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地 方 事 務 所 長 か ら の 

施 策 提 案 へ の 対 応 状 況 
（平成 24 年度当初予算要求時点） 

 

 

 

 
※予算要求段階での状況を取りまとめたものであり、今後の予算編成等における検討に 

より内容が変わる可能性があります。 

 

 

長 野 県 

平成23年（2011年）12月 



地方事務所長からの施策提案への対応状況 
 

提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

佐 久 地域一体となっ

たニホンジカ捕

獲10,000頭を目

指した取組 

 ニホンジカによる被害を減らすためには、短期集

中的に対策を講じることが必要であるため、実現が

可能と思われるニホンジカ捕獲 10,000 頭を目指し

た取組を行う。 

 ○調査・検討 

 ○捕獲技術の普及 

 ○捕獲の推進 

 

 地域一体となったニホンジカ捕獲の取組については、下記

の事業の活用により対応が可能となるよう要求しています。

 隣接県を含む個体調査については、国に要望していくとと

もに引き続き検討していきます。 

  ・野生鳥獣保護管理体制整備事業 <11,575>

  ・野生鳥獣捕獲・管理事業 <120,253>

○新 ・集落ぐるみの捕獲体制整備事業 <400>

  ・鳥獣被害防止総合対策事業 <804,000>

 

 

 

 

林務部 

 森林づくり推進課 

  野生鳥獣対策室 

農政部 

 農業技術課 

佐 久 地域が主体とな

った広域観光情

報の発信 

 地域の判断で執行可能な予算措置を講ずることに

より、広域観光情報の発信を積極的に行う。 

 ○イベント等の実施 

 ○観光パンフレットの作成 

 ○観光ナビゲーションシステムの構築 

 

 広域的な誘客イベントの開催等については、下記の事業の

中で支援を検討しており、観光協会とも連携して、地域の意

向を反映するよう努めます。 

○新 ・信州四季旅特別キャンペーン実施事業 <50,000>

観光部 

 観光振興課 

 農村体験交流の促進として、下記の事業の活用により、提

案の一部について対応が可能となるよう要求しています。 

○新 ・「国際青少年交流農村宣言」普及事業 <5,687>

  ・長野県グリーン・ツーリズム協議会補助金 <978>

 

観光部 

 観光振興課 

  国際観光推進室 

農政部 

 農業政策課 

  農産物マーケティ

ング室 

上 小 人と大地を紡ぐ

農村交流 

 豊かな農村風景や農業体験を通じた県内外や海外

の人々との交流を促進し、交流人口の増加や農山村

地域の活性化を図る。 

 ○農村体験交流の促進 

 ○農地の里親の制度導入による農地の有効活用 

 

 農地の有効活用を図るため、下記の事業の活用により、新

たに農業参入を図る企業等と市町村（地域）を円滑に結びつ

けられるよう要求しています。 

○新 ・農業参入サポート事業 <10,177>

  

 

農政部 

 農村振興課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

上 小 地域の食文化を

次世代へ紡ぐ地

産地消の推進 

 地域での農商工連携の一層の推進のため、協議会

を設置し、施設等の給食へのシステムづくりや地産

地消講座など、地場産農産物の利用促進に向けて取

り組むべき事業を企画立案し、順次施策化を図る。

 

 

 給食への供給システムづくり及び地産地消講座の開催に

ついては、下記の事業の中で対応が可能となるよう要求して

います。 

  ・学校給食等県産農産物利用促進事業 <19,104>

 

 また、地場産農産物の利用促進等、地産地消については、

下記の事業の活用により対応が可能となるよう要求してい

るほか、地産地消「信州を食べよう」キャンペーン推進委員

会などの各種団体と連携し推進します。 

○新 ・おいしい信州ふーど（風土）プロジェクト推進事業 

 <48,270>

 

 

 

農政部 

 農業政策課 

 

 農業政策課 

  農産物マーケティ

ング室 

上 小 地域を紡ぐ広域

観光の推進 

 上小地域を訪れる観光客は、佐久・諏訪地域を周

遊する傾向があるため、３地域の連携強化による誘

客の促進を図る。 

 ○３地域を巡る広域観光モデルコースの設定 

 ○広域観光パンフレット・ポスターの作成 

 ○首都圏・中京圏での合同観光商談会・イベント

の開催 

 

