
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

担当：黒田 和彦  伊藤 一紀 

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２１年度当初予算案につきまして､現在

知事査定を行っております。 

１月 29 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。 

今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが､当初予算案全体

の概要は、２月９日（月）の部局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 21 年（2009 年）１月 30 日

平成２１年度当初予算の知事査定結果《速報(第２回)》について 



部　局　名：　危機管理部

 消防団充実強化支援事業費 581万8千円 

・ 県消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会等の
開催
・ 地区消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会へ

消防課 の支援
 FAX 026-233-4332 ［　553万3千円］ ・ 県消防協会実施事業への支援
 E-mail shobo@pref.nagano.jp

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　いきいき暮らせる安全・安心な長野県づくりのた
め、地域防災の要である消防団の充実強化を支援
します。



部　局　名：　社　会　部

3億円 

・ 事業主体　市町村
・ 補助率　1/2以内
・ 事業内容
　　１　安心生活支援事業

　　２　障害者支援事業

　　３　子育て支援事業

地域福祉課
  FAX  026-235-7485 　　４　市町村提案事業

[　0円]

1億8493万円 

　　１　労働環境の整備促進

　　２　キャリアアップの仕組みづくり

　　３　多様な人材の参入・参画の促進

　　４　潜在的有資格者等の就業促進

地域福祉課 　　５　県福祉人材研修センターの運営
  FAX  026-235-7485

［　5798万6千円］

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

地域福祉総合助成金交付事
業費

　身近な福祉を充実するため地域の特性に応
じて実施する事業

  市町村が行う地域福祉の充実に資する次の事業
に対し助成します。

　宅幼老所等の整備・防災機能の強化、高齢
者や障害者の住宅のバリアフリー化等

　心身障害児（者）の介護者の負担を軽減する
ための一時的な預かりや余暇活動の支援等

　保育所・児童クラブの運営、施設の代替職員
の雇用や認可外保育施設の整備・運営等

　職場外訓練の実施が困難な事業所向けの
キャリアアップ支援研修等を実施します。

　複数事業所が連携して行う求人活動支援や
高校の進路指導者への説明会開催及び就職
希望者への職場体験を行います。

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

福祉人材確保対策事業費

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

  福祉人材の確保・定着を促進するため、次の事
業を長野県福祉人材研修センター及び福祉人材
養成校等において実施します｡

　産休等代替職員を円滑に確保するため、人
材バンク事業を実施するとともに、社会福祉施
設の経営基盤強化のための経営指導等を行
います。

　福祉人材を確保するため、潜在的な有資格
者の再就業支援研修等を実施します。

　社会福祉施設従事者に対する必要な知識
や専門技術に関する研修、無料職業紹介事
業などを実施します。

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

1228万8千円 

・ 事業主体　長野県社会福祉協議会
・ 補助率　1/2以内
・ 事業内容
　　１　地域の支え合い活動の支援

　
地域福祉課
  FAX  026-235-7485 　　２　地域づくり活動の中心となる人材の養成

［　1098万2千円］

5247万円 

・ 事業主体　長野県社会福祉協議会
・ 補助率　1/2以内
・ 事業内容
　　１　福祉サービスの利用援助

地域福祉課 　　２　権利擁護研修
  FAX  026-235-7485

［　5081万8千円］

成年後見制度促進事業費 612万5千円 

１   成年後見相談支援体制構築モデル事業

２

地域福祉課
  FAX  026-235-7485

３

長寿福祉課
  FAX  026-235-7394 [　0円]
  E-mail  choju@pref.nagano.jp

  災害時住民支え合いマップづくりの支援などを通
じて進めている地域社会づくりに助成します。住民支え合い活動支援事業補

助金

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

日常生活自立支援事業補助
金

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

　人口減少や高齢化が著しく進んでいる過疎・
中山間地域の現状や課題の検証、フォーラム
の開催

　地域福祉ワーカー及び地域支え合い活動協
力員の養成研修の開催

　成年後見相談支援体制構築モデル事業の
状況を踏まえ、全県的な市町村等支援体制の
あり方について研究します。

  成年後見制度の利用を促進するため、以下の事
業を長野県社会福祉協議会において実施します。

  認知症高齢者や知的障害者の福祉サービスの
利用手続きの代行や日常的な金銭管理を行う事
業に助成します。

　専門員による利用契約の締結及び生活支援
員による手続き代行・金銭管理

　市町村、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンター、ＮＰＯ法人等の関係団体職員に対す
る権利擁護研修会の開催

