
４　主要事業一覧
農政部

（千円）

1 農業で夢をかなえる支援
事業費

1,153,246
事業費
[090606][090607][090608][090609]

【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】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 1,057,073 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

2 184,979

[090611][090614][090615]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 455,415 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

3 農地中間管理機構事業費 772,876
[090618]

【環境・エネルギー自立地域創造】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 286,247 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

（別紙３）

　  ・事業主体　 県、（公財）長野県農業開発公社等
　  ・補助率　　　定額

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

人と農地を明日へとつなぐ
支援事業費

   ：2,500ｈａ（H27）

*人・農地プラン実践地区数
　：262地区（H25)→310地区(H27)

予　算　額
［前年度当初予算額]

　　・事業主体　　　市町村、営農組織等
　　・補助率　　　　 定額、1/2、3/10等

　担い手への農地の集積・集約化を加速するため、
農地中間管理機構の事業実施を支援し、農地利用
の効率化及び高度化を促進します。

　「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　農業リーダー育成事業
　 ２　就農サポート事業
　 ３　新規就農里親支援事業
　 ４　農業大学校研修事業

*新規就農者数（40歳未満）：250人/年（H27）

　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を促進するとともに、農地の
集積・有効利用を支援します。

　 １　経営体育成支援事業
　 ２　人・農地プラン総合対策事業
　 ３　遊休農地活用総合対策事業

*農地中間管理機構による農地集積面積

※この一覧に掲載した事業のうち、国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援のための交付金」（地域創生先行型）を 
  活用した事業については、事業費の一部を平成26年度2月補正予算案（経済対策分）に計上しました。 

（農政部－1）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

4 74,324

[090305][090407][090315]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

 ・

 ・

・

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

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 0 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

5 625,804

[090301]

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 557,371 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

消費者ニーズの高い果樹オリジナル品種
への緊急的な更新や、マーケット需要に対
応した野菜生産の推進を支援

省力化・機械化、バイオマス活用などの革
新的農業技術を、各分野の試験場、大学、
各種メーカーと連携して開発

３　信州農業を革新する技術開発推進事業

２　園芸農業所得向上緊急支援事業

（一部 地方創生交付金活用事業）

*実需者ニーズの高い県オリジナル品種の作付面積
   ：1,400ha(H26)→1,645ha(H27)

農業所得向上支援事業費

需要対応穀物生産強化
事業費

   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
の高い農産物生産、革新的農業技術の開発などを
戦略的に推進します。

１　水田農業所得向上緊急支援事業
主食用米のみに依存しない収益性の高い
効率的な経営体を育成

*5ha以上規模の効率的な水田農業経営体の拡大
   ：520経営体（H25）→550経営体（H27）
*ぶどう「ナガノパープル」栽培面積
   ：115ha(H26)→135ha(H27)
*革新的農業技術の開発着手　９件（H30まで）

※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）
   に22,779千円を計上しています。

　 需要に応じた米・麦等の穀物生産を進めるため、
共同利用施設への助成を行い、生産性の向上や品
質の安定化を図るとともに、生産体制の強化を図る
ための技術研修会や講習会を開催します。

　　・事業主体　市町村、農業協同組合等
　　・補助率 　　定額、1/2以内、1/3以内

　　１　需要対応穀物地域体制整備事業
　　２　畑作戦略作物（麦・大豆・そば）の生産振興
        事業
　　３　県推進事業

新 

（農政部－2）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

6 43,500

[090401]

　 １　新たな産地を築く園芸品目振興プロジェクト事業
　 ２　マーケット需要対応力・収益力強化事業
　 ３　園芸産地継承支援事業

　 ・事業主体　　市町村、農業協同組合、営農組織等
 　・補助率　　　　1/2以内

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 43,500 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

7 425,114

[090403]

　　・事業主体　　農業協同組合、農業生産法人
　　・補助率　　　 1/2以内

*共同利用施設の整備：４か所(Ｈ27)

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 1,017,485 ] ※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

  enchiku@pref.nagano.lg.jp 　 に167,000千円を計上しています。

8 ワイン生産アカデミー事業費 927
[090406]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 927 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