 広域的な誘客イベントの開催等については、下記の事業の

中で支援を検討しており、観光協会とも連携して、地域の意

向を反映するよう努めます。 

○新 ・信州四季旅特別キャンペーン実施事業 <50,000>

観光部 

 観光振興課 

 ヒシの刈取り等については、下記の事業を要求していま

す。 

  ・県単河川環境改善事業（諏訪湖分） <10,000>

 

建設部 

 河川課 

 

 

諏 訪 諏訪地域の一体

化による諏訪力

アップの促進 

① 諏訪湖ヒシの堆肥化 

  諏訪湖に繁茂するヒシの刈取りと堆肥化を行

い、諏訪湖浄化の促進、堆肥利用による循環型社

会構築に向けた検証を行う。 

 平成 24 年度に予定している第６期諏訪湖水質保全計画の

策定にあわせ、ヒシ対策について検討します。 

 

環境部 

 水大気環境課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

諏 訪 諏訪地域の一体

化による諏訪力

アップの促進 

② 地域基幹産業振興事業の創設 

 地域の基幹産業の競争力強化を目指し、受注の

拡大、技術開発、 産学官連携等の促進を図るため

に広域圏ごとに実施する事業に対する支援制度を

創設する。 

 ○公共的団体等が実施する地域基幹産業の振興

事業に係る経費の一部を補助 

 

 地域基幹産業の振興事業への支援制度については、下記の

事業として要求しています。 

○新 ・地域ものづくり産業国際展開推進事業 <16,000>

商工労働部 

 経営支援課 

 小中学校施設の耐震化の推進については、引き続き国へ要

望していきます。 

 

教育委員会事務局 

 義務教育課 

 緊急輸送路橋梁耐震補強の推進については、国へ要望して

いきます。 

 また、県管理橋梁について 23 年度 11 月補正予算の下記の

事業の中で管内２橋に対応しました。 

 ・道路橋梁維持費（橋梁補修費）<※11 月補正予算 156,600>

 

上伊那 災害に強い地域

づくり緊急整備

事業 

 上伊那地域は、管内全市町村が東海地震の地震防

災対策強化地域に指定されていることから、東日本

大震災等を踏まえ、この、いつ発生するかもしれな

い東海地震などの大規模地震に備えるため、地域内

の学校施設等の耐震化について、緊急かつ集中的に

整備を行う。 

 ○学校施設の耐震化の推進 

 ○緊急輸送路橋梁耐震補強の推進 

 ○伊那合同庁舎耐震改修の早期着工 

  伊那合同庁舎の耐震改修については、23 年度 11 月補正予

算の下記の事業の中で、実施設計を行うこととしました。 

 ・公共施設耐震対策事業 <※11 月補正予算 299,056>

 

建設部 

 道路管理課 

 

 

 

 

 施設課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

 松くい虫被害防止のための樹種転換等の促進については、

下記の事業の活用により対応が可能となるよう要求してい

ます。 

 ・信州の森林づくり事業 <3,109,106>

 ・松林健全化推進事業 <4,278>

 

林務部 

 森林づくり推進課 

 

 

上伊那 農林業等被害防

止による産業振

興事業 

 上伊那地域で発生が著しい松くい虫による林業被

害及び野生鳥獣による農林業被害について、これ以

上の被害の拡大を食い止めるため、徹底した被害防

止策を講じ、もって農林業等の産業の振興を図る。

 ○松くい虫被害防止のための樹種転換等促進 

 ○野生鳥獣被害防止のための取組 

 野生鳥獣被害防止については、下記の事業の活用により対

応が可能となるよう要求しています。 

 ・鳥獣被害防止総合対策事業 <804,000>

 ・民間との協働による山岳環境保全事業 <8,000>

 

 

 

農政部 農業技術課 

環境部 自然保護課 

 上伊那地域医療再生については、下記の事業として要求し

ています。 

  ・上伊那地域医療再生事業 <801,538>

 

