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（単位　千円）

(A)

―

(B)

％

98.5

98.1

88.9△ 1,729,66115,625,74113,896,080

平成28年度

当初予算額

875,691,785

(A)　―　(B)

平成29年度

当初予算額

特 別 会 計

企 業 特 別 会 計

△ 13,093,300

△ 5,313,091

比　　　　　較

270,432,474

（A）

275,745,565

１　平成29年度当初予算総括

一 般 会 計

会 計 別

（B）

862,598,485
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２　平成29年度一般会計予算  

（単位　千円）

（歳　入）

（歳　出）

　目 的 別

　性 質 別

254,105,878

29.5%

15,643,595

1.8%

129,719,873

15.0%

139,428,833

16.2%

323,700,306

37.5%

歳歳歳歳 出出出出

862,598,485862,598,485862,598,485862,598,485

100.0%100.0%100.0%100.0%

人人人人 件件件件 費費費費

公公公公 債債債債 費費費費

投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費

扶扶扶扶 助助助助 費費費費

その他行政費その他行政費その他行政費その他行政費

208,835,123

24.2%

130,044,832

15.1%

123,580,842

14.3%

97,433,263

11.3%

82,596,338

9.6%

65,833,022

7.6%

43,748,722

5.1%

43,100,407

5.0%

34,195,754

4.0%

21,979,603

2.5%

11,250,579

1.3%

歳歳歳歳 出出出出

862,598,485862,598,485862,598,485862,598,485

100.0%100.0%100.0%100.0%

教教教教 育育育育 費費費費

土土土土 木木木木 費費費費

公債費公債費公債費公債費

民民民民 生生生生 費費費費

商商商商 工工工工 費費費費

警 察 費警 察 費警 察 費警 察 費

諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費

総総総総 務務務務 費費費費

衛衛衛衛 生生生生 費費費費

その他その他その他その他

227,482,545

26.4%

198,146,000

23.0%

101,732,344

11.8%

105,156,000

12.2%

69,631,470

8.1%

78,744,000

9.1%

37,510,001

4.3%

20,072,979

2.3%

17,888,360

2.1%

6,234,786

0.7%

歳歳歳歳 入入入入

862,598,485862,598,485862,598,485862,598,485

100.0%100.0%100.0%100.0%

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税

県 税県 税県 税県 税

県 債県 債県 債県 債

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

諸 収 入諸 収 入諸 収 入諸 収 入

地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金

繰 入 金繰 入 金繰 入 金繰 入 金
使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料

地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税

その他その他その他その他

2



　　（１）　　歳　 入

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％ ％ ％

1 県 税 26.4 25.8 100.5

2

地 方 消 費 税

清 算 金

9.1 9.4 95.8

3 地 方 譲 与 税 4.3 4.3 100.8

4

地 方 特 例

交 付 金

0.1 0.1 108.1

5 地 方 交 付 税 23.0 23.3 97.1

6

交通安全対策

特 別 交 付 金

0.1 0.1 97.8

7

分 担 金 及 び

負 担 金

0.3 0.3 88.8

8

使 用 料 及 び

手 数 料

2.1 2.1 99.4

9 国 庫 支 出 金 11.8 12.1 95.7

10 財 産 収 入 0.2 0.3 81.9

11 寄 付 金 0.0 0.0 101.2

12 繰 入 金 2.3 2.2 103.6

13 繰 越 金 0.0 0.0 100.0

14 諸 収 入 8.1 8.6 92.4

15 県 債 12.2 11.4 105.1

100.0 100.0 98.5

△ 5,755,588

△ 321,110

△ 111,405

△ 4,573,304

△ 391,551

1,217,168

△ 3,412,000

4,730

695,760

2,166,450

1

75,387,058

395,125

19,377,219

298,000

55,000

△ 5,844,000

△ 17,000

0

787,000

2,875,141

17,999,765

105,156,000

862,598,485

100,094,000

875,691,785

399,855

20,072,979

106,305,648

17,888,360

101,732,344

1,774,899

226,265,377

82,156,000

37,212,001

681,000

203,990,000

37,510,001

736,000

198,146,000

770,000

1

平成29年度

当初予算額

（A）

構

成

比

比　　　　　較

合　　　　計

構

成

比

（B）

5,062,000

△ 13,093,300

平成28年度

当初予算額

227,482,545

(A)　―　(B)

78,744,000

69,631,470

2,554,031
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　　（２）　　歳　出（目的別）

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％ ％ ％

1 議 会 費 0.2 0.2 100.4

4.0 4.2 92.4

3 民 生 費 14.3 13.9 101.6

4 衛 生 費 2.5 2.7 93.7

5 労 働 費 0.3 0.3 115.9

0.4 0.4 85.3

7 農林水産業費 5.0 5.1 96.8

8 商 工 費 7.6 8.2 91.3

9 土 木 費 11.3 10.9 102.2

10 警 察 費 5.1 5.1 98.5

11 教 育 費 24.2 23.4 101.7

12 災 害 復 旧 費 0.4 0.7 55.3

13 公 債 費 15.1 15.3 97.3

14 諸 支 出 金 9.6 9.6 98.3

15 予 備 費 0.0 0.0 100.0

100.0 100.0 98.5

0

△ 13,093,300

100,000

862,598,485

82,596,338

1,976,806

△ 1,470,165

875,691,785

100,000

208,835,123

3,517,494

43,748,722

△ 3,613,058

415,565

△ 539,928

△ 1,439,860

△ 6,309,69372,142,715

83,995,957

97,433,263

123,580,842

21,979,603

3,024,845

3,145,470

65,833,022

43,100,407

130,044,832

95,355,863

44,425,474

205,282,356

6,357,690

総 務 費

環 境 費6

合　　　　計

（A）

2

平成29年度

当初予算額

構

成

比

平成28年度

当初予算額

構

成

比

1,462,770

34,195,754

2,609,280

3,685,398

44,540,267

1,457,358

37,027,733

121,604,036

23,449,768

(A)　―　(B)

△ 676,752

3,552,767

△ 2,840,196

2,077,400

（B）

比　　　　　較

5,412

△ 2,831,979

△ 1,399,619

133,657,890
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　　（３）　歳　出（性質別）

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％ ％ ％

29.5 29.1 99.6

1.8 1.9 96.2

15.0 15.2 97.3

16.2 16.2 98.2

一般公共事業費 8.8 8.9 97.3

災害公共事業費 0.4 0.7 54.7

一般単独事業費 5.4 5.0 104.5

災害単独事業費 0.0 0.0 100.8

直轄事業負担金 1.6 1.6 102.6

37.5 37.6 98.4

100.0 100.0 98.5862,598,485

328,855,754

875,691,785

46,096,676

323,700,306

13,690,327

88,786

44,124,383

88,047

14,048,525

△ 13,093,300

1,972,293

739

358,198

△ 5,155,448

△ 2,628,034

△ 2,118,329

△ 2,840,935

254,105,878

15,643,595

△ 1,033,977

（A） （B）

平成29年度

当初予算額

比　　　　　較

(A)　―　(B)

△ 616,144

△ 3,659,697

139,428,833

75,766,138

3,428,708

133,379,570129,719,873

142,056,867

77,884,467

6,269,643

255,139,855

16,259,739扶 助 費

合　　　　計

人 件 費

そ の 他 行 政 費

投 資 的 経 費

公 債 費

構

成

比

平成28年度

当初予算額

構

成

比
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３　平成29年度特別会計予算  

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％

市 町 村 振 興 資 金

貸 付 金

64.8

公 債 費 97.5

母 子 父 子 寡 婦

福 祉 資 金 貸 付 金

77.0

心 身 障 害 者 扶 養

共 済 事 業 費

100.9

地 方 独 立 行 政 法 人

長野県立病院機構施設

整 備 等 資 金 貸 付 金

75.1

流域下水道事業費 90.0

小 規 模 企 業 者 等

設 備 導 入 資 金

662.8

農 業 改 良 資 金 211.3

漁 業 改 善 資 金 94.2

県 営 林 経 営 費 97.6

林 業 改 善 資 金 37.6

高 等 学 校 等 奨 学

資 金 貸 付 金

75.0

98.1

188,200

224,960

736,747

60,262

△ 1,220,203

385,650

△ 140,327

4,146,510

67,055

△ 360

△ 9,254

84,633

141,093

275,745,565

△ 89,526

△ 6,386,194

△ 163,725

4,220

△ 1,474,180

△ 47,107

△ 5,313,091合　　　　計

6,243

4,457,993

12,194,55210,974,349

270,432,474

4,883,257

127,317

5,883

376,396

平成29年度

当初予算額

（A）

165,067

248,204,121

5,932,173

254,593

254,590,315

548,099

464,266

(A)　―　（B）

711,824

460,046

比　　　　　較

（B）

平成28年度

当初予算額
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４　平成29年度企業特別会計予算  

（単位　千円）

区　　　　　　分 (A)

―

(B)

％

67.4

104.6

88.9

比　　　　　較

平成28年度

当初予算額

(A)　―　(B)

15,625,741

△ 2,144,379

414,718

△ 1,729,661

9,055,825

合　　　　計

（B）

平成29年度

当初予算額

（A）

4,425,537

9,470,543

13,896,080

電 気 事 業

水 道 事 業

6,569,916
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〔歳入〕

   引上げ分の地方消費税収　17,034,000千円

〔歳出〕 （単位：千円）

引上げ分の

地方消費税

その他

生 活 保 護 3,037,286 1,849,304 1,187,982 93,522 1,094,460

児 童 福 祉 13,409,207 1,966,699 11,442,508 4,362,055 7,080,453

母 子 福 祉 2,108,429 836,600 1,271,829 311,178 960,651

高 齢 者 福 祉 4,552,065 3,109,093 1,442,972 749,783 693,189

障 害 者 福 祉 11,790,913 641,157 11,149,756 877,750 10,272,006

小　計 34,897,900 8,402,853 26,495,047 6,394,288 20,100,759

国 民 健 康 保 険 17,172,971 - 17,172,971 2,693,009 14,479,962

後期高齢者医療 25,926,982 - 25,926,982 2,567,444 23,359,538

介 護 保 険 28,153,719 - 28,153,719 3,128,574 25,025,145

小　計 71,253,672 - 71,253,672 8,389,027 62,864,645

医 療 対 策 14,109,812 3,043,056 11,066,756 1,311,996 9,754,760

疾 病 予 防 対 策 5,671,217 2,860,517 2,810,700 938,689 1,872,011

小　計 19,781,029 5,903,573 13,877,456 2,250,685 11,626,771

125,932,601 14,306,426 111,626,175 17,034,000 94,592,175

社

会

福

祉

社

会

保

険

保

健

衛

生

合　　計

５　平成29年度地方消費税引上げ分の使途

区　　分 金　額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

  8



【新】

1 広域受援計画策定事業費

[010201]

危機管理防災課 H29当初

2 火山対策費

[010201]

危機管理防災課 H29当初

６　平成29年度主要事業一覧６　平成29年度主要事業一覧６　平成29年度主要事業一覧６　平成29年度主要事業一覧

県関係火山に対する防災対策を推進するため、火山防災協議会の運営支援

を行うとともに、御嶽山の火山防災対策を強化します。

（新）１　名古屋大学御嶽山研究施設設置支援事業

　　　　　御嶽山の火山活動の観測・研究と併せ、地域と連携して人材育成や

　　　　　防災教育などの火山防災の仕組みづくりを行うため、名古屋大学が

　　　　　設置する御嶽山研究施設を支援します。

（新）２　御嶽山マイスター(仮称）推進事業

　　　　　地元関係機関と連携して制度設計や研修会等を行い、自主的・主体

　　　　　的に火山防災に関する知識の普及・啓発を行うことができる御嶽山マ

　　　　　イスター(仮称）を育成します。

*御嶽山研究施設の設置、御嶽山マイスター(仮称）の認定

(一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

15,466 H28当初 26,590

危機管理部

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

大規模災害が発生した際に国や他県からの支援を迅速かつ円滑に受け入れ

るため、長野県内の受入拠点の配置、並びに人的・物的支援、医療活動、ボラ

ンティア等の受け入れ調整手順等を定める広域受援計画の策定に着手しま

す。

　　*広域防災拠点基本構想の策定(H29)、広域受援計画の策定（H30)、

      検証・改善（H31)

8,721 H28当初 0

9 （危機管理部－1）



1 移住・交流推進事業費

[020901]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<若者のライフデザインの希望実現>

<大都市・海外との未来志向の連携>

地域振興課

楽園信州・移住推進室 H29当初

2 信州まつもと空港活性化

事業費

[020601]

<活力と循環の信州経済の創出>

<まち・むらづくり>

交通政策課

松本空港利活用・国際化推進室 H29当初

3 市町村の広域連携推進

事業費

[020701]

<まち・むらづくり>

市町村課 H29当初

4 元気な地域づくり人材

育成事業費

[020801]

【誇りある暮らし実現】

<まち・むらづくり>

地域振興課 H29当初

60,086

(H27前倒し含み) (97,377)

15,000 H28当初 0

(H27前倒し含み) (10,000)

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

　　　・地域おこし協力隊研修会、交流会の開催

（新）・地域おこし協力隊サポート体制の構築（ハンドブックの作成等）

*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

*地域おこし協力隊員の数：205人（H27）→240人以上（H29）

*圏域全体の活性化に取り組む圏域数：８圏域（H27）→９圏域（H29）

広域で連携した地域づくりを促進するため、広域連携に対する国の支援制度

が適用されない地域において、市町村が取り組む連携事業に対して助成しま

す。

　・対象地域　 大北地域　５市町村

　・補助率　　　1/2以内

2,806 H28当初 2,831

*地域おこし協力隊員の定住率：向上

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

信州まつもと空港の発展・国際化を推進するため、広報宣伝活動、旅行商品

造成支援等の取組により国内路線の利用促進を図るとともに、航空会社及び

旅行会社に対する就航支援により国際チャーター便を誘致します。

　・信州まつもと空港利用促進協議会等負担金

*国内定期便利用率：61.8％（Ｈ27）→70.0％（Ｈ29）

36,200 H28当初 20,400

*国際チャーター便就航便数：0便（Ｈ27）→20便（Ｈ29）

企画振興部

移住者や二地域居住者を増やし地域の活力を創出するため、関係部局や田

舎暮らし「楽園信州」推進協議会加入団体との連携により、大都市圏での魅力

発信、県内への移住者等の受入体制充実に向けた取組を実施します。

　　　・三大都市圏への移住相談窓口の設置

　　　・NPO法人ふるさと回帰支援センターとの連携事業

　　　・田舎暮らし「楽園信州」推進協議会と連携した移住セミナー等の開催

（新）・移住希望者が県内で働くための情報を一堂に集めた相談会の開催

H28当初 35,818

*行政サポートによる移住者数：927人（H27）→1,000人（H29）

*移住者数：1,386人（H27）→2,450人（H29）

*移住相談件数：7,547件（H27）→8,051件（H29）

*週末信州人登録者数：0人（H27）→100人（H29）

10 （企画振興部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5 県有民営による幹線バス

路線確保対策事業費

[020501]

<まち・むらづくり>

交通政策課 H29当初

6 地域交通ベストミックス構築

事業費

[020501]

<まち・むらづくり>

交通政策課 H29当初

【新】

7 地域振興推進費

[020802]

