
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２月県議会定例会に提出する平成 28 年度当初予算案について、現在知事 

査定を行っています。 

   29 日（金）まで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。 

   なお、当初予算案全体の概要は、２月８日（月）の部局長会議で決定した上で 

発表する予定です。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

長野県（総務部）プレスリリース 平成 28年（2016年）2月 1日 

平成 28年度当初予算案の知事査定結果《速報（第３回）》について 

 

総務部財政課財政企画係 

(課長) 岡地 俊季 (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 

◆◇「オール信州」宣言 ◇◆ 
私たちは「長野県人口定着・ 

確かな暮らし実現総合戦略」の 

実現に取り組んでいます。 



４　主要事業一覧

企画振興部

（千円）

2 山岳遭難対策ＩＣＴ活用モデ 7,926
ル事業費
[020210]

（人口定着・確かな暮らし実現）

情報政策課
  FAX　026-235-0517 [ 0 ] *システム利用者数：5,000人（H28）

  joho@pref.nagano.lg.jp

4 未来のＩＣＴ人材育成支援 3,358
事業費
[020209]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・「信州未来アプリコンテスト」の開催
・ＩＣＴ人材育成事業補助金

情報政策課
  FAX　026-235-0517 [ 0 ]
  joho@pref.nagano.lg.jp

元気な地域づくり人材育成
事業費

2,831
6 事業費

[020701]

【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：

  ３件以上（H28）

地域振興課 *地域おこし協力隊員の定住率：向上

  FAX 026-235-7397 [ 2,661 ] *地域おこし協力隊員の数：

  shinko@pref.nagano.lg.jp 　159人（H27当初）→219人（H28末）

*アプリコンテスト応募作品数：30件（H28）

*ＩＣＴ人材育成事業参加者数：200人（H28）

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）

・事業主体　　山岳関係団体
・補助率　　 　定額

　事業主体　　大学、企業等
　補助率　　 　定額

「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

　登山の安全対策を推進するため、登山者の位置
情報を提供するシステムの整備を支援します。

　未来を担う若者にＩＣＴ利活用の素養と感性を身に
付ける機会を提供するため、アプリコンテストを開催
するとともに、ＩＣＴ人材育成事業に対して助成しま
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】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

集落〝再熱〟実施モデル
地区支援事業費

3,069
7 地区支援事業費

[020702]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課 *具体化・着手地区数：１地区（H28）

  FAX 026-235-7397 [ 0 ]
  shinko@pref.nagano.lg.jp (16,091)

地域発　元気づくり支援金 850,000
8 [020703]

【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）
*支援金を新たに活用した団体数：

　986団体（H27末見込）→増加

地域振興課
  FAX 026-235-7397 [ 0 ]
  shinko@pref.nagano.lg.jp (850,000)

利用者にやさしい駅舎の 20,000
14 整備事業補助金

[020508]

（人口定着・確かな暮らし実現）

交通政策課 *県の整備目標に基づくエレベーター等設置駅数：

  FAX　026-235-7396 [ 20,000 ] 17駅(H27)→18駅(H28)

  kotsu@pref.nagano.lg.jp

地方事務所長総合調整 5,000
15 推進事業費

[020601]

市町村課 *地域課題の解決に向けた事業件数：

  FAX　026-232-2557 [ 5,000 ]   1所１事業以上（H28）

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

・事業内容　　H27に策定したビジョンの
　　　　　　　　　具体化・着手

「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（1地区）
・補助率　　 　定額

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
　　交付金活用事業を含んだ額

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
　　交付金活用事業を含んだ額

　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。

　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。

　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
の整備に対して助成します。

・事業主体　　鉄道事業者
・補助率　　 　1/6以内

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）

市町村合併特例交付金 770,000
16 [020603]

市町村課
  FAX　026-232-2557 [ 770,000 ] *合併市町村への交付金交付：18市町村（H28）

  shichoson@pref.nagano.lg.jp

スマート県庁構築事業費 3,008
17 [020208]

