
４　主要事業一覧

教育委員会

（千円）

1 7,841

[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 [ 5,393 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

2 未来を担う科学技術人材育 30,000 　「ものづくり長野」・「イノベーション長野」を支え、けん

成事業費 引する科学技術人材を育成するため、「科学の甲子

[150511] 園ジュニア」全国大会の誘致、産学と連携した体験的

学習、グローバルな視点を育成するための実力養成

講座・強化合宿を実施し、「科学教育県長野」を全国

に発信する。

・「科学の甲子園ジュニア」全国大会プレ大会の開催 

・科学オリンピアン養成講座

・サイエンス・アソシエーション・プロジェクト（SAP)

～産学連携による体験的学習の推進～

*「科学の甲子園ジュニア」全国大会プレ大会

教学指導課  参加チーム数：30チーム(H28)

  FAX　026-235-7495 [ 0 ] *科学オリンピック参加者数：100人(H28)

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

3 4,554,300

[150204]

【教育再生】

義務教育課

  FAX　026-235-7494

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp [ 4,651,200 ]

信州少人数教育推進事業

費

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

［平成27年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　小中学生の学力向上を図るため、学力実態を把

握し、確実に定着させる仕組みの構築や、授業改

善を提案する「授業改善推進リーダー」による実践

研究を進めるとともに、家庭・地域と連携し授業と関

連させた家庭学習モデルの普及と補充的な学習サ

ポートを実施します。

　 ・学力スパイラルアップ事業

　・理数教育充実事業

　・学習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62.6%、中学校55.5%(H27)→小学校

64.4%、中学校59.3%(H28)

*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55.9％、中学校

49.2％（H27）→小学校59.6％、中学校55.6％（H28）

「未来を拓く学力」の向上事

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

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

拡

別紙 ３

新



4 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用 218,354

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

4,653

[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

6 地方創生のモデルとなる新 　白馬高校に国際観光科を設置し、地域の観光資源

しい高校づくり推進事業費 4,176 を活かした魅力あるカリキュラム編成や教材開発を行

[150314] うカリキュラムコーディネーターの配置や生徒の全国

【教育再生】 募集パンフレットの作成等を行います。

（人口定着・確かな暮らし実現）

*県外からの入学者数：15人以上（H28）

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 0 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

　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

　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、小中学校パイロット校

や高校モデル校での実証研究、教員のＩＣＴ活用指

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　3校、中学校　3校

　　モデル校　　　県立高校　３校

　・特別支援学校へのタブレットＰＣの整備

　　12校

*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（中学）：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)

拡

拡

拡



7 学校芸術文化活動支援事 45,605 　県内文化系クラブのレベルアップ及び一層の活性化

業費 を図るため、全国大会出場者の参加経費の一部を補

[150510] 助したり、県内各地で開催する発表会等の開催経費

の一部を負担します。

　また、平成30年度に本県で開催する全国高等学校

総合文化祭に向けて、先催県の視察や専門部活動

の活性化を図ります。さらに、世界レベルの音楽に触

れる機会を持ち、音楽教育の向上を図るため小諸高

校音楽科生徒をウィーンへ派遣します。

　　　・高等学校文化・芸術フェスティバル事業

　　　・大会生徒派遣事業

　　　・高等学校芸術文化鑑賞事業

　　　・全国高等学校総合文化祭開催事業

　　　・高校生ウィーン派遣事業

*全国大会・ブロック大会出場文化系クラブ数：

教学指導課  16部門(H27見込)→19部門(H28)

  FAX　026-235-7495 [ 20,626 ]

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

8 キャリア教育支援事業費 8,103

[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

9 「信州学」推進事業費 33,071

[150506]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課 [ 0 ]

  FAX　026-235-7495 (1,154)

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

　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）：

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)

※　（　　）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

　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、研究モ

デル校での実践例をもとに、県立高校において長

野県の歴史・文化等に係る学習や地域の特色を生

かして独自に取り組む探究的学習を実施します。

*「信州学」を実施する県立高校の割合:100%(H28)

拡

拡

拡

新



10 グローバル人材育成事業費 247,281

[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：25位（H27見込）→22位（H28）

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

12 学校・家庭・地域全体で取り 4,093

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）

保健厚生課

  FAX　026-234-5169 [ 957 ]

