公共事業費（一部再掲） 10,825,311

[100224][100401][100416][100417]

千円

千円

千円

千円

信州の木活用課

  FAX　026-235-7364

  ringyo@pref.nagano.lg.jp （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 [9,428,379] ※　この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）に

  shinrin@pref.nagano.lg.jp 　　729,048千円を計上しています。

3,788,878

区　分 予　算　額

ニホンジカの適切な捕獲を促進するとともに、捕獲

した野生鳥獣を地域の有用な資源として活用するた

め、信州産シカ肉を活用した商品開発や供給体制

整備、人材育成により、信州ジビエの需要拡大と安

定供給を推進します。

・シカ肉の様々な部位を活用した商品開発への

支援

・信州産シカ肉認証処理施設の設備導入等へ

の支援

・地域のリーダーとしてジビエの利活用を担うハ

ンターや料理人の育成

林　道 1,120,464

治　山 5,915,969

造　林

野生鳥獣の効率的な捕獲を推進するため、野生鳥

獣の生態等に関する知識習得や技能向上を目的と

した射撃訓練・現地実習等による研修会を開催し、

高度な捕獲技術を有する狩猟のスペシャリストを養

成します。

計 10,825,311

補助公共事業費

狩猟のスペシャリスト養成事業

費

（野生鳥獣保護管理体制整備

事業費）

新

拡

新

72 （林務部－5）



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県単独公共事業費 461,596

[100225][100402][100416][100417]

千円

信州の木活用課 千円

  FAX　026-235-7364 千円

  ringyo@pref.nagano.lg.jp 千円

森林づくり推進課

  FAX　026-234-0330 [522,226]

　shinrin@pref.nagano.lg.jp

計 461,596

区　分 予　算　額

県単独公共事業費

（一部　森林づくり県民税基金、ふるさと信州寄附金

基金活用事業）

林　道 10,260

治　山 277,982

造　林 173,354
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建設部

（千円）

道路の長寿命化修繕事業費 5,237,400

[110303][110304][110305][110306]

[110312][110313][110315] 債務負担行為

［補助公共］［県単独公共］ ( 250,000 )

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 5,430,718 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

緊急合同点検における通学 2,755,451

路安全対策事業費

[110308][110314] 債務負担行為

［補助公共］［県単独公共］ ( 230,000 )

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 3,276,051 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

無電柱化推進事業費 157,300

[110309][110313]

［補助公共］［県単独公共］ 債務負担行為

【農山村産業クラスター形成】 ( 50,000 )

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 171,628 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

県民との協働による環境美化 66,504

活動支援事業費

[110301][110312][110502][110519]

[110601]

[県単独公共]

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

河川課

  FAX　026-225-7069

  kasen@pref.nagano.lg.jp

砂防課

  FAX 026-233-4029 [ 66,163 ]

  sabo@pref.nagano.lg.jp

　道路・河川・砂防施設の良好な保全をめざし、住

民団体等による美化活動を支援します。

　

*道路アダプト活動

  団体数：303団体(H26)→323団体(H27)

*河川愛護活動人数：16.6万人以上

*砂防等施設維持管理ボランティア活動

  回数：250回以上

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　平成25年６月に策定した「長野県道路の長寿命化

修繕計画」に基づき、計画的な道路の修繕を行うと

ともに、損傷が大きくなる前に対応を行うことでライフ

サイクルコスト縮減と維持管理費の平準化を図りま

す。

・国道254号（佐久市　新中村橋）ほか

※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

   に1,055,780千円を計上しています。

　通学中の児童・生徒を交通事故から守るため、平

成24年に実施した緊急合同点検結果等に基づき通

学路の安全対策を実施します。

・主要地方道長野菅平線（長野市　大豆島）ほか

*要対策箇所着手率：76.0％(H26)→88.8％(H27)

　安全で快適な歩行者通行空間の確保、良好な景

観、住環境の形成及び地震などの災害時における

電柱倒壊の防止などを図るため、無電柱化を実施

します。

・国道141号（上田市　鷹匠町）ほか４箇所

*無電柱化延長：42.2ｋｍ(H26)→45.2km(H27)
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

道路見える化事業費 6,578,580

[110308][110402][110704]

［補助公共］ 債務負担行為

( 4,320,000 )

道路建設課

  FAX　026-235-7391 ・要対策箇所数 イライラ　26か所

  michiken@pref.nagano.lg.jp ハラハラ　10か所

道路管理課 ・事業内容 道路改築

  FAX 026-235-7369 交通安全対策

  michikanri@pref.nagano.lg.jp 街路整備 

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 7,390,967 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

緊急輸送路の防災対策強化 10,311,510

事業費

[110304][110305][110315][110402] 債務負担行為

[110704] ( 4,980,000 )

［補助公共］［県単独公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391

  michiken@pref.nagano.lg.jp

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 8,865,517 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