上伊那 上伊那地域医療

再生の着実な推

進 

 上伊那地域の公立３病院（伊那中央病院、昭和伊

南総合病院、辰野総合病院）を中心とした医療機関

の機能分担と連携による上伊那医療圏の再生を目的

とした「上伊那地域医療再生事業」等の着実な推進

を図る。 

 ○上伊那地域医療再生事業 

 ○上伊那地域包括医療協議会の運営支援 

 

 地域包括医療協議会の各支部への支援については、下記の

事業として要求しています。 

  ・地域保健医療推進事業          <  2,000>

 

健康福祉部 

 医療推進課 

下伊那 飯伊地域の地域

づくり基礎調査

について 

 リニア中央新幹線の具体化や三遠南信自動車道の

整備を契機として、「長野県の南の玄関口」、「三遠南

信地域の北の玄関口」の役割を担う飯伊地域の今後

の地域づくりのあり方について基礎調査を行う。 

 ○調査項目 

  ・土地利用 

  ・交通体系 

  ・産業立地 

 

 飯伊地域の地域づくりの基礎調査については、下記の事業

として要求しています。 

○新 ・飯伊地域の地域づくり基礎調査事業 <15,395>

企画部 

 企画課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

下伊那 県内ブロック別

広域観光キャン

ペーンの実施に

ついて 

① これまでの県内全域を対象にした「信州」の統

一観光キャンペーンのあり方を見直し、県内を３

ブロックに分けて、地域に軸足を置いた重点的な

観光誘客キャンペーンを１年ごとに展開する。 

② ＮＥＸＣＯ中日本との連携によるハイウェイキ

ャンペーンを上伊那、飯伊、木曽地域で実施する。

 県内を３ブロックに分けて、観光誘客キャンペーンを１年

ごとに順次固定的に実施していくのは、望ましくないと考え

ます。 

 ただし、広域的な誘客イベントの開催等については、下記

の事業の中で支援を検討しており、観光協会とも連携して、

地域の意向を反映するよう努めます。 

○新 ・信州四季旅特別キャンペーン実施事業 <50,000>

 

観光部 

 観光振興課 

木 曽 県・町村の協働

による広域連携

の活性化 

 県と郡内町村・広域連合の有機的な結びつきを深

め、それぞれが協働して課題の解決にあたる体制の

整備を図る。 

 ○木曽広域連合に対する人的支援 

 

 木曽広域連合に対しては、要請に基づき職員１名を派遣し

ており、今後も広域連合と十分相談しながら人的支援を行っ

ていきます。 

総務部 

 市町村課 

木 曽 木 曽 地 域 の 医

療・福祉体制の

充実と雇用の確

保 

 人口の減少の続く木曽地域にとって、雇用の場の

確保は重要な課題である一方、地域の高齢化が進み、

医療・福祉体制の充実も喫緊の課題となっている。

 これらの解決のため、医療・福祉に係る施策を推

進するなかで、雇用の確保を図っていくことを目指

す。 

 ○木曽看護専門学校への3年課程の設置とその周

知等の準備作業 

 

 県立看護専門学校のあり方については、有識者による「長

野県看護人材の養成に係る検討会」で検討を行っています。

健康福祉部 

 医療推進課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

木 曽 未来世紀に引き

継ぐ豊かな森林

（もり）の選定 

 残されている豊かな森林は木曽地域にとって貴重

な存在として、水源の保全上も大きな役割を果たし

ており、適正な管理のもとで次の世代に引き継ぐべ

きであることから、その対象となるべき森林を選定

したうえで、現況調査を行い、啓発用資料を制作し

て、県民の環境学習等の進展を図る。 

 ○映像資料の制作 

 ○林分調査 

 

 森林の選定、調査、資料の制作等に当たっては、林業普及

指導事業の中で国、町村等と連携して実施するなど、地域で

取り組まれるようお願いします。 

林務部 

 信州の木振興課 

松 本 松本盆地地下水

保全プロジェク

ト事業 

 松本盆地の地下水を地域全体の“公共インフラ”

として位置付け、実効性の高い広域的な保全対策を

構築するための取組みを行う。 

 ○松本盆地地下水保全プロジェクト会議（仮称）

の設置 

 ○広域的な地下水保全対策に関する調査・研究 

 

