
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

担当：黒田 和彦  鈴木 英昭 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2062） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.jp 

２月県議会定例会に提出する平成２０年度当初予算案につきまして､知事

査定を行いました。 

２月１日に行った知事査定で内容が固まった事業の概要を別紙のとおりお

知らせいたします。 

当初予算案全体の概要は、２月８日（金）の部長会議で決定した上で発表

する予定です。 

長野県（総務部）プレスリリース 平成 20 年（2008 年）２月４日

平成２０年度当初予算の知事査定結果《速報(第４回)》について 



部　局　名：　総　務　部

市町村合併特例交付金 6億2792万円 

・ 交付対象市町村
長野市、松本市、上田市、飯田市、伊那市、
中野市、大町市、塩尻市、佐久市、千曲市、

市町村課 東御市、安曇野市、佐久穂町、長和町、
 FAX 026-232-2557 ［　5億7807万円］ 阿智村、木曽町、筑北村、飯綱町
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

地域発　元気づくり支援金 10億100万1千円 

市町村課
 FAX 026-232-2557 ［　10億82万7千円］
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

未利用地活用事業費 1億2587万4千円 

管財課
 FAX 026-235-7474 ［　1億798万5千円］
 E-mail kanzai@pref.nagano.jp

広報事業費 1億7779万2千円 

広報課
 FAX 026-235-7026 ［　1億9630万8千円］
 E-mail koho@pref.nagano.jp

１新聞

２ﾃﾚﾋﾞ
  ･ﾗｼﾞｵ
３ｹｰﾌﾞﾙ
  ﾃﾚﾋﾞ
４ﾎｰﾑ
  ﾍﾟｰｼﾞ

毎月第４土曜日に「広報ながのけん」
を新聞に掲載して、県の施策やお知
らせをお伝えします。
広報番組やお知らせを毎週放送しま
す。
広報番組を放送します。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで県の施策やお知らせを
お伝えします。

　県が所有する土地や建物で、その用途を廃止
し、今後利用する見込のないものについて、民間
への売却等を行い、財産の有効活用を図ります。

　県の施策等を県民に理解していただくため、様々
な媒体を活用して効果的に広報活動を行います。

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

  合併に伴い懸念される事項を解消し、合併市町
村の新しいまちづくりを支援するため、交付金を交
付します。

　豊かさが実感でき、活力あふれる輝く長野県づく
りを進めるため、市町村や公共的団体が住民ととも
に、自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り
組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性の
ある事業に対して、支援金を交付します。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

広聴事業費 1320万9千円 

広報課
 FAX 026-235-7026 ［　1507万4千円］
 E-mail koho@pref.nagano.jp

人事・給与システム及び内部事 5億2200万9千円 
務総合システム再構築事業費

債務負担行為
（6億6735万4千円）

総務事務課
 FAX 026-235-7082 [　0円]
 E-mail somujimu@pref.nagano.jp

１集会・
　個別
　広聴
 
２県民と
　の協働

車座集会、信州・フレッシュ目安箱、
県政世論調査などを行います。

県政出前講座などを行います。

　県民の県政に対する意見、要望等を把握し、施
策等に反映させるため広聴活動を行います。

　人事・給与システム及び内部事務総合システムを
一体的に再構築することにより、情報の一元管理を
可能とし、業務の集中化、効率化を図ります。

新
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部　局　名：　教育委員会

教職員人件費中
活用方法選択型教員配置事業 51億2600万円 
　（選択型こまやか教育プラン）

教員の活用方法（メニュー）
・
・
・
・
・

義務教育課
 FAX 026-235-7494 ［　54億1750万円］
 E-mail gimukyo@pref.nagano.jp

2148万2千円 

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［　938万円］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

 新
「未来塾ながの」推進事業 74万5千円 

・ 県内の高校生

教学指導課
 FAX 026-235-7495 [　0円]
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

小学校における国際理解活動
推進事業

事　　　業　　　内　　　容

　学校ごとの様々な教育課題に柔軟に対応できる
よう、市町村教育委員会や学校現場の判断で活用
方法を選択できる教員配置を行うことにより、児童･
生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導を行い、
学習習慣の確立と基礎学力の定着を図ります。

※　この事業はこれまでの「信州こまやか教育プラン」
　　に、少人数指導のために別途配置していた教員分
　　を組み入れて、市町村や学校現場の要望等に応じ
　　られるよう、再構築したもので、30人規模学級（５･
　　６年）に係る任意協力金については、経過期間を設
　　けた上で廃止します。

