
県民文化部

（千円）

協働の機会創出事業費 3,537
[040203]

【活動人口増加】

県民協働課
  FAX 026-235-7258 [ 3,474 ]
  kyodo@pref.nagano.lg.jp

人権啓発推進事業費 18,884
[040401]

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389 [ 19,101 ] *人権侵犯事件新規受理件数

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp ：500件（H26見込）→436件以下（H27）

男女共同参画社会づくり 16,340
推進事業費
[040404][040405]

*県の審議会等での女性委員の割合

*県職員の係長以上に占める女性の割合

*公立学校の女性校長・教頭の割合

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389 [ 16,402 ] *民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

ミズーリ州姉妹提携50周年 5,500
記念事業費
[040505]

国際課
  FAX　026-232-1644 [ 0 ]
  kokusai@pref.nagano.lg.jp

：9.1％(H22)→12％(H27)

　長野県とミズーリ州の姉妹提携50周年の節目にあ
たり、ミズーリ州知事を招請して記念式典を開催する
とともに、銀座NAGANOを活用した共同ＰＲイベント
等を開催します。

予　算　額
［前年度当初予算額]

　平成22年２月に策定した「長野県人権政策推進基
本方針」に基づき、様々な機会を通じて県民の人権
意識の高揚を図り、人権が尊重される社会づくりを
推進します。

　・人権に関する研修会・学習会の実施及び支援
　・多様な広報媒体を活用した啓発の実施
　・性被害者のためのワンストップ支援センター準
　　備会議(仮称)の開催

第３次長野県男女共同参画計画(平成23年度～
27年度)に基づき、県民の男女共同参画に対する意
識の高揚を図り、男女共同参画社会づくりを推進し
ます。

・男女共同参画推進啓発イベントの開催
・男女共同参画に関する講座等の実施及び支援
・男女共同参画センターによる研修、情報提供、
　相談等の実施
・第４次長野県男女共同参画計画の策定

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）

：10.8％(H26)→12％(H28)

 小・中学校：14.1％(H26)→14.1％(H27)

 高等学校：6.8％(H26)→6.8％(H27)

公共的活動への参加者増加と協働の推進を図る
ため、企業や各種団体への訪問による広報・勧誘
や「長野県みらいベース」の活用により、寄附という
形での参加を拡大するとともに、「協働コーディネー
トデスク」により、協働の提案から実現までをコーディ
ネートします。

*県民の公共的活動への参加度
 ：36.6%(H24)→44.7％(H27)

：43.4％(H26)→50％(H27)

*記念式典の開催、観光、教育分野における交流の促進
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（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

海外友好提携事業費 8,527
[040505]

国際課
  FAX　026-232-1644 [ 0 ]
  kokusai@pref.nagano.lg.jp

多文化共生推進事業費 47,383
[040506]

国際課
  FAX　026-232-1644 [ 15,303 ]
  kokusai@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

交通安全対策事業費 4,750
[040201]

県民協働課
  FAX 026-235-7258 [ 4,712 ]
  kyodo@pref.nagano.lg.jp

くらし安全・消費生活安定 105,043
向上事業費
[040301] [040302]

[040303] [040304]

県民協働課消費生活室
  FAX　026-223-6771 [ 98,404 ] *市町村消費生活センターの人口カバー率：

  shohi@pref.nagano.lg.jp  57.0％（H26）→65.0％以上（H27）

　平成26年度に策定した消費生活基本計画に基づ
き、消費者施策の着実な推進を図ります。
　また、特殊詐欺を含む悪質商法等による被害を未
然に防止するための啓発・消費者教育・防犯活動
の推進や、市町村の相談体制の整備支援などに取
り組みます。

　　・消費生活サポーターの設置
　　・被害防止啓発テレビＣＭ・ラジオスポットの制作
　　・消費生活相談員資格取得支援講座の実施
　　・市町村相談体制の強化・支援

　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、交通安全に
関する計画の策定や季別の交通安全運動等の啓
発活動を推進します。

*交通事故死傷者数：10,000人以下(H29)

　平成26年度策定中の長野県多文化共生推進指
針に基づき、国籍や文化の違いを尊重し合い、誰も
が参加し、協働する多様性を活かした地域づくりを
推進します。
　
　　・多文化共生推進月間の実施
　　・外国籍児童生徒等学習支援事業
　　・地域における医療通訳モデル事業

*７月に多文化共生推進月間を実施
*学習支援コーディネーターの配置：４名
*医療通訳モデル事業：１地域

　平成27年1月に締結した中国河北省との友好交流
を一層強化させる覚書に基づき、継続的な交流を
図る中で、冬季スポーツ分野、医療・介護分野、環
境分野等での本県の特性を生かした交流を推進し
ます。
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予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