525,000

リニアを活かした交流圏拡大

道路整備事業費 債務負担行為

（リニア関連道路整備事業費） ( 170,000 )

[110402][110405]

［補助公共］［県単独公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 0 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

地域高規格道路整備事業費 30,000

[110404]

［補助公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 42,000 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

　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

対策箇所の「イライラ（移動性阻害）箇所」及び「ハラ

ハラ（安全性要対策）箇所」の解消を図ります。

　

　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　　　　45か所

　（うち街路　　　　 7か所）

・道路法面防災　44か所

・橋梁耐震補強　  2か所

*落石危険箇所の整備率：49.2％(H26)→58.7％(H27)

*橋梁耐震化：226橋(累積)(H26)→227橋(累積)(H27)

※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

   に288,750千円を計上しています。

　リニア中央新幹線の整備効果を広く県内に波及さ

せるため、関連道路の整備を行います。

・リニア長野県駅の周辺整備

・高速道路とリニアを一体化する道路整備

・JR東海のトンネル工事発生土運搬路確保に合わ

  せた道路整備

・リニア３駅活用交流圏の実現に向けた道路整備

　地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の整備

に向けた調査を進めます。

新
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

高速交通網整備事業費 4,946,465

[110407][110408][110409]

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 5,608,498 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

広域河川改修事業費 1,333,000

[110508]

［補助公共］ 債務負担行為

( 230,000 )

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 1,555,000 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

ダム建設事業費 2,184,000

[110517][110518]

［補助公共］ 債務負担行為

( 565,000 )

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 2,600,000 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

浅川総合内水対策事業費 582,750

[110514]

［補助公共］ 債務負担行為

( 2,130,000 )

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 630,000 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

諏訪湖環境整備事業費 172,600

[110509][110510]

［補助公共］

【誇りある暮らし実現】

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 130,400 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

　県内主要河川の改修を進め、浸水被害の軽減・

防止を図ります。

*河川改修実施延長：0.2km

*橋梁工実施箇所数：４箇所

　浅川ダムの建設及び松川ダムの再開発を推進し

ます。

*浅川ダム：管理棟、押え盛土工の完成

*松川ダム：洪水バイパス施設の概成

　　　　　　　 監視カメラ制御設備の完成

　「人と生き物が共存する諏訪湖」を目指し、第６期

諏訪湖水質保全計画に位置づけられた水草除去

工などの水質浄化工法を進め、美しく、人々が憩え

る水辺空間の創出を目指します。

*全窒素削減量：1.63t/年

*全リン削減量：0.18t/年

　浅川流域において頻発する内水被害に対し、排

水機場の増設を行い、浅川ダムと河川改修による外

水対策と合わせて、浅川流域の浸水被害の軽減を

図ります。

*排水機場基礎工の完成

※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

　 に195,300千円を計上しています。

　高速交通網の整備促進のため、北陸新幹線、高

規格幹線道路の円滑な整備を促進します。

・北陸新幹線開業後の環境対策等の促進

・高規格幹線道路の整備促進

　中部横断自動車道

　三遠南信自動車道

　中部縦貫自動車道
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

要配慮者利用施設・避難所を 8,474,660

まもる総合的な土砂災害対策

事業費 債務負担行為

[110602][110603][110604][110606] ( 3,088,000 )

[110609]

［補助公共］

砂防課

  FAX 026-233-4029 [ 8,555,850 ]

  sabo@pref.nagano.lg.jp

集約型まちづくり事業費 4,339,038

[110702][110704]

［補助公共］ 債務負担行為

( 2,080,000 )

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 4,168,000 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

公園施設長寿命化対策事 516,600

業費

[110705] 債務負担行為

［補助公共］ ( 47,000 )

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 390,000 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

総合球技場（アルウィン）改 52,500

修事業費

[110705]

［補助公共］

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 0 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

　公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に公園

施設の更新等を行うとともに、ライフサイクルコストの

縮減と維持管理費の平準化を図ります。

・松本平広域公園（松本市、塩尻市）以下５か所

※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

　 に42,000千円を計上しています。

　松本平広域公園総合球技場（アルウィン）につい

て、競技環境の充実と利用者の利便性向上を図る

ため、必要な整備を行います。

・詳細設計（屋根、トイレの増設等）

・既存トイレの洋式化

　要配慮者利用施設・避難所をまもるため、ソフト対

策とハード対策が一体となった土砂災害対策を推

進します。

・土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査を

  完了させるとともに、警戒避難体制構築に必要な

  調査を実施します。

・要配慮者利用施設や避難所をまもる砂防施設の

  整備を促進します。

*要配慮者利用施設（55施設）対策

　着手率：81.8％(H26)→92.7％(H27)

