
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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。 

   28日（木）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。 

   今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが、当初予算案全体 

の概要は、２月８日（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）１月 29日 

平成 28年度当初予算案の知事査定結果《速報（第２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。 



総 務 部

（千円）

2 1,668

[031001]

行政改革課
  FAX 026-235-7030 [ 1,668 ]
  gyokaku@pref.nagano.lg.jp

3 1,598

[031002]

行政改革課
  FAX 026-235-7030 [ 1,873 ]
  gyokaku@pref.nagano.lg.jp

長野県行政機構審議会運
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】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県民協働による事業改善制
度運営事業費

  「しあわせ信州創造プラン」の着実な推進のため、
県民と協働で事業を点検し、将来に向けた改善を図
ります。
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環 境 部

（千円）

1 信州環境フェア負担金 2,400
[060101]

環境政策課
  FAX 026-235-7491 [ 2,400 ]
  kankyo@pref.nagano.lg.jp

2 地球温暖化対策事業費 54,524
[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 [ 43,822 ]
  kankyoene@pref.nagano.lg.jp

4 9,974

[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 [ 29,115 ]
  kankyoene@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化適応策推進事
業費

　「信州・気候変動モニタリングネットワーク」を活用
し、気象等観測情報の収集とデータベース化を進め
るとともに、農業・防災分野における「気象変動適応
プラットフォーム」の構築と影響評価技術の開発を推
進します。

 ３　県有施設「提案型」省エネ推進事業
  　県の事務事業から排出される温室効果ガスを削
減するため、各県有施設に適した省エネ手法を検
討、提案し省エネ改修等を推進します。

 *家庭の省エネサポートアドバイス・診断件数：25,000件

 *事業活動省エネサポート推進事業に基づく温室効果ガ
ス排出削減量：前年度比１％以上

 *県機関の温室効果ガスの総排出量：78,122t-CO2（基
準年度（H21年度））→基準年度以下（H28年度）

*技術開発が促進するプラットフォームの形成（H28年度）

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して助言や事業所への
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】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　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

*地域連携事業数：６地域

 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を推進するため、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。

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）

5 2,199

[060601]

・県民へのごみ減量メッセージの発信
・マイバック等持参率向上のための普及啓発

*1人1日あたり一般廃棄物排出量

資源循環推進課 ：847ｇ(H25年度)→800ｇ（H29年度）

 FAX 026-235-7259 [ 5,208 ] *産業廃棄物総排出量

 junkan@pref.nagano.lg.jp :4,341千ｔ(H25年度)→3,600千t（H29年度）

6 廃棄物監視指導事業費 44,651
[060604]

・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置
資源循環推進課 ・消防防災ヘリコプターによる廃棄物上空監視
  FAX 026-235-7259 [ 43,345 ]
  junkan@pref.nagano.lg.jp *立入検査件数：12,700件以上（H28年度）

7 水資源保全対策事業費 400
[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 [ 1,421 ] *保全が必要な水源の水資源保全地域指定率：70.0％

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

8 528,225

[060306]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・事業主体 市町村
水大気環境課 ・補助率 1/4、1/3、4/10
  FAX　026-235-7366 [ 0 ]
  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

　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及び長野県水道
ビジョンの策定を推進します。

・長野県水道ビジョンの策定

生活基盤施設耐震化等交
付金

　水道事業の運営基盤の強化を図るため、市町村が
行う水道施設の耐震化及び広域化に資する事業に
係る経費の一部について助成します。

・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

資源循環システム構築事業
費

　「ごみ減量日本一」を目指すため、県民や市町村
等と協働し、食品ロスや不要なレジ袋の削減等によ
る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。

　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。

　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。

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】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

# 140,402

[060401]

（人口定着・確かな暮らし実現）

生活排水課
  FAX　026-235-7399 [ 152,874 ]
  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

# 44,285

債務負担行為
(161,667)