地域振興課 H29当初

8 地域発　元気づくり支援金

[020802]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

地域振興課 H29当初

9 スマート県庁構築事業費

[020203]

情報政策課 H29当初

地域振興局長がリーダーシップを発揮し、各地域の強みや特性を活かした地

域づくりに取り組みます。

4,540

3,008

業務の効率化や県民サービスの向上を図るため、ICTを活用して「しごと改革」

を推進します。

　　　・タブレット型端末の活用

　　　・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

（新）・県庁及び合庁の県民ホール等の無料Wi-Fi整備

*ペーパーレス会議実施回数：131回(H27)→307回(H29)

76,000 H28当初

6,272 H28当初

8,040 H28当初

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。

*支援金を新たに活用した団体数：986団体（H27）→増加

*地域間幹線バス路線数の維持：29系統（H29）

850,000 H28当初 850,000

100,000 H28当初 0

*地域課題の解決に向けた事業件数：１所１事業以上

県がバスを所有し、乗合バス事業者が運行する「県有民営」手法により、県内

幹線バス路線の基盤を強化します。

　・購入車両　３台

53,000

*県民一人あたり公共交通機関利用回数：49.6回/人（H29）

地域で支える快適で持続可能な交通体系を実現するため、地域交通の最適

化に向けた取組を進める市町村を支援します。

　・市町村実施事業への助成　　補助率　1/2以内

　・交通アドバイザーの派遣

11 （企画振興部－2）



1 新県立４年制大学設立準備

事業費

[030902]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

県立大学設立準備課 H29当初

総務部

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

長野県立大学（仮称）の平成30年４月開学に向けて、三輪キャンパス（新校舎）

及び後町キャンパス（学生寮）の施設整備を推進するとともに、大学広報や入

学者選抜を実施するなど準備を進めます。

　　　・大学施設建設関連業務

　　　・長野県立大学（仮称）の広報を実施

（新）・入学者選抜の実施

8,102,994 H28当初 2,045,274

12 （総務部－1）



1 女性の活躍推進事業費

[040402]

【雇用・社会参加促進】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

人権・男女共同参画課 H29当初

【新】

2 ホストタウン推進事業費

[040501]

<大都市・海外との未来志向の連携>

国際課 H29当初

3 交通安全推進事業費

[040302]

くらし安全・消費生活課 H29当初

4 消費生活安定向上事業費

[040301]

くらし安全・消費生活課 H29当初

H28当初 20,610

県民文化部

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、季別の交通安全運動等の啓発活動を推進するとともに、交通事故

被害者等を支援するため、相談事業を実施します。

（新）・自転車の安全な利用の普及推進

*交通事故死傷者数：10,447人(H28)→10,000人以下(H29)

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、中華人民共和国を相手国と

したホストタウンとして、人的、経済的、文化的な相互交流事業を実施します。

　　　・オリンピアン・パラリンピアンとの交流

　　　・市町村が実施するホストタウン事業への支援

479 H28当初 0

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

固定的な性別役割分担意識の解消を図り、女性が活躍する豊かで活力のある

地域社会をつくるため、女性のエンパワーメントの機会を提供し、女性リーダー

等を育成するウィメンズカレッジを立ち上げるとともに、中小企業を対象とした

セミナー等を実施します。

（新）・長野県ウィメンズカレッジ事業の実施

（新）・女性活躍推進セミナーの開催

*県の審議会等での女性委員の割合：43.5％(H27)→50.0％(H29)

5,862 H28当初 26

(H27前倒し含み) (5,569)

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。

（新）・第2次長野県消費生活基本計画の策定

（新）・適格消費者団体の設立を支援

（新）・南信消費生活センター空調設備改修工事の実施設計

*市町村消費生活センターの人口カバー率：76.8％(H28)→100％(H29)

（一部　消費者行政活性化基金活用事業）

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

163,621 H28当初 152,476

19,785

13 （県民文化部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5 信州高等教育支援センター

事業費

[040801]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

私学・高等教育課 H29当初

6 私立学校振興事業費

[040802]

【教育再生】

私学・高等教育課 H29当初

7

[040601]

【活動人口増加】

<若者のライフデザインの希望実現>

次世代サポート課 H29当初

*授業料滞納率：0.23％(H27)→0.23％以下(H29)

24,706 H28当初 23,650

未婚者の増加や晩婚化の進展が少子化の主な要因であるとの認識のもと、出

会いの機会を拡大するため、「長野県婚活支援センター」を拠点として、市町

村や企業等と連携して結婚を希望する方を応援します。

　　　・お見合い支援等レベルアップ研修

　　　・婚活サポーターの養成・活動支援

（拡）・企業の結婚支援の取組促進

  　　・若者の信州ライフ応援推進

*県の推計値を上回る婚姻数：200組(H27)→400組(H29)

私立学校における教育条件の維持向上や経営健全化を図るため、運営費補

助や保護者負担の軽減などの取組を実施します。

（新）・私立小中学校等の授業料を助成

（拡）・私立高校等で授業料以外に係る経費に対して給付金を支給

　　　・私立高校等の授業料等を助成

　　　・私立学校の運営費に対して助成

　　　・認定こども園等の整備などに対して助成

*私立高校進路希望達成率：93.1％（H27）→93.6%以上（H29)

9,293,739 H28当初 8,738,203

21,378 H28当初 41,156

(H27前倒し含み) (46,206)

県内高等教育機関の魅力向上と産学官連携による県内への人材定着に取り

組むため、信州高等教育支援センターにおいて、高等教育振興施策を積極

的に推進します。

　・県内大学の公立化や学部設置など大学改革について個別支援

　・大学生海外インターンシップのマッチングや経費を一部補助

　・大学の知の拠点機能を活用し、地域課題解決の取組を支援

　・県内外に県内大学・短期大学等の情報を発信

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

*県内大学収容力：16.5％(H28.4)→18.0％(H30.4)

*県内大学志願者数：12,266人(H28.4入学者)→維持向上(H30.4入学者)

*県内大学生インターンシップ参加率：17.5％(H27)→32.2％(H29)

長野県婚活支援センター運

営事業費

14 （県民文化部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

8

[040601]

【活動人口増加】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<若者のライフデザインの希望実現>

次世代サポート課 H29当初

9 子ども・子育て支援事業費

[040703]

【雇用・社会参加促進】

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

【新】

10 保育士人材バンク事業費

[040703]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

保育士人材バンクを設置し、潜在保育士の再就職支援等を行い、年度途中を

始めとする保育士の確保を図ります。

　・保育士再就職支援コーディネーターの配置

　・潜在保育士の掘り起こし、潜在保育士の再就職に関する相談・就職

    あっせん・研修

　・保育所への就職（離職）時等に保育士人材バンクに登録し、離職後

    の再就職支援等を継続的に行う仕組みの構築

*人材バンクによる潜在保育士の再就職支援：80園(H29)

4,992 H28当初 0

1,331,631 H28当初 1,228,244

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、地域

子育て支援拠点や病児・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。

　　　・ 事業主体　市町村

　　　・ 補助率　　１/3

信州の豊かな自然や多様な地域資源を活用し、子どもが生来持っている「自ら

学び成長しようとする力」を十分育むことができる環境を整備するため、自然保

育の社会的認知や信頼性及び質の向上と人材確保を図ります。

また、新たに保育者の処遇向上等のため、公的支援を受けていない認定団体

への助成を行います。

　  　・信州型自然保育団体の認定

  　　・自然保育専門研修の開催

  　　・信州型自然保育の広報

（新）・認定団体への助成

*信州やまほいく（信州型自然保育）認定団体数：72(H27）→151（H29）

21,948 H28当初 7,593

信州やまほいく（信州型自

然保育）普及事業費

*病児・病後児保育実施市町村数：20市町村(H27)→22市町村(H29)

*ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業実施箇所数：38箇所(H27)→40箇所(H29)

15 （県民文化部－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

11 里親委託推進事業費

[040702]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

12 児童虐待防止強化事業費

[040702]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

【新】

13

[040702]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

14

[040701]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

官民協働の子どもの居場所

「信州こどもカフェ」推進事

業費

児童相談所広域支援センターに弁護士を配置し、増加する児童虐待相談や

複雑・困難なケース等において法律に関する専門的な知識・経験を必要とす

る場合に、迅速・的確に対応するため、機能強化を図ります。

2,541 H28当初 0

地域全体の参画により子どもの成長を支えるため、10圏域毎に地域プラット

フォームを構築・運営し、連携体制を築くことにより、一場所多役の子どもの居

場所「信州こどもカフェ」の取組を推進します。

*地域プラットフォーム構築・運営箇所：10箇所(H29)

5,774 H28当初 0

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。

（拡）１　児童虐待防止対策研修事業

　　　　　市町村・児童相談所職員等に対する研修

　　　２　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　　　　　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

H28当初 12,30111,838

家庭的養護を推進するため、里親制度の理解を深め、新規里親を開拓すると

ともに、委託を推進し、支援体制を強化します。

　 　 ・里親委託等推進員の配置

　 　 ・里親推進フォーラムの開催

（拡）・里親研修の実施

（新）・家庭的養護推進検討協議会（仮称）の設置

*里親等委託率：11.6%(H27)→17.2%(H29)

7,196 H28当初 6,390

児童相談所法的対応機能

強化事業費

16 （県民文化部－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

15

[040701]

<若者のライフデザインの希望実現>

こども・家庭課 H29当初

16

[040602]

次世代サポート課 H29当初

17 芸術文化活動推進事業費

[040101]

【誇りある暮らし実現】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

文化政策課 H29当初

18 信濃美術館整備事業費

[040101]

【誇りある暮らし実現】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

文化政策課 H29当初

[債務負担行為額]

〔ルートイングループ寄附金

等活用〕県内大学修学奨学

金給付事業費

10,150 H28当初 5,500

239,796 H28当初 2,420

[174,193]

(H27前倒し含み) (205,246)

開館から50年が経過し、老朽化が著しい信濃美術館を全面改築するとともに、

開館から26年が経過した東山魁夷館の設備改修等を行います。

　　　・信濃美術館本館改築の基本設計

（新）・県民参加による美術館づくりのためのワークショップ等の開催

　　　・信濃美術館整備委員会の開催

　　　・東山魁夷館改修の実施設計

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、「文化振

興元年」の取組を更に推進し、心豊かな暮らしの実現を図ります。

（新）・長野県文化芸術振興ビジョン（仮称）の策定

　　　・セイジ・オザワ 松本フェスティバルの共催

　　　・芸術監督団による文化芸術の次代を担う人材育成等、

　　　　文化振興基金を活用した各種事業の実施

*県民芸術祭参加者数：204,213人（H27）→221,600人（H29)

（一部　文化振興基金、ふるさと信州寄附金基金活用事業）

201,478 H28当初 192,058

*セイジ・オザワ　松本フェスティバル鑑賞者数：83,272人（H27)→90,000人(H29)

17,097 H28当初 12,756

子どもを守り育む活動を県民運動として取り組むことができるよう、県民総ぐる

みの青少年健全育成運動を展開している青少年育成県民会議に補助しま

す。

　　　・青少年サポーターへの参画促進

（拡）・青少年インターネット適正利用推進協議会の開催

（拡）・地域・家庭における性教育の取組支援

（拡）・子どもの性被害予防のための取組支援

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

「ルートイングループ・永山勝利」大学修学等支援基金及びこどもの未来支援

基金（企業局拠出）を活用し、経済的な困難を抱えながら、県内大学・短大で

学ぶ意欲や能力のある学生の修学継続を応援するため、奨学金を給付しま

す。

*奨学金給付者数：30人(H29)

（「ルートイングループ・永山勝利」大学修学等支援基金、こどもの未来支援基金活

用事業）

長野県青少年育成県民会

議事業補助金

17 （県民文化部－5）



1
信州ACE(エース)プロジェク

ト推進事業費（一部再掲）

[050601][051101]

【健康づくり・医療充実】

<まち・むらづくり>

健康増進課

薬事管理課 H29当初

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

*健康づくりのために運動の取組を行っている人の割合：65.7%（H27)→72.0%（H29)

13,642 H28当初 14,065

県民の生活習慣の改善に向けた重点３項目、Action（体を動かす）、Check(健

診を受ける）、Eat(健康に食べる）に取り組む県民運動を一層推進するため、

県民の生活習慣や健康状態を「見える化」し、徹底的な情報発信と、健康づく

りのための具体的な行動を促す取組を強化します。

（新）１　県民の生活習慣や健康状態の「見える化」

　　　  　健診データの市町村別分析により、地域の健康状態を「見える化」

　　　  　して共有・公表。健康課題を明確化することで、市町村における健

　　　　　康づくりを推進

（拡）２　信州ACE（エース）プロジェクト普及・発信事業

　　　　　ＳＮＳを活用した効果的な普及・発信や、企業が取り組む「健康経

　　　　　営」の手法と効果を具体的に「見える化」して発信

　　　３　事業者と連携した健康づくりモデル事業

　　　　　中小事業者の健康づくりに有効な取組を協会けんぽ等保険者を

　　　　　通じて支援・検証し、モデルとして発信

　　　４　運動習慣定着促進事業

　　　　　健康づくりに取り組む市町村や企業への運動アドバイザー派遣、

　　　　　研修会の開催等により運動習慣の定着を促進

　　　５　健康に配慮した食環境整備事業

　　　　　健康に配慮した外食や弁当を選択できる環境整備の推進

　　　６　地域課題に応じた減塩等モデル事業

　　　　　モデル地区での取組による減塩等の効果を検証し、生活習慣の

　　　　　改善に有効な取組を普及

　　　７　健康ボランティア活動強化事業

　　　　　研修会の開催などにより食生活改善推進員の実践活動を支援

　　　８　患者のための薬局ビジョン推進事業

　　　　　県民の主体的な健康の維持・増進のため、県薬剤師会と連携し、

　　　　　薬局における健康サポート機能を強化

健康福祉部

*健診を受診している人の割合：83.6%（H27)→前年度より向上

*減塩モデル地区における1人1日当たりの食塩摂取量：9.8ｇ(H27)→9.0ｇ（H29)

18 （健康福祉部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

2
歯科保健総合推進対策事

業費

[050701]

保健・疾病対策課 H29当初

3 自殺対策推進事業費

[050704]

【健康づくり・医療充実】

保健・疾病対策課 H29当初

4 人生二毛作社会推進事業費

[050602]

【雇用・社会参加促進】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<信州創生を担う人材の確保・育成>

健康増進課 H29当初

誰も自殺に追い込まれることのない長野県を実現するため、市町村、関係機

関、民間団体等と連携し、社会的な取組として自殺対策を推進します。

(拡)・自殺未遂者支援を行う救急告示医療機関に対する助成

(拡)・「メール広告媒体」を利用した若年層向け啓発

　　 ・弁護士会と連携した「くらしと健康の相談会」の開催

　　 ・地域の自殺対策で重要な役割を果たす人材の養成

　　 ・啓発グッズ、リーフレット等の作成・配布による普及啓発

　　 ・精神科医と内科医等による連携検討会の実施

　　 ・自殺対策に取り組む市町村、民間団体等に対する助成

　　 ・「長野県自殺対策推進センター」における支援体制の整備

*自殺者数：378人(H27)→378人以下(H29)