女性保護事業費 19,307
[040719]

　１　女性保護･相談事業

　２　ＤＶ被害者緊急避難支援事業

こども･家庭課 　３　人身取引被害者支援事業
  FAX 026-235-7390 ［20,997］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

ひとり親家庭就業・自立支援 33,970
事業費
[040708]

（人口定着・確かな暮らし実現） 　１　就業・自立支援センター事業
・
・

　２　職業能力開発事業

・
・

*

こども･家庭課 *

  FAX 026-235-7390 ［33,310］ 50％（H27）

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

29,618
[040801]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 29,056 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

要保護女子やＤＶ（配偶者間暴力）被害者等を保
護し自立を促進するため、被害者等の相談や一時
保護等の支援を行います。

　　　要保護女子等の相談、保護及び生活指導等

　　　ＤＶ被害者の緊急時における安全避難場所の
　　　確保

　　　人身取引被害者の保護及び関係機関との
　　　連携による帰国支援

母子家庭の母等の自立を促進するため、資格取
得や就業相談等の支援を行います。

就業に向けた相談・支援

大学・地域連携事業等補助金

ひとり親の児童のための学習支援

センター登録者の就業率：
80%（過去3年の平均値）→同レベルを維持

ひとり親家庭の高卒認定試験合格率

就業に必要な資格取得のための講座開催

　　  職業訓練講座受講者や看護師等養成機関
　　　修学者に対する給付金の支給
　３　自立支援推進事業

高卒認定試験合格のための受講料の給付

　県内高等教育の振興を図るため、県内私立大学
等と地域が連携して行う地域課題解決に資する取
組や県内大学の魅力発信に対して助成します。

　１ 大学・地域連携事業補助金
　　・事業主体　　県内私立大学、短期大学
　　・補助率　　 　10/10以内（定額）
　２ 信州で学ぼう！大学発信事業補助金
　　・事業主体　　高等教育コンソーシアム信州
　　・補助率　　　 1/2以内

*補助金を活用した取組数：10件（H26）→12件（H27）
*県内大学志願者数：Ｈ27年の志願者数を維持
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（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

2,556
構築支援事業費
[040802]

【教育再生】
（人口定着・確かな暮らし実現）

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 0 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

12,057
事業費
[040804]

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 0 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

5,829,516
[040803]

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

千円
私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 6,076,187 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

　　私立外国人学校

私立学校教育振興費補助金

飛び立て若者！奨学金給付

産学官連携プラットフォーム

　　私立中学校

　　私立専修学校

　　私立小学校
　　私立幼稚園

　経済的困難に加え、様々な理由により就学の道が
閉ざされがちな環境にありながらも、意欲を持って大
学等に進学する学生を支援するため、ルートイング
ループからの寄附金を基に奨学金を給付します。

　・対象者
　　児童福祉法に基づき県内の施設への入所措置
　　を受けていた学生または県内で里親の委託措
　　置を受けていた学生：年10人程度
　・奨学金額　月額５万円

2,274

60,832
1,795,236

165,571
318,465
152,254　　私立中等教育学校

　私学教育の振興と保護者負担の軽減を図るため、
学校法人が設置する私立学校の経常経費に対して
助成します。
　また、特別支援教育に取り組む私立高等専修学
校の支援を行います。

　・補助率（定額）
　　私立高等学校（全日制）
　　私立高等学校（通信制）

*措置を受けていた児童の大学等進学率：
　H27.4→H28.4　向上

29,549
3,305,335

　産学官協働人財育成円卓会議での議論を踏ま
え、人財育成アクションプランを実施するプラット
フォームを構築し、長野県の将来を支える人財を育
成します。

　１　インターンシップ、メンター派遣等を通じた学生
　　　への動機付けと、意欲ある人財の育成支援
　２　産学官協働による地域創生への取組を通じた
　　　人財育成支援

*メンター派遣人数：24人
*地域・企業の課題マッチング件数：12件

　  発達障がい等により学習に課題を抱える生徒
　  に対する特別補助を追加

*私立高校全日制定員充足率：
　95.4%（H26見込）→95.4%以上（H27）
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予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

私立高等学校授業料等軽減 120,023
事業補助金
[040803]

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 143,986 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

ながの結婚・子育て 19,129
応援事業費
[040601]

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

次世代サポート課
  FAX　026-235-7087 [ 25,082 ]
  jisedai@pref.nagano.lg.jp

信州型自然保育普及事業費 642
[04060７]

【活動人口増加】

（人口定着・確かな暮らし実現）

次世代サポート課 *認定箇所数：15箇所（Ｈ27)

  FAX 026-235-7087 [ 2,722 ]
  jisedai@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

