
４　主要事業一覧

　　　　　　　　　　　　　※ 事業名の末尾に＊を付したものは地域振興局長の要望・提案反映事業

【新】
1

[150503]

教学指導課 H30要求

【新】
2

[150502]

教学指導課 H30要求

3

[150601]

H30要求

【新】
4

[150503]

教学指導課 H30要求

教育委員会

2,516 H29当初 0

事　業　名
［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

0

信州型ユニバーサルデザイ
ン構築事業費

授業づくりの共通基盤をつくり、全県を挙げて授業改善を進める仕組みを整え
るため、信州型ユニバーサルデザインを構築し全県に広めていきます。

　・信州型ユニバーサルデザインの構築
　・信州型ユニバーサルデザインの周知、徹底、評価

　＊信州型ユニバーサルデザインの策定

探究学習のためのＩＣＴ機器
整備事業費

従来の知識獲得型の学習から、課題発見・解決能力や論理的思考力、コミュ
ニケーション能力等を育む学習への転換が求められているため、県立高等学
校のＩＣＴ環境整備を行い、すべての学習活動で科目横断的に探究的な学び
を実践して授業改善を図ります。

　・普通教室での探究的な学びのための電子黒板・タブレットＰＣ等の整備

　*ＩＣＴを使って授業ができる教員の割合：63.3％（H28）→80％（H30）

139,921 H2９当初

第42回全国高等学校総合
文化祭開催事業費

芸術文化活動による全国的・国際的規模での交流を通じ、県内高校生の主体
性・多様性・協調性を育むため、平成30年８月、第42回全国高等学校総合文
化祭（2018信州総文祭）を開催します。

*全国大会・ブロック大会出場文化系クラブ数：19(H29)→19(H30)

（一部企業局特別会計繰入金活用事業）

327,429 H29当初 81,154
教学指導課全国高等学校
総合文化祭推進室

子どもたちの「自然を通して生き抜く力」を育むため、長野県の豊かな自然の
特性を生かした自然教育・野外教育を推進します。
長野県における自然教育・野外教育の目指す方向性や推進プログラムについ
て検討を行います。

　・自然教育・野外教育推進検討会議（仮称）の開催

　*自然教育・野外教育の目指す方向性の取りまとめ

874 H29当初 0

自然教育・野外教育の推進
事業費

別紙３ 

1



事　業　名
［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

【新】
5 「信州幼児教育支援センター

(仮)」の設置に向けた調査・
研究事業費
[150702]

心の支援課 H30要求

【新】
6

[150503]

教学指導課 H30要求

【新】
7

[150204]

 学校の割合（配置校）：80％(H30)

義務教育課 H30要求

【新】
8

[151002]

スポーツ課 H30要求

【新】
9 ＳＮＳを活用した相談体制構

築事業費
[150702]

心の支援課 H30要求

中学生・高校生の通信手段が電話からＳＮＳに移行していることを踏まえ、いじ
め・自殺防止等に向けたＳＮＳによる相談を実施します。

10,910 H29当初 0

教員の業務負担軽減を図り、児童生徒への指導や教材研究等に注力できる
体制を作るため、授業以外の諸業務を補助的に行うサポート・スタッフを一定
規模以上の小中学校に配置します。

　・スクール・サポート・スタッフの配置

*１か月の時間外勤務時間が１人当たり45時間以下または前年度比10％以上減の

97,344 H29当初 0

「少人数のよさを生かした、異年齢集団による探究的な学び」「自分で計画を
立て個人のペースで進める学び」「ICTを最大限に活用し世界とつながる学
び」など、児童生徒自らが問いを立てて、それを解決するプロセスを構築する
学びを創造します。

　・中山間地域の新たな学び開発チームの設置
　・中山間地域リーディング・スクールの設置
　・ＩＣＴ活用・遠隔授業
　・へき地教育充実

全ての就学前児童が、質の高い幼児教育を受ける体制を整備するプラット
フォームとなる「信州幼児教育支援センター(仮)」の設置に向けた調査・研究を
行います。

　・「長野県幼児教育あり方検討会(仮称)」の設置
　・「長野県幼児教育振興基本方針(仮称)」の策定

「チームとしての学校」
スクール・サポート・スタッフ
配置事業費

中学校の運動部活動の適正な運営と教職員の負担軽減を図るため、公立中
学校に部活動指導員を配置する費用の一部を補助します。

　・事業主体　　市町村
　・補助率　　　　２／３

*部活動指導員配置数：０人(H28)→133人(H30)

55,158 H29当初 0

1,405 H29当初 0

部活動指導員任用事業補
助金

中山間地域の新たな学び
の創造事業費

*少人数のよさを生かした学習スタイルの開発

4,000 H29当初 0
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事　業　名
［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

10 スクールカウンセラー事業費
[150701]

心の支援課 H30要求

11 スクールソーシャルワーカー
活用事業費
[150701]

（一部ふるさと信州寄附金基金活用事業）

心の支援課 H30要求

12
特別支援学校就労支援総
合事業費

[150402]

特別支援教育課 H30要求

【新】
13

[150801]

文化財・生涯学習課 H30要求

児童生徒が安心して学校生活を送り、学習に取り組めるよう、児童生徒の悩み
に適切かつ迅速に対応できるスクールカウンセラー（臨床心理士等）を配置
し、学校内の相談体制を充実します。