県民の口腔の健康づくりを推進するため、8020運動をはじめとする歯及び口

腔に関する取組を総合的に進めます。

　　　・長野県歯科保健推進センターの運営

　　　・歯科保健推進県民会議の開催

　　　・県民よい歯のコンクールの開催

　　　・在宅歯科医療連携室の運営

　　　・フッ化物応用の推進

*80歳で20本以上自分の歯を持つ人の割合：38.4%(H22) → 38.4％以上（H29)

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

10,204 H28当初 14,016

シニア世代の社会活動や就業を進めるため、シニア活動推進コーディネー

ターによる関係機関の連携・機能強化や、就業などの分野における効果的、

効率的なマッチングの実施等により、人生二毛作社会づくりを推進します。

*シニア大学卒業後のボランティア・市民活動実施(予定)率：36.1%(H27)→40%（H29)

26,416 H28当初 0

53,961 H28当初 57,409

(H27前倒し含み) (30,617)

19 （健康福祉部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5 医師確保等総合対策事業費

[050401]

【健康づくり・医療充実】

<若者のライフデザインの希望実現>

<信州創生を担う人材の確保・育成>

医療推進課

医師確保対策室 H29当初

6
看護職員確保対策事業費

[050304]

【健康づくり・医療充実】

医療推進課 H29当初

516,757 H28当初 569,446

医師の確保・定着と偏在解消を図るため、信州医師確保総合支援センターを

中心とした研修医・医学生等へのキャリア形成支援や産科医を増やす取組等

を行います。

　　　１　信州医師確保総合支援センター事業

　　　　　即戦力医師の確保、医学生修学資金貸与者のキャリア形成の

　　　　　支援等

　　　２　医学生修学資金等貸与事業

　　　　　将来県内の医療機関に勤務しようとする医学生等を対象に修

　　　　　学資金等を貸与

　　　３　研修医支援事業

　　　　　県内で臨床研修及び専門研修を行う医師を確保するため、臨

　　　　　床研修病院等合同説明会等を県内外で開催

（拡）４　産科医等確保事業

　　　　　産科医、産科医療機関等を確保するため、産科医の派遣費用

　　　　　及び産科医等に支給する手当への支援や県外医師への情報

　　　　　発信を実施

*人口10万人当たり医療施設従事医師数：205人（H22)→230人（H29)

　（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

看護職員を確保するため、看護職員の新規養成及び県内就業の定着・促進

を支援します。

（新）・ＥＳＣＯ事業の活用による看護大学の施設整備

（新）・看護教員の資質向上を図るためキャリア別研修会を実施

（拡）・子どもの急病時のベビーシッターサービス等の支援対象を看護職員

　　　　等に拡大

　　　・民間等の看護師等学校養成所（11校）に対して運営費を助成

　　　・県内への就業を促進するため、看護師等学校養成所の学生を対象に

　　　　修学資金を貸与

*人口10万人当たり就業看護職員数：1329.6人(H27)→1329.6人(H29)

*病院に勤務する常勤の看護職員の離職率：9.1％（H27）→8.8％以下（H29）

*県内看護師等学校養成所新卒者の県内就業率（進学者除く）：82.22％（H27）→

　82.10％（H29)

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

946,696 H28当初 839,899

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

20 （健康福祉部－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

7
地域医療介護総合確保事

業費（一部再掲）

[050301][050302][050304]

[050401］

[050501][050502]

[050701][050702][050704]

[050801]

[051101]

【健康づくり・医療充実】

健康福祉政策課

医療推進課

医療推進課医師確保対策室

地域福祉課

保健・疾病対策課

介護支援課

薬事管理課 H29当初

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向け、できる限り住み慣れた地域

で安心して医療・介護サービスが受けられる環境を整備するため、地域医療介

護総合確保基金を活用し、必要な施設・設備の整備等、医療・介護サービス

提供体制の計画的な確保・充実を図ります。

　１　病床機能分化・連携事業

　　　・医療情報連携のための地域医療ネットワーク構築の経費を助成

　　　・回復期病床への転換や医療提供体制が脆弱な分野を強化する

　　　　医療機関の施設整備等を支援

　２　在宅医療推進事業

（新）・人生の最終段階における患者の意思を尊重した在宅医療を推進する

　　　  ためのコーディネーターの配置経費を助成

　　　・在宅医療を支える医療機関の運営費を助成

　　　・訪問看護体制の充実のため、看護師の資質向上研修や事業所への

　　　　コンサルティングを実施

　３　介護施設等整備事業

　　　・地域密着型施設の整備費を助成

　　　・特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な経費を助成

　４　医療従事者確保・養成事業

（拡）・看護職員の確保のため養成所の運営費への助成や研修等を実施

（拡）・医療従事者の確保定着を図るため、勤務環境マネジメントシステム

　　　　を導入する医療機関を支援

      ・医学生修学資金貸与者等のキャリア形成支援や医師不足の医療機関

　　　　等への配置調整

　　　・産科医等の処遇改善のため医療機関が支給する手当に対する助成

　５　介護従事者確保・養成事業

（新）・認証評価制度の創設による事業者に関する情報提供の充実

（拡）・求職者へのマッチングと資格取得費用の助成

（新）・24時間在宅ケアの仕組みづくりのためのモデル事業を実施

　　　・福祉・介護職員への生涯研修

　　　・施設内保育所への運営費助成

      ・地域ケア会議の円滑な実施及び機能強化を支援

（地域医療介護総合確保基金活用事業）

　*在宅での看取り（死亡）の割合：全国１位 20.2%（H22）→全国トップクラスを

　　維持（H29）

　*人口10万人当たり医療施設従事医師数：205人（H22)→230人（H29)

　*広域型特別養護老人ホーム(定員30人以上)の入所定員数：

　　　　10,894人(H26)→11,604人（H29）

　*地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下)の入所定員数：

　　　　1,327人（H26）→2,038人（H29）

　*介護職員数：3.4万人（H26）→4.0万人（H29）

3,348,599 H28当初 5,065,716

21 （健康福祉部－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

8
小児・周産期医療体制整備

事業費

[050701]

<若者のライフデザインの希望実現>

保健・疾病対策課 H29当初

9
国民健康保険運営安定化

等事業費

[050201]

健康福祉政策課

国民健康保険室 H29当初

10 精神科救急医療整備事業費

[050704]

【健康づくり・医療充実】

保健・疾病対策課 H29当初

11
医薬品適正使用・環境整備

事業費

[051101]

【健康づくり・医療充実】

<まち・むらづくり>

薬事管理課 H29当初

地域における小児・周産期医療を確保するため、医療機関の連携を図り、患

者の症状に応じた対応が可能な医療提供体制を整備します。

　　　・小児救急電話相談（＃8000）の実施

　　　・小児初期救急医療センターへの運営費の補助

　　　・小児救命救急センターへの運営費の補助

　　　・小児の在宅医療連携事業を実施する医療機関への補助

　　　・周産期医療連絡調整協議会の開催

　　　・周産期母子医療センターへの運営費の補助

*小児救急電話相談（＃8000）に納得した割合：96.1％（H27）→90％以上（H29）

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

320,671 H28当初 322,580

20,290,579 H28当初 17,605,637

保険者（市町村）の療養の給付等に要する費用の一部を負担し、市町村国民

健康保険の安定的運営を支援するとともに、平成30年度からの新制度に向け

た準備を進めます。

　　　・低所得者等の保険料軽減措置に対する費用負担

　　　・高額な医療費に対する費用負担

　　　・保険者（市町村）の財政調整に要する費用負担

　　　・特定健康診査・特定保健指導の実施に要する費用負担

　　　・国民健康保険事業運営協議会の運営

　　　・財政安定化基金への積立て

安全な医薬品の流通確保及び適正使用を図るため、後発医薬品（ジェネリック

医薬品）の使用状況等の調査・研究、品質検査を実施するとともに、薬局の地

域包括ケア等への貢献や健康サポート機能の充実に向け、薬局のかかりつけ

機能の強化を目指します。

　１　ジェネリック医薬品使用促進事業

　２　患者のための薬局ビジョン推進事業

　３　医薬品有効性確保・副作用対策事業

精神疾患の急激な発症や病状の悪化などにより、緊急に医療を必要とする精

神障がい者に対応するため、精神科救急医療体制の確保を図ります。

　　　・精神科救急医療の提供体制の整備

　　　・精神障がい者在宅アセスメントセンターの設置

　　　・長期連休時等の精神保健指定医の確保

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

106,458 H28当初 106,381

7,132 H28当初 6,982

22 （健康福祉部－5）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

12
地域包括ケア体制推進事

業費

[050801]

【健康づくり・医療充実】

<まち・むらづくり>

介護支援課 H29当初

13 認知症施策総合推進事業費

[050704]

【健康づくり・医療充実】

<まち・むらづくり>

保健・疾病対策課 H29当初

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる「地域包括ケア

体制」の構築を推進するため、介護サービス提供体制の確保・充実を図りま

す。

　１　地域包括ケア構築推進事業

（新）・中山間地域への介護サービス提供のためのモデル事業を実施

（新）・24時間在宅ケアの仕組みづくりのためのモデル事業を実施

　　  ・地域ケア会議の円滑な実施及び機能強化の支援

　２　介護施設等の整備事業

　　　・特別養護老人ホーム等の整備費を助成

　　　・地域密着型施設の整備費を助成

　　　・特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な経費を助成

　３　生活支援・介護予防推進サポート事業

　　　・介護予防の推進に資するリハビリ専門職の育成への助成

　　　・生活支援コーディネーターの養成研修の実施

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

3,500,480 H28当初 4,511,017

　*入退院時の情報共有の仕組みが策定された二次医療圏数：

　　　  ０医療圏(H26)→全(10)医療圏（H29)

　*広域型特別養護老人ホーム(定員30人以上)の入所定員数：

　　　  10,894人(H26)→11,604人（H29）

　*地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下)の入所定員数：

　　　　1,327人（H26）→2,038人（H29）

18,373 H28当初 16,668

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介護・

福祉の充実と連携による総合的な支援を行います。

（新） ・若年性認知症の実態把握や相談支援を行うコーディネーター

　　　　 の配置

　　　 ・認知症施策推進会議の開催

　　 　・認知症初期集中支援チームの設置推進

　　 　・医療従事者向け認知症対応力向上研修の実施

　　　 ・認知症疾患医療センターの整備

　　　 ・認知症予防県民運動の推進

*認知症初期集中支援チーム活動市町村数累計：4市町(H27)→58市町村(H29)

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

23 （健康福祉部－6）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

14
障がい者スポーツ振興事業

費

[050902]

<多様な働き方・暮らし方の創造>

障がい者支援課 H29当初

15 手話言語条例関連事業費

[050902][050903]

<信州創生を担う人材の確保・育成>

<まち・むらづくり>

障がい者支援課 H29当初

16
長野県社会福祉協議会活

動支援事業費

[050501]

<まち・むらづくり>

地域福祉課 H29当初

*県民向け手話講座参加者数：400人(H28見込)→800人(H29)

障がい者が日常的にスポーツに親しむことができる環境を整備するため、各種

大会の開催、競技スポーツの振興、一般スポーツ関係団体等との連携強化に

より、障がい者スポーツの普及を図ります。

　１　障がい者スポーツ振興事業

　　　・長野車いすマラソン大会、障がい者スポーツ大会（地区大会及び

　　　　県大会）、県障がい者スキー大会等の開催

　２　長野県障がい者スポーツ協会業務支援事業

（拡） ・障がい者スポーツ振興活動に対する助成

(一部　福祉基金活用事業）

61,449 H28当初 53,280

　*障がい者の主なスポーツ大会、イベント教室等の参加者数：

　　　16,040人(H27)→17,700人(H29)

手話言語条例に基づき、手話やろう者に対する県民の理解を促進し、手話の

普及等のための各種事業を実施します。

　１　手話に対する理解促進事業

（拡） ・ろう者との交流イベント

　２　手話の普及事業

　　　 ・県民向け手話講座

　３　手話を使いやすい環境の整備事業

（拡） ・盲ろう者通訳・介助員の派遣

　４　手話や文字による情報提供事業

（新） ・手話・文字による観光コンテンツの提供

　５　相談体制の整備・生活支援事業

（拡） ・ろうあ者相談員・手話通訳者の設置

社会福祉活動を振興するとともに、県民の福祉の向上を図るため、長野県社

会福祉協議会が実施する次の事業に対し助成します。

　１　日常生活自立支援事業

  ２　福祉サービスに関する苦情解決事業

  ３　生活福祉資金貸付事業

　４　ボランティア活動支援事業

　５　住民支え合い活動支援事業

  ６　県社協活動基盤支援事業

*ボランティア活動者数：287,266人（H27）→295,000人（H29）

193,941 H28当初 200,853

75,651 H28当初 76,571

24 （健康福祉部－7）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

17 福祉人材確保対策事業費

[050502]

【健康づくり・医療充実】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

地域福祉課 H29当初

18
信州パーソナル・サポート

事業費

[050503]

【雇用・社会参加促進】

<若者のライフデザインの希望実現>

地域福祉課 H29当初

324,314 H28当初 267,745

福祉・介護人材の確保・定着に向けて、次の事業を長野県福祉人材センター

等において実施します｡

　１　入職の促進

（新）・認証評価制度の創設による事業者に関する情報提供の充実

（拡）・求職者へのマッチングと資格取得費用の助成

　　  ・就職説明会の開催

　　  ・福祉職場のＰＲ（訪問講座、パンフレット作成等）

　 　 ・福祉の職場体験

　２　資質の向上

　　  ・福祉・介護職員への生涯研修

　　  ・介護事業所に対する訪問研修

　　  ・外国人介護福祉士候補者への語学等研修

　３　労働環境・処遇の改善

      ・施設内保育所の運営費助成

*県内介護福祉士登録者数：1,800人（H29）

（一部　地域医療介護総合確保基金活用事業）

様々な要因により生活に困窮している方の自立を促進するため、生活困窮者

自立支援法に基づく各種事業等により、一人ひとりに即した包括的、継続的な

支援を行います。

　　　１　自立相談支援事業

　　　　　生活困窮者の相談にワンストップ型で対応し、生活や就労を支援

　　　２　住居確保給付金事業

　　　　　離職者等の住居喪失者に家賃費用を有期で支給

　　　３　就労準備支援事業

　　　　　生活習慣の形成や社会的自立のための訓練等を実施

　　　４　一時生活支援事業

　　　　　住居喪失者へ緊急一時的に食事や宿泊場所を提供

　　　５　家計相談支援事業

　　　　　家計相談を通じて相談者の家計再生を支援

　　　６　支援人材等育成研修事業

　　　　　支援員等を対象に研修を実施

（新）７　子どもの学習支援事業

　　　　　生活困窮家庭の子どもに対して訪問による学習支援を実施

*県生活就労支援センター支援による就労・増収者数：

　　120人（H28見込）→139人（H29）

150,476 H28当初 152,916

25 （健康福祉部－8）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

19 母子保健推進事業費

[050701]