第３子以降の保育料減免事業
費

308,772

[040722]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　１/２

* 出生数に占める第3子以降の割合

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp ［0］ （地方創生交付金活用事業）

  ・婚活セミナーの開催

私立高等学校等に在籍する生徒の保護者負担の
軽減を図るため、学校法人が生徒の授業料又は入
学金を軽減した場合に、当該軽減額に対して助成
します。

*授業料滞納率：0.27%（H26見込）→0.24%以下（H27）

　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、結婚を希望する方の出会
いの機会を拡大することなどにより、少子化傾向の
改善を図ります。

  ・「婚活コーディネーター」の設置
　・婚活サポーターの募集及び活動支援

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します。

　　発信

長野県の自然環境に恵まれた強みを生かし、長
野県の保育及び幼児教育全体の質の向上と充実を
目指すため、信州型自然保育認定制度を運用しま
す。

　・信州型自然保育実践団体の認定

*県の推計値を上回る婚姻者数：
  男女各100人(H26)→男女各200人（Ｈ27）

　・信州型自然保育リーフレットを子育て世代へ配布

　・結婚相談員研修会等の開催
　・結婚支援事業の企業へのＰＲと若者向け情報

17.6％（H25)→増加（H31）

　・「ながの結婚マッチングシステム」サポートデスク
　　の設置

　・研修会・交流会の開催
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予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

地域子ども・子育て支援事業費 967,631
[040715]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　１/3
　・ 事業内容

1
2
3
4
5
6
7

*

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［1,118,619］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

子育て支援総合助成金交付 101,184
事業費
[040721]

（人口定着・確かな暮らし実現） 　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　１/2又は1/4
　・ 事業内容

1 低年齢児保育支援事業
2 放課後児童健全育成事業
3 小規模放課後児童クラブ施設整備事業
4 病児・病後児保育個別・広域対応支援事業
5 病児・病後児保育施設等整備事業
6 認可外保育施設児童処遇向上事業
7 社会福祉施設代替職員雇用事業
8 「気になる子ども」の保育応援事業
9 市町村提案事業

*

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［101,184］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

潜在保育士掘り起こし事業費 13,425
[040725]

・ 保育士登録者へのアンケート調査
こども･家庭課 ・ 再就職支援のための講習会
  FAX 026-235-7390 ［0］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 長野県福祉人材センターへの登録者数　2,700人

放課後こどもプラン登録児童数：
29,025人(H26)→29,350人(H27)

子育て支援の取組を一層推進するため、地域の
実情に応じた次の事業を実施する市町村を県が独
自に支援します。

病児・病後児保育実施市町村数：
17市町村(H26)→19市町村(H27)

放課後児童健全育成事業

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
乳児全戸訪問事業
一時預かり事業
病児・病後児保育事業
地域子育て支援拠点事業

病児・病後児保育実施市町村数：
17市町村(H26)→19市町村(H27)

放課後こどもプラン登録児童数：
29,025人(H26)→29,350人(H27)

保育士不足の解消のため、保育士資格を所有し
ながらも保育士として勤務していない潜在保育士の
現状把握、掘り起こしを行います。

養育支援訪問事業         　　　　　　　  など

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、放課後児童クラブや病児・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。
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（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

子ども支援センター設置運営
事業費

12,219

[040706]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ 子どもの相談に応じる総合的窓口の設置・運営
・ 子ども支援委員会の設置・運営

こども･家庭課 * 相談件数　　1,000件（H27)

  FAX 026-235-7390 ［0］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp （地方創生交付金活用事業）

365,090

[040702][040718] 　・ 児童養護施設 1か所
　・ 乳児院 1か所
　・ 児童館・児童センター 4か所
　・ 放課後児童クラブ室 7か所

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 [ 957,679 ]
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

児童虐待防止対策事業費 18,444
[040703][040704][040723]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　児童虐待防止対策事業
・ 児童相談所等職員に対する研修
・ 県民向けの広報啓発

　２　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　３　安心子育て支援者養成事業
・ 子育てスキルアップ講座トレーナーの養成
・ 養育支援家庭訪問者の養成を支援

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［11,825］ *子育てｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座開催市町村数：16(H26)→25(H27)

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp *養育支援家庭訪問事業実施市町村数：45(H26)→55(H27)

里親委託推進事業費 6,377
[040701]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　１　里親委託等推進員の配置
　２　里親推進フォーラムの開催

こども･家庭課 　３　児童相談所や市町村職員のスキルアップ研修の開催里親研修の実施
  FAX 026-235-7390 ［3,413］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 里親委託率：11%(H26)→13%(H27)