 地下水保全対策の構築については、下記の事業として要求

しています。 

○新 ・松本盆地地下水保全プロジェクト事業 <2,832>

環境部 

 水大気環境課 

松 本 地域中小企業メ

ディカル関連産

業参入支援事業 

 松本地域を中心に本格的な取組みが始まったメデ

ィカル関連産業創出に向けて、地域企業の参入を促

進するための取組みを行う。 

 ○潜在的参入希望企業の把握のための調査 

 ○メディカル関連産業進出セミナーの開催 

 ○医療現場との交流会の実施 

 ○情報提供の実施 

 

 メディカル関連産業への参入支援については、下記の事業

の一部として要求しています。 

  ・産学官連携推進事業 <103,405>

商工労働部 

 ものづくり振興課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

 観光客のニーズ調査のうち、外国人観光客のニーズについ

ては、23 年度９月補正予算の下記の事業で調査を実施する

こととしました。 

  ・外国人観光客向けプラチナルート発掘事業 

 <※９月補正予算 14,540>

 インバウンド等の地域課題に即した研修会については、下

記の事業の活用により対応が可能です。 

  ・外国人旅行者受入促進地域モデル事業 <15,000>
 

北安曇 大北地域の観光

の再生に向けて 

 大北地域の観光の再生に向け、地域の強みや課題

を把握する調査を行うとともに、喫緊の課題に対応

するための事業を実施する。 

 ○大北地域の観光客のニーズ調査の実施 

 ○インバウンド等の地域の課題に即した研修

会の開催 

 ○「地域からスキー人口を増やそう」キャラバ

ン事業の実施 

 23 年度はアルクマキャラバン隊が県内外のイベントでＰ

Ｒするなどして、スキーの誘客に努めます。 

 なお、スノースポーツ人口の創出については、下記の事業

の活用により対応が可能となるよう要求しています。 

 ・スノースポーツプロモーション事業 <19,928>
 

観光部 

 観光振興課 

  国際観光推進室 

 

 

  国際観光推進室 

 

 

 

 観光振興課 

 セミナーの開催等農業と観光の連携や地産地消の推進に

ついては、下記の事業の活用により対応が可能となるよう要

求しています。 

○新 ・「国際青少年交流農村宣言」普及事業 <5,687>

 

○新 ・おいしい信州ふーど（風土）プロジェクト推進事業 

 <48,270>

  ・長野県グリーン・ツーリズム協議会補助金 <978>
 

北安曇 農と観光の連携

に向けて 

 県内有数の観光地を持つ立地を活かして、農業と

観光の連携や、観光施設等での地産池消を促進し、

地域農業の更なる展開を目指す。 

 ○農と観光の連携セミナーの開催 

 ○農産物加工品の展示・商談会の開催 

 商談会の開催等については、下記の事業の活用により対応

が可能となるよう要求しています。 

  ・「食」の魅力発信事業 <14,796>

  ・農業・農村ビジネス推進事業 <1,365>

 

 

 

 

観光部 観光振興課 

  国際観光推進室 

農政部 農業政策課 

  農産物マーケティ

ング室 
 

 

 

観光部 観光振興課 

農政部 農業政策課 

  農産物マーケティ

ング室 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

 地方部を含む危機管理・防災体制の強化のため、下記の事

業を段階的に行うこととし、24 年度は災害対策本部の機能

強化について要求しています。 

○新 ・危機管理・防災体制強化事業 <13,530>

 

 提案を踏まえ、23 年度に姫川砂防事務所に衛星携帯電話

を配備しました。 

 

 市町村の災害対応力診断・アドバイスについては、一般社

団法人減災・復興支援機構の事業が活用できます。 

 また、危機管理部では、市町村の災害対応・防災対策への

助言や支援を行う方法についても検討しています。 

 

危機管理部 

 

 

 危機管理防災課 

 

 消防課 

 

 

