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６月 23 日（木）に開会される６月県議会に提出する６月補正予算案の知事査定を行いました。本日までに固まっ

た事業の概要は下記及び別紙のとおりです。 

６月補正予算案全体の概要は、６月 17 日（金）の部長会議で決定した上で、皆さんにお知らせする予定です。 
 
（主な事業） 
 
 

 

○スキー王国ＮＡＧＡＮＯ構築事業  （4,193 万 3 千円） 

信州スキー人口のシェアを拡大するため､スキー・観光関係者などからの強いご要望とご意見を踏まえ、「ス

キー王国ＮＡＧＡＮＯ構築事業」を再構築して実施 

 

 

 

○コミュニティ活動協働・支援事業 （新規 2,912 万 5 千円） 

県内各地においてきめ細やかなサービスを提供するため､宝くじ助成金を活用して「コモンズ支援車」を配置

し､相談窓口の開設、住民との協働事業、衛星携帯電話の搭載により災害現場での情報収集等の拠点として

活用 

 

 

 

○建設産業グローイングアップ支援事業 （新規 320 万 3 千円） 

建設産業の構造改革に積極的な取組を展開している建設事業者に､交流や発表の場を設けることによって､

一層の意識啓発を推進するとともに､信州建設産業のイメージをアップ 

 

 

 

○児童相談所一時保護児童生徒教育支援事業 （新規 253 万 6 千円） 
一時保護児童生徒に対する教育支援の充実を図るため、児童相談所（一時保護所）に教員経験者を

派遣し､学習指導等を実施 

 ○自律教育地域化主任推進員配置事業 （新規 383 万 8 千円） 
障害のある子どもに合った就学や就学後の教育内容を実現するため、共に考え、関係機関との調整を

行う「自律教育地域化主任推進員」を配置 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

経営戦略局 財政改革チーム 

担当：関 昇一郎 ・ 鈴木 英昭 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2052） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.jp 

長野県（経営戦略局）プレスリリース 平成 17 年（2005 年）6 月 13 日

６月補正予算の知事査定結果（中間報告）をお知らせします 

 信州ブランドを推進します 

 コミュニティ活動を支援します 

 教育施策を充実します 

 建設産業構造改革を支援します 



4193万3千円

信州ブランド・観光戦略局
観光・物産振興チーム
  FAX 026-224-8751
  E-mail kanko@pref.nagano.jp

2912万5千円

市町村課 ・配置台数　　
  FAX　026-232-2557
  E-mail　shichoson@pref.nagano.jp

320万3千円

監理課・技術管理室
  FAX　026-235-7482
  E-mail　kanri@pref.nagano.jp
  E-mail　gijukan@pref.nagano.jp

253万6千円

義務教育課
  FAX　026-235-7494
  E-mail　gimukyou@pref.nagano.jp

児童相談所一時保護児童生
徒教育支援事業費

　一時保護児童生徒に対する教育支援の充実を図る
ため、児童相談所（一時保護所）に教員経験者を派遣
し､学習指導等を行います｡

・中央児童相談所　１名
・松本児童相談所　１名

教育施策の充実

コミュニティ活動協働・支援事
業費

信州ブランドの推進

・建設産業アウトドア・メッセ
　　青空知事室、環境保全活動、ふれあい交流広場
・建設産業インドア・メッセ
　　新しい取組の紹介とプレゼンテーション､
　　パネルディスカッション､パネル展示

スキー王国ＮＡＧＡＮＯ構築事
業費

建設産業構造改革の支援

　建設産業の構造改革に積極的な取組を展開している
建設事業者に、交流や発表の場を設けることによって、
一層の意識啓発を推進していくとともに、信州建設産業
のイメージアップに努めます。

建設産業グローイングアップ
支援事業費

５台（佐久、下伊那、木曽、北安曇、北信
の５地方事務所）

事　業　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

　県内各地においてきめ細やかなサービスを提供する
ため、宝くじ助成金を活用して「コモンズ支援車」を配置
し、市町村と連携しながら相談窓口の開設や住民との
協働事業を行うとともに、衛星携帯電話を搭載し、災害
現場での情報収集等の拠点として活用します。

コミュニティ活動の支援

　信州スキー人口のシェアを拡大するため、スキー・観
光関係者などからの強いご要望とご意見を踏まえ、「ス
キー王国ＮＡＧＡＮＯ構築事業」を再構築して実施しま
す。

・スタンプラリー
・スキーコンベンション・フェア等の開催
・マーケティング＆ホスピタリティＵＰキャンペーン
・やさしい信州「雪道お助け隊」      等
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事　業　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