  関連団体による市町村等支援体制研究会
  の開催

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

  日常生活自立支援事業利用者の成年
　後見制度移行促進

　成年後見制度移行の適否判断を行う審査会
やケア会議等を開催し、家庭裁判所への市町
村長等による申立てを促進します。

　モデル地区において、市町村等担当者のた
めの相談窓口を設置するとともに、必要に応じ
て市町村や障害者地域自立支援協議会等へ
司法書士等の派遣を行います。

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

1億6万3千円 

　　１　中国帰国者地域生活支援事業 

　　２　中国帰国者援護事業

　　３　中国帰国者支援給付金支給事業

地域福祉課
  FAX  026-235-7485 　　４　中国帰国者愛心使者事業

［　1億1216万5千円］

　　１　生活保護費
生活保護費 24億194万4千円 

　　２　生活保護法第73条県費負担金

地域福祉課
  FAX  026-235-7485

［　23億8889万2千円］

女性保護事業費 2497万4千円 

　　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･家庭福祉課
  FAX  026-235-7390 　　３　人身取引被害者支援事業

［　2303万8千円］

中国帰国者支援事業費

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.jp

　人身取引被害者を保護し、関係機関との連
携により帰国を支援します。

　老齢基礎年金の支給対象外の者に対して月
３万円の給付金を支給します｡

　生活保護法による被保護世帯に対し、生活
扶助等を実施します。

　居住地がないか又は明らかでない被保護者
について市が支弁した生活保護費のうち、４分
の１の費用を負担します。

　ＤＶ被害者が、緊急時に安全に避難できる
場所を確保します。

  中国帰国者が安心して自立した生活ができるよ
う、次の支援事業を実施します。

　地域での自立した生活を支援するため、生
活相談や日本語学習の場を提供します。

　中国残留邦人等の帰国及び定着支援を実
施します。

　要保護女子の相談、保護及び生活指導等を
行います。

  ＤＶ被害者などの相談や保護を行い、自立に向
けて支援します。

　老後の生活の安定を図るため、生活支援給
付金等を支給します。



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

1801万2千円 

　　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･家庭福祉課
  FAX  026-235-7390

［　1804万1千円］

2251万2千円 

　　１　認知症地域支援体制構築等推進事業

　　２　認知症対策連携強化事業

　　３　認知症地域ケア研修事業

　　４　認知症地域医療支援事業

　　５　認知症介護指導者養成事業

長寿福祉課
  FAX  026-235-7394 ［　1571万8千円］
  E-mail  choju@pref.nagano.jp

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

  母子家庭の母等の自立に向けて、就業支援を行
います。

・ 就業支援員を配置し、就業に係る相談・支
援等を行います。

ひとり親家庭就業・自立支援事
業費

　 地域のかかりつけ医に対し、認知症に関す
る研修を実施します。

 　地域や介護施設において、認知症介護の
指導者となる人材を養成します。

・ 就業に有利な資格等を取得するための講座
を開催します。

・ 職業能力の開発を自発的に行う者に対し、
自立支援訓練給付金を支給します。

認知症高齢者支援事業費
  認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮
らすことができるよう、医療・介護・福祉の充実と連
携による総合的な支援を行います。

 　認知症に対する正しい理解を深めるととも
に、高齢者虐待を防止するため、講演会の開
催等を通じて啓発を行います。

 　身体拘束廃止等に関する研修会を実施しま
す。

 　モデル地域において、認知症高齢者を地域
で支える体制づくりを行い、その成果を紹介し
ます。

・ 看護師等の養成機関で２年以上修業する場
合に、高等技能訓練促進費を支給し、資格取
得を支援します。

　　７　高齢者権利擁護等看護職員研修事業

　　６　認知症高齢者対策・高齢者虐待防止県民
　　　運動事業

　 認知症疾患医療センターとの連携を強化す
るため、地域包括支援センターへのコーディ
ネーターの配置に対して助成します。

 　市町村が行う医療・介護・福祉関係者と行
政機関等との連携を強化するための研修に対
して助成します。

新

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

211億7633万7千円 

・ 県負担割合　 居宅サービス　12.5％
施設サービス　17.5％

　

長寿福祉課
  FAX  026-235-7394 ［　195億7339万9千円］

  E-mail  choju@pref.nagano.jp

6億7351万3千円 

・ 事業主体 市町村
・ 事業内容 １　介護予防事業

長寿福祉課 ２　包括的支援事業
  FAX  026-235-7394 ［　6億4327万円］ ３　任意事業
  E-mail  choju@pref.nagano.jp