・タブレット型端末の拡充
・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

  96回（H27見込）→144回（H28）

*在宅勤務実施者数：５人（H27見込）→20人（H28）

情報政策課 *テレビ会議実施回数：39回（H27見込）→60回（H28）

  FAX　026-235-0517 [ 2,922 ]
  joho@pref.nagano.lg.jp 　38回（H27見込）→91回（H28）

参議院議員通常選挙費 1,210,649
18

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

　平成28年7月25日任期満了に伴う参議院議員通
常選挙において、選挙公報の発行や選挙啓発等を
行うとともに、候補者への選挙公営費や市町村への
選挙執行経費を交付します。

　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。

　ICT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。

*サテライトオフィス利用回数：

*ペーパーレス会議実施回数：

3



４　主要事業一覧
県民文化部

（千円）

1 ＮＰＯとの協働推進事業費 14,482
[040201]

【活動人口増加】
（人口定着・確かな暮らし実現）

県民協働課
  FAX 026-235-7258 [ 39,597 ] *県民の公共的活動への参加度
  kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp  　　34.7%(H26)→47.4％(H28)

2 人権啓発推進事業費 17,725
[040401]

人権・男女共同参画課 *人権侵犯事件新規受理件数

  FAX 026-235-7389 [ 18,884 ]   ：560件(H27見込)→436件以下(H28)
　jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp *人権が定着した県だと思う人の割合

　：54.6％(H27)→56％(H28)

3 男女共同参画社会づくり 15,633
推進事業費
[040404][040405]

・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
・女性活躍推進のための連携事業の実施
・男女共同参画センターによる研修、相談等の実施

人権・男女共同参画課 *民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合

  FAX 026-235-7389 [ 16,340 ] 　：12.2％（H26)→13%（H29)
　jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

4 国際関係パートナーシップ 9,966
強化事業費
[040505]

国際課
  FAX　026-232-1644 [ 8,527 ]
  kokusai@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）

　協働やＮＰＯ活動に対する県民の理解と参加を促
進するとともに、民間の多様な主体と県との協働を
推進するため、協働のコーディネートやNPO等の公
共的活動を支援します。

　　・協働の機会創出事業
　　・長野県みらいベースの利用促進
　　・プロボノとNPOの協働促進事業

人権が尊重される社会づくりを推進するため、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
・県民が実施する取組への支援

　男女共同参画社会づくりを推進するため、第４次
長野県男女共同参画計画(平成28年度～32年度)
に基づき、県民の男女共同参画に対する意識の高
揚を図ります。

　平成27年度を国際関係再構築年として取り組んで
きた国際関係事業を継続・強化し、これまで友好関
係を築いてきた相手国と、観光を中心とする経済分
野における新たな連携関係を構築し、相互利益の
実現を目指します。

*外国人延宿泊者数：66万人(H26)→92万人（H28)

新 

4 （県民文化部－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）

5 防犯意識向上事業費 903
[040305]

・子どもの防犯意識向上のための取組
くらし安全・消費生活課 ・自主防犯活動の活性化支援
  FAX　026-223-6771 [ 0 ]

交通安全対策事業費 6,242
6 [040306]

くらし安全・消費生活課
  FAX　026-223-6771 [ 4,750 ]

消費生活安定向上事業費 146,596
7 [040303][040304]

・消費生活サポーターの設置　

・市町村相談体制の強化・支援

くらし安全・消費生活課
  FAX　026-223-6771 [ 150,912 ]

（一部 消費者行政活性化基金活用事業）

8 女性保護事業費 19,451
[040701]

　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 ［19,307］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

　県民の防犯意識を向上させ、県民が犯罪の被害
に遭うことなく、また犯罪の被害に遭う不安を抱くこと
のない安全で安心な社会の実現のための啓発活動
を推進します。

  kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp

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

・訓練型特殊詐欺対応講座の開催

  kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp *特殊詐欺被害認知件数：297件（H27）→120件（H28）

　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：
　11,023人（H27）→10,500人以下（H28）  kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp

　　・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

　平成26年度に策定した消費生活基本計画・消費
者教育推進計画に基づき、悪質商法による被害を
未然に防止するための啓発・消費者教育の推進
や、市町村の相談体制の整備を支援します。

*市町村消費生活センターの人口カバー率：
　74.2％（H27）→80.0％（H28）

新 

5 （県民文化部－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）

18 子育て支援員認定研修事
業費
[040720] 13,932
（人口定着・確かな暮らし実現）

こども･家庭課 *子育て支援員養成人数：160人（H28）

  FAX 026-235-7390

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp ［0］

21 多子世帯保育料減免事業
費

309,795

[040723]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　１/２

こども･家庭課 *出生数に占める第3子以降の割合：

  FAX 026-235-7390

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp ［0］
（308,772） ※（　　）は平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