　小学校における英語活動等国際理解活動を充
実するため、拠点校を中心とした取組を推進すると
ともに、学習指導要領の改訂に伴い、小学校から
の英語活動に対応するための教員研修を行いま
す。

学習習慣形成支援

　長野県をリードする講師による講演や、様々な体
験活動による実地研修等により、郷土が継承して
いるものへの認識を新たにし、将来的に地域の中
心的な担い手となる人材育成を推進します。

児童生徒適応指導（不登校、不適応等）

対象　　

その他（各校の教育課題）

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

小学校30人規模学級編制

少人数学習集団編成
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

高等学校再編整備事業 11億50万9千円 

・ 高校再編、学科転換に伴う校舎等の整備 ５校
建設・改修工事、調査設計

・ 高校再編に係る準備・運営　　 ７校
高校教育課 備品整備、生徒移動用ﾊﾞｽの借上げなど
 FAX 026-235-7488 ［　8億8887万5千円］
 E-mail koko@pref.nagano.jp

私立学校教育振興費補助金 57億4565万9千円 

・ 私立高等学校 　33億 608万2千円
・ 私立中学校  2億 338万3千円
・ 私立小学校 　　5355万2千円
・ 私立幼稚園 21億2984万3千円
・ 私立専修学校 　　5024万1千円

私学教育課 ・ 私立外国人学校      255万8千円
 FAX 026-235-7387 ［　58億2435万1千円］

 E-mail shigaku@pref.nagano.jp 補助率 定  額

1億6575万円 

軽減の対象となる要件
・ 生活保護法の要保護者

私学教育課 ・ 母（父）子家庭で生活が著しく困難
 FAX 026-235-7387 ［　1億6384万6千円］ ・ 所得が一定の基準以下　　など
 E-mail shigaku@pref.nagano.jp

スクールカウンセラー事業 1億2622万8千円 

・ 中学校 80校
・ 高等学校 1,800時間

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［　1億2622万8千円］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

私立高等学校授業料等軽減
事業補助金

スクールカウンセラー配置校数等

　私立高等学校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。

　高等学校の再編に伴い学級規模の増加や教育
課程の変更に応じた施設整備を行い、教育環境の
向上を図ります。

　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。

　いじめ、暴力行為などの問題行動や不登校に対
応するため、心の専門家（スクールカウンセラー）を
配置し、児童・生徒の相談・支援等を行います。
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

74万9千円 

・ 栄養教諭（20人）の配置、研修及び活動支援
　　※　栄養教諭の人件費については別途計上

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［　62万3千円］
 E-mail hokenko@pref.nagano.jp

60万円 

・

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［　77万5千円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

8061万3千円 

分教室の設置
・ 養護学校小学部（佐久穂町、駒ヶ根市）

２校３教室
特別支援教育課 ・ 養護学校中学部（佐久穂町） １校１教室
 FAX 026-235-7459 ・ 養護学校高等部（更級農業高校） １校３教室
 E-mail ［　7565万7千円］ ・ ろう学校分教室（小諸市、茅野市、飯田市）
 tokubetsu-shien@pref.nagano.jp ２校３教室

 新
68万4千円 

主な検討事項
・

教育総務課 ・
 FAX 026-235-7487 [　0円]
 E-mail kyoiku@pref.nagano.jp

学校全体で取り組む食育推進
事業

児童生徒体力運動能力向上
事業

特別支援教育地域化推進事
業

長野県の教育を考える懇談会
（仮称）開催事業

プレゴールデンエイジ（５～８歳）向けの運動
プログラムの実践

　児童・生徒が運動・スポーツに親しむ機会を提供
し、習慣化のきっかけを作るとともに、運動の重要
性を啓発し、体力・運動能力の向上を図ります。

　子ども達に正しい食事のとり方や望ましい食習慣
を身につけさせ、心身ともに健全な発達を促すた
め、学校教育活動全体で食育を推進する基盤づく
りを行います。

長野県教育全般に関すること

　ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のあ
る子どもも、ない子どもも地域で豊かに学ぶことが
できる教育環境を創造します。

　県民に開かれた実効性のある教育行政を推進す
るため、有識者及び教育関係機関等からなる懇談
会を設置、開催します。

長野県教育基本計画（仮称）、次期長野県教
育長期構想の基本的事項に関すること
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

