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人口定着・確かな暮らし実現に向けた主な事業一覧
平成27年度に策定する「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略（仮称）」に先駆け、「人口減
少の抑制」と「人口減少を踏まえた地域社会の維持・活性化」に向けた取組を進めるため、平成27年度
当初予算に以下の事業（主なもの）を要求しています。

１ ストップ少子化 ～人口の自然減を食い止める～
(1) 結婚・出産の希望をかなえる
ながの出会い応援プロジェクト

1434万9千円

〈県民文化部〉

結婚を希望する方の情報を集めた「ながの結婚マッチングシステム」の利用を促進するため、
サポートデスクを設置し、「婚活コーディネーター」等との連携を密にすることで、結婚支援を総合
的に推進
（新） 妊娠・出産相談支援事業

180万9千円

〈健康福祉部〉

予期せぬ妊娠や出産の不安等の悩みに対応する窓口を設置するとともに、若者がすこやかな
妊娠・出産をするための教育を実施
（新） 男性不妊・不育症支援事業

1200万円

〈健康福祉部〉

男性不妊治療費及び不育症治療費の一部を助成し、安心して妊娠・出産できる環境を整備

(2) 子育ての安心を高める
（新） 多子世帯の保育料減免事業

3億877万2千円

〈県民文化部〉

理想の数の子ども、特に3人以上の子どもを持てるよう、親の経済的負担を軽減するため、第３
子以降の保育料を軽減する市町村を支援
子育て支援総合助成金事業

1億766万円

〈県民文化部〉

子育て支援の取組を一層推進するため、地域の実情に応じた事業（低年齢児保育、小規模放
課後児童クラブ施設整備、病児・病後児保育施設整備等）を実施する市町村を支援
地域子ども・子育て支援事業

10億1195万6千円

〈県民文化部〉

市町村が行う延長保育や病児・病後児保育、放課後児童クラブ等の子育て支援事業に対する
助成
（新） のびのび子育て発信事業

994万円

〈県民文化部〉

子育てに対する前向きな意識醸成と子育て支援策が必要とされている方に情報を確実に届け
るため、リーフレット等を作成するとともにシンポジウムを開催
信州型自然保育普及事業

125万3千円

〈県民文化部〉

自然保育の信頼性向上によって子育て世代の保育に対する選択肢を充実させるため、信州型
自然保育認定・登録制度、信州型自然保育ガイドの普及、自然保育研修会を実施
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福祉医療費給付事業

46億434万6千円

〈健康福祉部〉

乳幼児等、障がい者、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の経済的負担を軽減し、福祉
の向上を図るため、市町村が行う医療費の助成を支援
※子どもの入院の助成対象を小３までから中卒までに拡大、障がい児の所得制限を廃止
（新） 総合母子保健センター（仮称）運営事業

269万4千円

〈健康福祉部〉

市町村・専門機関との連携により妊娠から子育てまでを一貫して支援するため、総合母子保健
センター（仮称）を設置し、市町村への技術支援、市町村対応困難事例への直接支援、学校保
健などへの円滑な橋渡し等を実施
仕事と家庭両立支援促進事業

3,210万円

〈産業労働部〉

仕事と子育て・介護等が両立できる職場環境整備を促進するため、短時間正社員制度などの
多様な勤務制度を企業訪問により普及させるとともに、子育て等を応援する企業の取組を広く発
信

２ 社会増 ～人口の社会増を実現する～
(1) 県内への流入を加速する
（新） しあわせ信州なでしこ移住アカデミー

790万4千円

〈企画振興部〉

テーマ別セミナーの開催のほか、子育て世代の女性を対象に移住カフェやお試し移住ツアー
及びキャリア形成の学部がある女子大学の学生を対象に講義やインターシップ（県内）を実施
首都圏移住相談窓口機能強化

1080万7千円

〈企画振興部〉

銀座ＮＡＧＡＮＯ及びふるさと回帰支援センターに移住相談員（兼務）を配置するとともに、就
業相談を専門事業者に委託し、就業斡旋機能を強化
（新） 楽園信州移住相談センター整備事業

1802万4千円

〈企画振興部〉

官民連携による相談者目線に立った移住に係るワンストップ相談窓口を認定し必要経費を補
助するほか、移住者向けの物件情報を集約、一元化した楽園信州住まい情報システムを構築
（新） 信州版アーティスト・イン・レジデンス事業

1001万6千円

〈県民文化部〉

芸術家の育成を図るとともに、国内外へ信州の文化芸術創造の魅力を発信し、県内観光や移
住交流などの地域振興に生かすため、地域と協働し若手芸術家が創作活動に取り組める環境を
提供
（新） 「ＮＡＧＡＮＯ農業女子」きらめき事業