【活動人口増加】

<若者のライフデザインの希望実現>

保健・疾病対策課 H29当初

妊娠期から子育てまでを一貫して支援する体制づくりを進めるため、乳幼児の

健やかな成長・発達支援、思春期の若者への妊娠・出産に関する正しい知識

の普及、女性の健康・不妊に関する相談などを行います。

　　　１　信州母子保健推進センター事業

　　　　　・市町村への技術支援等の実施

　　　２　妊娠・出産相談支援事業

　　（拡）・妊娠・出産・育児に関する電話相談

　　　　　・高校生等若者への妊娠・出産に関するセミナーの実施

　　　３　女性の健康ライフ支援事業

　　　　　・女性特有の心身の悩みに関する相談

　　　　　・不妊専門相談の実施

　　　４　思春期保健事業

　　　　　・思春期特有の悩みの相談

　　　　　・思春期ピアカウンセラーの育成

*産後うつスクリーニング実施市町村数：55市町村(H27)→70市町村(H29)

71,499 H28当初 74,102

26 （健康福祉部－9）



1 地球温暖化対策事業費

[060201]

<活力と循環の信州経済の創出>

環境エネルギー課 H29当初

2 自然エネルギー推進事業費

[060202]

<活力と循環の信州経済の創出>

環境エネルギー課 H29当初

3

[060601]

*産業廃棄物総排出量：4,341千t（H25） → 4,363千t（H29）

資源循環推進課 H29当初

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

　　　１　家庭の省エネサポート制度運営事業

　　　　  家庭の省エネを促進するため、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、省エネアドバイスや簡易診断を実施し

　　　    ます。

54,574 H28当初 54,524

*家庭の省エネアドバイス・簡易診断件数：25,000件

　　　１　自然エネルギー地域発電推進事業

           固定価格買取制度を活用した自然エネルギー導入を進めるため、

　　　　　 ＮＰＯ、中小企業等が行う自然エネルギー発電事業について助成

　　　　　 します。

4,185 H28当初 2,199

環境部

394,744 H28当初 769,573

（新）３　環境エネルギー分野ビジネス創出事業

　　　　　地域経済の活性化と省エネルギー化・自然エネルギー活用の更な

　　　　　る推進を図るため、環境エネルギー分野の技術等の産業化に向け

　　　　　た研究を支援するとともに、ドイツをはじめとする海外先進事例の情

　　　　　報を関係者が共有することで、環境エネルギーに関する産業の振

　　　　　興に取り組みます。

*発電設備容量でみるエネルギー自給率：80.3％（H27）→100.0％（H29）

*１村１自然エネルギープロジェクト登録件数：250件（累積）（H29）

　　　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促進するため、事業活

　   　　 動温暖化対策計画書制度に基づき、省エネの助言や現地調査等を

           実施します。

（新）３　県有施設の照明LED化推進事業

           県有施設の照明についてLED化を推進するための調査を実施し

           ます。

*環境マネジメントシステム運用事業の温室効果ガス排出削減量：H21比△11.7％

*事業活動温暖化対策計画書提出事業者の温室効果ガス排出削減量：前年度比△１％以上

　　　２　地域主導型自然エネルギー創出支援事業

　　　　　自然エネルギーの利用を促進するため、市町村やNPO、中小企業

　　　　　等が行う地域主導型の熱利用事業に対して助成するとともに、自然

　　　　　エネルギー等を活用した地域づくり計画の策定を支援します。

「ごみ減量日本一」継続のため、県民や市町村等と協働し、食品ロス削減やレ

ジ袋削減等、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。

（新）・「ごみ減量日本一」を推進する専用ウェブサイトの新設

*1人1日当たり一般廃棄物排出量：847ｇ(H25)→800ｇ（H29）

（一部　環境自然保護基金活用事業）

（一部　自然エネルギー地域基金、ふるさと信州寄附金基金活用事業）

資源循環システム構築事業

費

27 （環境部－1）　　　



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

4 諏訪湖環境改善事業費

[060301]

【誇りある暮らし実現】

<まち・むらづくり>

水大気環境課 H29当初

【新】

5

[060401]

生活排水課 H29当初

【新】

6

[060502]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

自然保護課 H29当初

【新】

7 外来生物戦略構築事業費

[060501]

【誇りある暮らし実現】

自然保護課 H29当初

流域下水道スマートエネル

ギー事業費

県立自然公園整備支援事

業補助金

下水道の潜在的エネルギー資源の有効活用を図るため、最新の創エネ・省エ

ネ技術の調査、県内流域下水道における再生可能エネルギー賦存量、エネ

ルギー創出量・削減量の試算を行い、「流域下水道スマートエネルギープラ

ン」を策定します。

*流域下水道スマートエネルギープランの策定

「泳ぎたくなる諏訪湖」、「シジミが採れる諏訪湖」に向けた環境改善を推進し、

人が集い、良好な生態系を有する魅力的な諏訪湖づくりを目指します。

（新）・諏訪湖創生ビジョンの策定

　　　・貧酸素対策の推進

　　　・人が集い、良好な生態系を有する諏訪湖づくり

*諏訪湖創生ビジョンの策定(H29)

*山小屋トイレにおけるし尿処理施設整備率：78％(H27)→85％（H32）

5,000 0

H28当初 0

21,998 H28当初 0

H28当初

25,358 H28当初 5,491

「世界水準の山岳高原観光地」を目指し、自然環境の保全を図るとともに自然

公園の利用を促進するため、県立自然公園内の施設整備を支援します。

  ・事業主体　　市町村及び民間事業者

  ・補助率　　1/2、1/3

地域が取り組む外来生物対策を戦略的に展開するため、駆除対策方針の策

定に向けた実態把握や駆除労力軽減技術の開発、駆除事例づくりに取り組み

ます。

　・生態系に特に被害を及ぼしている外来生物の分布等調査

　・大学との協働による駆除労力軽減技術の開発

　・駆除における初期対応の重要性を周知するためのモデル事例づくり

*生物多様性保全活動を支援、協働した企業・団体数：15団体（H27）→40団体（H29）

2,273

28 （環境部－2）　　　



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

8

[060502]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

自然保護課 H29当初

魅力ある自然公園づくり事

業費

17,798 H28当初 17,757

県内の美しい自然公園を次世代に継承し、貴重な自然資本として有効利用を

図るため、環境保全を図りつつ利用促進に向けた取組を推進します。

　　　・県立自然公園の点検・検討（塩嶺王城・天竜小渋水系）

　　　・中央アルプス県立公園の国定公園格上げに向けた公園計画書等

　　　　の作成

（新）・県立自然公園「協働型管理運営体制」を構築するための地域会議

　　　　を設置

*自然公園利用者数：3,613万人(H27)→3,637万人(H29)

29 （環境部－3）　　　



1

[070501]

<活力と循環の信州経済の創出>

ものづくり振興課 H29当初

2

[070501]

【次世代産業創出】

ものづくり振興課 H29当初

【新】

3

[070502]

【次世代産業創出】

<活力と循環の信州経済の創出>

ものづくり振興課 H29当初

4 ヘルスケア産業振興事業費

[070202]

【次世代産業創出】

産業政策課

産業戦略室

H29当初

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

航空機産業振興ビジョンに基づき、飯田下伊那地域の航空機産業への取組

を全県に波及させるため、高度人材の育成、研究開発、環境試験設備整備等

を推進します。

　・事業主体　長野県、公益財団法人長野県テクノ財団

　　　　　　　　　公益財団法人南信州・飯田産業センター　ほか

　・補助率　1/2～10/10（補助金）

*航空機産業に取り組む企業数：55社（H29）

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

265,775 H28当初 4,936

航空機システム拠点形成

推進事業費

産業労働部

健康・医療分野の機器開発を促進するため、県内の中小企業や大学等を核と

した産学官連携による試作開発を支援します。

　

　・事業主体　県内中小企業、県内大学等

　・補助率　　 1/2以内

*健康・医療関連機器開発件数：５件（H29）

県産食品の高付加価値化とブランド化のため、風味評価モデルの構築及びお

いしさ分析シートによるおいしさ指標の見える化を推進します。

　・風味評価機器分析とヒト官能評価を併せた風味評価モデルの構築

　・おいしさ分析シートによる指標の見える化

*おいしさの評価モデル構築件数：30件(H29)

3,295 H28当初 0

10,000 H28当初 10,000

9,860 H28当初 0

(H27前倒し含み） (20,440)

県内各地で展開されている「健康長寿」の強みを活かしたヘルスケア産業の振

興に向けた取組を加速させるとともに、健康づくりの県民運動「信州ACE（エー

ス）プロジェクト」とも連動し、県内において、信州創生の視点も踏まえた次世代

のヘルスケア産業を創出します。

*マーケティングの場を利用する協賛企業等：３件(H29)

*「健康長寿」等の本県の強みを活かした新食品開発支援件数：50件(H29)

*健康・医療・福祉機器等を活用した実証モデル創出件数：３件(H29)

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

現場課題解決型医療・福祉

機器開発支援事業補助金

「NAGANOの食」おいしさ

評価モデル構築事業費

30 （産業労働部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5

[070501]

【次世代産業創出】

<活力と循環の信州経済の創出>

ものづくり振興課 H29当初

6

[070501]

<活力と循環の信州経済の創出>

ものづくり振興課 H29当初

【新】

7

[070203]

産業政策課

産業戦略室

H29当初

【新】

8

[070601]

ものづくり振興課

日本酒・ワイン振興室

H29当初

県内ものづくり産業の研究開発型への転換、新製品・新技術開発及び成長期

待分野への参入を支援するため、企業からの技術相談、依頼試験に対応する

とともに共同研究開発等を実施します。

　・県内企業の技術課題解決を支援

*技術相談件数：18,000件（H29）

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

国際競争力を有する次世代リーディング産業の創出を図るため、産学官連携

プロジェクトの企画・実施を支援します。

　・事業主体　公益財団法人長野県テクノ財団

　・補助率　　 10/10

*研究開発プロジェクトの企画・運営件数：11件（H29）

19,389 H28当初 19,389

地域内経済循環の拡大を図るため、県民や県内企業に地域で消費するモノ

やサービスをできるだけ地域で生産する「地消地産」の意義を理解してもらうと

ともに、積極的に県産品等を購入・活用してもらう機運を醸成します。

　・バイ信州運動の効果的な仕組みを構築

　・ポスター・パンフレット等による情報発信　等

*県産の飲食料品（一次産品を除く）を意識して購入する人の割合：40％(H29)

6,955 H28当初 0

396,809 H28当初 370,056

1,245 H28当初 0

信州日本酒の知名度向上につなげるため、個性ある酒質や造り手のＰＲを支

援し、酒蔵の発信力を強化します。

　・信州日本酒ＰＲ研修会の開催

*研修会の開催回数：２回（H29）

次世代リーディング産業

創出支援事業補助金

工業技術総合センター

事業費

しあわせバイ信州運動推進

事業費

百花繚乱！信州日本酒PR

プロジェクト事業費

31 （産業労働部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

【新】

9

[070601]

【農山村産業クラスター形成】

ものづくり振興課

日本酒・ワイン振興室

H29当初

【新】

10

[070601]

【農山村産業クラスター形成】

ものづくり振興課

日本酒・ワイン振興室

H29当初

11

[070601]

ものづくり振興課

日本酒・ワイン振興室

H29当初

12

[070502]

【誇りある暮らし実現】

ものづくり振興課 H29当初

NAGANO WINEの国際的な知名度を高めるため、国際コンクールへの出品支

援や情報の発信を行います。

　・国際ワインコンクールへの出品支援

　・世界的に発信力のあるワイン有識者への情報提供

*国際ワインコンクールへの出品支援：10件（Ｈ29）

（地方創生推進交付金活用事業）

機器更新や新規ワイナリーの開業につなげるため、ワイナリーや製造業者等

による研究会の開催等を支援し、醸造設備の県内での開発を促進します。

　・研究会の開催、有識者の招へいへの補助

　　　事業実施主体　ワイナリーや製造業者等

　　　補助率　10/10

*研究会の開催回数：４回（H29）

（地方創生推進交付金活用事業）

1,200 H28当初 0

新酒鑑評会金賞獲得数全国№１の地位を奪還し、信州日本酒の知名度向

上、出荷量増加を図るため、醸造指導体制を強化するとともに、県産酒造好適

米の活用を促進します。

　　　・醸造指導体制の強化

　　　　　事業主体　長野県酒造組合

　　　　　委託事業

　　　・県産酒造好適米の活用促進

　　　　　事業実施主体　県内酒蔵

　　　　　補助率　　　　　 1/2以内

*全国新酒鑑評会での金賞受賞数：11蔵（Ｈ27酒造年度）→21蔵（Ｈ30酒造年度）

17,232 H28当初 0

9,105 H28当初 0

19,056 H28当初 23,200

伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図るため、後継者の育成・確保、

新商品の開発、県内外の販路開拓などの産地の取組を支援します。

　　　・産地組合等による活性化に向けた取組への支援

　　  ・伝統工芸技術の伝承講習会開催支援

　　  ・新規就業者の定着促進支援

 (新)・外国語版パンフレットの作成

      ・展示商談会の開催・出展支援

*技術伝承講習会参加者数：41人（H27）→50人（H29）

信州型醸造設備開発プロ

ジェクト事業補助金

NAGANO WINEグローバル

チャレンジ事業費

信州日本酒全国NO．1奪還

プロジェクト事業費

伝統的工芸品産業魅力

アップ・創造事業費

32 （産業労働部－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

13

[070301]

【次世代産業創出】

<活力と循環の信州経済の創出>

産業立地・経営支援課 H29当初

14 産業集積促進事業費

[070303]

【次世代産業創出】

産業立地・経営支援課 H29当初

[債務負担行為額]

15 創業・起業支援事業費

[070402]

【次世代産業創出】

<活力と循環の信州経済の創出>

産業立地・経営支援課

創業・サービス産業振興室

H29当初

16 中小企業融資制度資金

[070304]

【次世代産業創出】

産業立地・経営支援課 H29当初

人口の県外流出防止や社会増を図るため、雇用の確保及び地域経済の活性

化を目指し、立地セミナーの実施など企業誘致活動を強力に推進します。

  ・新規立地企業の設備投資等に対する助成支援

  ・本社等の移転に対する助成支援

  ・国内外の企業への立地環境PRのためのセミナー等の開催

*企業誘致件数：26件(H27）→40件（H29)

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

　・工業製品、加工食品などの国内外展示会等への出展支援

*国内販路開拓商談件数：4,700件（H29）

*海外販路開拓商談件数：250件（H29）

*受発注取引斡旋紹介件数：1,200件（H29）

146,862 H28当初 147,003

県内経済を担う次世代産業を創出するため、潜在的な創業希望者の掘り起こ

しを行うとともに、創業意欲を高め、多様な創業スタイルを応援し、日本一創業

しやすい県づくりを推進します。

(新) １　信州創業応援プラットフォーム創出事業

 　　　　 産学官金のプラットフォームを構築し、一体的な創業支援施策

           を展開

(拡) ２　創業・起業支援強化事業

          創業者向けのセミナー等の開催やモデル事業を実施

(拡) ３　信州アントレプレナー育成事業

　　　　　県内小中高生に対して創業体験プログラムを実施

*ながの創業サポートオフィス相談者の創業件数：13件(H27）→25件（H29)

*「創業支援資金」利用件数：896件（H27)→1,000件（H29）

10,239 H28当初 8,225

1,577,568 H28当初 1,483,090

[964,600]

56,870,827 H28当初 63,534,723

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。

（拡）・地方創生推進資金（事業展開向け、次世代産業向け）の拡充

（拡）・返済負担軽減に繋がる借換が可能な資金の充実

*新規融資額：357億円(H27）→800億円（H29)