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

13 1,614

[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

　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

　・発信力育成プログラム（発信力育成講座、高校

生の留学促進事業）

　・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：

　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)

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

信州型コミュニティスクール

推進事業費

　・児童生徒の食に関する実態調査

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：

・「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

小学6年 89.9%(H27)→92.2%(H28)

中学3年 85.2%(H27)→86.2%(H28)

　・高校生の食生活実態調査

　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。

　・取組の底上げが必要な市町村をアドバイザーの

重点的な派遣により支援

*信州型コミュニティスクール実施校割合：

　50％(Ｈ27見込)→75％(Ｈ28)

　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に加え、

新たに高校生を対象とした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。

新

新

拡



14 7,000

[150203]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 0 ]

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

15 高等学校施設整備等事業費 4,494,478

[150312] [150313]

債務負担行為

( 928,440 )

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 4,197,413 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

16 特別支援学校整備事業費 270,678

[150417][150418]

債務負担行為

( 143,495 )

特別支援教育課

 FAX 026-235-7459 [ 291,899 ]

tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

少子・人口減少社会に対応

した活力ある学校づくり支

援事業費

１　高等学校再編施設整備事業費（1,491,576千円）

    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。

・建設工事　４校

２  高等学校施設整備事業費（1,494,485千円）

   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、除却工事　８校

*耐震化率：99.9％（H27見込）→100％（H28）

３　高等学校校舎等計画改修（1,508,417千円）

　　教育環境の確保と施設の長寿命化を図るため、

校舎等の老朽化している箇所の改修を計画的に行

います。

・計画改修

　11校12か所（H27）→44校71か所（H28）

１　中信地区特別支援学校再編整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（104,586千円）

  　 「中信地区特別支援学校再編整備計画」の推

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。

・松本盲学校増築棟建設工事

２　特別支援学校施設計画整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（166,092千円）

　　児童生徒の教育環境の整備を図るため、老朽施

  設の改修及び設備の更新を実施します。

・施設計画整備：

　７校10か所（H27）→16校42か所（H28）

　本格的な少子・人口減少社会が到来する中、子ど

もたちにとって望ましい教育環境を提供するため、

市町村が取り組む活力ある学校づくりに対して、教

員を加配するとともに、活力ある学校環境創出補助

金により支援します。

・教員加配　11人

・補助金事業主体　市町村

・補助率　　 １/２

*取り組む市町村数：14市町村（H28）

新



17 高校生等奨学給付金給付

事業費 759,833

[150309]

【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 [ 310,180 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp

18 7,500

[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

19 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

20 スクールカウンセラー事業費 150,125

[150601]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

心の支援課

  FAX 026-235-7484 [ 149,985 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

21 スクールソーシャルワーカー 52,458

活用事業費

[150601]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

 ・スクールソーシャルワーカーによる相談時間増

  （4,426時間→11,200時間）

心の支援課 [ 20,396 ]

  FAX 026-235-7484

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

学校生活相談体制充実事

業費

*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：

　500件（H27見込）→1,000件以上（H28）

　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

　子どもの悩みに寄り添い、子どもが安心して学習

に取り組むため、スクールカウンセラーを配置し、学

校の相談体制を充実します。

*小・中学校不登校児童生徒在籍比率：

　1.22％(H27見込)→1.09％(H28)

県内大学進学のための入

学金等給付事業費

　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％（H28）

　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。

・市町村民税の所得割額非課税世帯（第１子）単

価：37,400円（H27）→129,700円（H28）

・給付者数：4,101人（H27見込）→6,062人程度

(H28)

*給付金の支給：100％（H28)

　いじめ、不登校、暴力行為などの背景にある家庭

的な問題（貧困、児童虐待、家庭内不和など）に対

して、児童生徒を取り巻く環境等を改善するため、

社会福祉や精神保健福祉の専門家であるスクール

ソーシャルワーカーを増員します。

拡



22 いじめ・不登校等生徒指導 4,275

総合対策事業費

[150601]