生活排水課
  FAX 026-235-7399 [ 0 ]
  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

# 大気汚染防止対策事業費 62,438
[060301]

水大気環境課
  FAX　026-235-7366 [ 41,469 ]
  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

# 8,000

[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

*地方公営企業会計の導入：平成31年度

　大気汚染物質による健康被害等を未然に防止す
るため、測定機器の計画的な更新等により適切かつ
効率的な体制を整備することにより大気の汚染状況
の常時監視等を行うとともに、ばい煙等発生源への
監視・指導を行います。

*大気環境基準（長期的評価）の達成状況：100％

民間との協働による山岳環
境保全事業費

　長野県の山岳の環境保全を図るため、民間企業等
からの寄付金を活用し、山岳環境保全施設の整備
を支援します。

・　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

・事業主体　　市町村、山小屋関係者
・補助率　　 　1/2、10/10

*登山道の危険箇所の解消数（累計）：
　35箇所（H27年度見込）→100箇所(H28年度）

合併処理浄化槽整備事業
補助金

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：
97.3%（H26年度）→97.8％（H28年度）

流域下水道地方公営企業
会計導入事業費

　流域下水道事業について、地方公営企業会計に
移行し、資産状況を明らかにするため、固定資産の
調査及び評価を行います。

新 
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４　主要事業一覧

農　政　部

（千円）

156,436

[090612][090615][090616]

【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） 　
１

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 184,979 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

農地中間管理機構事業費 356,333
[090619]

【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 [ 772,876 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

　

酪農生産性向上対策事業費 4,433
[090427]

（人口定着・確かな暮らし実現）

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
４　飼養環境改善などの生産性向上指導

新 ５　定期的モニタリングによる繁殖性の向上

園芸畜産課
  FAX  026-235-7481 [ 4,433 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp *繁殖性の向上取組農場の平均分娩間隔の短縮：10日(H28)

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

・事業主体　　　市町村、営農組織等
・補助率　　　　 定額、1/2、3/10等

　農地利用の効率化及び高度化を促進するため、担い
手への農地の集積・集約化を加速する農地中間管理機
構の事業実施を支援します。

・事業主体　 県、（公財）長野県農業開発公社等
・補助率　　　10/10以内

*農地中間管理機構による農地集積面積:2,500ha（H28）

（一部、農地利用集積・集約化基金活用事業）

　酪農経営の生産性向上を図るため、牛の健康診断及
び生乳検査結果に基づく飼養管理改善や飼養環境改
善等を図るとともに、繁殖性の向上を支援します。

*乳質評価が標準以上の農家率：76％（H27）→78％（H28)

*人・農地プラン実践地区数
　：276地区（H26)→310地区（H28）

人と農地を明日へとつなぐ
支援事業費

　地域農業の持続的発展を図るため、地域の中心となる
農業経営体の育成及び農地の集積・有効利用を支援し
ます。

１　経営体育成支援事業

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）
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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）

5,894

[090308]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 23,851 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

370,068

[090313]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 407,074 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

新
2,000

[090316]

【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）

農業技術課
  FAX 026-235-8392 [ 0 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

長野県原産地呼称管理制度 8,628
運営事業費
[090202]

（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 [ 28,330 ]
  marketing@pref.nagano.lg.jp

　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。

１　原産地呼称管理制度の運営
２　県内外での制度や認定品のＰＲ、販路拡大

*長野県原産地呼称管理制度の県民認知度
　：47％（H27）→50％（H28）

*農業情報インフラ整備の着手：H29

・事業主体　農業団体等
・補助率 　　10/10以内又は1/2以内

*信州の環境にやさしい農産物認証面積
　：1,627ha（H26）→2,040ha（H28）
*生産者ＧＡＰに取り組むＪＡ生産部会・農産物直売所の割合
　：19％（H26）→34％（H28）
*講座参加者が新規に有機農業に取り組む割合
　：26.7％（H26）→25%以上（H28）