　交付金活用事業を含んだ額

22 子ども・子育て支援事業費 1,228,244
[040718]

（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 延長保育事業
4
5 利用者支援事業
6
7
8
9

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［967,631］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

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。

地域における多様な保育や子育て支援事業の担
い手を育成するため、業務に従事する上で必要な
知識や技能を修得するための研修を行い、子育て
支援員として認定します。

*病児・病後児保育実施市町村数：
　19市町村(H27)→21市町村(H28)

17.9％（H26)→維持・向上（H28）

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
地域子育て支援拠点事業

病児保育事業

一時預かり事業
乳児全戸訪問事業
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
養育支援訪問事業   等

*放課後児童クラブ登録児童数：
　21,488人(H27)→24,467人(H28)

新 

6 （県民文化部－6）



（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）

23 子育て支援総合助成金交付 101,184
事業費
[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
　・ 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 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

24 子ども支援センター運営事
業費

13,524

[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見込)→同レベルを維持

  FAX 026-235-7390 ［0］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp (12,219) ※（　　）は平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

　交付金活用事業を含んだ額

25 児童福祉施設等整備事業
補助金

355,196

[040703][040725]

　・ 児童養護施設 1か所
　・ 児童館・児童センター 1か所

こども･家庭課 　・ 放課後児童クラブ室 7か所
  FAX 026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp [ 365,090 ]

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：
　19市町村(H27)→21市町村(H28)

*放課後児童クラブ登録児童数：
　21,488人(H27)→24,467人(H28)

　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運営します。

子どもに関する様々な相談窓口のネットワーク
化を図るための研修会等の開催

児童福祉施設等の創設・改築等に対して助成しま
す。

7 （県民文化部－7）



（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）

26 児童虐待防止強化事業費 12,301
[040704]

（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　児童虐待防止計画策定事業

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［18,444］ *児童虐待防止総合計画・連携指針策定（H28）
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

34 文化施設管理運営事業費 1,977,786
[040102]

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化政策課
  FAX　026-235-7284 [ 1,450,658 ] *県立文化施設利用者数：

  bunka@pref.nagano.lg.jp 　1,209,877人（H26）→1,260,200人（H28）

　優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く県
民に提供するため、県立文化施設の環境整備及び
適切な管理運営により心豊かな暮らしの実現を目指
します。
・県立の文化会館、創造館及び美術館の指定管理
・照明設備改修や屋根改修等、県立文化施設の
 機能の維持向上

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

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

　・児童虐待防止のための総合的な計画・連携指針
　　を策定

新 
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産 業 労 働 部

（千円）

2 海外駐在員事業費 55,963
[070106]

産業政策課 *関係機関への情報提供：2,000件

  FAX　026-235-7496 [48,921] *活動支援：36件

  sansei@pref.nagano.lg.jp

4 Ｇ７交通大臣会合推進 40,116
事業費
[070101]

産業政策課
  FAX　026-235-7496 [0]
  sansei@pref.nagano.lg.jp *関連事業における参加者総数:約20,000人

5 小規模事業経営支援事業費 2,313,253
[070110]

　・シニア専門指導員の設置支援

*巡回・窓口相談回数：12万回

産業政策課 *講習会等による指導回数：2,200回

  FAX　026-235-7496 [2,265,019] *講習会等参加者数：25,000人

  sansei@pref.nagano.lg.jp

6 中小企業連携組織支援
事業費 185,401
[070109]

産業政策課 *相談助言件数：8,000件

  FAX　026-235-7496 [181,539] *講習会参加者数：2,000人

  sansei@pref.nagano.lg.jp

8 地域の特色を活かした商店
街創造支援事業費 3,648
[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：2箇所

  FAX　026-235-7496 [ 4,871 ] *外部有識者による事業評価点（平均）：70点

  service@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）

　平成28年９月24日、25日に軽井沢町で開催され
る、「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」の開催に向
けた準備を進めるとともに、会合を契機として県の持
つ強みを国内外へ発信し、観光誘客の促進や国際
会議の誘致を図ります。