マーケティング支援セン

ター事業費

33 （産業労働部－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

17

[070401]

<活力と循環の信州経済の創出>

産業立地・経営支援課

創業・サービス産業振興室

H29当初

18 サービス産業振興事業費

[070401]

<活力と循環の信州経済の創出>

産業立地・経営支援課

創業・サービス産業振興室

H29当初

19

[070102]

産業政策課 H29当初

20

[070701]

【次世代産業創出】

人材育成課 H29当初

県内サービス産業の振興を図るため、ＩＴを中心としたクリエイティブ人材を県

外から誘致するとともに、県内人材の育成、新商品・サービスに係る資金調達

等を支援します。

(新) １　サービス産業生産性向上事業

　　　　  県内サービス産業の労働生産性向上に資するセミナーを開催

(拡) ２　ときどき＆おためしナガノ

          県外ⅠＴ産業人材等の移住、拠点開設を支援

　　  ３　オープンハッカソン支援事業

　　　　　県内ⅠＴ産業人材の発掘、育成を支援

      ４　クラウドファンディング活用促進事業

          クラウドファンディングの活用による資金調達を支援

*「おためしナガノ」移住支援件数：８件（H27)→12件（Ｈ29)

*「クラウドファンディング活用促進事業」資金調達件数：７件（H27）→10件（Ｈ29)

商店街の空き店舗を活用するため、空き店舗オーナーと出店希望者らが開催

する商店街やその空き店舗の魅力を「共感」できるマッチングイベントなどによ

り、商店街の活性化を支援します。

*空き店舗契約数：３件（H28)→５件（Ｈ29)

2,877 H28当初 1,423

小規模事業者の経営の改善発達を支援するとともに、中小企業者の事業活動

の共同化や経営基盤の強化を図ります。

　・事業主体　　商工会、商工会議所及び各連合会

                     長野県中小企業団体中央会

　・補助率　　　 10/10以内

*巡回・窓口相談回数：128,000回（H29）

*講習会等による指導回数：2,250回（H29）

*講習会等参加者数：27,000人（H29）

2,501,610 H28当初 2,498,654

14,584 H28当初 14,384

52,602 H28当初 52,189

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。

*スキルアップ講座参加者数：1,858人(H27)→2,285人(H29)

*信州ものづくり未来塾受講者数：1,440人(H28見込)→1,530人(H29)

「信州で始めるあなたのお

店」応援事業費

小規模事業・中小企業連携

組織支援事業費

産業人材育成支援センター

事業費

34 （産業労働部－5）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

21

[070702]

【次世代産業創出】

人材育成課 H29当初

22

[070802]

【雇用・社会参加促進】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

労働雇用課 H29当初

【新】

23

[070801]

【雇用・社会参加促進】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

労働雇用課 H29当初

24

[070801]

【雇用・社会参加促進】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<若者のライフデザインの希望実現>

<信州創生を担う人材の確保・育成>

労働雇用課 H29当初

新規学卒者の県内就職促進のため、県外学生のインターンシップ経費の助成

や大学等と連携したインターンシッププログラムを実施するとともに、県内企業

の魅力を積極的に発信し、学生と企業の出会いの場を創出します。

*参加学生のうち県内企業へ就職した割合：69.6％（H27)→70.0％(H29)

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

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、就職の促進を図るとともに、離転職者や障がい者の就

職の促進を図るため、民間教育訓練機関に職業訓練を委託し、必要な技能・

知識の習得を図ります。

*工科短期大学校就職率：100%(H29)　*技術専門校就職率：92％(H29)

*民間活用委託訓練就職率：75%(H29)

*障がい者民間活用委託訓練就職率：57%(H29)

964,712 H28当初 1,366,328

仕事と生活の両立がしやすい、時間や場所にとらわれない働き方の普及のた

め、ＩＴスキル習得セミナー等のテレワーカー育成講座を実施するとともに、企

業に対してテレワーカーへの業務発注方法等の普及を図り、セミナー受講者と

企業とのマッチングを支援します。

*就業率：90％(H29)

（地方創生推進交付金活用事業）

19,316 H28当初 0

25,375 H28当初 0

(H27前倒し含み) (33,874)

40,532 H28当初 0

(H27前倒し含み) (26,392)

県内産業や地域社会を担う人材の確保・定着を図るため、多様で柔軟な働き

方が選択できる環境づくりを推進します。

　　　・企業に対して短時間正社員制度など多様な勤務制度の導入や

　　　　従業員の処遇改善を働きかけ

　　　・県全体の働き方改革の気運醸成に向けた普及啓発の実施

（新）・「一人多役」型の働き方・暮らし方による地域社会づくりのための

　　　　研究会の開催

*職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業数：9社（H27）→150社（H29)

（地方創生推進交付金活用事業）

工科短期大学校・技術専門

校職業訓練事業費

信州シューカツ応援プロ

ジェクト事業費

ＩＴ活用による新たな働き方

普及事業費

多様な働き方普及促進

事業費

35 （産業労働部－6）



1 ＤＭＯ構築事業費

[080101]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

山岳高原観光課 H29当初

2 山岳遭難防止対策費

[080102]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

山岳高原観光課 H29当初

3

[080201]

【信州ブランド確立】

<活力と循環の信州経済の創出>

山岳高原観光課

信州ブランド推進室 H29当初

4

[080201]

【信州ブランド確立】

<活力と循環の信州経済の創出>

山岳高原観光課

信州ブランド推進室 H29当初

信州首都圏総合活動拠点

運営事業費

172,161 H28当初 171,562

信州の美しさと健康な暮らしを多くの人とシェア（共有）するため、銀座ＮＡＧＡ

ＮＯから信州のヒト・コト・モノをトータルに発信します。

（新）・信州の様々な情報を伝える「しあわせ信州コンシェルジュ（仮称）」

　　　　の設置

　　　・県内への誘客・誘引を図る体験型イベントの実施

*銀座ＮＡＧＡＮＯ来館者数：74万人(H27)→78万人(H29)

*遭難件数：273件（H27）→260件（H29）

（一部　ふるさと信州寄付金基金活用事業）

国内外からの観光客の流れを戦略的に創出し、観光による信州創生を進める

ため、地域DMOの構築に向けた取組を支援するとともに、県DMOの構築を促

進します。

　１　地域DMOの構築支援

　　　市町村観光協会幹部職員等を対象にリーダー養成講座を実施

　２　県DMOの構築促進

　　　専門人材の採用、マーケティング調査等の経費負担

*DMOリーダー養成者数：10人（H29）

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

51,279 H28当初 7,235

観光部

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

66,531 H28当初 43,905

*信州ブランド戦略の県民認知度：72.7％(H27)→80％(H29)

16,156 H28当初 42,633

信州ブランド普及・発信事

業費

信州ブランド戦略に基づく「しあわせ信州」をより一層普及浸透させるため、関

係者間の意識共有を図るとともに、県内外に向けた発信活動を展開します。

      ・関係者間の意識共有を図るためのワークショップの実施等

　　　・Ｗｅｂを活用したプロモーションの実施

(H27前倒し含み) (94,645)

県内の山岳遭難件数・遭難者数の増加に歯止めをかけ、安全・安心な登山を

楽しむ環境づくりを進めるため、山岳遭難防止に係る啓発活動や情報発信を

強化します。

　１　登山者への啓発活動

　　　安全登山の啓発

　２　防止対策活動の充実、施設の整備

　　　夏山常駐・秋山特別パトロール隊の設置

　　　涸沢山岳総合相談所の修繕

　３　火山の山小屋強化に対する補助

　　　　・事業主体　常時観測火山を有する市町村

　　　　・補助率　　　1/2以内

36 （観光部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5

[080302]

<活力と循環の信州経済の創出>

観光誘客課 H29当初

6 木曽観光復興対策事業費

[080302]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

観光誘客課 H29当初

7

[080401]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

観光誘客課

国際観光推進室 H29当初 94,254 H28当初 51,472

(H27前倒し含み) (114,272)

40,000 H28当初 0

(H27前倒し含み) (50,000)

平成31年までに、外国人延べ宿泊者数200万人の目標を達成するため、中国

をはじめとする東アジアや成長著しい東南アジア等の市場に加え、欧米市場や

新興市場へとターゲットを拡大し、科学的・専門的なマーケティングに基づく戦

略的なプロモーション活動を強化・実施します。

　　・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請

　　・サイクルツーリズム・トレッキング、ウィンタースポーツによる誘客

　　・ＳＮＳ等を活用した情報発信強化

*外国人延宿泊者数（観光庁「宿泊旅行統計調査」）　94.7万人(H27)→200万人

(H31)

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

110,000 H28当初 72,364

信州デスティネーションキャ

ンペーン事業費

御岳山噴火災害による影響で観光客が減少している木曽地域において、被災

前の観光地利用者数への回復を図るため、地元が主体となって行う観光プロ

モーションを支援します。

　　・事業主体　　木曽観光復興対策協議会

　　（木曽郡内町村、町村観光協会、木曽観光連盟、商工団体、県で構成）

*木曽地域観光利用者　平成27年度220万人→平成31年末までに266万人

*木曽地域観光消費額　平成27年度90億9,000万円→平成31年末までに105億9,000

万円

本県独自の価値「山岳高原」の強みを活かし、「大自然に癒される」を中心に、

「アウトドア」、｢歴史・文化｣、「食」をテーマとして信州ならではの楽しみ方を提

供しながら、「滞在・周遊型」観光の推進を図るため、「信州デスティネーション

キャンペーン」を中心に全県的な観光キャンペーンを展開します。

　　・誘客促進対策（オープニングイベント、ＰＲキャラバン等）

　　・宣伝対策（パンフレット、ポスターの制作等）

　　・メディア広報（Ｗｅｂ、新聞、雑誌、ＴＶ等でのＰＲ等）

　　・受入体制整備（おもてなし推進、特別企画の実施等）

*観光消費額：7,410億円(H27)→7,618億円(H31)

*延宿泊者数：1,921万人(H27)→2,075万人(H31)

戦略的な外国人旅行者の

誘致推進事業費

37 （観光部－2）



1

[090601]

【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】

【誇りある暮らし実現】

【信州ブランド確立】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

農村振興課 H29当初

2

[090601][090602]

【環境・エネルギー自立地域創造】

<活力と循環の信州経済の創出>

農村振興課 H29当初

3

[090503][090602]

【環境・エネルギー自立地域創造】

<活力と循環の信州経済の創出>

農地整備課 H29当初

農村振興課

農業生産性の向上を図るため、農地中間管理機構を活用して担い手への農地

集積・集約化を行う市町村等の生産基盤の整備を支援します。

　１　農地中間管理機構を活用し、担い手への農地集積・集約化を行う場合に

　　　県補助率を引き上げ、農業者負担を軽減

　　　　・事業主体　市町村等

　　　　・補助率　　6/10（中山間地域　6.5/10）

　２　上記１を実施する中山間地域等において、市町村が地元負担金の全額を

　　　負担する場合に支援

　　　　・事業主体　市町村

　　　　・補助率　　 定額、1/2以内

　*農業生産性の向上を図るための基盤整備を支援：10地区（H29）

　*事業実施地区の担い手への農地集積率：68％(H29)

39,916 H28当初 28,000

237,564 H28当初 156,436

*人・農地プラン実践地区数：281地区(H27)→310地区(H29)

（一部　ふるさと農村活性化基金活用事業）

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　地域や集落における人・農地プランの実践・見直し等への支援や農業

　　　経営の法人化を促進

　２　プランで位置づけた中心経営体に対し、経営規模の拡大や設備投資

　　　を支援

　３　遊休農地における新たな利用者の育成・確保、農産物の生産販売計

　　　画と一体的な遊休農地の再生・活用

農政部

力強い農業を支える基盤整

備事業費

人と農地を明日へとつなぐ

支援事業費

農業で夢をかなえる支援事

業費

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

「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　青年農業者、先進的・企業的農業者及び女性農業者等の活動を支援

　２　熟練農業者を「里親」として公募・登録し、新規就農希望者に対してより

　　　実践的な研修を実施

　　　（新）・新規就農希望者が、就農の決断に向けて短期間里親

              のもとで行う研修を支援

　　　（新）・就農後に不可欠な、経営管理手法や経営感覚を育む

              研修を実施し、早期の経営安定を支援

　３　農業大学校研修部において、意欲ある多様な担い手の農業研修や、

　　　県民の農業への関心・理解を深める研修等を実施

*新規就農者数（40歳未満）：250人(H29)

（一部　ふるさと農村活性化基金活用事業）

1,138,110 H28当初 1,160,429

38 （農政部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

4 農業所得向上支援事業費

[090301][090306][090402]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

農業技術課 H29当初

園芸畜産課

5

[090301]

【農山村産業クラスター形成】

農業技術課 H29当初

穀物の需要に応じた生産と利用拡大を図るため、優良品種の導入や栽培技術

の研修会を行うとともに、実需者の要望に対応する供給に向けて、生産体制の

強化を図ります。

　　　１　需要に的確に対応した米・麦・大豆・そばの生産振興

　　　２　経営所得安定対策を活用した畑作物の作付推進

（新）３　地消地産への取組として、加工食品の原材料等を県内農産物へ

　　　　　置き換えるための畑地での輪作体系等の実証試験

*実需者ニーズの高い県オリジナル品種の作付面積：1,349ha（H26）→2,260ha（H29）

9,577 H28当初 982,109

103,686 H28当初 100,331

農業所得の向上を図るため、水田農業の体質強化や県オリジナル品種の生産

拡大を支援するとともに、革新的農業技術の開発や経営改善指導などを総合

的に進めます。

 

（新） １　農業経営カイゼン実践手法の普及

　　　　   本県稲作の中心を担う大規模法人に農業分野にはない民間の新たな

　　　　 　経営改善手法を導入し、経営の一層の効率化に向けた支援を行うとと

            もに、そのノウハウを県内の農業経営体の指導に広く活用

　　 　２　信州農業を革新する技術開発の推進

　　　　   大学や企業等と連携し、農業の生産現場を革新する技術･機械を開発

　　　　   （H29新規着手：果実収穫を支援するハンディ型熟度測定機等）

　  　 ３　水田農業所得向上支援

　　　     水田農業の複合化や生産コストの削減などにより、本県水田農業を

　　　　   担う経営体を支援

       ４　主要穀類オリジナル品種の戦略的拡大

　　　     水稲「風さやか」や「信州ひすいそば」の生産拡大、ブランド確立を支援

  　   ５　園芸農業所得向上支援

　　　     生産性の高いりんご栽培方式の導入や、消費者ニーズの高い果樹

            オリジナル品種の生産拡大を支援

　　　　     （つがる→リンゴ長果25、巨峰→ナガノパープル　など）

*モデル法人の経営改善：2法人(H31まで)

*革新的農業技術の開発着手：9件(H30まで)

*5ha規模以上の効率的な水田農業経営体の育成：594経営体(H27)→625経営体

(H29)

*水稲「風さやか」及び「信州ひすいそば」栽培面積：1,060ha(H27）→1,460ha(H29)

*リンゴ長果25(シナノリップ)の栽培面積：0ha(H27)→50ha(H29)

多様なニーズに対応する穀

物生産振興事業費

39 （農政部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

6
信州ワインバレー産地育成

事業費

[090306][090402]