野生鳥獣被害総合対策
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。

・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）

*自ら被害対策を実践する集落の割合
　：25.7％（H26）→38％（H28）

環境にやさしい農業総合
対策事業費

　 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。

農業情報インフラ構築に向け
た研究開発事業費

　新規就農の支援や農畜産物の品質向上、安定的で低
コストな生産を促進するため、ＧＩＳなどを活用した農業
情報インフラ整備に向けた有識者による研究会を開催し
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）

8,409

[090201]

（人口定着・確かな暮らし実現）

１　加工・業務用実需者との商談会の開催
２　取引開始に向けた、商談会のアフターフォロー

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 12,409 ]
  marketing@pref.nagano.lg.jp

798

[090410]

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 316 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

新

8,773

[090411]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 0 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

　国産・県産花きの魅力や花きの幅広い活用を国内外
へ発信するため、平成28年７月に開催する国際フラワー
フォーラム２０１６実行委員会の運営を支援します。

*花き産出額：144億円（H26）→160億円（H28）

　花き産業の振興を図るため、輸出拡大に向けたセミ
ナーや商談会等を開催するとともに、日常生活における
活用や実需者と連携した新商品の開発による新たな需
要創出を促進します。

*花き産出額：144億円（H26）→160億円（H28）

加工・業務用向け農産物
販路拡大事業費

　県産農産物の取引拡大を図るため、県内産地との取
引を志向する事業者を対象とした加工・業務用に特化し
た商談会を開催し、更なる加工・業務用向け産地形成を
支援します。

*新たな商談成約件数：15件（H28）

信州花き輸出拡大・新需要創
出事業費

国際フラワーフォーラム2016
推進事業費

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）

多面的機能支払事業費 1,875,000
[090510]

（人口定着・確かな暮らし実現）

１　農地維持支払交付金

３　推進交付金

農地整備課
  FAX 026-233-4069 [ 1,687,000 ]
  nochi@pref.nagano.lg.jp

1,238,808

[090613]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 1,387,196 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

・事業主体　　協定締結集落、市町村等
・交付率　　　 定額

*協定面積：10,000ha（H28）

・事業主体　市町村、活動組織、推進組織
・交付率　　 定額

*多面的機能支払活動実施面積：36,000ha（H28）

中山間地域農業直接支払
事業費

　中山間地域において、農業生産活動を維持していくた
め、集落内での話し合いに基づく自律的かつ継続的な
耕作や農道等の維持・管理等の取組を支援します。

　市町村が行う活動組織に対する確認事務等の支援

２　資源向上支払交付金
　・地域資源の質的向上を図る共同活動

　・施設の長寿命化のための活動

水路、農道、ため池の軽微な補修や農村環
境保全のための活動

老朽化が進む農業用施設の長寿命化のた
めの活動

　農業・農村の有する多面的機能(国土保全、水源かん
養、景観形成等)の維持・発揮を図るため、農地、水路、
農道等の地域資源を適切に保全管理するための共同
活動などを支援します。

　・多面的機能を支える共同活動
草刈り、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

8



（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）

山村等振興対策事業費 319,250
[090614]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　
１拡

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 328,607 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

・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：590,000人（H28）

　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
２　農村活力創出支援事業

9



林 務 部

（千円）

1 森林づくり推進支援金 130,000
[100102]

・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(H28)

  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）

2 地域森林計画樹立事業費 22,751
[100104]

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [24,148] *計画樹立地域（木曽谷地域）：55,259ha(H28)

  rinsei@pref.nagano.lg.jp

6 2,078

[100215]

【農山村産業クラスタ―形成】

１

２

信州の木活用課 *森林セラピー基地誘客数：5,000人(H25）→5,500人(H28)

  FAX　026-235-7364 [0]
  ringyo@pref.nagano.lg.jp (2,081)