児童福祉施設等整備事業
補助金

児童福祉施設等の創設・改築等に対して助成しま
す。

　子どもの相談に応じ、人権侵害から子どもを救済
するため、長野県の未来を担う子どもの支援に関す
る条例に基づき、子ども支援センターを設置・運営
します。

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。

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

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・支援体
制を強化します。

併せて、里親が安心して養育できるよう訪問・相談
等の支援を充実します。

新 

拡 

新 

新 

（県民文化部－7）



（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

青少年育成県民会議 10,757
補助金
[040605]

次世代サポート課
  FAX 026-235-7087 [ 5,757 ]
  jisedai@pref.nagano.lg.jp *青少年育成指導員数：700人（Ｈ27)

困難を有する子ども・若者 5,247
の社会的自立支援事業費
[040602]

【雇用・社会参加促進】

【補助対象箇所数】
　・アウトリーチ（訪問相談）：
　　3箇所(H26)→4箇所（Ｈ27)

　　1箇所(H26)→3箇所（Ｈ27)
  ・宿泊を伴う研修：1箇所(H26)→1箇所（H27）

次世代サポート課
  FAX 026-235-7087 [ 3,897 ] *受講者数

  jisedai@pref.nagano.lg.jp 　・人材養成講習会：25人(H26)→25人（Ｈ27）

発達障がいのある生徒の 12,028
教育相談・教育支援事業費
[040603]

　・教育相談員1人→1.5人
次世代サポート課 　・発達障がいのある生徒に対応する研修会
  FAX 026-235-7087 [ 9,735 ]
  jisedai@pref.nagano.lg.jp *相談延べ件数：200件(H26)→400件（Ｈ27)

「子どもを性被害から守るための県の取組み」に基
づく県民運動を実施するため、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。

　　・青少年育成指導員制度構築事業

私立高等学校や学習支援を行っている学びの場
などで学ぶ発達障がいのある生徒等が相談できるよ
うにするため、教育相談員や心理教育支援員による
教育相談・教育支援を行うとともに、学びの場・私立
高等学校の教職員等を対象に実践的な支援方法
を取得できる研修会を開催します。

　　・青少年インターネット適正利用推進事業
　　・「ノーネットデイ」普及啓発事業

困難を有する子ども・若者の社会的な自立を支援
している団体を育成するため助成します。特に中途
退学や、不登校等の子どもを受け入れる「場」が根
付くようＮＰＯ等への支援を拡充します。

　・出口戦略を持った居場所の提供：

　　・「まちの保健室」設置支援事業

　　・地域・家庭から子どもを性被害から守る
　　　取り組み支援事業

新 

新 

新 

新 

新 
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（県民文化部－8）

mailto:***@pref.nagano.jp
mailto:***@pref.nagano.jp
mailto:***@pref.nagano.jp


（千円）

予　算　額
［前年度当初予算額]

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）

芸術文化活動推進事業費 151,589
[040101]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化政策課
  FAX 026-235-7284 ［94,350］
  bunka@pref.nagano.lg.jp 　（一部　文化振興基金活用事業）

文化施設管理運営事業費 1,450,658
[040102]

文化政策課
  FAX 026-235-7284 ［1,623,263］
  bunka@pref.nagano.lg.jp

信濃美術館整備検討事業費 3,101
[040103]

【誇りある暮らし実現】

文化政策課
  FAX 026-235-7284 ［0］
  bunka@pref.nagano.lg.jp

　*整備の方向性の決定（H27）

　優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く県
民に提供する取組を、新たに設置する文化振興基
金の活用により拡大し、心豊かな暮らしの実現を図
ります。

　　・県内文化会館のネットワークによる共同制作・
　　　出前公演の実施や人材育成
　　・県内ミュージアムのネットワーク化の促進
　　・セイジ・オザワ 松本フェスティバルの共催
　　・県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携
　　　事業の共催

　*連携して新たに企画する公演等の鑑賞者数
　　4,000人（H27）
　*セイジ・オザワ 松本フェスティバル鑑賞者数
　　54,274人（H26）→90,000人（H27）
　*県民文化会館・ウィーン楽友会館姉妹提携
　　事業の参加者数
　　2,200人（H26見込）→3,200人（H27）

県立文化施設の環境整備及び適切な管理運営に
より、優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く
県民に提供します。

　・県立の文化会館、創造館及び美術館の指定
　　管理
  ・ホクト文化ホールの屋根改修等、県立文化施
　　設の機能の維持向上

　*県立文化施設利用者数
　　1,260,200人(H26見込)→1,294,400人（H27）
　＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

唯一の県立美術館である信濃美術館が、県の文
化芸術の発信拠点としての機能が果たせるよう、建
替えに向けた整備検討に着手します。
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