*土砂災害基礎調査：１巡目の全数完了

※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

　 に305,240千円を計上しています。

　快適で暮らしやすい集約型のまちづくりを推進す

るため、まちづくりのための調査や、歩行者・自転車

の環境改善、沿道を含めた空間の一体的な整備を

行います。

・総合都市交通体系調査（長野都市圏）

・高田若槻線（長野市）以下18か所

*街路の整備率：47.4％(H26)→48.1％(H27)
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

信州の景観育成支援事業費 544

[110710]

【農山村産業クラスター形成】

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 944 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

世界に誇る信州の農村景観 3,533

育成事業費

[110711]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 4,292 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

信州型エコ住宅推進事業費 81,000

[110805]

【環境・エネルギー自立地域創造】 債務負担行為

（人口定着・確かな暮らし実現） ( 28,000 )

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 100,530 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

信州型住宅リフォーム促進 45,000

事業費

[110806] 債務負担行為

（人口定着・確かな暮らし実現） ( 3,300 )

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 45,000 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

克雪住宅普及促進事業費 8,000

[110808]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 16,000 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

　景観の保全・育成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、地域における自律的な

景観育成への取組や、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。

・地域景観協議会の運営

・景観育成住民協定の認定

・修景補助

*修景補助対象市町村数：１市

　美しく豊かな信州の農村景観を世界に誇れるもの

とするため、保全・育成に向けた支援などを行いま

す。

・ふるさと信州風景百選の活用

・風景の「語り部」育成

・視点場(ビューポイント)づくりへの補助

*ビューポイント整備箇所数：10箇所

　十分な省エネ性能を有する良質な木造住宅の普

及を図るため、県産木材の活用や省エネルギー化

に配慮した「信州型エコ住宅」の新築又は購入費用

の一部を補助します。

*新築・購入（基本助成額）：50万円/件、130件

*低炭素認定住宅（加算適用住宅）：80万円/件、20件

　県産木材の活用や住宅の省エネルギー化、県内

への移住促進を図るため、県産木材を利用した住

宅リフォーム費用の一部を補助します。

　

・工事費の20％を助成（最大30万円、ただし移住者

　のリフォーム工事については最大50万円）

*一般（継続居住）リフォーム：170件

*移住者のリフォーム工事助成件数：10件

　豪雪地域において、住宅の雪下ろしが不要な克

雪住宅の普及を図るため、市町村が行う克雪化へ

の支援に対し、県がその費用の一部を補助します。

・補助対象：特別豪雪地帯市町村

・補助率：市町村補助額の2/3以内（上限40万円）

*克雪住宅整備戸数：20戸
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

住宅・建築物耐震改修促進 81,523

事業費

[110809]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 80,978 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

大規模建築物等耐震改修 117,740

緊急促進事業費

[110810]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 34,084 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

空き家適正管理促進事業費 1,345

[110816]

（人口定着・確かな暮らし実現）

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 0 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

県営住宅居住環境改善事 805,527

業費

[110901]

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 554,242 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

　「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利用する建築

物などの耐震診断・耐震改修を促進します。

・戸建住宅等の耐震診断への補助

・戸建住宅の耐震改修への補助

*戸建住宅の耐震診断：807戸

*戸建住宅の耐震改修：300戸

　大地震の発生に備えて、建築物の安全性の向上

を図るため、県内の大規模建築物や避難路沿道の

建築物などの耐震化を進めます。

・大規模建築物の耐震診断及び改修費用への補助

・避難路沿道建築物の現況に係る調査

*多数の者が利用する建築物の耐震化率：

　84％(H23)→90％(H27)

　市町村が行う空家等対策について、県として技術

的助言等を行うとともに、県民に対して空き家の適

正管理に関する啓発活動を行います。

　

・空き家対策市町村連絡会の設立

・空き家の適正管理に関する啓発活動

　県営住宅入居者の居住環境の改善や、高齢化に

対応するため、既存住宅のリニューアルや設備改善

を行うとともに、ファシリティマネジメントの観点から、

老朽化した建物を順次除却し土地の有効活用を図

ります。

・集約、移転促進　115戸

・ユニットバス設置　200戸

・リニューアル　28戸

・老朽空家除却、耐震対策　88戸

・下水道接続　66戸

新新
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県営住宅管理事業費 1,857,368

[110902]

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 1,904,494 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 2,472,268

[111002]

施設課

  FAX　026-235-7477 [ 2,982,646 ]

  shisetsu@pref.nagano.lg.jp

建設産業活力向上支援事 849

業費

[110102]

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 803 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

安全で安心して暮らせる 36,549,973

長野県づくり（再掲）

債務負担行為

( 12,257,048 )

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 35,528,970 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