9億6834万3千円 

・ 養護老人ホーム
長寿福祉課 ・ 知的障害者入所授産施設
  FAX  026-235-7394 ・ 障害者支援施設
  E-mail  choju@pref.nagano.jp ・ 障害者共同生活介護事業所

・ 障害者就労訓練設備
障害福祉課 ・ 障害者グループホーム
  FAX  026-234-2369 ・ 児童養護施設

・ 児童厚生施設
・ 放課後児童クラブ室

障害者自立支援課
  FAX  026-234-2369

こども･家庭福祉課
  FAX  026-235-7390

［　13億8638万1千円］ ※

  市町村等保険者の介護給付等に要する費用の
一部を負担します。

1か所

  社会福祉施設等の施設整備や設備整備に対し
て助成します。

平成20年度1月補正予算において、919万1千円を
前倒して計上しています。

地域支援事業交付金

社会福祉施設等整備事業補
助金

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

介護給付費負担金

  E-mail　fukushi@pref.nagano.
             jp

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

2か所
1か所
1か所
1か所

2か所

18か所
20か所

1か所

  要支援・要介護状態になる前からの介護予防を
推進するとともに、地域における総合的な相談・支
援体制等を強化するため、市町村が行う地域支援
事業について、費用の一部を負担します。



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

72億5061万1千円 

　　１　自立支援給付事業
・ 事業主体 市町村
・ 負担率 1/4
・ 主な事業 施設訓練等事業

居宅介護事業
グループホーム事業
更生医療給付事業

　　２　市町村地域生活支援事業
・ 事業主体 市町村
・ 補助率 1/4以内

障害福祉課 ・ 主な事業 移動支援事業
  FAX  026-234-2369 日常生活用具給付等事業

日中一時支援事業

障害者自立支援課
  FAX  026-234-2369 　　３　障害児施設給付等事業

［　69億1603万6千円］ ・ 事業主体 県
・ 負担率 1/2

6億8851万7千円 

１
障害福祉課 ・
  FAX  026-234-2369 　 ・ 通所サービスの利用促進 等

２

障害者自立支援課 ・ 施設改修等の基盤整備
  FAX  026-234-2369 ・ 障害者の就労移行に向けた支援

［　9億9104万6千円］ ・ 事業者コストの軽減 等

障害者自立支援給付等事業
費

障害者自立支援対策臨時特
例基金事業費

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

  障害者自立支援法に基づき、自立支援給付費の
負担を行うとともに、市町村が実施する地域生活支
援事業に対し助成します。
　また、児童福祉法に基づき、障害児施設に対す
る措置費・給付費を負担します。

  E-mail　fukushi@pref.nagano.
             jp

  障害者自立支援法の着実な定着を図るため、
「障害者自立支援対策臨時特例基金」を活用し
て、利用者及び事業者に対する支援を行います。

　事業者に対する運営の安定化等を図る措置
事業者報酬保障による運営の安定化

  E-mail　fukushi@pref.nagano.
             jp

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

地域活動支援センター機能
強化事業

　障害者自立支援法の円滑な実施に向けた
　措置



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

1億8554万4千円 

障害福祉課 　 ・ 実施箇所
  FAX  026-234-2369 Ａ型通園事業（15人規模）　　　  1か所

［　1億9062万6千円］ Ｂ型通園事業（  5人規模）　　    8か所
　うちＢ型特例（拡大5人→8人）  3か所

621万9千円 

障害福祉課 　 ・ 拠点病院 佐久総合病院
  FAX  026-234-2369 相澤病院

［　621万8千円］ 健和会病院
総合リハビリテーションセンター

2億4464万2千円 

　
　 ・ 配置箇所 10圏域
・ 配置者 障害児療育コーディネーター

障害者自立支援課 障害者生活支援ワーカー
  FAX  026-234-2369 障害者就業支援ワーカー

［　3億2126万5千円］

3850万4千円 

・ 退院支援コーディネーターの配置
・ 普及啓発等の研修実施
・ 障害者が互いに支え合う活動を支援

障害者自立支援課
  FAX  026-234-2369

［　3899万7千円］

相談支援体制整備推進アドバイ
ザー

  障害者が安心して地域で暮らせるように、国の障
害者就業・生活支援センター事業を活用しながら、
身体・知的・精神の３障害に対応する圏域ごとの障
害者総合支援センターにコーディネーター等を配
置します。