【信州ブランド確立】

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

農業技術課 H29当初

園芸畜産課

7
高収益型畜産推進事業費

[090406]

<活力と循環の信州経済の創出>

園芸畜産課 H29当初

8
環境にやさしい農業総合

対策事業費

[090302]

<活力と循環の信州経済の創出>

農業技術課 H29当初

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、国際的に通用するＧＡＰ(農業生産工程管

理)認証の取得を推進します。

　

 （新）１　国際水準に基づく生産工程管理の導入拡大

　　 　　　国際水準GAPを実践し、東京オリンピックへの食材提供、輸出拡大や

　　　　　 消費者のニーズ変化等に的確に対応できる農業経営体の育成

　　 　２　実証ほの設置や技術の普及などにより環境にやさしい農業の

　　　　　 面的拡大を推進

   *生産者GAPに取り組むJA生産者部会・農産物直売所の割合： 20%(H27)→39%(H29)

   *エコファーマーの認定組織数：213(H27)→310(H29)

   *信州の環境にやさしい農産物認証面積：1,763ha(H27)→2,200ha(H29)

畜産の競争力強化と所得の確保を図るため、新たな技術を導入するモデル農

場の設置等による生産性向上への取組を支援します。

（新）・（一社）家畜改良事業団との連携によるDNA情報を活用した優良種畜

　　　 の確保

　　　・モデル農場においてICTを活用した効率的な飼養管理を実証展示

　　　・繁殖雌牛の生産性向上のための調査・指導の実施

*信州プレミアム牛肉認定頭数：3,242頭（H27)→3,700頭（H29)

7,093 H28当初 7,164

9,450 H28当初 5,894

13,938 H28当初 2,000

(H27前倒し含み) (4,229)

*ワイン用ぶどう栽培やワイナリー開設を目指す者：30名

*ワイン用ぶどう苗木供給量：7,000本（H28）→57,000本（H31）

*ワイン用ぶどう栽培に関する新技術：３技術（H31）

（一部　地方創生推進交付金活用事業）

「信州ワインバレー構想」を推進するため、ワイン産地の形成に向けた人材育成

やワイン用ぶどうの安定生産に取り組みます。

　

　　　１　ワイン用ぶどう生産やワイナリーの起業を目指す担い手の育成に向

　　　　　けたワイン生産アカデミーの開催

（新）２　健全なワイン用ぶどう苗木の増産体制の整備

（新）３　NAGANO WINEの振興に向けた県内のワイン用ぶどう栽培関係者の

　　　　　知恵を結集するプラットフォームの構築、気象データの収集や双方向

　　　　　ネットワークを活用した研究開発等

40 （農政部－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

9
補助公共事業費 補助公共事業費

[090503][090504]

<活力と循環の信州経済の創出>

農地整備課 H29当初

[債務負担行為額]

10
県単独公共事業費

[090503][090504] 県単独公共事業費

<活力と循環の信州経済の創出>

農地整備課 H29当初

11
直轄事業負担金

直轄事業負担金

農地整備課 H29当初

12
「長寿世界一ＮＡＧＡＮＯの

食」輸出拡大事業費

[090201]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

農業政策課

農産物マーケティング室 H29当初

県産農産物等の安定的で継続的な商業ベースの輸出を拡大するため、輸出に

積極的に取り組む長野県農産物等輸出事業者協議会の海外展開を支援しま

す。

　・シンガポールに加え、新たに香港に輸出支援員を配置

　・有望バイヤーとの商談による販路開拓（シンガポール、香港、台湾、タイ

　 に続き、マレーシアにおいて新たに販路を開拓）

*農産物の輸出額：１億２千万円（H25）→５億円（H29）

7,320 H28当初 7,320

10,985,293 H28当初 10,764,436

[5,502,000]

区　　分 予　　算　　額

生産基盤 71,477千円

農地防災 234,168千円

計 305,645千円

農地防災 3,027,622千円

農村整備 3,244,757千円

計 10,985,293千円

305,645 H28当初 305,645

区　　分 予　　算　　額

生産基盤 4,712,914千円

区　　分 予　　算　　額

生産基盤 255,525千円

255,525 H28当初 223,327

41 （農政部－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

13
信州花き輸出拡大・新需要

創出事業費

[090403]

【農山村産業クラスター形成】

<活力と循環の信州経済の創出>

園芸畜産課 H29当初

14
「おいしい信州ふーど（風

土）」プロジェクト推進事業

費

[090201]

【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】

<活力と循環の信州経済の創出>

農業政策課

農産物マーケティング室 H29当初

【新】

15
釣－リズム信州推進事業費

[090408]

<活力と循環の信州経済の創出>

園芸畜産課 H29当初

【新】

16
信州の農業資産魅力発信

事業費

[090503]

<活力と循環の信州経済の創出>

農地整備課 H29当初 2,800 H28当初 0

農業水利施設等が有する歴史や文化、伝統、景観等を魅力ある観光資源とし

て情報発信し誘客に結び付けます。

　・疏水百選やため池百選等に認定されている施設の魅力をデータベース化

　*観光資源として情報発信した団体数：０(H28)→５(H29)

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

内水面漁業の振興と観光をはじめとした地域の振興を図るため、「信州の釣り」

のＰＲと釣りを核として遊漁者の誘客に取り組む地域に対して助言・指導を行い

ます。

　・信州の釣りのＰＲ素材を作製・配布し、観光誘客を促進

　・釣りを核とした地域振興の企画立案の助言・指導

*助言・指導箇所数：５ヶ所（～H31）

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

1,359 H28当初 0

「おいしい信州ふーど（風土）」の認知度向上と消費の拡大を図るため、食品製

造や観光等、他産業との連携により、「売れる商品づくり」と販路開拓を促進しま

す。

　・「おいしい信州ふーど（風土）」大使・公使による情報発信

　・地域活動や飲食店との連携強化による県民との共有の促進

　・地産外消の推進による販路開拓の支援

*「おいしい信州ふーど（風土）」の県民認知度：65％（H27）→75％（H29）

*「おいしい信州ふーど（風土）」WEEK参加ＳＨＯＰ数：45店舗（H28）→100店舗（H29）

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

10,406 H28当初 10,278

2,926 H28当初 8,773

花き産業の振興を図るため、輸出拡大に向けたセミナーの開催や、海外バイ

ヤーの招へいによる県産花きのＰＲを行うとともに、日常生活や、ホテル・旅館等

における新たな花きの需要創出を促進します。

　

　　　　・花き輸出拡大セミナーの開催

　　  　・海外バイヤーの招へいによる県産花きのＰＲ

　　 　 ・催事等での生花コサージュの利用促進

（新）　・県内ホテル・旅館における県産花きの利用促進

*花き産出額：150億円（H27）→160億円（H29）

42 （農政部－5）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

17
信州産食材“地消地産”推

進事業費

[090201]

【環境・エネルギー自立地域創造】

<活力と循環の信州経済の創出>

農業政策課

農産物マーケティング室 H29当初

18
多面的機能支払事業費

[090502]

<活力と循環の信州経済の創出>

農地整備課 H29当初

19
中山間地域農業直接支払

事業費

[090603]

<活力と循環の信州経済の創出>

農村振興課 H29当初

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。

　・畦畔の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充などの地域資源の基礎的

　　保全活動を支援

　・水路、農道、ため池等の軽微な補修や農村環境保全のための活動を支援

　・老朽化が進む農業用施設の長寿命化のための活動を支援

　・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　　活動組織、市町村等

　　　交付率　　　 定額

*多面的機能支払保全活動取組面積：42,700ha(H29)

1,912,000 H28当初 1,875,000

1,191,833 H28当初 1,238,808

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。

　・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（H29）

7,240 H28当初 7,429

県内のホテル・旅館等で活用する食材について、県外産から信州産食材への

「置き換え」を進めるとともに、学校給食においても信州産食材の利用拡大を図

り、「食の“地消地産”」の取組を促進します。

　

        ・研修会・産地見学会を通じたホテル・旅館等での利活用の促進

（新）  ・地域DMOと連携して県産農産物の利用度に関する基礎的調査

　　　　　を実施し、積極的な取組や魅力ある食材をＰＲ

（新）　・給食センターでの県産食材の利用率向上に向けた意見交換会

　　　　　の開催等

*「信州の山ごはん＆地酒」登録施設数：100施設（H29）

*学校給食県産農産物利用率：45％（H29）

43 （農政部－6）



【新】

1

[100102]

森林政策課 H29当初

2

[100202]

信州の木活用課 H29当初

3 信州の木自給圏構築事業費

[100302]

<活力と循環の信州経済の創出>

信州の木活用課

県産材利用推進室 H29当初

4

[100301]

<活力と循環の信州経済の創出>

信州の木活用課

県産材利用推進室 H29当初

信州の木と住まいの総合対

策事業補助金

*木質バイオマス生産量：53千㎥(H27)→122千㎥(H29)

2,500 H28当初 1,400

(H27前倒し含み) (2,600)

県産材の需要拡大を図るため、建築関係団体との連携による公開講座の開催

や展示会の実施により、県産材の認知度向上や確実な県産材の販路拡大を

図ります。

　・事業主体　　長野県木材協同組合連合会

　・補助率　　 　10/10

　・事業内容

　　　　　　１　県産材利用推進　木造セミナーの開催等

　　　（新）２　「信州型接着重ね梁」ＰＲのための展示会への出展

*県産材の製材品出荷量：117千㎥(H27)→150千㎥(H29)

（一部　森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

林務部

林業の中核的な担い手である森林組合が早期に自立的・安定的な経営に向

けた経営改善を進めるため、長野県森林組合連合会が森林組合に対して専

門家を派遣し、森林組合の経営、会計、事業管理等に関する診断・改善指導

等を行う取組を支援します。

　・事業主体　　長野県森林組合連合会

　・補助率　　 　1/2

*経営等の診断・改善指導を行う森林組合数：全18森林組合（H31）

森林法の改正を踏まえ、施業の集約化等を促進し、林業の成長産業化を図る

ため、森林所有者等の情報を集約した林地台帳の整備及び担い手への提供

を推進します。

*林地台帳の公表を行う市町村数：全77市町村(H31)

49,508 H28当初 0

1,748 H28当初 0

森林資源の循環利用の仕組みを確立し、林業・木材産業が自立した産業とな

るため、各地域で生産される森林資源を効率的、安定的に供給し、有効に利

用していく体制を構築します。

（拡）・県域及び各流域の林業・木材産業の現状と課題等の調査

　　　・現状の検証及び自立に向けた方向性の検討

*県産材の製材品出荷量：117千㎥(H27)→150千㎥(H29)

（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

12,470 H28当初 7,446

次世代森林情報整備推進

事業費

森林組合経営改善支援事

業補助金

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

44 （林務部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

【新】

5

[100404]

森林づくり推進課 H29当初

6

[100404]

森林づくり推進課 H29当初

7

[100501]

<まち・むらづくり>

森林づくり推進課

鳥獣対策・ジビエ振興室 H29当初

8

[100502]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

<活力と循環の信州経済の創出>

森林づくり推進課

鳥獣対策・ジビエ振興室 H29当初

低コスト造林一貫作業シス

テム導入促進モデル事業

費

林業用優良苗木生産指導

事業費

地域で取り組む総合的野生

鳥獣被害対策事業補助金

信州ジビエ需要拡大総合

対策事業費

(H27前倒し含み) (29,807)

野生鳥獣被害対策の一環として捕獲した個体等を地域の有用な資源として活

用を進めるため、民間との協働により信州ジビエのブランド化を目指して総合

的なジビエ振興を図ります。

　　　・首都圏でのＰＲ活動の実施

（新）・新鮮な信州ジビエの供給モデルの構築

　　　・信州ジビエを県内外に強く発信できる料理人の育成・認定

*ニホンジカ捕獲頭数：31,000頭(H27)→40,000頭(H29)

12,733 H28当初 21,807

37,608 H28当初 27,526

野生鳥獣との緊張感ある棲み分けと野生鳥獣による農林業被害の軽減を図

り、地域の実情、固有の課題や実施体制に応じた野生鳥獣被害対策を効果

的に進めるため、地域が合意形成の下に連携して取り組む対策に支援しま

す。

　・事業主体　　市町村、協議会、組合、集落等

　・補助率　　 　1/2

*農林業被害額：９億6,000万円(H27)→８億7,000万円(H29)

13,928 H28当初 23,176

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

伐採から植栽までを一貫して行うことで造林経費の低コスト化を図る取組（一貫

作業システム）の普及を推進するため、普及に必要なデータをモデル地域に

おいて収集します。

*県内事業体への普及率：0％(H27)→35％(H29)

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

4,998 H28当初 0

優良な苗木を安定生産し供給するため、優良な種子を確保するとともに、採種

園の新規造成・整備・更新を行い、低コスト苗木の安定供給を図ります。

　・事業主体　　県、長野県山林種苗協同組合

　・補助率　　 　1/2

　・事業内容

　　　　　　１　林業種苗法に基づき指定された優良な母樹からの種子採取

　　　（新）２　既存カラマツ採種園のカラマツ母樹の更新

　　　　　　３　林業用苗木の生産基盤整備の支援

*林業用苗木供給量：69万本(H27)→100万本(H29)

45 （林務部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

9 補助公共事業費

[100204][100401][100404]

【環境・エネルギー自立地域創造】

【誇りある暮らし実現】

信州の木活用課

森林づくり推進課 H29当初

10 県単独公共事業費

[100204][100401][100404]

【環境・エネルギー自立地域創造】

【誇りある暮らし実現】

信州の木活用課

森林づくり推進課 H29当初

11 直轄事業負担金

森林づくり推進課 H29当初

　県単独公共事業費

（一部　森林づくり県民税基金、ふるさと信州寄附金基金活用事業）

642,121 H28当初 461,596

　直轄事業負担金

8,399,749 H28当初 9,198,377

　補助公共事業費

（一部　森林づくり県民税基金活用事業）

486,000 H28当初 476,000

46 （林務部－3）



1 道路照明灯ＬＥＤ化事業費

[110301]

道路管理課 H29当初

[債務負担行為額]

【新】

2

[110501]

河川課 H29当初

【新】

3

[110601]

砂防課 H29当初

4

[110705]

【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 H29当初

5

[110701]

<まち・むらづくり>

都市・まちづくり課 H29当初

建設部

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

道路照明灯にかかる電気料と維持管理経費を削減するとともに、二酸化炭素

の排出量削減により環境への負荷を抑制するため、水銀灯やナトリウム灯をＬ

ＥＤ灯に交換します。

平成29年度は東信地域の県管理道路において、10年間のリース契約により、

道路照明灯をＬＥＤ灯に交換します。

*経費削減効果（２年目～10年目）：5,466千円/年

25,859 H28当初 23,400

[397,339]

世界に誇る信州の農村景

観育成事業費

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

けた支援などを行うとともに、信州の農村景観の魅力を国内外に向け広く発信

します。

　・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

*「ふるさと信州風景百選」ＨＰアクセス数：1,200件/月(H27)→1,500件/月(H29)