9 畜産振興施設整備事業費 168,504
[090422]

　　・事業主体　　市町村、農業協同組合
　　・補助率　　　　1/2以内又は3/4以内

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 [ 0 ] *共同利用施設の整備：2か所(Ｈ27)

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

*受講者のうちワイナリーの起業を目指す就農者数
 ：５名（H29目標）

　畜産物の安定生産と競争力強化のため、産地の
生産基盤である共同利用施設の整備を支援しま
す。

*アスパラガス４～５月どり新産地の早期育成のための
  １年生大苗の養成：４ha分（Ｈ27)

需要に応える園芸産地育成
事業費

　自信と誇りの持てる園芸作物の生産を推進するた
め、販売力の高い品種の生産拡大や実需者ニーズ
の高い時期の出荷量拡大など、需要に応える新た
な産地の育成を進めるとともに、県オリジナル品種
や施設化の導入を支援します。

　県内でワイン用ぶどう栽培やワイナリーの起業を
目指す意欲ある新規参入希望者を支援するため、
栽培・醸造・経営等に係る基本的な知識・技術を習
得する講座「ワイン生産アカデミー」を開講します。

*果樹オリジナル新品種の産地を早期育成するための
  モデル園の設置：10か所(Ｈ27)

*講座の受講者数　30名（H27）

*トルコギキョウ秋出荷産地育成のためのモデルほ場の
  設置：３地域(Ｈ27)

園芸産地強化対策整備
事業費

　園芸産地の競争力強化のため、意欲ある産地が
品質向上や流通コストの低減、産地収益力の向上
のために取り組む、野菜や果樹の集出荷施設等共
同利用施設の整備を支援します。

（農政部－3）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

10 酪農生産性向上対策事業費 4,433
[090425]

１　生乳の検査による乳質の向上
２　牛の健康診断による生産性の向上
３　酪農技術スキルアップ支援対策

新 ４　飼養環境改善などの生産性向上指導

園芸畜産課
  FAX  026-235-7481 [ 3,893 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

11 3,415

[090431] 　　・事業主体 農業協同組合連合会、農業協同
組合、生産者集団

園芸畜産課 　　・補助率 1/2以内（上限55千円/頭）
  FAX  026-235-7481 [ 0 ]
  enchiku@pref.nagano.lg.jp *和牛繁殖牛からの受精卵の採取：360卵(H27)

12 23,851

[090307]

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 23,986 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

13 407,074

[090312]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業技術課
  FAX　026-235-8392 [ 658,213 ]
  nogi@pref.nagano.lg.jp

　　・事業主体　市町村、市町村協議会等
　　・補助率 　　定額又は1/2以内
　　　　　　　　    （条件不利地域は55/100以内）

   野生鳥獣による農作物被害を防止するため、被
害地域への支援体制を整備し、侵入防止柵の設置
や集落ぐるみによる捕獲体制の整備等の被害対策
を総合的に支援します。

*乳質評価が標準以上の農家率
    ：74％(Ｈ26)→76％（H27)

　酪農経営の生産性向上を図るため、牛の健康診
断に基づく飼養管理改善等に加え、牛にとって快
適な飼養環境づくりと搾乳体系の改善を支援しま
す。

　　・事業主体　農業団体等
　　・補助率 　　10/10以内又は1/2以内

*信州の環境にやさしい農産物認証面積
　　：1,627ha(Ｈ26)→1,900ha(Ｈ27)
*生産者ＧＡＰに取り組むＪＡ生産部会・農産物
    直売所の割合：16％(Ｈ25)→28％(Ｈ27)
*講座参加者が新規に有機農業に取り組む割合
    ：25％（H27)

野生鳥獣被害総合対策
事業費

*自ら被害対策を実践する集落の割合
    ：28％(H26)→33％(H27)

　 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、ＧＡＰ(農業生産工程管理)の推進と
有機農業に取り組む生産者を支援します。

*牛の健康診断による牛群健康状態の改善農家率
    ：80%(Ｈ27)