　・教員向け自殺予防教育研修会の開催

心の支援課

  FAX 026-235-7484 [ 3,309 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp

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

ネーター配置事業費 9,696

[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

　・子どもの悩みを的確に把握し、その解決を図るた

　めの実践研究

　（モデル校　中学校８校、高等学校８校）

　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)

　教員や子ども自身が思春期における心の危機の

サインを理解し、適切に対応できるよう、学校におけ

る自殺予防の取組を支援します。

　・コミュニケーション力向上と人間関係づくりを目的

　とした講師派遣（高等学校40校）

拡

拡

新

新

拡



25 26,783

[150702]

【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 [ 20,936 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

26 図書館改革事業費 　県内の公共図書館が、情報・知識基盤社会におけ

[150705] 13,153 る多様な県民の知の拠点としての役割を果たすため、

【教育再生】 県立長野図書館を中心に、様々な情報を活かした

（人口定着・確かな暮らし実現） 新しい図書館づくりを進めます。

・信州のこれからの図書館実現フォーラムの開催

・郷土資料及び新聞雑誌データベース等の充実

・デジタル情報へのアクセス環境整備

[ 0 ] *県内図書館サポート件数：

文化財・生涯学習課 　340件（H27見込）→450件（H28）

  FAX　026-235-7493 *一般向け情報提供サービス件数：

  bunsho@pref.nagano.lg.jp 　8,400件（H27見込）→10,600件（H28）

27 4,035

[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）

放課後子ども教室推進事業

費

　放課後や週末等に小学校の余裕教室を利用し、

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します。

　学習が遅れがちな中学生を対象とした、地域住民

の協力による原則無料の学習支援（地域未来塾）の

取組を支援します。

  ・放課後子ども教室推進事業

　  （36市町村･学校組合）

  ・土曜日の教育支援体制構築事業（４町村）

　・地域未来塾事業（８市町村･学校組合）

   　実施市町村･中学校の拡大

　　(H27:3市町村･学校組合8校

　→H28:8市町村･学校組合14校)

 　　市町村に対する補助　補助率　2/3

 *放課後子ども教室等登録児童生徒数：

　　7,211人(H27見込)→7,750人(H28)

　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

（信州デジタル情報資源の一元的検索による相互

活用）

・「信州知の入口」ポータルの構築

新

拡

拡



28 27,042

[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 （一部 文化振興基金活用事業）

5,933 　県民がスポーツに関心を抱くきっかけをつくるため、

29 地域スポーツ拠点マルチ化 気軽に参加できる身近なスポーツ環境の整備を進め

事業費 ます。

[150912]

【健康づくり・医療充実】 １　総合型地域スポーツクラブ活動推進事業

（人口定着・確かな暮らし実現） （933千円）

　　総合型地域スポーツクラブに、専門的な技術指

　導力を備えた外部指導者を派遣するなどにより、

　活動の充実化を図ります。

　 ２　地域スポーツの新たなプラットフォーム形成支援

　事業（5,000千円）

　　公民館、文化施設、商店街のコミュニティスペー

　ス等において、従来から行っている生涯学習・文

　化・地域活動等に加えて、新たに地域スポーツ活

　動を行う取組を支援します。

・モデル市町村に対する補助　５市町村

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 932 ] *地域スポーツクラブ会員比率：

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp 　11.0%（H27見込）→11.3%（H28）

1,111 　県内出身及び県内での競技継続を希望するアスリ

30 アスリート就職支援事業費 ートの県内企業への就職を増やし、地域スポーツの

[150914] 好循環を生む環境を整えるため、アスリートと県内企

（人口定着・確かな暮らし実現） 業との双方向型就職マッチングシステム「長野県版

『アスナビ』」を構築します。

・『アスナビ』情報サイトの開設

スポーツ課 ・『アスナビ』説明会の開催

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp *マッチングの成果により県内に就職した選手数：５人（H28）

31 第72回国民体育大会冬季 303,964

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

文化財の活用による地域活

力創出事業費

　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

　 ・歴史の道整備活用計画の策定

*文化財情報発信・活用事業実施件数：22件（H28)

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。

・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）

・開催会期　平成29年１月～２月

新

新

拡

拡

新

新



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

　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。