　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。

　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。

　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。

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】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事業承継促進事業費 6,238
[070308]

【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
  FAX　026-235-7496 [0] *事業引継ぎ支援センターの年間相談件数：400件

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

15 次世代リーディング産業 19,389 　国際競争力を有するものづくり産業の振興を図る
創出支援事業費 ため、次世代リーディング産業に係る産学官連携プ
[070402] ロジェクトの企画・実施を支援します。
【次世代産業創出】
（人口定着・確かな暮らし実現） ・事業主体　　公益財団法人長野県テクノ財団

・補助率　　　 10/10

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [ 19,389 ] *研究開発プロジェクトの企画・運営支援件数：11件
  mono@pref.nagano.lg.jp *製品化・事業化の件数：６件

17 現場課題解決型医療・福祉 10,000 　 健康・医療分野の新製品開発を促進するため、
機器開発支援事業費 医療・福祉現場のニーズに基づいた、県内中小企
[070405] 業の試作開発を支援します。
【次世代産業創出】
（人口定着・確かな暮らし実現） ・補助対象者　　県内中小企業

・補助率　　　 1/2

*医療機関等と連携して取り組む試作開発件数：５件

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [0] ※　（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
  mono@pref.nagano.lg.jp (10,000) 　交付金活用事業を含んだ額

19 研究開発型企業育成事業費 2,525 　下請型・受託加工型企業の提案型・研究開発型
[070406] への転換を促進するため、工業技術総合センター
【次世代産業創出】 の「次世代産業技術開発推進本部」を拠点として、
（人口定着・確かな暮らし実現） 県内企業との研究会・共同研究を実施します。

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [ 2,525 ] *研究会の設置件数：５件
  mono@pref.nagano.lg.jp *共同研究の件数：５件

20 提案型・研究開発型地域 1,800 　下請型・受託加工型企業の提案型・研究開発型
産業育成事業費 企業への転換を促進するため、地域の特性や企業
[070407] ニーズにきめ細かく対応した地域発の取組を支援
【次世代産業創出】 します。
（人口定着・確かな暮らし実現）

・補助対象者　　地域の中小企業グループ等
・補助率　　1/2

*地域の企業グループによる事業件数：２件

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [0] ※　（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
  mono@pref.nagano.lg.jp (1,800) 　交付金活用事業を含んだ額

県内中小企業の円滑な事業承継を促進するため、
首都圏で転職活動をしている者等を対象に、移住・
事業承継の選択肢を紹介するとともに、後継者バン
クの登録とマッチングを支援します。
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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）

21 工業技術総合センター 370,056 　県内ものづくり産業の活性化を図るため、工業技
事業費 術総合センターが保有する技術・設備を活用し、も
[070411] のづくりに関する技術的な課題解決を支援します。

・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：17,600件（H28年度）

  FAX　026-235-7197 [ 408,827] *依頼試験件数：25,500件（H28年度）

  mono@pref.nagano.lg.jp *施設利用件数：12,500件（H28年度）

22 ｢NAGANOの食」イノベー 2,817 　食品産業の活性化を図るため、地域資源や高度な
ション事業費 加工技術など、長野県の強みを活かした新たな高
[070412] 付加価値食品を創出し、「NAGANOの食」の魅力を
【次世代産業創出】 発信します。
（人口定着・確かな暮らし実現）

・「健康長寿」、[海外展開｣をテーマにした高付加価値
　食品の開発
・「食品産業応援ガイドブック（仮称）」の発行

*食品製造業の付加価値額：
2,400億円(H24年)→2,700億円(H29年)

*新食品試作開発件数：31件(H26年度）→50件(H28年度）

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [0] ※　（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
  mono@pref.nagano.lg.jp (2,864) 　交付金活用事業を含んだ額

23 地域資源製品開発支援 13,851 　 県内の特色ある地域資源を活かした新製品開発
センター事業費 に関して、企画段階から一貫した支援を行い、製品
[070416] の高付加価値化を促進します。
【信州ブランド確立】
（人口定着・確かな暮らし実現） ・総合プロデューサーの配置

・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

新 ・銀座NAGANOでのテスト販売

*商品化件数：30件

ものづくり振興課
  FAX　026-235-7197 [0] ※　（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
  mono@pref.nagano.lg.jp (13,549) 　交付金活用事業を含んだ額