和牛の受精卵確保緊急対策
事業費

　受精卵移植需要の増加に緊急的に対応するた
め、和牛受精卵の確保を支援します。

環境にやさしい農業総合
対策事業費

新 

（農政部－4）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

14 長野県原産地呼称管理制度 28,330
運営事業費
[090203]

１　原産地呼称管理制度の運営
新 ２　県内で認定品の実需者向け商談会を新たに

　　開催
新 ３　県内外で認定品のフェア等を新たに開催

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 7,518 ]
  marketing@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

15 15,333

[090204]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 12,314 ]
  marketing@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

16 「おいしい信州ふーど（風土）」 45,016
プロジェクト推進事業費
[090205]

【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】

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 75,895 ]
  marketing@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

「長寿世界一 ＮＡＧＡＮＯ
の食」輸出拡大事業費

　県産農産物・加工食品（６次産業化産品）を、「長
寿世界一ＮＡＧＡＮＯの食」として海外に売り込むた
め、輸出支援員によるサポート体制を充実するととも
に、生産者主体の海外プロモーションや商談会の
開催などを支援します。

　*農産品の輸出額：1億2千万円（H25）→5億円（H29）
　*主な農産物等の輸出額：
　　りんご　　　　1,300万円（H25）→3,600万円（H27）
　　米　　　　　　1,200万円（H25）→3,500万円（H27）
 　 ６次産業化産品
　　　　　　　　　　　500万円（H25）→1,400万円（H27）

 「おいしい信州ふーど(風土）」の認知度向上と消費
拡大のため、銀座ＮＡＧＡＮＯ等を活用し、地域ぐる
みで取り組む発信活動を強化します。

　 １　「おいしい信州ふーど（風土）」大使等による
　　　情報発信
　 ２　「おいしい信州ふーど（風土）」ＳＨＯＰの登録
　　　拡大と機能の強化
   ３　銀座ＮＡＧＡＮＯ等での売り込みなど、地域
　　　ぐるみで取り組む発信活動の強化
 　４　県外トップセールス、商談会の開催

*長野県原産地呼称管理制度の県民認知度
　：38％（H26）→40％(H27）

   52％（H26）→65％（H27）

*情報発信拠点「おいしい信州ふーど(風土）」
　　SHOPの登録：400店舗（H26）→600店舗（H27）　SHOPの登録：400店舗（H26）→600店舗（H27）

*「おいしい信州ふーど(風土）」の県民認知度：

　長野県原産地呼称管理制度の認知度向上と認定品
の販路拡大を図るため、各品目の認定を行うとともに、
県内外でのＰＲ活動等を強化します。

（農政部－5）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

17 夢をかなえる信州農業６次
産業化推進事業費

225,128
産業化推進事業費
【農山村産業クラスター形成】

[090206]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農業政策課農産物マーケティング室

  FAX 026-235-7393 [ 456,150 ] *総合化事業計画の認定件数

  marketing@pref.nagano.lg.jp ：88件(Ｈ26)→94件(Ｈ27)

補助公共事業費
18 補助公共事業費 11,255,028

[090511～090519]

債務負担行為
(2,255,000)

農地整備課
  FAX 026-233-4069
  nochi@pref.nagano.lg.jp [11,205,227] ※この他、平成26年度2月補正予算（経済対策分）

　 に1,037,704千円を計上しています。

県単独公共事業費
19 県単独公共事業費 305,645

[090520～090522]

農地整備課
  FAX 026-233-4069 [ 305,645 ]
  nochi@pref.nagano.lg.jp

20 5,566

[090610]

【活動人口増加】

【誇りある暮し実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 0 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

   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
能強化を図ります。

　  １　販路開拓の取組や施設整備等への支援
　　　　・ 事業主体　 市町村、
　　　　　　　 　　　　　 六次産業化法認定事業者等
　　　　・ 補助率　　   1/2以内、1/3以内、3/10以内
  　２　地域６次産業化推進協議会の機能強化
　　　　・地域の商工会、金融機関を交えた支援会議
          を開催
　　　　・認定事業者の状況把握と経営向上を支援

*農業女子とその応援隊のネットワークへの登録数
：100人（H27)