770万3千円

〈農政部〉

女性農業者のネットワーク化を図り、共感し合う仲間との自主的な交流活動を促進するととも
に、都会に住む若い女性の就農や移住を促進するため、女性農業者などにより長野県の農業・
農村の魅力を発信
農ある暮らし入門研修

58万6千円

〈農政部〉

農業に興味を持ち、将来、長野県への移住を希望する方などを対象にした体験型研修の実施

(2) 県内へ企業を呼び込む
（新） まちなか・おためしラボ

1882万7千円

〈産業労働部〉

首都圏等のＩＴ人材、企業の移住や県内拠点設置の素地を作るため、住宅やオフィスの提供
及び一時就業・地元企業家との交流等を支援
産業集積促進事業費

10億3783万2千円

〈産業労働部〉

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、産
業集積事業を強力に推進
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(3) 高等教育の魅力を高める
〈総務部〉
新県立４年制大学設立準備事業 3億3916万2千円
新たな県立４年制大学の設立に向けた準備を進めるため、教育課程編成や教員選考、施設建
設に係る設計等を実施
※ 上記のほか、基本設計の状況及び各専門部会での議論等を踏まえ、必要な経費の予算要
求を検討

信州で学ぼう！大学発信事業補助金

100万円

〈県民文化部〉

多くの若者が県内で学ぶことを目指し、県内に向けて信州で学ぶ魅力のアピールを実施
信州で学ぶ魅力”大発見”事業

1121万5千円

〈県民文化部〉

信州で多くの若者に学んでもらうため、長野県で学ぶ魅力を県外に向けて発信
県内大学奨学金給付事業

750万円

<教育委員会>

意欲や能力が高いにもかかわらず、経済的理由で大学・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

３ 確かな暮らし実現 ～人口減少下においても活力ある地域をつくる～
(1) 豊かな暮らしを支える
（新） 「人口定着・確かな暮らし実現」戦略モデル事業コンテスト

3009万円

〈企画振興部〉

市町村や地域住民、民間企業等が提案する「人口定着・確かな暮らし実現」のための画期的な
事業をコンテストにより選定し、事業化を支援
（新） 県有民営による幹線バス路線確保対策事業

3800万円

〈企画振興部〉

県がバス車両を所有し、事業者が運行する「公有民営」の手法の導入により、県内幹線バス路
線の基盤を強化
（新） 広域連携による地域創生検討事業

232万7千円

〈企画振興部〉

人口減尐社会における確かな暮らしの実現のため、広域的な課題や自治体間連携の方向性
について、市町村や県の関係機関で構成された地域戦略会議等を活用して検討
（新） 空き家住宅適正管理促進事業

760万円

〈建設部〉

空き家所有者に対する啓発活動やインスペクション（既存住宅現況検査）に対する助成を通じ
た空き家の適正な管理の促進
信州型住宅リフォーム促進事業

420万円

〈建設部〉

移住者向け住宅及び空き家を活用した住宅リフォームに対する助成等
（新） 長野県公営企業「経営戦略」策定

87万9千円（企業特別会計）

〈企業局〉

今後10年先の企業局経営を見据えた「経営戦略」策定の中で、暮らしの基礎となる水道施設
の整備等が困難な過疎市町村に対する支援方策を検討

(2) 健康な暮らしを守る
信州ＡＣＥ（エース）プロジェクト推進事業

2668万8千円

〈健康福祉部〉〈教育委員会〉

県民一人ひとりの健康を更に増進するため、健康づくりに取り組む様々な主体と連携して生活
習慣病予防のための重点項目である運動、健診、食事に関連する施策を実施
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地域包括ケア構築推進事業

1252万2千円

〈健康福祉部〉

医療、介護、生活支援等が切れ目なく提供される「地域包括ケア体制」の構築を推進するた
め、退院後、円滑に在宅生活へと移行できるような仕組みの策定や在宅サービスの充実を図ると
ともに、認知症になっても初期段階で適切な支援に結び付ける体制を整備
医師確保等総合対策事業

6億357万2千円

〈健康福祉部〉

医師の確保・定着と偏在を解消するため、信州医師確保総合支援センターを中心に、研修医・
医学生等へのキャリア形成支援や信州型総合医の養成等を総合的に実施
地域医療再生事業（在宅医療の推進）