  事故や病気などにより脳に障害を受け、社会生
活に支障をきたしている高次脳機能障害者及びそ
の家族の相談に応じるため、拠点病院にコーディ
ネーターを配置し、生活復帰及び就労復帰に向け
た総合的な支援を行います。

障害者相談支援事業費

精神障害者退院支援事業費

  E-mail　fukushi@pref.nagano.
             jp

  E-mail　fukushi@pref.nagano.
             jp

高次脳機能障害者総合支援
事業費

重症心身障害児（者）通園
等事業費

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

  地域の受入により退院可能な方に対し、コーディ
ネーター等が退院を支援します。

  在宅の重症心身障害児（者）のために、通園によ
り訓練・指導等の必要な療育を行い、運動機能の
低下を防止するとともにその発達を促します。
　また、家庭における保護者の療育技術の習得を
図ります。



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

4360万8千円 

・ 工賃アップ推進員の配置
・ 共同受注等コーディネーターの配置

障害者自立支援課 ・ 民間の専門技能活用支援
  FAX  026-234-2369 ・ 施設外授産活動の促進

［　6358万5千円］ ・

1億2877万5千円 

債務負担行為 ・ 平成21～平成22年度
8億7856万円 ・ 平成23年度

こども･家庭福祉課
  FAX  026-235-7390

[　0円]

1040万5千円 

　　１　市町村虐待防止ネットワーク等支援事業

　　２　児童虐待対応職員専門性強化事業

　　３　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

こども･家庭福祉課 　　４　児童相談所等移転改築検討会
  FAX  026-235-7390

［　1025万1千円］  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

　児童虐待の相談窓口の設置と相談体制の強化
により、児童虐待の未然防止、再発防止を図りま
す。

　情緒障害児短期治療施設を松本市に建設し、諏
訪湖健康学園の機能を移します。

開設予定

県立情緒障害児短期治療施
設建設事業費

児童虐待防止強化事業費

  E-mail  seikatsu-shien@pref.
　　　　　　nagano.jp

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

　児童虐待の通告・相談のほか、ＤＶの通報や
相談に24時間・ 365日応じ、速やかに必要な
支援を行います。

　児童相談所等移転改築検討会を設置し、老
朽施設の移転改築等を検討します。

福祉就労強化事業費

　カウンセリング研修等を実施することにより、
職員の専門性を強化します。

　工賃倍増計画に基づき、障害者授産施設等の受
注業務の拡大等を支援し、障害者の収入の増加を
図ります。

　研修等の実施により市町村の児童相談機能
を強化します。

工賃引上げ計画策定支援及び工賃倍増計画
実践モデルの構築

建設工事実施

新

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

5億3633万円 

・ 事業主体　市町村
・ 補助率　　2/3

こども･家庭福祉課 ・ 事業内容
  FAX  026-235-7390 　　１　児童クラブの運営 か所

［　4億4578万2千円］ 　　２　児童クラブの環境改善 3 か所

2億8972万3千円 

・ 事業主体　市町村
・ 補助率　　1/2

こども･家庭福祉課
  FAX  026-235-7390

[　0円]  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

安心こども基金事業費

　放課後の児童の安全で健やかな居場所として、
市町村が行う児童クラブの運営費等に対して助成
します。

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.jp

放課後児童健全育成事業費

  子どもを安心して育てることができるよう、新たに
創設される基金を活用して、民間保育所の施設整
備等に対して助成します。

270

新



部　局　名：　商工労働部

環境対応型ものづくり収益向上 77万6千円 
普及事業費

・

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [　0円]
 E-mail mono@pref.nagano.jp

農商工連携支援基金事業費 9億円 

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [　0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

ながのエンジェルネット推進 454万9千円 
事業費

・ 事業主体　　(財)長野県中小企業振興セン
                    ター

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [　0円]
 E-mail keieishien@pref.nagano.jp

技能五輪全国大会・アビリン 753万2千円 
ピック開催事業費

長野技能五輪・アビリンピック2012推進
協議会への負担

人材育成課
 FAX 026-235-7328 ［　113万9千円］
 E-mail jinzai@pref.nagano.jp

  平成24年に開催する技能五輪全国大会及びア
ビリンピックに向け、関係機関と連携し、選手育成
や大会運営の整備に取り組みます。

  地域経済の活性化を図るため、基金を造成し、そ
の運用益により、中小企業者と農林漁業者が連携
して行う新事業展開や新商品開発等の取組みに
対し助成するとともに、事業化までの継続的な支援
を行います。