洪水浸水想定区域図作成

事業費

指定河川において想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を作成する

ことで、市町村のハザードマップ作成に資するとともに、地域防災力の向上を

図ります。

　・洪水浸水想定区域図の作成　　４河川

64,600 H28当初 0

地域防災力加速化支援事

業費

3,089 H28当初 3,264

危機管理部・健康福祉部と連携して、地域防災力の向上への取組を強化しま

す。

　・地域の防災マップの作成等のための指導者養成講座を連携して実施

　・建設事務所、砂防事務所に土砂災害・水害防止支援アドバイザーの配置

*指導者養成講座の開催：2回、土砂災害・水害防止支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの配置：16箇所

10,000 H28当初 0

信州まちなかリノベーション

推進事業費

遊休不動産を活用した民間主導のまちづくりを波及させるため、実践者による

セミナー（空き家見学会ほか）を開催し、まちづくりの核となるキーパーソンを育

成するとともに、人材のネットワークを構築します。

　・リノベーションセミナーの開催（5地域）

*信州リノベーションセミナー受講者数：60人(H28見込)→150人(H29)

1,528 H28当初 1,795

47 （建設部－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

6

[110703]

都市・まちづくり課 H29当初

7

[110801]

【環境・エネルギー自立地域創造】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<活力と循環の信州経済の創出>

<まち・むらづくり>

建築住宅課 H29当初

[債務負担行為額]

8

[110802]

建築住宅課 H29当初

9

[110801]

<まち・むらづくり>

建築住宅課 H29当初

全国都市緑化信州フェア推

進事業費

緑豊かな潤いあるまちづくりを推進するため、平成31年度に開催する第36回

全国都市緑化信州フェアの実行委員会を設立し、会場整備設計及び実施計

画を策定するとともに、広報宣伝活動等を行い、県民参加による開催機運の

醸成を図ります。

*フェア開催に向けた実行委員会の設立（H29.6月）

82,567 H28当初 9,764

住宅・建築物耐震改修促進

事業費

「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、耐震改修への補助

　　　　　耐震改修　　上限100万円［60万円から拡充］

　　　　　補 助 率　　1/2

　　　・地区避難施設の耐震改修への補助

（新）・耐震化の重要性に関する住宅所有者への啓発実施

*住宅の耐震診断：801件（H27)→957件（H29)、耐震改修：178件（H27)→195件

（H29)

信州型住宅リフォーム促進

事業費

省エネルギーに配慮された快適で健康な住まいづくりを推進し、居住環境の

向上と既存住宅の有効利用を図るため、リフォーム工事費の一部を助成しま

す。

［省エネルギー化を重点化した助成制度に見直し］

　・助成対象工事：省エネルギー化（断熱）、バリアフリー化、県産木材使用

　・助成率：助成対象工事費の1/5

　・助成メニュー（助成額上限）：

　　一般型（40万円）、移住促進型（50万円）、省エネ先導モデル型（100万円）

*一般型：136件（H27)→164件（H29)、移住促進型：13件（H27）→17件（H29)

48,500 H28当初 53,446

81,733 H28当初 83,466

[5,400]

空き家適正管理促進事業

費

市町村の空き家対策に対する技術的助言等の支援を行うとともに、既存住宅

現況検査（インスペクション）費用等への補助を行い、増加する空き家の適正

管理と円滑な流通を促進します。

　

　・空き家対策セミナーの開催

　・課題解決に取り組む市町村へ専門家を派遣

　・既存住宅現況検査費用・売買瑕疵保険料への補助

*既存住宅現況検査件数：30件（H29)、売買瑕疵保険加入件数：20件（H29)

2,867 H28当初 5,367

48 （建設部－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

10

[110801]

【活動人口増加】

<大都市・海外との未来志向の連携>

建築住宅課 H29当初

11

[110901]

【活動人口増加】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<まち・むらづくり>

建築住宅課公営住宅室 H29当初

[債務負担行為額]

12

[111001]

施設課 H29当初

[債務負担行為額]

信州木のある暮らし推進事

業費

“信州の木”のある暮らしの魅力を発信するため、木造建築物の表彰、木造建

築の担い手確保に向けた啓発及び二地域居住者向けコンパクト住宅の普及

促進を実施します。

　・優良な木造建築物への「“信州の木”建築賞」表彰

　・中学校への大工技能者の派遣実習の実施

　・二地域居住者向けコンパクト住宅の趣旨に沿った施設整備への補助

*コンパクト住宅プレゼンテーション来場者数：45人（H27)→50人（H29)

11,362 H28当初 11,376

第二期公共施設耐震対策

事業費

県営住宅『５R』プロジェクト

推進事業費

住宅に困窮する所得の少ない方の安全・安心・快適な暮らしを確保するため、

県営住宅プラン2016に基づく『５R』プロジェクトを推進し、県営住宅の整備充

実を図ります。

 県営住宅『５R』プロジェクトの推進

　《Renovation》

　 老朽化した中高層住宅を活用し、子育て世帯等が「住みたくなる」県営

   住宅としてモデル的にリノベーション

　     ・リノベーション戸数　２戸

　《Reform》

　 入浴設備のない中高層住宅の浴室をリフォーム（ユニットバスや浴槽等

   を設置）

　　   ・入浴設備設置　213戸

　《Renewal》

 　今後も維持が必要な低層住宅を厳選してリニューアル（全面的リフォーム）

　   　・リニューアル　20戸

　《Reconstruction》

　 将来の市町村移管の協議が整った団地の建替え

　　   ・建替（建設着手含む）　78戸

　《Restructuring》

　 居住環境の整った団地への集約・移転の促進、老朽化した住宅の除却

    と土地の有効活用

　　   ・集約・移転　173戸、除却　77戸

*建替戸数：57戸（H29着手）

*中高層住宅入浴設備設置住戸：75.2％（H27）→80.1％（H29）

*集約・移転戸数：173戸（H29）

<優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修>

1,896,761 H28当初 1,247,501

1,273,516 H28当初 1,576,242

[3,823,369]

[693,447]

地震から県民の生命及び財産を保護するため、防災上重要な拠点等となる県

有施設の耐震性能の強化や、県有施設の吊り天井の落下防止等の耐震対策

を計画的に進めます。

　・耐震診断、調査    62棟

　・設計   　　　　　 　  44棟

　・工事、監理　　      57棟

49 （建設部－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

13 リニア活用地域振興事業費

[111101]

リニア整備推進局 H29当初

14

[110102]

建設政策課技術管理室 H29当初

15

建設政策課 H29当初

[債務負担行為額]

補助公共事業費

（一部再掲）

建設産業活力向上支援事

業費

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・新工法の活用支援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

*優良技術者表彰申請者数：446名(H27)→470名(H29)

県と伊那谷自治体会議が連携し、有識者や関係者の意見を広く取り入れなが

ら、リニア関連構想を実現するために、プロジェクトの具体化に向けた検討を進

めます。

4,419 H28当初 4,917

安全・安心な県土づくりを進めるとともに持続可能な地域づくりを実現するた

め、国の予算を活用した補助公共事業を行います。

967 H28当初 967

48,945,086 H28当初 48,027,555

[25,758,048]

50 （建設部－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

16

建設政策課 H29当初

[債務負担行為額]

17 直轄事業負担金

建設政策課 H29当初

県単独公共事業費

（一部再掲）

観光地周辺の道路整備や土木施設の長寿命化に対応した修繕など、喫緊の

課題に対応するため、県単独の予算による事業を行います。

16,149,007 H28当初 16,064,369

[1,480,000]

13,307,000 H28当初 12,991,000

国が進める中部横断自動車道、三遠南信自動車道等の道路事業、千曲川、

天竜川等の河川事業や天竜川、信濃川上流水系等における砂防事業等につ

いて、地元自治体として負担金を支出します。

51 （建設部－5）



1

[160102]

警察本部会計課 H29当初

2 警察基盤強化事業費

[160101]

警察本部会計課 H29当初

警察本部

安全で安心な長野県を確立するため、地域における治安維持と災害警備対

策の拠点となる警察施設の基盤強化を推進します。

　・佐久警察署建設

　・交番・駐在所建替え等

*犯罪（刑法犯）の発生件数：15,000件未満(H29)

1,133,305 H28当初 1,818,249

343,752 H28当初 264,988

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

高齢者が当事者となる交通事故を防止するため、高齢運転者の認知症対策

や、高齢歩行者への交通安全教育等の対策を推進します。

(新)・臨時認知機能検査等の新設

　　 ・高齢者に対する交通安全教育の充実　等

*交通事故死傷者数：10,000人以下(H29)

高齢者交通事故抑止対策

事業費

52 （警察本部－1）



1

[150502]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

教学指導課 H29当初

2

[150502]

教学指導課 H29当初

3

[150503]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

教学指導課 H29当初

未来を担う科学技術人材育

成事業費

「未来を拓く学力」の向上事

業費

情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用した確かな学力育成事業

費

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

教育委員会

6,541 H28当初 5,647

将来の長野県を支える科学技術人材を育成するため、高校生を対象とした

「科学オリンピック」や中学生を対象とした「科学の甲子園ジュニア」等の科学

大会で本県中高生が活躍できるよう講座を開催し、生徒の科学的探究力や伸

びる力を一層伸ばす取組を推進します。

（新）・JAXAスペースツアーの実施

　　　　中学生がJAXA（宇宙航空研究開発機構）を訪問し宇宙飛行士体験

　　　　を行う機会をつくるなど宇宙科学分野への関心を高める取組を実施

　　　・科学オリンピック出場者の強化合宿の実施

　　　・大学、企業等と連携した学習活動への支援

22,074 H28当初 22,074

　　（こどもの未来支援基金活用事業）

*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64.4%、

中学校54.2%(H28)→小学校65.0%、中学校60.0%(H29)

*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57.1％、中学校52.2％（H28）→小学校60.0％、中学校56.0％（H29）

児童生徒に確かな学力を定着させるため、全国学力・学習状況調査の結果を

考察し、基礎的・基本的な知識・技能や活用する力を身に付けられるよう各学

校を支援するとともに、次期学習指導要領の実施に向けた取組を進めます。

（新）・次期学習指導要領の改訂に対応する計画の策定

　　　・授業改善のためのＰＤＣＡサイクルの改善

　　　・理数教育の指導力向上

　　　・学習格差解消に向けた補充的な学習サポートモデルの構築

　　（一部　地方創生推進交付金活用事業）

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。

（新）・県立高校において次期学習指導要領及び高大接続システム改革

　　　　に対応した学力向上を図るためのICT機器の整備・活用

　　　・ＲＥＳＡＳ（リーサス：地域経済分析システム）を活用した地方創生の

　　　　ための探究学習の実施

　　　・小中学校パイロット校での実証研究

　　　・教員のICT活用指導力向上研修

246,990 H28当初 191,257

53 （教育委員会－1）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

4

[150301]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

高校教育課 H29当初

5

[150301]

<信州創生を担う人材の確保・育成>

高校教育課 H29当初

6 「信州学」推進事業費

[150503]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

教学指導課 H29当初

学びと働きを連携させた信

州創生のための新たな人材

育成モデル事業費

学びの改革（高校フロントラ

ンナー改革）事業費

3,895

将来を担う若者が、社会の変化に対応しつつ、能力を最大限に高められるよ

う、教育の質の向上や教育方法の改善を推進するとともに、少子化による高校

の規模と配置の適正化に一体的に取り組み、「新たな社会を創造する力」を育

む「学びの改革」を行います。

（新）・地域懇談会の開催

（拡）・産業界、大学・中学校関係者等との意見交換の実施

　　　・パブリックコメントの実施

*「学びの改革　実施方針」の策定

　　（地方創生推進交付金活用事業）

90,229 H28当初 0

2,749 H28当初

今後の変化の激しい社会に対応していくため、地域の拠点となるモデル高校

に「学び」と「働き」が相乗的に営まれるデュアルシステムを構築し、産業界が求

める人材の育成と地域の魅力を活かした活躍の場を創出することにより、個人

の能力を活かし、産業を支える人材の定着を図ります。

（拡）・コーディネーターの設置

（拡）・企業実習の実施

（拡）・試作・研究、企業技術者による指導などカリキュラムの充実

　　　・研究者等とのワークショップの開催

*モデル校卒業者の地元就職率:Ｈ27年度末実績から３％～６％増

(H27前倒し含み) (23,003)

　　（一部　地方創生推進交付金活用事業）

12,899 H28当初 0

自らが生まれ育った地域の文化・産業・自然などを理解し、ふるさとに誇りと愛

着を持ち大切にする心情を育む「信州学」を深化させるため、県立高校におい

て地域の特色を生かして独自に取り組む探究学習を実施します。

（新）・信州学推進委員会を設置し、各高校が行う地域の特色を生かした信州

        学を推進

　　　・信州学に積極的に取り組む教員を養成

（新）・信州学の取組の成果を広く発信するための「信州学サミット」を開催

*「信州学」を実施する県立高校の割合:100%(H29)　

54 （教育委員会－2）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

7 グローバル人材育成事業費

[150503]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

教学指導課 H29当初

8

[150702][150901]

心の支援課

保健厚生課 H29当初

9

[150301]

高校教育課 H29当初

10 スクールカウンセラー事業費

[150701]

【教育再生】

<若者のライフデザインの希望実現>

心の支援課 H29当初

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

クール指定校を運営するとともに、高校生の発信力やコミュニケーション能力を

向上させ、学校の枠を越え、海外学生との交流や多様な経験を積むことができ

る体験的なプログラムを実施します。

（新）・「学校内の学び」から「社会に開かれた学び」へ学びのあり方を研究する

　　　　ため、学校とセミナー等を主催する団体をつなぐプラットフォームの設立

　　　　に向けた検討等

（新）・小学校英語教科化に向けた専科指導に対応したプログラム講習の実施

　　　・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：36.0%(H28見込)→40.0%(H29)

*高校３年卒業時で英検準２級レベル：38.0%(H28見込)→40.0%(H29)

240,199 H28当初 238,700

性被害防止に向けた指導

充実事業費

子どもの性被害防止のため、学校外の人材を活用した指導を推進するととも

に、児童生徒が性に関する正しい知識を習得し、自己や他者を尊重して健康

な生活を送るための資質・能力を養うため、学校における性に関する指導の充

実を図ります。

（新）・拠点中学校及び特別支援学校への「性被害防止教育キャラバン隊」の

　　　　派遣による性被害防止及び情報モラルに関する指導充実

　    ・性に関する指導（専門）研修会による教員の指導力向上（全県）

（新）・性に関する指導（実践）研修会による教員の指導力向上(県内４地域）

（拡）・指導者養成のための全国研修会への教員派遣３人(H28）→７人(H29）

（拡）・ホームページを活用した指導資料の提供

831,186

高等学校校舎等計画改修

事業費

148,755 H28当初 150,125

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、引き続き、充実した学校内の相談体制を維持します。

　　・小中学校　　拠点中学校95校に配置し、周辺校に派遣

　　・高校、特別支援学校　　要請に応じて教育事務所から派遣

7,369 H28当初 3,898

教育環境の確保と施設の長寿命化を図るため、老朽校舎等の計画的かつ集

中的な改修に引き続き取り組むとともに、生徒が長時間過ごす生活の場でもあ

る学校の環境改善を更に進めるため、トイレの洋式化などに取り組みます。

843,062 H28当初

55 （教育委員会－3）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

11

[150701]

【教育再生】

<若者のライフデザインの希望実現>

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業）

心の支援課 H29当初

12 特別支援教育充実事業費

[150401]

【教育再生】

義務教育課

特別支援教育課 H29当初

13

[150402]