　 意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備

に向けて、優良技術者・若手技術者の表彰や新技

術・新工法の活用促進などの取組を進めます。

・優良技術者、若手技術者の表彰

・新技術、新工法の活用支援

　自然災害から県民の生命と財産を守るため、ハー

ドとソフトが一体となった総合的な減災対策を着実

に進め、安全で安心して暮らせる長野県づくりを進

めます。

・災害時においても円滑な交通を確保するため、

　緊急輸送路の防災対策、改良を行うとともに、無

　電柱化により、電柱倒壊による交通障害を未然

　に防ぎます。

・浸水被害の軽減、防止を図るため、ダムの建設、

　河川改修等を行います。

・土砂災害から県民の生命、財産を守るため、砂防

  施設等の整備を行うとともに、土砂災害警戒区域

　等の指定のための基礎調査を進めます。

・大地震に対する建築物の安全性の向上を図るた

　め、住宅や避難施設となる建築物及び多数の者

　が利用する建築物などの耐震診断・耐震改修を

　促進します。

・県有施設の耐震化を迅速に進めます。

※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

　 に947,370千円を計上しています。

　県営住宅の修繕や保守点検、入居者の募集や選

考及び家賃の収納状況等の適切な管理を行うととも

に、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で住ま

いを提供します。

　また、多子世帯の居住環境を向上させるため、県

営住宅に多子世帯向けの優先枠を創設します。

・管理戸数　15,321戸

*管理上の瑕疵による事故件数：０件(H26)→０件(H27)

*現年度分家賃収納率：98.0％(H26)→前年度を上回る

*家賃滞納繰越分の収入未済額：前年度を下回る

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

　県有施設の耐震化を進めるため、「県有施設耐震

化整備プログラム」に基づき、耐震改修を計画的に

実施します。

・耐震改修工事　　　　27施設30棟

　　継続：上田合同庁舎、伊那合同庁舎等

　　新規：長野吉田高校、上伊那農業高校等

*県有施設の耐震化率：94.7％(H26)→99.4%(H27)
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（千円）

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

補助公共事業費（再掲） 46,272,000 　

千円

債務負担行為 千円

( 28,659,048 ) 千円

千円

千円

千円

建設政策課

  FAX　026-235-7482 [ 44,567,000 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費（再掲） 16,064,039 　

千円

債務負担行為 千円

( 2,180,000 ) 千円

千円

建設政策課 千円

  FAX　026-235-7482 [ 16,058,887 ] 千円

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

砂　　防　　課 464,235

都市・まちづくり課 726,880

合　　　　計 16,064,039

道 路 管 理 課 9,005,283

道 路 建 設 課 3,942,000

河　　川　　課 1,925,641

都市・まちづくり課 5,008,000

合　　　　計 46,272,000

区　　　　分 予　算　額

※この他、平成26年度２月補正予算（経済対策分）

　 に2,567,060千円を計上しています。

道 路 建 設 課 15,530,000

河　　川　　課 5,049,000

砂　　防　　課 10,679,000

区　　　　分 予　算　額

道 路 管 理 課 10,006,000
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警　察　本　部

（千円）

警察基盤強化事業費 500,330

[160106]  [160107]

債務負担行為

(2,347,339)

会計課・地域課

  FAX　026-232-1110 [ 372,054 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

特殊詐欺・ストーカー等

　被害防止総合対策事業費 69,894

[160119]

生活安全企画課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 46,873 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp （一部緊急雇用創出基金活用事業）

初動警察力強化事業費

[160116]  [160118]  [160121] 11,769

刑事企画課ほか

  FAX　026-232-1110

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp [ 199,083 ]

交通事故

　総合抑止対策事業費 240,216

[160110]  [160123]  [160124]

交通企画課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 1,479,030 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp （一部緊急雇用創出基金活用事業）

大規模災害対策強化事業費

[160105]　[160108]  [160112]  478,900

債務負担行為

(578,477)

警備第二課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 594,064 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　通学児童や高齢者を交通事故から守るため、交

通安全教育の推進や、歩車分離などの安全・円滑

な交通環境の整備、指導・取締り用資機材の整備を

行い、交通事故総量抑止を図ります。

　・交通安全教育の推進

　・信号機新設、歩車分離など交通安全施設整備

　*交通事故死傷者数：10,000人以下(H29年)

　重要犯罪、危険ドラッグ事犯、サイバー犯罪等に

迅速的確に対応するため、初動警察力を強化しま

す。

　・初動捜査資機材の整備・高度化

　・危険ドラッグ鑑定試薬等の充実

　*刑法犯認知件数：15,000件未満(H29年)

　*重要犯罪検挙率：70.0％

　深刻化する特殊詐欺やストーカー等の被害から県

民を守るため、被害の未然防止に向けた総合的な

対策を推進します。

　・特殊詐欺撲滅先制予防コールセンター運用

　・ストーカー等被害者保護対策の充実

　*特殊詐欺認知件数： 90件以下(H29年)

