
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２月県議会定例会に提出する平成 27年度当初予算案について、現在知事 

  査定を行っています。 

   １月 27日（火）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要は別紙のとお 

  りです。 

   今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが、当初予算案全体の 

  概要は、２月６日（金）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

長野県（総務部）プレスリリース 平成 27年（2015年）１月 28日 

平成 27年度当初予算案の知事査定結果《速報（第１回）》について 

 

総務部財政課財政企画係 

(課長) 平木 万也 (担当) 高橋 寿明 

電話：026-235-7039（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2062 

FAX： 026-235-7475 

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

しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中！ 
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/shinshusozo/index.html 



企画振興部

（千円）

地方事務所長総合調整 5,000
推進事業費

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

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） 

2,661

【誇りある暮らし実現】

*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）

16,000

【誇りある暮らし実現】

地域振興課
  FAX 026-235-7397 [ 16,000 ] *ビジョン策定開始地区数：４地区（Ｈ２７）

  shinko@pref.nagano.lg.jp *具体化・着手地区数：４地区（Ｈ２７） 

地域発　元気づくり支援金 850,000

【誇りある暮らし実現】
【活動人口増加】

地域振興課
  FAX 026-235-7397 [ 850,000 ]
  shinko@pref.nagano.lg.jp *支援金を活用した団体数：3,450団体（H26）→増加

事　業　名
【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。

元気な地域づくり人材育成
事業費

「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。

・「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

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。

1



（千円）

事　業　名
【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）

信州まつもと空港利用促進 20,400
事業費

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

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

交通政策課
  FAX　026-235-7396 [ 4,444,365 ]
  kotsu@pref.nagano.lg.jp

地域間幹線バス路線確保 164,391
維持事業補助金

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

・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）

　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。

　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。

・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。

・事業主体　　乗合バス事業者
・補助率　　 　1/2以内

　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

　 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
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（千円）

事　業　名
【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）

地域交通システム再構築 6,000
促進モデル事業補助金

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）

利用者にやさしい駅舎の 20,000
整備事業補助金

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）

県議会議員選挙費 796,907

市町村課
  FAX　026-232-2557 [ 0 ]
  shichoson@pref.nagano.lg.jp

・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）

　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。

　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

　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。
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産業労働部

（千円）

海外駐在員事業費 48,921

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

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

産業政策課
  FAX　026-235-7496 [ 181,839 ]
  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

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

*実施箇所数：４箇所

サービス産業振興室 *外部有識者による事業評価点（平均）：70点

  FAX 026-235-7496 [ 4,897 ]
  service@pref.nagano.lg.jp

事　業　名
【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]

　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

　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。

新

新
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（千円）

事　業　名
【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]

マーケティング支援 132,968
センター事業費

【次世代産業創出】

産業立地・経営支援課
サービス産業振興室 *受発注取引相談件数：2,800件

  FAX 026-235-7496 [ 122,333 ] *食品商談件数：1,380件

  keieishien@pref.nagano.lg.jp *海外商談件数：504件

  service@pref.nagano.lg.jp *国内販路開拓件数：2,000件

*助成事業商談件数：873件

(一部　緊急雇用創出基金活用事業)

中小企業融資制度資金 68,505,371

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

　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。

【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。

【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
　機器等の開発支援

ものづくり振興課
  FAX 026-235-7197 [ 11,360 ] *医療機関等と連携して取り組む試作開発：５件

  mono@pref.nagano.lg.jp

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

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
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（千円）

事　業　名
【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]

　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・

研究開発型への転換を支援します。
【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
　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

ものづくり振興課 *研究会の数：５

  FAX 026-235-7197 [ 4,325 ] *地域の企業グループによる事業の実施件数：２件

  mono@pref.nagano.lg.jp

　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 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。
事業費 ・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

ものづくり振興課 *技術相談件数　：　13,500件

  FAX 026-235-7197 [348,481] *依頼試験件数　：　25,500件　

  mono@pref.nagano.lg.jp *施設利用件数　：　12,500件　

　「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。

【次世代産業創出】
・「健康長寿」等をテーマにした高付加価値食品の開発

ものづくり振興課 *食品製造業の付加価値額

  FAX 026-235-7197 　H22：2,400億円→H29：2,700億円

  mono@pref.nagano.lg.jp [ 0 ] *新食品開発支援件数　H24：25件　→　H27：50件

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

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

・デザイン専門支援員の配置

ものづくり振興課 ・新製品開発塾の開催

  FAX 026-235-7197 ・開発プロジェクトへのアドバイザーの派遣

  mono@pref.nagano.lg.jp [13,555]
*商品化件数：30件

｢NAGANOの食」イノベーショ
ン事業費

新
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（千円）

事　業　名
【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。

【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

ものづくり振興課 ・県内未醸造ぶどうの仕込み試験の実施

  FAX 026-235-7197 [2,666]
  mono@pref.nagano.lg.jp *ワイナリーでの醸造研修受入数　H27：５人

*支援件数　H27：50件

（一部 ふるさと信州寄付金活用事業）

産業人材育成支援センター 43,119
事業費

【次世代産業創出】

[ 53,852 ]
人材育成課
  FAX 026-235-7328
  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

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

【次世代産業創出】

人材育成課 [ 78,277 ]
  FAX 026-235-7328
  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。