(拡）・すべての小中学校に配置
      ・高校及び特別支援学校は、要請に応じて教育事務所から派遣
(拡）・総合教育センターへの派遣時間を拡充
(新）・早期発見の取組、予防的な取組を実施

*公民館活動等の中核を担う人材の養成：30人（H30）

公民館活動の原点を尊重しつつ、時代の変化に合わせ、民間団体や学校、Ｎ
ＰＯ法人など多様な主体が地域課題の発見や解決に共に取り組む活動を県
下に広げるため、学びの機会の提供など、未来型の公民館に向けた支援を実
施します。

　・公民館職員の力量形成（学びの活動の中核を担う人材の育成）
　・公民館事業のブラッシュアップ（学びの成果を発表する場の開催支援）

180,854 H29当初 148,755

特別支援学校における就労支援体制のさらなる充実によって、生徒の「働きた
い」という意欲を育て、「働く力」を高めることで、就職希望率及び就職率を向上
し、卒業後の社会自立・社会参加を促進します。

（拡）・特別支援学校における技能検定の本格実施

*一般企業で実習を行った生徒の一般就労割合：62.1％(H27)→72.0％(H30)

23,960 H29当初 15,873

いじめ、不登校、暴力行為などの背景にある家庭的な問題に対応するため、
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配置
し、地域や専門機関等と連携して困難を抱える児童生徒を取り巻く環境を改
善します。

（拡）・スクールソーシャルワーカーの増員（教育事務所から派遣）
　　　　　24人（H29）→30人（H30）

*SSWを介した関係機関との連携数：926件(H28)→1,200件(H30)

79,049 H29当初 62,553

「温故創新」未来型の公民
館支援事業費

1,200 H29当初 0
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事　業　名
［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

【新】
14

[150801]

文化財・生涯学習課 H30要求

15 図書館改革事業費
[150802]

文化財・生涯学習課 H30要求

16 県立歴史館事業費
[150803]

文化財・生涯学習課 H30要求

【新】
17

[150803]

文化財・生涯学習課 H30要求

県民が自分自身の夢の実現に向けて、生涯にわたり学び、主体的に考える力
を身に付けるため、学びたい人が、学びたいときに、学ぶことができる「個人の
学び」を応援するツールとして、オンライン上の学習プラットホームの構築を検
討します。

　・「信州・ｗｅｂカレッジ」の機能検討　有識者などによる検討会議
　・生涯学習推進センターＨＰ内に「信州・ｗｅｂカレッジ」のＨＰを作成

*ＩＴ専門家、キャリア開発有識者、ｃｏ-Ｌｅｒｍｉｎｇ実践者等による検討会議の開催

県立歴史館を「来館型」から「地域貢献型」の歴史館へ転換するため、歴史を
学ぶことから未来を考える地域活動の支援や地域活性化に活きる情報発信、
地域課題を捉えた調査研究等に取り組みます。

（新）・保存されていることが珍しい測量図の保存活用のためのデジタル化
（拡）・信州にまつわる歴史的史資料を積極的に収集し、県民に公開
（拡）・来館する機会が少ない地域で歴史の魅力を伝える出前講座を実施

3,014 H29当初

395,509 H29当初 178,523

0

多様な県民の学びを支える「地域の情報拠点」としての役割を果たすため、県
立図書館を中心に、様々な情報を活かした新しい図書館づくりを推進します。

（拡）・「信州・知の入口」ポータル（情報資産の一元的・相互活用のための基
       盤）構築に係る検討
（拡）・これからの図書館実現フォーラムの開催
（拡）・信州に関する地域資料及びデータベース等の充実
（拡）・新たな時代にふさわしい学び方“Co-Learning”モデル空間の創造

「信州・ｗｅｂカレッジ（仮
称）」創造事業費

82,830 H29当初 11,853

無形民俗文化財継承支援
事業費＊

地域に住む人の心のよりどころであり、地域固有の文化・伝統・歴史の結晶で
ある無形民俗文化財を次世代に継承するため、県指定及び選択の無形民俗
文化財の保存団体等に対し、継承意識の醸成や担い手の確保等の取組を支
援します。

　・無形民俗文化財継承につながる「伝承活用計画策定」「伝承者育成」「周知
　 事業」「伝承教室」「映像作成」の事業に対して５００千円を上限に補助

*無形民俗文化財の継承対象　10団体への支援

5,000 H29当初 0
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事　業　名
［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

【新】
18

[151003]

スポーツ課 H30要求

19 県立武道館建設事業費
[151001]

スポーツ課 H30要求

県内の武道振興の中核的拠点となる県立武道館を建設します。

　・場　　　所　佐久市
　・施設規模　延床面積　11,600㎡
　　　　　　　　　建築面積　10,400㎡

*2019年度供用開始

1,525,453 H29当初 137,200

第82回国体に向けた競技
力向上特別対策事業費

2027年に本県で開催される第82回国民体育大会において、県民の期待に応
え開催県としてふさわしい成績を収めるため、競技力向上対策本部を設置し
選手強化を図ります。

　・競技力対策本部への交付金
　・ジュニア期の選手発掘・育成

*本部委員会の開催　２回

24,053 H29当初 0

5