森林セラピー企業参画促進事業
・企業向けの森林セラピー活用講座、セラピー
体験会の開催

※　（　　）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

全国一の森林セラピー県推
進事業費

　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・森林セラピーロード
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、大学等有識者及び部局間連
携（健康福祉部、産業労働部、観光部）により、森林
セラピー基地等の資質の向上を図ります。（人口定着・確かな暮らし実現）

森林セラピー資質向上事業
・森林セラピーガイドの資質向上のためのフォ
ローアップ研修会の開催

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）

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。

【環境・エネルギー自立地域創
造】

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 1,158

[100218]

信州の木活用課 *フォレストコンダクター活動基盤づくり支援数

  FAX　026-235-7364 [4,581] 　：10地域(H28)

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

9 木造公共施設整備事業費 144,000
[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

信州の木活用課県産材利用推進室 　：12,000㎥(H21～23平均)→18,000㎥(H28)

  FAX　026-235-7364 [315,779]
  mokuzai@pref.nagano.lg.jp （一部　森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

# 3,000

[100312]

１
２ オーストリア政府機関との技術情報の交換

信州の木活用課県産材利用推進室 　：550人（H27）→630人（H28）

  FAX　026-235-7364 [3,755]
  mokuzai@pref.nagano.lg.jp （自然エネルギー地域基金活用事業）

# 松林健全化推進事業費 270,410
[100407]

・事業主体 市町村
森林づくり推進課 ・補助率　 3/4以内、1/2以内
  FAX　026-234-0330 [251,721]
  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(H28)

県土の防災や景観上重要な役割を果たしている松
林を松くい虫被害から守るため、市町村が行う被害
木の駆除や予防措置等を支援します。

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の木造
化・木質化を支援します。

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。

長野・オーストリア林業技術
交流事業費

【環境・エネルギー自立地域創
造】

講師招聘による県内現地指導等の実施

*県内現地研修会等参加者数

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地域の林業・木材産業を指揮
する信州フォレストコンダクターの活動基盤づくりの
取組を支援します。

信州フォレストコンダクター
活動支援事業費

【農山村産業クラスタ―形成】

新 

拡 

11



（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）

# 68,000

[100508]

１ 指定管理鳥獣の捕獲対策

２ 高度捕獲技術を活用した捕獲の推進

森林づくり推進課 ３
鳥獣対策・ジビエ振興室
  FAX　026-235-7279 [123,000]
  choju@pref.nagano.lg.jp *県全域でのニホンジカ捕獲頭数：40,000頭(H28)

# 5,000

１
[100509]

森林づくり推進課 ２
鳥獣対策・ジビエ振興室
  FAX　026-235-7279 [3,000]
  choju@pref.nagano.lg.jp *ハンター養成学校入校者数：70人（H28)

捕獲の担い手としての定着を図るための養成
学校修了者へのOJT講習の実施

ニホンジカによる被害等を軽減するため、高密度
生息地域等で高度な捕獲技術を有する新たな担い
手によるニホンジカの集中的な捕獲を推進するととも
に、ニホンジカの効率的な捕獲のための行動分布調
査を新たに実施します。

ニホンジカ捕獲強化事業費
（野生鳥獣捕獲・管理事業
費）

・優れた捕獲技術を有する事業者による高密度
生息地域等での集中的なシカ捕獲の実施

・新たな捕獲技術を用いた効率的な捕獲の実施

ニホンジカの効率的捕獲に必要な調査及び評
価の実施

これまで狩猟に触れる機会のなかった方や狩猟に
関心が薄い方（特に若い年代）に対して狩猟や捕獲
の魅力、重要性をPRし、捕獲者の確保に結びつける
ための講習会等を開催します。

ハンターデビュー支援事業
費
（野生鳥獣保護管理体制整
備事業費） ハンター養成学校を開設し、狩猟免許、銃砲

所持許可の所得や捕獲に関する様々な知識の
習得を支援

新 

新 
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教育委員会

（千円）

3 4,554,300

[150204]