1億156万4千円

〈健康福祉部〉

県全域の医療課題を解決するため、地域医療再生計画に基づき、在宅医療を推進する取組
を支援・実施
へき地医療拠点病院運営事業

2473万9千円

〈健康福祉部〉

へき地における医療を確保するため、へき地医療拠点病院が行うへき地診療所への医師派
遣、無医地区への巡回診療等の事業を支援

(3) 学び、育つ場を整える
信州型コミュニティスクール推進事業

385万7千円

〈教育委員会〉

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、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
グローバル人材育成事業

2億4888万6千円

〈教育委員会〉

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
（新） 「信州学」推進事業

405万9千円

〈教育委員会〉

児童生徒が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、小中学生の優れた学習成果の発表会や、高等学校において地域の特色ある文化等
を学ぶためのカリキュラムの研究開発を実施
情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した確かな学力育成事業

2億731万9千円

〈教育委員会〉

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
（新） 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

2000万円

〈教育委員会〉

本格的な尐子・人口減尐社会が到来する中、子どもたちにとって望ましい教育環境を提供する
ため、教員加配に加え地域創生のための活力ある学校環境創出補助金により、市町村が取り組
む活力ある学校づくりを支援
長野県高等学校将来像検討事業

496万3千円

〈教育委員会〉

今後もさらなる尐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を保証するた
め、高等学校の将来像を検討

(4) 経済と社会の担い手を確保する
元気な地域づくり人材の育成事業

266万1千円

〈企画振興部〉

「人の力」でふるさとを守るため、地域づくりリーダーを育成するとともに、地域おこし協力隊員
の定住・定着に向けた促進策を実施
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人生二毛作社会推進事業

1543万8千円

〈健康福祉部〉

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、効果的・効率的なマッチングシステムの検討等、人生二毛作・生涯現役
社会の仕組みづくりを推進
障がい者の農業就労チャレンジ事業

903万2千円

〈健康福祉部〉

農業分野における障がい者の就労を促進するため、関係機関が連携して、地域の農業法人
等と障がい者就労施設等を結びつけ、就労機会を創出、拡大
（新） 女性の就職応援プロジェクト事業

4942万4千円

〈産業労働部〉

子育て等により離職した女性の再就職を支援するため、託児付きインターンシップやセミナー
等を実施するとともに、女性が選択できる職域を広げるためのイベントを開催
新規学卒者就職促進事業

7258万4千円

〈産業労働部〉

新規学卒者の県内企業への就職を促進するため、県内企業に関する情報提供や合同企業説
明会、大学との就職促進協定の締結等を実施
ジョブカフェ信州運営事業

5318万5千円

〈産業労働部〉

就職に悩みを抱える40代前半までの方の職業的自立を図るため、就職情報の提供やキャリ
ア・コンサルティングの実施、職業紹介等の就労支援事業を実施
農業で夢をかなえる支援事業

11億5324万6千円

〈農政部〉

「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
信州フォレストコンダクター育成事業

491万1千円

〈林務部〉

「林業県」長野実現のため、里山を活用した地域づくりから、森林管理、木材の出荷・利用等に
わたり、経済感覚を持ちながら総合的な視野で地域の林業を指揮する人材を育成
（新） 信州伝統行事（芸能）継承モデル構築事業

400万6千円

〈教育委員会〉

人口減尐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
（新） 文化財を活かした地域創生推進事業

757万円

〈教育委員会〉

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情報の発信・活用を一体
的に行う取組を進めることにより、地域の活性化を図り地域創生を推進
（新） スポーツによる元気な信州創出事業

658万2千円

〈教育委員会〉

スポーツによる元気な信州を創出するため、全国的なスポーツ大会の誘致、県内プロスポーツ
の振興、トップアスリートの活用による地域スポーツの好循環の創出を推進

４ 仕事と収入の確保 ～人口定着と確かな暮らしを支える～
(1) 新しい仕事をつくる
（新） 信州起業家・ベンチャー企業育成支援事業

3143万8千円

〈産業労働部〉

県内中高生を対象に創業への関心を高めるアントレプレナー教育を教育委員会と連携して実
施するとともに、県内コワーキングスペースを活用し、若者・女性の創業等を促進
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創業サポート強化事業

3817万8千円

〈産業労働部〉

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
次世代リーディング産業創出支援事業

1938万9千円

〈産業労働部〉

国際競争力を有する産業集積の形成を図るため、今後成長が期待される「健康・医療」、「環
境・エネルギー」、「次世代交通」、「ナノテク」分野に係る産学官連携プロジェクトを推進
（新） 「ＮＡＧＡＮＯの食」イノベーション事業