 危機管理防災課 

北安曇 大北地域の防災

力強化に向けて 

 大北地域は、急峻な地形や脆弱な地質を持ち、た

びたび土砂災害が発生するとともに、大規模地震の

発生確率も高いことから、防災拠点施設の機能確保

をはじめとした、防災力の強化を図る。  

 ○災害対策本部北安曇地方部の機能確保 

  ・合庁代替施設の情報環境の整備 

  ・衛星携帯電話の配備 

  ・職場の被災を想定した 低限の備え 

 ○全県対応への提案 

  ・市町村の災害対応力診断・アドバイスの実施 

  ・農地・山地災害発生時の応急復旧の迅速化 

  （財務規則運用通達の改正） 

 災害発生時の応急工事については、「災害等の発生により

緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領」に基づき、

早期に対応することが可能であり、制度の適切な運用、周知

を進めていきます。 

 

林務部 

 森林づくり推進課 

農政部 

 農地整備課 

会計局 

 会計課 

 

長 野 地域ビジョン・

地域戦略推進事

業費の創設 

 地域には多様な課題があり、地域の特性に応じた

迅速かつ有効な対応を行うためには従来型の予算の

みでは難しい場合がある。 

 地域の多様な課題に迅速に対応し、地域振興の一

層の推進を図るため、地方事務所が独自の判断で機

動的に執行できる事業費を創設する。 

 

 本年度から試行的に実施した「地方事務所長からの施策提

案」制度を活用して、地域の課題解決に向けた具体的な事業

等を提案していただき、各部局において検討していくことが

必要と考えます。 

 なお、地方事務所の総合調整機能を充実するための支援の

あり方について、引き続き検討していきます。 

総務部 

 市町村課 
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提案内容 地 方 
事務所 

施策名 概要 

対応状況 

※○新 は新規事業 

※< >内は特に注釈がない場合、H24 当初予算要求額（単位：千円）

担当部課 

北 信 長野県北部地震

被災者生活再建

支援 

① 雪害救助員派遣事業の拡充 

  冬期間の生活道路を確保し、人命の安全と生活

の安定を図るため、雪害救助員派遣事業を拡充す

る。 

 ○対象経費に除雪道路までの道付け作業を追加 

 ○雪害救助員基準単価（屋根の除雪及び排雪）の

引き上げ 

 

 道付け作業の追加については、当該事業が積雪による家屋

の倒壊等の危険を回避するための事業であることから、対象

とすることは困難です。 

 単価の引き上げについては、近年の賃金水準の推移等を勘

案すると困難ですが、引き続き今後の動向をみながら検討し

ていきます。 

危機管理部 

 危機管理防災課 

 木材ストックヤード建設補助については、23 年度 11 月補

正予算の下記の事業で対応しました。 

  ・木材加工流通施設整備支援事業

<※11 月補正予算 10,000>

林務部 

 信州の木振興課 

  県産材利用推進室 

 村営住宅、個人住宅への地域材の使用については、東日本

大震災復興交付金（国庫）の活用等について栄村に助言して

いきます。 

 

林務部 

 信州の木振興課 

  県産材利用推進室 

建設部 

 住宅課 

北 信 長野県北部地震

被災者生活再建

支援 

② 栄村震災復興住宅等支援事業 

 栄村震災復興に伴う、村営住宅建設等に際し地

域材の活用を図り、被災者の豊かな住環境を実現

するとともに、地域林業の活性化を図る。 

 ○木材ストックヤード建設補助 

 ○村営住宅建設に係る地域材使用に対する補助 

 ○個人住宅再建に係る地域材使用に対する補助 

 ○木質系燃料暖房機購入補助 

 

 木質系燃料暖房機購入補助については、下記の事業の活用

により対応が可能となるよう要求しています。 

  ・森のエネルギー総合推進事業 <94,500>

 

林務部 

 信州の木振興課 

  県産材利用推進室 

 

北 信 長野県北部地震

被災者生活再建

支援 

③ 栄村孤立化対策 

 国道１１７号（飯山市湯滝橋～栄村県境）につ

いて、迂回路となる県道の現状等を把握し、要対

策箇所の整備計画や優先順位等を検討する。 

 

 提案のあった計画策定等については、下記の事業の一部と

して要求しています。 

  ・県単調査費（道路改良） <150,000>

建設部 

 道路建設課 
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