 

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）

26 伝統的工芸品産業魅力 23,200 　伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図る
アップ・創造事業費 ため、後継者の育成・確保、新商品の開発、県内外
[070417] への販路開拓など、産地が取り組む新たな挑戦を
【誇りある暮らし実現】 支援します。
（人口定着・確かな暮らし実現） 新 ・産地活性化プロジェクト

新 ・伝統的工芸品イノベータ交流会
・伝統工芸技術伝承講習会

新 ・移住交流に向けた伝統的工芸品魅力発信セミナー

新 ・伝統的工芸品産業インターンシップ

新 ・新規就業者の定着促進支援
・展示商談会の開催・出展
・伝統的工芸品コーディネータの配置

*技術伝承講習会参加産地数：７産地
ものづくり振興課 *技術伝承講習会参加者数：50人
  FAX　026-235-7197 [34,634] *新商品開発支援件数：30件
  mono@pref.nagano.lg.jp *展示会・商談会開催・出展件数：6件

28 産業人材育成支援センター 52,189
事業費
[070501]

【次世代産業創出】

人材育成課
  FAX 026-235-7328 [ 50,388 ]
  jinzai@pref.nagano.lg.jp

29 工科短期大学校・技術 905,400
専門校運営事業費
[070504][070505]

[070506][070507]

人材育成課
  FAX 026-235-7328 [ 930,118 ]
  jinzai@pref.nagano.lg.jp

30 南信工科短期大学校 460,928
建設・運営事業費
[070508][070509]

【次世代産業創出】

人材育成課
  FAX 026-235-7328 [ 1,327,711 ]
  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。

拡　・信州ものづくりマイスター等の派遣を小中学校
　　   に拡大、マイスターをPRする情報サイトの構築
　
*産業人材カレッジ（スキルアップ講座）事業
　講座参加者数：2,000人
*信州ものづくり未来塾事業
　未来塾の開催：80講座

　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：77％
　　　　　　　　　　　　  　　就職率：90％

　県内産業界の求める高度な技能・技術を持った人
材を育成するため、平成28年４月に長野県南信工
科短期大学校を開校します。
　　設置学科　機械・生産技術科　定員20名
　　               電気・制御技術科　定員20名

 *定員充足率：100%
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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）

31 民間活用委託訓練事業費 470,188
（工科短期大学校・技術専門
校運営事業費　再掲）
[070505]

人材育成課
  FAX 026-235-7328 [ 478,812 ]
  jinzai@pref.nagano.lg.jp

32 障がい者民間活用委託 85,286
訓練事業費
（工科短期大学校・技術専門
校運営事業費　再掲）
[070506]

人材育成課
  FAX 026-235-7328 [ 88,233 ]
  jinzai@pref.nagano.lg.jp

33 ＵＩＪターン助成金交付事業費 55,199
[070617]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課 [ 0 ]
 FAX 026-235-7327 (105,466) ※（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 　交付金活用事業を含んだ額

34 信州正社員チャレンジ応援 82,201
事業費
[070610]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

*正規雇用率：70％（平成28年度）

労働雇用課 [ 0 ]
 FAX 026-235-7327 (96,061) ※（　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 　交付金活用事業を含んだ額

   離転職者等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・知識の習得を図ります。
 
*定員充足率：92％
*就職率：73％

   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・知識の習得を図ります。

*定員充足率：78％
*就職率：56％

　県内への専門人材の還流を促すため、企業等が
都市部等から専門的な能力や経験を有する人材を
受け入れる際に必要な経費の一部を助成します。

・補助対象　県内に事業所等を有する法人
　　　　　　　　又は個人事業主
・補助率   　1/2以内又は2/3以内

*助成件数：54件（平成28年度）

　若年者の正規雇用を促進するため、基礎研修と
職場実習を組み合わせた研修の実施により、県内
企業が求める人材を育成し、人手不足に悩む県内
企業への就職を支援します。
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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）

36 就職困難者のための就職 12,937
サポート事業費
[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 [ 12,710 ]
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

  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等を活用した就職
支援を実施します。

*求人開拓件数：494件（平成26年度）→600件（平成28年
度）
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４　主要事業一覧