　安全で安心な長野県を確立するため、地域にお

ける治安維持の核となる警察施設の基盤強化を推

進します。

　・佐久警察署建設

　・交番･駐在所再編整備

　*地域の治安基盤機能の強化

　大規模な災害に備え、災害対策拠点である警察

施設の強化や、捜索・救助活動のための装備資機

材を整備するなど、災害警備対策を推進します。

 ・小諸警察署耐震化・改修

 ・ヘリコプターテレビシステム高度化

 ・噴火災害対策等装備資機材の充実

 *県民を守るための基盤強化と災害発生時における

　 即時対応
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（千円）

全国植樹祭警備対策事業費 47,077

[160113]  [160115]

警備第二課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 0 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

要　求　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　平成28年度に当県で開催される「第67回全国植

樹祭」の円滑な運営を確保するため、必要な警備対

策を推進します。

　・警備諸対策推進体制の構築

　・各種装備資機材の整備

　*警備の完遂による県民の安全確保

新
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教育委員会

（千円）

「未来を拓く学力」の向上事 5,393

業費

[150505]

【教育再生】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 4,397 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

信州少人数教育推進事業費 4,651,200

（旧　活用方法選択型教員配置事業費）

[150204]

【教育再生】

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 4,753,200 ]

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用 204,290

した確かな学力育成事業費

[150507]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課

  FAX　026-235-7495

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育課

　FAX 026-235-7459 [ 551,161 ]

　tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

ＩＣＴを効果的に活用し、児童生徒の学力や情報活

用能力の向上を図るため、先駆的モデル的な実践

研究や、教員の指導力向上研修を実施します。

　

 ・ＩＣＴを活用した先駆的モデル的な実践研究

　　パイロット校　小学校　１校、中学校　２校

　　モデル校　　　県立高校　３校

 ・特別支援学校中学部へのタブレットＰＣの整備

　 12校

*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（中学）：67.0%(H26

見込)→69.5％(H27)

*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（高校）：55.0%(H26

見込)→57.5％(H27)

　児童生徒の学力向上を図るため、基礎基本の定着

状況を確認し、着実に力をつけるシステムを再構築

するとともに、モデル校による授業と連動した家庭学

習の協働研究、補充的な学習サポートを実施しま

す。

　・学力スパイラルアップ事業

　・新たな家庭学習モデル創出事業

　・理数教育充実事業

・学力格差解消に向けた補充的な学習サポートモ

デル構築事業

*基礎的基本的な内容の定着度が全国平均より高い児童

生徒の割合：小学校65.3％、中学校58.1％（H26）→小学

校63.7％以上、中学校58.6％以上（H27）

*学習したことを実生活の場面に活用する力が全国平均よ

りも高い児童生徒の割合：小学校59.5％、中学校54.7％

（H26）→小学校59.2％以上、中学校55.1％以上（H27）

予　算　額

［前年度当初予算額]

　児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かい支援・指

導を行い、学習習慣の確立と基礎学力の定着を図る

ため、30人規模学級編制や少人数学習集団編成等

に必要な教員の配置を行います。

・30人規模学級編制、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を実施

*基礎的・基本的な内容の定着度が全国平均より高い児

童生徒の割合：小学校65.3％、中学校58.1％（H26)→小

学校63.7％以上、中学校58.6％以上(H27)

*小・中学校不登校児童生徒在籍率：1.16％(H26見込)→

1.10％(H27)

拡

拡

新

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

信州自然エネルギー・ 2,000

環境教育支援事業費

[150506]

【環境・エネルギー自立地域創造】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 2,000 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp （自然エネルギー地域基金活用事業）

長野県高等学校将来像検討 3,536

事業費

[150305]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 1,420 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育支援事業費 11,626

[150502]

【教育再生】【次世代産業創出】

【雇用・社会参加促進】

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 7,424 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

「信州学」推進事業費 1,154

[150509]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 0 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

　高等学校等の自然エネルギー・環境に関する教育

の充実を図るため、知事部局と連携し、広く環境教

育・研究活動に関する取組を募り、優良な取組を支

援するとともに、その成果を普及します。

　

・高等学校等の環境に係る設備、教材等の費用を助

成（１件につき30万円以内）

・優秀事例は成果発表会と表彰を実施

・支援校数：６校

　今後もさらなる少子化等が見込まれる中、これから

の時代に対応する教育の質の保証の観点から、高

等学校の将来像の検討を行います。

　・長野県高等学校将来像検討委員会の開催　６回

　・県民アンケート等の実施

*高等学校将来像の基本的な考え方の確定

　児童生徒の職業観や社会性を育成するため、学

校、地域社会、産業界が学校を支援する仕組み（プ

ラットフォーム）を構築し、児童生徒の職場体験、就

業体験を実施します。

・産学官の諸機関・団体が参加する「キャリア教育支

援センター」による施策を実施

・キャリア教育カリキュラムを改革する高校を重点的

に支援

*在学中の就業体験活動参加率（全日制高校生）：70.0％

（H26見込）→80.0％(H27)