234,168千円
計 305,645千円

　 １　農業女子いきいき会議の開催
   ２　農業女子とその応援隊のネットワーク化
   ３　農業女子わくわくプロジェクト

農 地 防 災 2,992,185千円
農 村 整 備 3,291,992千円

4,970,851千円

長野でかがやく農業女子応援
事業費

　若い女性農業者（農業女子）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・
農村の魅力を発信します。

生 産 基 盤
区　　分 予　　算　　額

11,255,028千円

区　　分 予　　算　　額
生 産 基 盤 71,477千円

計

農 地 防 災

新 

（農政部－6）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

21 多面的機能支払事業費 1,687,000
[090510]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農地整備課
  FAX 026-233-4069 [ 345,500 ]
  nochi@pref.nagano.lg.jp

22 1,387,196

[090612]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 1,256,619 ] *協定面積：9,929ha(H26)→10,000ha(H27)

  noson@pref.nagano.lg.jp

23 328,607

[090613]

（人口定着・確かな暮らし実現）

農村振興課
  FAX 026-235-7483 [ 148,128 ]
  noson@pref.nagano.lg.jp

    ・交付率　　 定額

*多面的機能支払活動実施面積：32,000ha(H27)

　　　　・多面的機能を支える共同活動
　　　　  対象　草刈り、用排水路の泥上げ、農道の
                 　砂利補充などの地域資源の基礎的
                　 保全活動

　　・事業主体　　市町村、集落組織等
　　・補助率　　　 定額、1/2等

*都市農村交流人口：580,000人（H27）

  　・事業主体　　協定締結集落、市町村等
　　・交付率　　　 定額

　　１　山村等振興対策事業交付金
　　２　農村活力創出支援事業

　　２　資源向上支払交付金

　　３　推進交付金
　　　　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　市町村、活動組織、推進組織

　　　　・地域資源の質的向上を図る共同活動
　　　　　対象　水路、農道、ため池の軽微な補修や
　　　　　　　　　農村環境保全のための幅広い活動
　　　　・施設の長寿命化のための活動
　　　　　対象　老朽化が進む農業用施設の長寿命
　　　　　　　　　化のための活動

　農業・農村が有する多面的機能(国土保全や水源
かん養、景観形成等)を維持していくため、農地維
持や、地域資源(農地、水路、農道等)の適切な保
全管理のための共同活動などを支援します。

　　１　農地維持支払交付金

農村活性化支援事業費
　山村等振興対策事業費

　農業の高付加価値化による所得の向上等を通じ
た農山村地域の振興のため、地域農産物の販売や
加工等を行う拠点となる施設の整備、農村コミュニ
ティの活性化につながる生産・交流活動等を支援し
ます。

中山間地域農業直接支払
事業費

　中山間地域において、農業・農村の持つ多面的
機能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の維持・管理
等の取組を支援します。

（農政部－7）



（千円）

事　業　名
［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

24 308,300

（補助公共事業一部再掲）
[090511][090516]

【環境・エネルギー自立地域創造】 　  １　発電施設建設モデル事業
　  ２　農業用水エネルギー活用事業

農地整備課
  FAX 026-233-4069 [ 328,275 ]
  nochi@pref.nagano.lg.jp

25 104,750

（補助公共事業一部再掲）
[090507][090516][090518][090519]

【環境・エネルギー自立地域創造】

　

農地整備課 *ため池の応急的な防災体制の整備：26箇所(H27)

  FAX 026-233-4069 [ 0 ] *規模の大きいため池の耐震化着手：100%(H29)

  nochi@pref.nagano.lg.jp

土地改良施設エネルギー
活用推進事業費

　農山村の多面的機能の発揮や農業水利施設の
長寿命化対策のため、土地改良区等が行う農業用
水を活用した小水力発電の導入を支援します。

*農業用水を活用した小水力発電施設の建設促進
  （着手地区）：２地区(Ｈ27)

ため池耐震化緊急対策
事業費

　地域住民の安全を確保するため、農業用ため池
の耐震対策を迅速かつ集中的に実施します。

　　1　ため池の監視・管理体制の整備・強化等
    ２　堤体の補強や再築堤等

新 

（農政部－8）


