
４　主要事業一覧

1 農業で夢をかなえる支援事
業費
[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要求

2 人と農地を明日へとつなぐ
支援事業費
[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要求

3 力強い農業を支える基盤整
備事業費
[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要求
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

「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　市町村・農業団体等に加え、新たに教育委員会と連携して新規就農者
　　の確保・育成を図るための取組を実施
　　　【新】・農業高校生が将来の就農に向けたキャリアアップにつながる相談、
　　　　　　 指導体制を整備
　３　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
　４　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）

1,143,185 H28当初 1,160,429

（別紙３）

農政部

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）



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要求
園芸畜産課

5 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要求

園芸畜産課

6 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要求

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

15,051 H28当初 2,000

*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）

「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。
　
【新】　１　健全なワイン用ぶどう苗木の増産体制の整備
【新】　２　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
　　　　　知恵を結集するための議論の場の構築、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
　     　３　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

107,399 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促進
　　　　   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、将来に亘って本県
　　　　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支援
　　　     水稲「風さやか」や「信州ひすいそば」のブランド確立
  　   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面積の拡大を支援
　　　　 （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)→610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)



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 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要求

8 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要求
[債務負担行為額]

9 県単公共事業費
[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要求

10 「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要求

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（Ｈ２９）

7,320 H28当初 7,320

10,984,855 H28当初 10,764,436
[5,580,000]

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 3,243,707千円

計 10,984,855千円

305,645 H28当初 305,645

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】・国際水準に基づく食品安全への取組
　　 　　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へ的確に対応できる農業経営体の育成を支援
　　 　・環境にやさしい農業に取り組む生産組織等による農家への技術指導

   *生産者GAPに取組む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)

9,450 H28当初 5,894

区　　分 予　　算　　額
生産基盤 4,713,526千円



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 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要求

12 「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要求

【新】
13 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要求

【新】
14 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要求 3,068 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
　・旅行商材提案会において信州の農業資産の魅力を情報発信

　*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Ｐ
Ｒと釣り場づくりなど遊漁者を呼び込む取組を支援します。

　・信州の釣りのＰＲ素材を作製・配布し、観光誘客を促進
　・地域の河川や湖沼などを利用した釣り場づくりや釣り教室の開催を支援

*事業実施箇所を管轄する漁業協同組合の遊漁券発行枚数20％増

（一部ふるさと信州寄附金基金活用事業）

3,359 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

3,991 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、国内外の商談
会において県産花きの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。
　
【新】　・輸出拡大に向けた国内外で開催される商談会への参加
【新】　・ＳＮＳ等を利用した県産花きの情報発信
【新】　・県内ホテル・旅館における県産花きの利用促進
        ・花き輸出拡大セミナーの開催
        ・催事等での生花コサージュの利用促進

*花き産出額：150億円（H27）→160億円（H29）



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 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要求

16
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要求

17 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要求 1,238,638 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）

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

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。
　
【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
         ・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

*「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％