3681万円

〈産業労働部〉

地域の農商工健康産業を創出するため、食品関連機関の総合的連携ネットワークにより、県の
強みを活かした新たな高付加価値食品の創出･ブランド化･発信を実施
現場課題解決型医療・福祉機器開発支援事業

2000万円

〈産業労働部〉

健康・医療分野における県内産業を育成及び新規参入を促進するため、医療・福祉現場の
ニーズを解決する医療・福祉機器の早期事業化を支援
地域資源製品開発支援センター事業

1354万9千円

〈産業労働部〉

県内の特色ある地域資源を活かした製品開発について、高付加価値化を図るとともに、優位
性のある地域資源活用型産業の集積を図るため、企画段階から商品化まで一貫して支援
研究開発型企業育成事業

373万2千円

〈産業労働部〉

下請型・受託加工型企業から提案型・研究開発型企業への転換及び次世代産業分野への参
入を支援するため、中小企業等に対する研究開発テーマの提案から共同研究の企画・実施、試
作までを一貫して支援

(2) 地域に根差した産業を育てる
（新） ＩＴ産業人材発掘・育成支援事業

599万1千円

〈産業労働部〉

県内ＩＴ産業における成長意欲の高い尖った人材の発掘及び育成のため、実践型ワークショッ
プを開催
（新） クラウドファンディング活用によるビジネス創出支援事業

1202万1千円

〈産業労働部〉

地域課題を解決するビジネスを創出するため、スモールビジネス・コミュニティビジネス運営セミ
ナー、交流会、専門家による相談会の開催及び新商品・サービスに係る資金についてクラウド
ファンディングの活用による調達を支援
山岳高原観光地づくり重点支援事業

1億3464万3千円

〈観光部〉

山岳高原を活かした世界水準の滞在型観光地づくりを推進するため、重点支援３地域に対し
て受入環境整備を支援するととともに、施策推進のためのアドバイザーを派遣
NAGANOモビリティ（仮称）普及促進事業

8724万6千円

〈観光部〉

移動行程自体を楽しむ新しい旅のスタイル「NAGANOモビリティ(仮称)」の利用を促進するた
め、モデルルート上での利用環境の整備を行うとともに、国内外へのプロモーションを展開
スポーツ合宿・М ＩＣＥ誘致促進事業

691万9千円

〈観光部〉

県内への交流人口を拡大し、地域経済の活性化を図るため、長野県の豊かな自然環境を活
かしたスポーツ合宿、MICEの誘致を促進
外国人旅行者戦略的誘致推進事業

4440万2千円

〈観光部〉

中長期的に増加が見込まれる訪日外国人旅行者を県内へ誘致するため、東アジアや東南ア
ジア等の市場を主なターゲットに、市場の特性に応じた効果的なプロモーションを展開
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（新） 外国人旅行者受入環境整備事業

7188万円

〈観光部〉

急増する外国人旅行者が県内をストレスなく快適に旅行できる環境を整備するため、民間事業
者による無料公衆無線ＬＡＮ環境等の整備を集中的に支援するとともに、新たな受入地域の拡
大を促進
（新） 無料公衆無線LAN整備事業

6477万1千円

〈企画振興部〉

外国人観光客が安心して快適に観光できる環境を整備し、県内への誘客増加を図るため、市
町村等による無料公衆無線ＬＡＮスポットの整備を促進
（新） 農業経営所得向上支援事業

1億856万2千円

〈農政部〉

農業所得の向上を図るため、稲作農家の経営規模の拡大や生産コストの削減、県オリジナル
品種や業務用野菜など実需者ニーズに対応した付加価値の高い農産物の生産、革新的農業技
術の開発などを戦略的に推進
夢をかなえる信州農業６次産業化推進事業

3億1507万9千円

〈農政部〉

地域資源を活用した多様な６次産業化の取組を促進するため、施設整備や信州６次産業化推
進協議会による相談・サポート活動、他産業とのネットワークづくり等を支援するとともに、地域協
議会の機能を強化
（新） 「森林セラピー県ながの」推進事業

300万円

〈林務部〉

森林セラピー基地等の積極的な活用のため、大学との連携や森林セラピーガイドの資質を向
上
高性能林業機械導入推進事業

1億1904万9千円

〈林務部〉

計画的な搬出間伐を推進するとともに、素材生産コストの低減と労働安全性の向上のため、林
業用機械の導入を支援
※掲載の各事業の予算要求内容に対する御意見・御要望については、平成27年１月16日（金）までに下記連絡先にお寄せください。
長野県企画振興部総合政策課計画担当 ＦＡＸ 026-235-7471 メール seisaku@pref.nagano.lg.jp
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