【雇用・社会参加促進】

【教育再生】

特別支援教育課 H29当初 15,873

*一般企業で実習を行った生徒の一般就労割合：62.1％(H27)→65.0％(H29)

H28当初 13,098

特別支援学校や小・中学校における特別支援教育の専門性や教師の支援力

の向上を図り、障がい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。

（拡）・LD等通級指導教室の担当教員の増員　　28人（H28）→39人（H29）

　　　　　 １１人増　　内訳：小学校６、中学校５（新設）

（拡）・自立活動担当教員の増員

 　　　 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　20人

　　　　　（H26～H29　計80人増員）

　　　・専門職員の配置、外部専門家の活用

　　　　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

　　　　学校介助職員の配置や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に

　　　　よる実践指導を実施

753,741 H28当初 548,986

特別支援学校就労支援総

合事業費

特別支援学校高等部生徒の一般就労率を向上させ、卒業後の自立と社会参

加を促進するため、特別支援学校において技能検定をモデル的に導入し、生

徒の就労意欲と就労のためのスキルの向上を図るとともに、学校と地域企業と

の連携を強化します。

（新）・特別支援学校における技能検定の導入　　４校

　　　・就労コーディネーターの配置

スクールソーシャルワー

カー活用事業費

*SSWを介した関係機関との連携数：415件(H27)→900件(H29)

62,553 H28当初 46,642

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学校

に派遣し、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

　　　　　18人（H28）→24人（H29）

56 （教育委員会－4）



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

14 県立長野図書館事業費

[150802]

【教育再生】

<信州創生を担う人材の確保・育成>

文化財・生涯学習課 H29当初

15 県立歴史館事業費

[150803]

<多様な働き方・暮らし方の創造>

文化財・生涯学習課 H29当初

16 冬季国際大会開催事業費

[151001]

<多様な働き方・暮らし方の創造>

スポーツ課 H29当初

17 県立武道館建設事業費

[151001]

スポーツ課 H29当初

本県の武道振興の中核的拠点を整備するため、県立武道館建設に向けての

設計等を行います。

178,523 H28当初 359,194

211,737 H28当初 127,924

県立歴史館を「来館型」から「地域貢献型」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）・おでかけ歴史館の実施

　　　　各地の学校や地域の学びを支援

（新）・黒曜石産地実態究明調査

（新）・信州学ブックレットの発行

（拡）・企画展「縄文土器Ⅱ」（仮称）の開催

県内の公共図書館が、知識基盤社会における多様な県民の知の拠点としての

役割を果たすため、県立長野図書館を中心に、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　知の入り口」ポータル（情報資産の一元的相互活用の

　　　　ための基盤）の構築検討

（拡）・これからの図書館実現フォーラムの開催

（拡）・信州郷土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”モデルの提案

137,200 H28当初 0

長野冬季五輪から20年が経過するのを契機にウィンタースポーツの更なる振

興を図るため、白馬ジャンプ競技場等での開催が予定されているノルディック

コンバインドワールドカップ及びＦＩＳサマーグランプリジャンプ白馬大会を支援

します。

30,000 H28当初 7,000

57 （教育委員会－5）



1 電気事業費

［130101］

【環境・エネルギー自立地域創造】 １　経営の安定

（新）・県管理ダムを活用した発電所建設

（新）・春近発電所ＰＦＩ活用基本構想策定

　　　　（※上記２事業とも一般会計へ繰出し）

（新）・危機管理対策推進員（本庁）、技術職の次長（現地機関）

　　 　　の配置（※電気事業、水道事業共通）

　　　・発電施設運転管理・巡視点検業務委託の拡充

企業局 H29当初

[債務負担行為額]

2 末端給水事業費

［130102］

１　経営の安定

 　　 ・基幹管路の耐震化

（新）・有収率向上対策の推進（音圧ロガー漏水監視機器の整備、

　　　  技術職員によるワーキンググループの設置）

（新）・水道メーターを活用した一人暮らし高齢者の見守りシステム

　　　　実証実験に着手　　　　　

（新）・関係市町との「災害時応援協定（仮称）」の締結及び合同訓練の強化

（新）・危機管理対策推進員（本庁）、技術職の次長（現地機関）

　　 　　の配置（※電気・水道事業共通）

　　　・「安心の蛇口」の前倒し整備（当初計画Ｈ29:１か所→３か所）

企業局 H29当初

[債務負担行為額]

3 用水供給事業費

２　地域への貢献、地域との共存、共栄

（新）・関係市村との「災害時応援協定（仮称）」の締結及び合同訓練の強化

（新）・危機管理対策推進員（本庁）、技術職の次長（現地機関）

　　 　　の配置（※電気・水道事業共通）

企業局 H29当初

[債務負担行為額]

2,194,473 H28当初 2,050,108

[189,000]

H28当初 7,005,717

      ・基幹施設の耐震化

３　リスクマネジメント

[1,087,000]

１　経営の安定

（新）・天龍村の簡易水道に係る事務の代替執行

３　リスクマネジメント

  　　・施設・管路の耐震化の推進（再掲）

7,276,070

２　地域への貢献、地域との共存・共栄

[3,545,257]

基幹施設・基幹管路の耐震化や有収率向上対策の拡充、「安心の蛇口」の前

倒し整備など、経営戦略を着実に、スピード感を持って取り組むとともに、水道

事業の新たな役割を見据えた先導的な地域貢献や、危機管理体制の強化等

に取り組みます。

２　地域への貢献、地域との共存・共栄

　　　・長野県こどもの未来支援基金への繰出し

（新）・省エネルギー推進支援積立金からの繰出し

基幹施設・基幹管路の耐震化や有収率向上対策の拡充、「安心の蛇口」の前

倒し整備など、経営戦略を着実に、スピード感を持って取り組むとともに、水道

事業の新たな役割を見据えた先導的な地域貢献や、危機管理体制の強化等

に取り組みます。

基幹施設・管路の耐震化など、経営戦略の着実な推進を図るとともに、危機管

理体制の強化等に取り組みます。

３　リスクマネジメント

4,425,537 H28当初 6,569,916

      ・基幹施設の耐震化

既設発電所の大規模改修や春近発電所のPFI活用に向けた基本構想策定な

ど、経営戦略の着実な推進を図るとともに、県管理ダムを活用した発電所の建

設や、県が行う省エネルギー対策の先導的取組みへの支援など、経営の安定

と自然エネルギーの地消地産に積極的に取り組みます。

　　  ・西天竜発電所大規模改修

企業局

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）
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危機管理部危機管理部危機管理部危機管理部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

消防課 026-235-7407 026-233-4332 shobo@pref.nagano.lg.jp

危機管理防災課 026-235-7184 026-233-4332 bosai@pref.nagano.lg.jp

企画振興部企画振興部企画振興部企画振興部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

総合政策課 026-235-7013 026-235-7471 seisaku@pref.nagano.lg.jp

情報政策課 026-235-7138 026-235-0517 joho@pref.nagano.lg.jp

統計室 026-235-7070 026-235-0517 tokei@pref.nagano.lg.jp

広報県民課 026-235-7110 026-235-7026 koho@pref.nagano.lg.jp

交通政策課 026-235-7015 026-235-7396 kotsu@pref.nagano.lg.jp

松本空港利活用・国際化推進室 026-235-7019 026-235-7396 airport@pref.nagano.lg.jp 

市町村課 026-235-7063 026-232-2557 shichoson@pref.nagano.lg.jp

地域振興課 026-235-7023 026-235-7397 shinko@pref.nagano.lg.jp

楽園信州・移住推進室 026-235-7024 026-235-7397 iju@pref.nagano.lg.jp

総務部総務部総務部総務部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

秘書課 026-232-2002 026-235-6232 hisho@pref.nagano.lg.jp

人事課 026-235-7137 026-235-7395 jinji@pref.nagano.lg.jp

コンプライアンス推進室 026-235-7031 026-235-7395 compliance@pref.nagano.lg.jp 

職員課 026-235-7034 026-235-7478 shokuin@pref.nagano.lg.jp

財政課 026-235-7039 026-235-7475 zaisei@pref.nagano.lg.jp

財産活用課 026-235-7043 026-235-7474 zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

税務課 026-235-7046 026-235-7497 zeimu@pref.nagano.lg.jp

県税徴収対策室 026-235-7050 026-235-7497 zeicho@pref.nagano.lg.jp

情報公開・法務課 026-235-7059 026-235-7370 kokai@pref.nagano.lg.jp

県立大学設立準備課 026-235-7352 026-235-7489 daigaku@pref.nagano.lg.jp

行政改革課 026-235-7029 026-235-7030 gyokaku@pref.nagano.lg.jp

総務事務課 026-235-7135 026-235-7082 somujimu@pref.nagano.lg.jp

職員キャリア開発センター 026-235-7290 026-235-7490 career@pref.nagano.lg.jp

県民文化部県民文化部県民文化部県民文化部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

文化政策課 026-235-7281 026-235-7284 bunka@pref.nagano.lg.jp

県民協働課 026-235-7189 026-235-7258 kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

くらし安全・消費生活課 026-223-6770 026-223-6771 kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp

人権・男女共同参画課 026-235-7106 026-235-7389 jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

国際課 026-235-7173 026-232-1644 kokusai@pref.nagano.lg.jp

次世代サポート課 026-235-7207 026-235-7087 jisedai@pref.nagano.lg.jp

こども・家庭課 026-235-7095 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

私学・高等教育課 026-235-7058 026-235-7499 shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

健康福祉政策課 026-235-7091 026-235-7485 kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

国民健康保険室 026-235-7096 026-235-7485 kokuho@pref.nagano.lg.jp

医療推進課 026-235-7145 026-223-7106 iryo@pref.nagano.lg.jp

医師確保対策室 026-235-7144 026-223-7106 doctor@pref.nagano.lg.jp

地域福祉課 026-235-7114 026-235-7172 chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

健康増進課 026-235-7112 026-235-7170 kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

保健・疾病対策課 026-235-7141 026-235-7170 hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

介護支援課 026-235-7111 026-235-7394 kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者支援課 026-235-7103 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

食品・生活衛生課 026-235-7153 026-232-7288 shokusei@pref.nagano.lg.jp

薬事管理課 026-235-7157 026-235-7398 yakuji@pref.nagano.lg.jp

環境部環境部環境部環境部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

環境政策課 026-235-7171 026-235-7491 kankyo@pref.nagano.lg.jp

環境エネルギー課 026-235-7209 026-235-7491 kankyoene@pref.nagano.lg.jp

水大気環境課 026-235-7176 026-235-7366 mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

生活排水課 026-235-7321 026-235-7399 seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

自然保護課 026-235-7178 026-235-7498 shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

資源循環推進課 026-235-7181 026-235-7259 junkan@pref.nagano.lg.jp
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産業労働部産業労働部産業労働部産業労働部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

産業政策課 026-235-7191 026-235-7496 sansei@pref.nagano.lg.jp

産業戦略室 026-235-7205 026-235-7496 senryaku@pref.nagano.lg.jp

産業立地・経営支援課 026-235-7195 026-235-7496 keieishien@pref.nagano.lg.jp

創業・サービス産業振興室 026-235-7198 026-235-7496 service@pref.nagano.lg.jp

ものづくり振興課 026-235-7196 026-235-7197 mono@pref.nagano.lg.jp

日本酒・ワイン振興室 026-235-7126 026-235-7197 jizake@pref.nagano.lg.jp

人材育成課 026-235-7199 026-235-7328 jinzai@pref.nagano.lg.jp

労働雇用課 026-235-7118 026-235-7327 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

観光部観光部観光部観光部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

山岳高原観光課 026-235-7250 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp

信州ブランド推進室 026-235-7249 026-235-7257 brand@pref.nagano.lg.jp

観光誘客課 026-235-7253 026-235-7257 kankoshin@pref.nagano.lg.jp

国際観光推進室 026-235-7252 026-235-7257 go-nagano@pref.nagano.lg.jp

農政部農政部農政部農政部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

農業政策課 026-235-7211 026-235-7393 nosei@pref.nagano.lg.jp

農産物マーケティング室 026-235-7216 026-235-7393 marketing@pref.nagano.lg.jp

農業技術課 026-235-7220 026-235-8392 nogi@pref.nagano.lg.jp

園芸畜産課 026-235-7227 026-235-7481 enchiku@pref.nagano.lg.jp

農地整備課 026-235-7238 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp

農村振興課 026-235-7242 026-235-7483 noson@pref.nagano.lg.jp

林務部林務部林務部林務部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

森林政策課 026-235-7262 026-234-0330 rinsei@pref.nagano.lg.jp

信州の木活用課 026-235-7274 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp

県産材利用推進室 026-235-7266 026-235-7364 mokuzai@pref.nagano.lg.jp

森林づくり推進課 026-235-7272 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp

鳥獣対策・ジビエ振興室 026-235-7273 026-235-7279 choju@pref.nagano.lg.jp

建設部建設部建設部建設部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

建設政策課 026-235-7291 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp

技術管理室 026-235-7294 026-235-7482 gijukan@pref.nagano.lg.jp

道路管理課 026-235-7301 026-235-7369 michikanri@pref.nagano.lg.jp

道路建設課 026-235-7318 026-235-7391 michiken@pref.nagano.lg.jp

河川課 026-235-7308 026-225-7069 kasen@pref.nagano.lg.jp

砂防課 026-235-7315 026-233-4029 sabo@pref.nagano.lg.jp

都市・まちづくり課 026-235-7296 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

建築住宅課 026-235-7339 026-235-7479 kenchiku@pref.nagano.lg.jp

公営住宅室 026-235-7337 026-235-7486 jutaku@pref.nagano.lg.jp

施設課 026-235-7342 026-235-7477 shisetsu@pref.nagano.lg.jp

リニア整備推進局 026-235-7016 026-235-7482 linear-kyoku@pref.nagano.lg.jp

企業局企業局企業局企業局

課室名 電話 ファックス メールアドレス

経営推進課 026-235-7371 026-235-7388 kigyo@pref.nagano.lg.jp

電気事業課 026-235-7375 026-235-7388 kigyo@pref.nagano.lg.jp

水道事業課 026-235-7381 026-235-7388 kigyo@pref.nagano.lg.jp

教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局

課室名 電話 ファックス メールアドレス

教育政策課 026-235-7421 026-235-7487 kyoiku@pref.nagano.lg.jp

義務教育課 026-235-7424 026-235-7494 gimukyo@pref.nagano.lg.jp

高校教育課 026-235-7428 026-235-7488 koko@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育課 026-235-7432 026-235-7459 tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

教学指導課 026-235-7433 026-235-7495 kyogaku@pref.nagano.lg.jp

全国高等学校総合文化祭推進室 026-235-7438 026-235-7495 sobunsai@pref.nagano.lg.jp

心の支援課 026-235-7436 026-235-7484 kokoro@pref.nagano.lg.jp

文化財・生涯学習課 026-235-7439 026-235-7493 bunsho@pref.nagano.lg.jp

保健厚生課 026-235-7443 026-234-5169 hokenko@pref.nagano.lg.jp

スポーツ課 026-235-7447 026-235-7476 sports-ka@pref.nagano.lg.jp

警察本部警察本部警察本部警察本部

課室名 電話 ファックス メールアドレス

会計課 026-233-0110 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

60