*「就きたい仕事がイメージできる」と答える高校１年生

（全日制）の割合：65.0％（H26見込）→66.5％(H27)

　児童生徒が自らが生まれ育った地域を理解し、ふ

るさとに誇りと愛情を持ち大切にする心情を育むた

め、カリキュラムの研究開発を実施します。

*教科及び総合的な学習の時間で地域について学習する

学校：小学校100%  中学校72%（H26見込）→小学校100%

中学校80%（H27）

*地域の人が教育活動への支援を行っている高校：47％

（H26見込）→48%（H27）

　（地方創生交付金活用事業）

拡

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

グローバル人材育成事業費 239,995

[150503]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 230,502 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

県内大学進学のための入学 7,500

金等給付事業費

[150310]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 7,500 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

長野県版運動プログラム普 806

及事業費

[150905]

【教育再生】

【健康づくり・医療充実】

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 1,433 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　意欲や能力が高いにもかかわらず、経済的な理由

で大学・短大への進学が困難な生徒を支援するた

め、県内の大学・短大に進学する者に対して大学入

学金等に相当する一時金を給付します。

・給付者数：30人程度

*奨学金の給付：100％（H27）

　子どもの体力・運動能力の向上を図るため、既に

普及に取り組んでいる長野県版運動プログラムを直

近の課題等を踏まえて一部改定するとともに、引き

続きプログラムの普及啓発のための講習会等を実施

します。

・「児童生徒体力向上支援委員会」において新たな

運動要素を盛り込んだプログラムに改定

・「運動遊び」普及定着のための長野県版運動プロ

グラム研修会の実施

*全国体力・運動能力、運動習慣等調査での体力合計点

の全国順位：27位（H26）→25位（H27）

　グローバル時代に対応した、信州に根ざし世界に

通じる人材を育成するため、スーパーグローバルハ

イスクール指定校の運営、高校生の発信力育成講

座や留学支援、英語教育に係る教員研修を実施し

ます。

　・スーパーグローバルハイスクール設置事業

　・発信力育成講座

    高校生の課題解決力、発信力、語学力、異文化

理解力等の育成

　・高校生の留学促進事業

　　視野を広げコミュニケーション力を高めるための

フィリピンへの県独自海外研修プログラムの創設

　・外国語教育充実支援事業（英語授業改善推進事

業、英語教育に係る教員の研修事業等）

*中学３年卒業時で英検３級レベル：

　29.0％（H26見込）→33.0％(H27)

*高校３年卒業時で英検準２級レベル：

　35.0％（H26見込）→36.0％(H27)

拡

拡

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

学校・家庭・地域全体で取り 957

組む食育推進事業費

[150808]

【健康づくり・医療充実】

保健厚生課

  FAX　026-234-5169 [ 1,349 ]

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

信州型コミュニティスクール 3,489

推進事業費

[150705]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 7,577 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

　子どもたちが正しい食事のとり方や望ましい食習慣

を身に付け、健康で豊かな人間性を育むため、学校

における食育推進の中核を担う栄養教諭の配置を

進めるとともに、研修等を実施して資質の向上を図る

など、家庭、地域との連携のもと、学校における食育

を一層推進します。

・栄養教諭の研修、活動支援

・「朝ごはんを食べよう、いっしょに食べよう」食育キャ

ンペーン（ゼロ予算）

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：

　小学6年 90.9%(H26)→92.2%(H27)

　中学3年 86.0%(H26)→86.2%(H27)

　学校と県民の協働による地域に開かれた信頼され

る学校づくりを推進するため、保護者や地域住民が

学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備な

どの教育活動を支援する「信州型コミュニティスクー

ル」を推進します。

　・モデル市町村に対する補助　２市

　・補助率　　 　２/３

　・信州型コミュニティスクール立ち上げのためのア

　ドバイザーの派遣

*信州型コミュニティスクール実施校割合：30％(Ｈ26見込)

→50％(Ｈ27)

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

高等学校施設整備等事業費 3,953,931

[150313] [150314]

債務負担行為

(2,251,590)

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 3,842,948 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

特別支援学校整備事業費 291,899

[150416][150417]

特別支援教育課

  FAX 026-235-7459 [ 832,927 ]

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

高校生等奨学給付金給付 310,180

事業費

[150309]

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 253,898 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