【教育再生】

義務教育課
  FAX　026-235-7494 [ 4,651,200 ]
  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

4 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用 217,448
した確かな学力育成事業費
[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
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp
特別支援教育課
　FAX 026-235-7459 [ 204,290 ]
　tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

5 長野県高等学校将来像検
討事業費

3,895

[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 [ 3,536 ]
  koko@pref.nagano.lg.jp

　ＩＣＴを効果的に活用し、児童生徒の学力や情報活
用能力の向上を図ります。
　
　・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　3校、中学校　3校
　　　モデル校　　　県立高校　３校
　・教員のＩＣＴ活用指導力向上研修の実施
　・特別支援学校へのタブレットＰＣの整備　６校

*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（中学）：72.5%(H27
見込)→76.0%(H28)
*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（高校）：70.0%(H27
見込)→75.0%(H28)

　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。

　・地域別懇話会の開催　36回
　・テーマ別懇話会の開催　９回

*高等学校将来像の基本的な考え方の確定、骨子(案)の
　策定開始

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）

信州少人数教育推進事業
費

　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り
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の実施
　等に必要な教員の配置

*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62.6％、中学校55.5％（H27)→小
学校64.4％、中学校59.3％(H28)
*小・中学校不登校児童生徒在籍率：1.22％(H27見込)→
1.09％(H28)

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）

8 キャリア教育支援事業費 8,008
[150503]

【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 [ 11,626 ]
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

10 グローバル人材育成事業費 238,700
[150504]

【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 [ 239,995 ]
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

11 1,545

[150905]

【教育再生】

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

スポーツ課 *全国体力・運動能力、運動習慣等調査での体力合計点

  FAX 026-235-7476 [ 806 ] の全国順位：19位（H27）→10位台（H28）

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

長野県版「運動プログラム」
普及事業費

　子どもの体力・運動能力の向上を図るため、長野
県版運動プログラムの定着のための講習会等を実
施します。

・児童生徒の体力向上支援事業
・キッズ運動遊び　どこでもゼミナールの開催
・「体力つくり運動」実技講習会事業

　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」による施策の実施
　・キャリア教育カリキュラムを改革する高校への重
　　点的支援

*在学中の就業体験活動参加率（全日制高校生）：80.0％
(H27見込)→90.0％(H28)
*「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：66.5％（H27見込）→68.3％(H28)

　グローバル時代に対応した人材を育成するため、
高校生の発信力育成や留学の促進、英語教育の充
実を図ります。

　・スーパーグローバルハイスクール指定校の運営
　・発信力育成講座の開催、留学の促進
　・英語授業の改善、英語教員の研修　等

*中学３年卒業時で英検３級レベル：
　33.0%(H27見込)→36.0%(H28)
*高校３年卒業時で英検準２級レベル：
　36.0%(H27見込)→38.0%(H28)
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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）

12 学校・家庭・地域全体で取り 535

組む食育推進事業費

[150805]

【健康づくり・医療充実】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・栄養教諭の研修

保健厚生課

  FAX　026-234-5169 [ 957 ]

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

13 1,401

[150703]

【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 [ 3,489 ]
  bunsho@pref.nagano.lg.jp

18 11,790

[150604]

【教育再生】
（人口定着・確かな暮らし実現）

心の支援課 [ 11,828 ]
  FAX 026-235-7484   ・人権教育講師を学校へ派遣

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

学校生活相談体制充実事
業費

　学校におけるいじめの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、「学校生活
相談センター」に臨床心理士を配置し、24時間対応
による児童生徒の悩みに寄り添う電話相談を実施し
ます。
　・臨床心理士の配置及び24時間対応による電話
   相談

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：

小学6年 89.9%(H27)→92.2%(H28)

中学3年 85.2%(H27)→86.2%(H28)