高等学校施設整備事業 12億6897万1千円 

債務負担行為
(1億7889万円) 

・ 高校再編、学科転換に伴う校舎等の整備 ５校
建設・改修工事、調査設計

高校教育課
 FAX 026-235-7488 ［　7億9395万7千円］
 E-mail koko@pref.nagano.jp ・ 建設・改修工事、調査設計 ６校６棟

1億9943万7千円 

・ 老朽校舎等改築 １ 校
・ 教室増設 ２ 校

特別支援教育課 ・ 計画整備 ２ 校
 FAX 026-235-7459 ・ 緊急修繕 ３ 校
 E-mail ［　1億5837万2千円］ ・ 障害児にやさしい施設整備 ３ 校
 tokubetsu-shien@pref.nagano.jp ・ 学校生活向上 １ 校

 新
1702万1千円 

・ 校内ＬＡＮの整備
・ 教員用パソコンの整備

教育総務課
 FAX 026-235-7487 [　0円]
 E-mail kyoiku@pref.nagano.jp

1427万7千円 

・ 県内公共図書館の蔵書の横断検索
・

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［　2749万9千円］
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

特別支援学校施設整備事業

県立学校IT環境整備事業

長野県図書館ネットワーク充実
事業

(高等学校再編施設整備事業
費一部再掲)

　老朽化している校舎や体育施設について、機能
性に配慮した整備を計画的に実施し、児童・生徒
にとって安全･安心な教育環境の充実を図ります。

　県立長野図書館の業務システムの機能を高度化
し、県内の公共図書館全体の利便性を高めるとと
もに、県立図書館のサービスの向上を図ります。

県立図書館の蔵書のインターネット・携帯電話
予約

　県立学校のIT環境を整備し、情報セキュリティの
向上、校務処理の効率化とともに、教育内容の充
実を図ります。

１  高等学校再編施設整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　(10億751万2千円)
　高等学校の再編に伴い学級規模の増加や教育
課程の変更に応じた施設整備を行い、教育環境の
向上を図ります。

２ 高等学校施設整備事業　(2億6145万9千円)
  老朽化している校舎や体育施設の改築・改修等
を耐震補強工事と併せて行うなど、高等学校の施
設整備を計画的に行います。

6



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

児童館等施設整備事業 4415万4千円 

・ 児童館 １か所
こども支援課 ・ 児童クラブ室 ４か所
 FAX 026-235-7490
 E-mail ［　1億4360万6千円］ 事業主体　　市町村
　kodomo-shien@pref.nagano.jp 補助率　　　　2/3

4億8547万9千円 

・ 児童クラブの運営 285 か所
・ 児童クラブの環境改善 ４ か所
・ 児童クラブの障害児受入促進 １ か所

こども支援課 ・ 放課後子ども教室の設置・運営 63 か所
 FAX 026-235-7490
 E-mail ［　4億1905万8千円］ 事業主体　　市町村
　kodomo-shien@pref.nagano.jp 補助率　　　　2/3

359万7千円 

・ クラブ設立促進のための人材養成
・ クラブ活動充実のための外部指導者派遣

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［　390万8千円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

500万円 

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 ［　1161万9千円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

放課後子どもプラン推進事業

総合型地域スポーツクラブ育
成支援事業

県民スポーツフェスティバル事
業

　スポーツ・レクリエーション活動及び相互交流の
場を広く提供し、県民の生涯にわたる豊かなスポー
ツライフの実現を図ります。

　総合型地域スポーツクラブの設立・育成支援によ
り、県民の生涯にわたる豊かなスポーツライフの実
現と活力ある地域づくりを図ります。

　18歳までのすべての児童を対象に、安全な居場
所を提供し、健康の増進と豊かな情操を育むため
の児童館等を整備する市町村に対して助成しま
す。

　余裕教室等を活用して、放課後の子どもたちの
安全で健やかな居場所づくりを行う市町村に対し
て運営費等を助成します。
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

競技力向上事業 1億93万4千円 

・

スポーツ課 ・
 FAX 026-235-7476 ［　1億160万円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

　国民体育大会等全国大会で優秀な成績を収め、
県民のスポーツに対する関心を高めるため、選手
の育成・強化、指導者の養成及び練習環境の整備
等を実施します。

ジュニア競技力の向上

競技団体の選手育成強化・指導者養成への
支援
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