1　高等学校再編施設整備事業費（1,825,849千円）

    魅力ある高校づくりを進めるため、第１期高等学

校再編計画に基づき、学級規模や教育課程の変更

に応じた施設・設備の整備を行います。

・設計、建設工事　４校

2  高等学校施設整備事業費（2,128,082千円）

   教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等

により安全性の確保を図るため、老朽化している校

舎や体育施設の改築等を計画的に行います。

・設計、建設工事　10校

*耐震化率：96.4％（H26見込）→99.9％（H27）

１　長野地区特別支援学校再編整備事業（229,210

千円）

  　 「長野地区特別支援学校再編整備計画」の着実

な推進を図るため、必要な施設整備を行い、教育環

境の向上を図ります。

　・長野ろう学校プール・グランド建設工事

　・須高地区への特別支援学校高等部分教室設置

２　特別支援学校施設計画整備事業（62,689千円）

　　児童生徒の教育環境の整備を図るため、老朽施

  設の改修及び寄宿舎の空調設備の整備等を実施

  します。

・施設計画整備　７校10か所

・寄宿舎安全管理対策　３校18台

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

　公立高等学校の授業料以外の教育に係る経済的

負担の軽減を適正に行うことにより、教育の機会均

等に寄与し、公立高等学校への就学を支援するた

め、特に経済的負担を軽減する必要があると認めら

れる者に対して奨学給付金を支給します。

・支給額（H27）

　生活保護受給世帯　                    年額32,300円

　市町村民税非課税世帯（全日・定時制（第１子））

                   　                             年額37,400円

　市町村民税非課税世帯（全日・定時制（第２子以

降））                                        　年額129,700円

　市町村民税非課税世帯（通信制） 　年額36,500円

・支給者数：4,270人程度(H27)

*給付金の支給：100％（H27)

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

スクールカウンセラー事業費 149,985

[150601]

【教育再生】

教学指導課心の支援室

  FAX 026-235-7495 [ 126,575 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

スクールソーシャルワーカー 20,396

活用事業費

[150601]

教学指導課心の支援室

  FAX 026-235-7495 [ 20,397 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

学校生活相談体制充実事業費 11,828

[150604]

【教育再生】

教学指導課心の支援室

  FAX 026-235-7495 [ 3,074 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

　不登校等課題を抱える児童生徒に対して、その背

景にある家庭や社会的要因を踏まえ、福祉機関等と

の調整を行うため、スクールソーシャルワーカー（社

会福祉士等）を配置し、児童生徒の取り巻く環境の

改善を図ります。

*小・中学校不登校児童生徒在籍比率：1.16％(H26見込)

→1.10％(H27)

*スクールソーシャルワーカーを介した学校と地域関係機

関との連携ケース：400件以上（H27）

　児童生徒の悩みに寄り添い、適切かつ迅速に対応

するため、スクールカウンセラー（臨床心理士等）の

配置を拡充し、学校における相談体制の充実を図り

ます。

 ・公立小・中学校の配置人数を拡充（89人→95人）

 ・県立高等学校の相談時間増

  （2,424時間→5,706時間）

*小・中学校不登校児童生徒在籍比率：1.16％(H26見込)

→1.10％(H27)

学校におけるいじめ問題への対応や学校生活に

関する様々な問題の改善を図るため、児童生徒や

保護者からの相談等を行います。

　・「学校生活相談センター」を設置し、臨床心理士

  の配置や24時間対応により電話相談体制を充実

  ・人権教育講師を学校へ派遣

*相談の問題改善率：78.9％（H26見込）→80％（H27）

拡

拡

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

　特別支援学校や小・中学校における特別支援教

特別支援教育充実事業費 400,031 育の専門性や教師の支援力の向上を図り、障がい

[150409][150407] のある児童生徒の自立と社会参加に向けた力の育

【教育再生】 成に努めます。

　１　自立活動担当教員の増員（296,000千円）

　  特別支援学校における障がい特性に応じた専門

  的な教育の充実やセンター的機能の充実のため

  自立活動担当教員を増員します。

・H26：20人増　H27：20人増　計：40人増

　２　専門職員の配置（27,531千円）

    特別支援学校における学習面及び生活場面に

   おける児童生徒に対する自立指導の充実を図る

   ため、専門的な知識・技能を有する外部人材を活

   用します。

・学校介助職員の配置　20人

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による

　実践指導

　３　LD等通級指導教室の増設（76,500千円）

　　特別な支援を必要とする児童への教育の場の保

　障のため、通級指導教室を増設します。

・H25：13教室　H26：18教室　H27：28教室

*専門的な自立活動教育の授業時数

   ：2,268時間/週（Ｈ26）→2,576時間/週（Ｈ27）

*小学校ＬＤ等通級指導教室利用率

特別支援教育課    ：0.2％（Ｈ26）→0.3％（Ｈ27）

  FAX 026-235-7459

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp ※自立活動担当教員及びLD等通級指導教室担当教員

　 については、H25以降の増員分の人件費のみ計上

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 202,056 ]

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

特別支援学校就労コーディ 9,512

ネーター配置事業費

[150413]

【雇用・社会参加促進】

【教育再生】

特別支援教育課

  FAX 026-235-7459 [ 0 ]