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

　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。

　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
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（千円）

事　業　名
【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）

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

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課 [ 52,812 ]
 FAX 026-235-7327
 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

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 12,622 ]
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

新規学卒者就職促進事業費 48,757

【雇用・社会参加促進】

[ 50,320 ]
労働雇用課
 FAX 026-235-7327
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働相談事業費 10,665

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 10,614 ]
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　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

   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、ふるさと信州寄付金活用
事業）
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観 光 部

（千円）

観光地域づくり促進事業費 3,930

【農山村産業クラスター形成】

観光誘客課
  FAX　026-235-7257 [ 11,492 ] *中核人材育成数：20名で年10回実施（H27）

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp *滞在交流型プログラム群創出支援事業団体数：1団体(H27)

観光おもてなし推進事業費 3,068

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

観光誘客課
  FAX　026-235-7257
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp [ 18,936 ]

2,875

【農山村産業クラスター形成】

山岳高原観光課
  FAX　026-235-7257
  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp [ 1,352 ] *信州登山案内人登録者数：410人（H27）

事　業　名
【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）

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。

　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。

　・中核人材の育成塾の開催
　・観光地域づくり組織の育成
　・滞在交流型プログラム群の創出支援

　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。

・信州おもてなし未来塾の開催
・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20％以上（H27）

　１　試験及び登録
 　・信州登山案内人試験の実施
　 ・申請に基づき新規、更新、変更登録等を実施
  ２　既有資格者の資質向上
　 ・信州登山案内人能力向上研修(実技、座学)の
　　 開催
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（千円）

事　業　名
【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）

25,000

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）

（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

18,135

【農山村産業クラスター形成】

観光誘客課
  FAX　026-235-7257
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp [ 18,479 ] *スキー場利用者数：715万人（H27）

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

3,830

【次世代産業創出】

【農山村産業クラスター形成】

観光誘客課 *スポーツ合宿等利用者数：110万人（H27）

  FAX　026-235-7257 *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 [ 5,037 ]

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

「スノーリゾート信州」プロモー
ション事業費

　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

新
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（千円）

事　業　名
【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）

信州首都圏総合活動拠点 162,629
運営事業費

【信州ブランド確立】

*来場者数：35万人

*イベント実施延べ団体数：300団体

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

  FAX 026-235-7257
 brand@pref.nagano.lg.jp [ 134,906 ] （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

11,101

【信州ブランド確立】

*フェア・商談会実施回数：90回

山岳高原観光課信州ブランド推進室 [ 0 ]
  FAX 026-235-7257
 brand@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

「信州産」マーケティング事業
費

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）

　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

新
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農政部

（千円）

農業で夢をかなえる支援
事業費

1,153,246
事業費

【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】

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 1,057,073 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

184,979

【環境・エネルギー自立地域創造】

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 455,415 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

625,804

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 557,371 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

　 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

　 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

*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)

　　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

事　業　名
【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

*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

　「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

*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。

需要対応穀物生産強化
事業費
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（千円）

事　業　名
【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

　 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

ワイン生産アカデミー事業費 927

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

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

　　・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

*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)

*講座の受講者数　30名（H27）

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。

*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）

*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)

*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。
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（千円）

事　業　名
【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

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

　　・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

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 23,986 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

407,074

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。

野生鳥獣被害総合対策
事業費

*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)

*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)

　　・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

環境にやさしい農業総合
対策事業費

   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。

新
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（千円）

事　業　名
【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

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）

「おいしい信州ふーど（風土）」 45,016
プロジェクト推進事業費

【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

夢をかなえる信州農業６次
産業化推進事業費

225,128
産業化推進事業費

【農山村産業クラスター形成】

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)

   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）　SHOPの登録：400店舗（H26）→600店舗（H27）

*「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。

（一部 緊急雇用創出基金活用事業）

   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

 「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

*長野県原産地呼称管理制度の県民認知度
　：38％（H26）→40％(H27）
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（千円）

事　業　名
【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

農地整備課
  FAX 026-233-4069 [ 345,500 ]
  nochi@pref.nagano.lg.jp

1,387,196

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

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 148,128 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

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。

　　１　山村等振興対策事業交付金
　　２　農村活力創出支援事業

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。

　　・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

　　　　・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)

　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
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建設部

（千円）

県民との協働による環境美化 66,504
活動支援事業費

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

信州の景観育成支援事業費 544

【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

【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

【環境・エネルギー自立地域創造】 債務負担行為
( 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

債務負担行為
( 3,300 )

建築住宅課
  FAX　026-235-7479 [ 45,000 ]
  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

　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

*信州ふるさとの見える（丘）認定件数：15件

　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

　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

　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

【総合５か年計画のプロジェクト名】
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）
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（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

克雪住宅普及促進事業費 8,000

建築住宅課
  FAX　026-235-7479 [ 16,000 ]
  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

住宅・建築物耐震改修促進 81,523
事業費

建築住宅課
  FAX　026-235-7479 [ 80,978 ]
  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

県営住宅居住環境改善事 805,527
業費

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 554,242 ]
  jutaku@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 2,472,268

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

建設政策課
  FAX 026-235-7482 [ 803 ]
  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

　「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

　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

　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)

　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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