観　光　部

（千円）

2 信州首都圏総合活動拠点 171,562
運営事業費
[080202]

【信州ブランド確立】
（人口定着・確かな暮らし実現） 　・新たなターゲット層を取り込むためのプロモーショ

　ンの実施
　(地方の課題解決や誘客・誘引のためのイベントの
　開催等）
　・銀座ＮＡＧＡＮＯの知名度を向上させるためのプロ
　モーションの実施
　（情報誌（毎月）の製作、ＨＰ管理等）

山岳高原観光課信州ブランド推進室 *来場者数：35万人

  FAX 026-235-7257 [ 162,629 ] *イベント実施延べ団体数：300団体

  brand@pref.nagano.lg.jp *拠点が関わった移住・Ｉターン就職者数：100人

4 「信州産」マーケティング 5,301
事業費
[080205]

【信州ブランド確立】
（人口定着・確かな暮らし実現）

　・県産品商談会の開催
山岳高原観光課信州ブランド推進室 　・バイヤー招へい等営業活動の実施
  FAX 026-235-7257
  brand@pref.nagano.lg.jp [ 11,101 ] *マーケティング活動による成約件数：1,200件

6 観光地域づくり促進事業費 5,505
[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）

*中核人材育成数累計：40名（H27）→60名（H28）

観光誘客課 *滞在交流型プログラム群創出支援団体数：4団体

  FAX 026-235-7257 [0]
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp (3,930)

　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。

　首都圏、大都市圏への県産品の販路拡大を推進
するため、県関係者が一体となって実効性ある施策
を展開します。

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）

　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、「観光地域づくりマイスター」認定など
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（第３期生１年目）の開催
　・滞在交流型プログラム群創出支援事業の実施

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
　　交付金活用事業を含んだ額

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）

7 観光おもてなし推進事業費 3,094
[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）

*「ずく出し！知恵出し！おもてなし」宣言登録数：4,000件

観光誘客課
  FAX 026-235-7257 [0]
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp (3,068)

13 25,000

[080303]

観光誘客課
  FAX　026-235-7257 [ 25,000 ] *延べ宿泊者数：1,790万人(H26)→1,862万人(H28)

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp *観光消費額：2,974億円(H26)→3,104億円（H28）

7,017
15 スポーツコミッション設立・

運営事業費
[080313]

【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 *合宿利用者数：100万人

  FAX 026-235-7257 [0] *推進員による国内の合宿誘致件数：30件

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp *海外からのスポーツイベント・合宿等誘致件数：5件

しあわせ信州観光キャン
ペーン事業費

　「アウトドア」を軸とした、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、本県の持つ強
みに興味や関心の高い層にターゲットを絞ったイン
ターネット広告等による誘客宣伝を実施します。

　・マーケティング手法を取り入れたターゲットを
　　絞ったインターネット広告などによる情報発信
　・真田丸、トレッキング、アウトドアなどを活用した
　　周遊企画の実施
　・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

*おもてなし向上を牽引するリーダー（信州おもてなし
　マイスター）の養成人数：40名

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
　　交付金活用事業を含んだ額

　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」の開催や、「おもてなしマイス
ター」との連携強化など、「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

　国内で開催されるスポーツイベントや、ラグビー
ワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックの
事前合宿を誘致し、県内のスポーツ振興とスポーツ
ツーリズムによる地域の活性化を図ります。

・スポーツイベント・合宿誘致推進員の配置
・スポーツコミッションの運営
・長野県内のスポーツイベント・合宿等に関する
　情報発信

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）

16 MICE誘致促進事業費 3,776
[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 *MICE誘致推進員によるMICE誘致件数：5件

  FAX 026-235-7257 [3,830]
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp

20 戦略的な外国人旅行者の 37,715
誘致推進事業費
[080401]

【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）

観光誘客課国際観光推進室 [ 27,977 ] *外国人延宿泊者数：66万人（H26）→120万人(H28）

  FAX 026-235-7257 (39,066)
  go-nagano@pref.nagano.lg.jp

　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
MICEの誘致を促進します。

　・MICE誘致推進員の配置
　・MICE誘致に向けた情報発信の強化

※　（　　）は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
　　交付金活用事業を含んだ額

　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、国や他の都道府県等との
広域連携のもと、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。

　・現地観光セミナー・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
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