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

　特別支援学校高等部生徒の就労に向けた支援体

制を充実し、一般就労率向上を図るため、就労コー

ディネーターを配置します。

　

・就労コーディネーターの配置　４人

*一般企業で実習を行った生徒が一般就労した割合

   ：59％(H26見込)→60％(Ｈ27)

拡

拡
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

性被害防止に向けた指導充 4,151

実事業費

[150801]

保健厚生課

  FAX 026-234-5169 [ 0 ]

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

放課後子ども教室推進事業 20,936

費

[150704]

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 20,936 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

地域で守る伝統行事（芸能） 3,335

継承モデル事業費

[150711]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 0 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

文化財の活用による地域活 3,136

力創出事業費

[150711]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 0 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

　子どもの性被害を防止するため、学校外の人材活

用や教員の指導力向上により、学校における効果的

な性に関する指導を推進します。

・子どもの性被害防止教育キャラバン隊の設置・派

遣

・性に関する指導者研修会の開催

*教育キャラバン隊の派遣学校数：105校（H27）

*指導者研修会の参加者数：250人（H27)

　放課後や週末等に小学校の余裕教室等を利用

し、地域の方々の参画を得て、子どもたちが健やか

に育まれる居場所づくりを推進するとともに、地域住

民の協力による、学習が遅れがちな中学生を対象と

した、原則無料の学習支援（地域未来塾）の取組を

支援します。

・市町村に対する補助　42市町村

・補助率　　 　２/３

*放課後子ども教室登録児童数：

　6,472人(Ｈ26見込)→7,330人(Ｈ27)

（文化振興基金活用事業）

　人口減少下において伝統行事（芸能）を次世代に

継承するため、地域全体で伝統行事（芸能）を継承

する意識醸成を図るとともに、モデル地区が行う担い

手人材確保等の取組を支援します。

・モデル地域に対する補助　１地域

・補助率　　 　定額

*取組に着手したモデル地区数：６地区（H27)

　文化財を後世に維持・継承していくため、保存整

備だけでなく文化財の情報発信・活用を一体的に行

う取組を支援します。

・文化財の修理防災等事業とあわせて行う文化財の

情報発信・活用の取組への支援

・事業主体　文化財所有者等

・補助率　　 　定額

*文化財情報発信・活用事業実施件数：56件（H27)

（文化振興基金活用事業）

新

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

スポーツによる元気な信州 6,406

創出事業費

[150912]

（人口定着・確かな暮らし実現）

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

競技力向上事業費 124,115

[150909]

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 104,115 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

県立武道館基本構想検討 1,673

事業費

[150915]

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　スポーツが有する地域活力の維持・創出の観点か

ら、全国的なスポーツ大会の誘致、プロスポーツの

振興等に積極的に取り組み、スポーツで地域を元気

にします。

・全国レクリエーション大会inながのへの支援

・銀座ＮＡＧＡＮＯを活用したスポーツ情報の発信

・事前合宿誘致のためのＰＲ用ツールの作成

*全国レクリエーション大会ｉｎながの参加者数：10,000人

*銀座ＮＡＧＡＮＯでのＪリーグ中継放映日来場者数：年間

延べ300人

*県内における事前合宿の誘致

　県立武道館の機能・規模、運用方法等を検討する

ため、有識者による検討会議を開催します。

　・有識者による基本構想検討会議の開催　６回

　競技力の向上を図るため、国民体育大会等の全国

大会やオリンピック等の国際大会での活躍が期待さ

れる県内選手の育成・強化、指導者の養成及び練

習環境の整備を推進します。

・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

  ・本県で開催される第72回国民体育大会冬季大会

に向けた特別強化事業

・選手のコンディショニング調整等のマルチサポート

・東京オリンピックなど今後の国際大会での活躍が

期待される競技・選手の育成を支援

・ジュニア選手への育成支援

・未来を担う競技者の発掘・育成

　・事業主体　　競技団体　等

　・補助率　 　　 １/２以内　等

*国体総合成績:20位（H26）→16位（H27）

*国体等におけるジュニア入賞数：

　185人・団体（H26見込）→190人・団体（H27）

新

新
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（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［前年度当初予算額]

第72回国民体育大会冬季 69,258

大会開催事業費

[150909][150914] 債務負担行為

（競技力向上事業一部再掲） (389,904)

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　第72回国民体育大会冬季大会の開催に向け、円

滑に準備を進めるとともに、競技会場である白馬ジャ

ンプ競技場の改修を実施します。

　また、同大会での総合成績１位を目指し、特別強

化事業を実施します。（再掲）

・会期　　平成29年１月～２月

・会場　　（スケート）　　　　　長野市

　　　　　　（アイスホッケー）　岡谷市、軽井沢町

　　　　　　（スキー）　　　　　 白馬村

*第72回国民体育大会冬季大会総合成績：１位

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

新
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