信州型コミュニティスクール
推進事業費

　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。

　・アドバイザーの派遣
　・教員向け研修会の実施　等

*信州型コミュニティスクール実施校割合：
　50％(Ｈ27見込)→75％(Ｈ28)

　・「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

　子どもたちが望ましい食習慣を身に付け、健全な
食生活を実践できるようにするため、３年ごとに実施
している児童生徒の食に関する実態調査を実施して
今後の事業の基礎データとするなど、学校における
食育を一層推進します。

　・児童生徒の食に関する実態調査新 
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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）

23 特別支援教育充実事業費 548,986 　特別支援学校や小・中学校における特別支援教
[150409][150407] 育の専門性や教師の支援力の向上を図り、障がい
【教育再生】 のある児童生徒の自立と社会参加に向けた力の育

成に努めます。

　１　自立活動担当教員の増員（444,000千円）
　  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。（60人増）

・H26：20人増　H27：20人増　H28:20人増
　計：60人増

　２　専門職員の配置（28,486千円）
    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等通級指導教室担当教員の配置
（76,500千円）

　　一部特別な支援を必要とする児童を対象に授業
　を行うための教員を配置します。（教員加配）
 ・H26:18教室(5教室増）、H27:28教室（10教室増）、
　H28：28教室

*専門的な自立活動教育の授業時数：

特別支援教育課   2,576時間/週（Ｈ27）→2,884時間/週（Ｈ28）

  FAX 026-235-7459 *小学校ＬＤ等通級指導教室利用率：

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp   0.32％（Ｈ27）→0.4％（Ｈ28）

義務教育課
  FAX　026-235-7494 [ 400,031 ] ※自立活動担当教員及びＬＤ等通級指導教室担当教員

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp 　については、H25以降の増員分の人件費のみ計上

24 特別支援学校就労コーディ 9,696
ネーター配置事業費
[150414]

【雇用・社会参加促進】
【教育再生】

特別支援教育課
  FAX 026-235-7459 [ 9,512 ]
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

　特別支援学校に就労コーディネーターを配置して
高等部生徒の就労活動を支援し、一般就労率向上
を図ります。
　
・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の一般就労割合：
  61％(H27見込)→62.3％(Ｈ28)

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）

27 3,335

[150707]

【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 [ 3,335 ]
  bunsho@pref.nagano.lg.jp （文化振興基金活用事業）

28 2,169

[150707]

【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 [ 3,136 ]
  bunsho@pref.nagano.lg.jp （文化振興基金活用事業）

31 第72回国民体育大会冬季 303,271
大会開催事業費
[150909]

スポーツ課
  FAX 026-235-7476 [ 0 ]
  sports-ka@pref.nagano.lg.jp *国体冬季大会の開催：３競技実施

広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を
高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、併せ
て地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与す
るため、第72回国民体育大会冬季大会を開催しま
す。

・開催会期　平成29年１月～２月
・競技会場　長野市（スケート）
　　　　　　　　岡谷市・軽井沢町（アイスホッケー）
　　　　　　　　白馬村（スキー）

　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）→10地区（H28)

地域で守る伝統行事（芸能）
継承モデル事業費

　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・活用を行う取組を
進めることにより、地域の活性化を図り地方創生を推
進します。

・保存修理事業に併せて行う情報発信・活用に対す
る補助

*文化財情報発信・活用事業実施件数：14件（H28)

文化財の活用による地域活
力創出事業費
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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）

32 競技力向上事業費 126,115
[150911]

・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

*国体総合成績:14位（H27）→14位（H28）
*国体等におけるジュニア入賞数：

スポーツ課 　191人・団体（H27見込）→195人・団体（H28）

  FAX 026-235-7476 [ 124,115 ]
  sports-ka@pref.nagano.lg.jp （一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

　・事業主体　　競技団体　等
　・補助率　 　　 １/２以内　等

　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

・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
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