383万8千円

自律教育課
  FAX　026-235-7459
  E-mail　jiritsu@pref.nagano.jp

1000万円

・指定期間　　 平成17年度～平成19年度
教学指導課 牛受精卵移植技術の習得
  FAX　026-235-7495 有機循環農業の実践　 等
  E-mail　kyougaku@pref.nagano.jp

171万円

こども支援課
  FAX　026-235-7490
  E-mail　kodomo-shien@pref.nagano.jp

県産材活用の推進

2000万円

林業振興課
　FAX　026-234-1550
　E-mail　ringyou@pref.nagano.jp

安心・安全の「壁試験機」導入
事業費

　新潟県中越地震や福岡県沖地震を通じて、全国的に
耐震性の高い住宅へのニーズが急速に高まる中で、木
造住宅への信頼を向上させ県産材の利用を促進する
ため、木造構造体の性能評価を行う「壁試験機」を林業
総合センターに導入し、民間企業からの受託試験や研
究開発要請に対応します。

・研究内容

　社会全体で次世代育成を推進するため、企業と子育
て支援団体との協働事業を支援します。

自律教育地域化主任推進員
配置事業費

・文部科学省委託事業

「目指せスペシャリスト
（スーパー専門高校）」事業費

　地域農業振興のスペシャリストを育成するため、上伊
那農業高校を研究実施校（スーパー専門高校）として
指定し、独自の教育プログラムを実施します。

　障害のある子どもに合った就学や就学後の教育内容
を実現するため、共に考え、関係機関との調整を行う自
律教育地域化主任推進員を配置します。

・自律教育課（東北信地区担当）　１名
・松本盲学校（中南信地区担当）　１名

次世代育成支援連携推進事
業費

・次世代育成支援隊（仮称）による協働事業の開拓
・討論会の開催　　　県内２会場

新
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事　業　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

福祉施策等の充実

水上勉文庫事業費 362万円

青少年家庭課
  FAX　026-235-7390
  E-mail　seisyo@pref.nagano.jp

258万5千円

障害福祉課
  FAX　026-234-2369
  E-mail　hukushi@pref.nagano.jp

情報化の推進

新世代地域ケーブルテレビ施 8964万円
設整備事業費

・事業主体 和田村
情報政策課 ・補助率 １／３
  FAX　026-235-0517
  E-mail　joho@pref.nagano.jp

交通安全対策の推進

交通安全施設整備事業費 1780万9千円
（交通信号機の増設）

交通規制課
  FAX　026-232-1110
  E-mail　police-kaikei@pref.nagano.jp

債務負担行為

（　7億5292万8千円）

交通政策課
  FAX　026-235-7396
  E-mail　kotsu@pref.nagano.jp

　平成17年秋に交差点改良工事が完了する、南部広
域農道（佐久穂町）農道上区交差点及び県道新田松
本線（松本市）和田駐在所東交差点に信号機を設置し
ます。

　作家の故・水上勉氏の御遺族からいただいた寄付金
により図書を購入し、県内の児童養護施設や点字図書
館等に贈呈します。

公共交通の確保

　 しなの鉄道の経営健全化に資するため、しなの鉄道
が設備投資等のため借入れた資金について、損失補
償契約を結び､金利負担を軽減します。

しなの鉄道設備投資資金等借
入金損失補償

　 高度情報化通信基盤の整備及び情報格差の是正を
図るため、地域における重要な情報通信手段である
ケーブルテレビ施設の整備に対して助成します。

　長野県民共済生活協同組合からいただいた寄付金
により、身体障害者リハビリテーションセンターの訓練用
自動車（教習車）を更新します。

身体障害者リハビリテーション
センター訓練用自動車整備事
業費

新

新
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事　業　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

市町村合併特例交付金 4377万円

市町村課 ・交付対象団体　　松本市、塩尻市

  FAX　026-232-2557
  E-mail　shichoson@pref.nagano.jp

自然環境整備支援事業費 1915万2千円

・事業主体 茅野市、下諏訪町、和田村
・補助率 ４５／１００

環境自然保護課 ・事業か所 ５か所
  FAX　026-235-7498
  E-mail　kankyou@pref.nagano.jp

農作物残雪対策事業補助金 435万6千円

・事業主体
・補助率

農政課 ・事業内容 消雪剤の購入
  FAX　026-235-7393 除雪用ブルドーザーの借上げ
  E-mail　nousei@pref.nagano.jp

　合併に伴い懸念される事項を解消し、新しいまちづく
りを支援するため、合併市町村に対して交付金を交付
します。

栄村以下８市町村
１／２以内

　 残雪による農作業の遅延を防止するため、市町村が
行う事業に対して助成します。

　 自然とのふれあいの場の整備や自然環境の保全を
図るため、国定公園内の歩道や公衆便所等の整備を
行う市町村に対して助成します。

その他

新
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