  創業間もない中小企業等と個人投資家とのマッ
チング交流会やセミナーを開催するなど、中小企
業の資金調達を支援します。

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

  省資源・省エネ等による環境対応型ものづくりを
支援し、中小企業等のコスト削減による収益向上と
環境対応の促進を図ります。

製造過程での環境影響評価と改善の実践

新

新

新

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

工科短期大学校・技術専門校 14億6063万2千円 
運営事業費

人材育成課
 FAX 026-235-7328 ［　13億3670万6千円］
 E-mail jinzai@pref.nagano.jp

民間活用委託訓練事業費
2億4523万9千円 

人材育成課
 FAX 026-235-7328 ［　8726万9千円］
 E-mail jinzai@pref.nagano.jp

中心市街地・商業総合支援 1618万7千円 
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 ［　911万5千円］
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

ふるさと信州学生Uターン 113万3千円 
事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [　0円]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp

  新規学卒者・離転職者等に対して、就業に必要
な知識・技能・技術を習得するための職業訓練を
実施します。
　

  地域の人々の拠（よりどころ）である中心市街地を
再生するために、地域の人々が一丸となって取り
組む自発的な事業に対し、総合的な支援を実施し
ます。
　

  県外の大学及び専門学校等に進学した県出身
学生に対し、県内企業を知る機会や県内求人情報
等を提供し、Ｕターン希望学生のニーズに応えると
ともに県内企業の人材確保を図ります。
　

（工科短期大学校・技術専門
校運営事業費　再掲）

　離転職者や若年者等の多様な職業能力開発
ニーズに対応するため、専修学校等の民間教育訓
練機関を活用し、就業に必要な職業訓練を実施し
ます。

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

ジョブカフェ信州運営事業費 5409万2千円 

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 ［　5166万2千円］
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp

障害者就業支援事業費 8974万8千円 

人材育成課
 FAX 026-235-7328
 E-mail jinzai@pref.nagano.jp
労働雇用課
 FAX 026-235-7327 ［　7843万円］
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp

3億円 

・ 融資利率　　 年1.0％
・ 融資限度額　100万円

労働雇用課 ・ 返済期間　　 10年以内（うち据置期間１年以内）　
 FAX 026-235-7327 [　0円]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp ※

14億4227万2千円 

・ 県事業
・ 市町村事業に対する助成　

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [　0円]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp

  障害者の雇用の拡大を図るため、きめ細やかな
職業相談、求人開拓、職業紹介による就業支援を
行うとともに、職業能力開発の機会を拡大するた
め、障害者の能力・適性などに応じた多様な訓練
をＮＰO法人や民間教育訓練機関等へ委託し、就
業支援の拡充を図ります。

  長野県労働金庫と協調し、勤務先の事情により離
職・失業した県内に居住する勤労者の生活安定を
図るため、緊急に生活資金を低利で融資します。

勤労者生活資金緊急融資
事業費

  若年失業者・無業者、フリーター、ニート、学生等
に対し、キャリアコンサルティング、情報提供、職業
紹介の各サービスをワンストップで提供するととも
に、就労体験を実施します。

平成20年度1月補正予算において、1億円を前倒し
て計上しています。

ふるさと雇用再生特別基金事
業費

　国のふるさと雇用再生特別交付金の交付を受
け、地域の雇用再生のために地域求職者を雇い
入れて、雇用機会の創出を図るための事業を実施
します。

2億6227万2千円
11億8000万円

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

12億4103万4千円 

・ 県事業
・ 市町村事業に対する助成　

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [　0円]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.jp

　国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金の交付
を受け、離職を余儀なくされた失業者に緊急に一
時的な雇用・就業機会の創出を図るための事業を
実施します。

3億5103万4千円
8億9000万円

緊急雇用創出基金事業費

新



部　局　名：　観　光　部

「信州道楽」誘客促進事業費 2068万9千円 

・ 新たな観光資源の発掘とPR
・ 観光携帯サイトの改訂（東山魁夷が描く信州の
風景紹介等）
・ 環境に配慮した「エコ旅」の実施

観光振興課 ・ 道の駅等で展開する「道」プロモーションの実施
 FAX 026-235-7257 ［　3579万5千円］ ・ 「善光寺御開帳」や「諏訪大社御柱祭」を契機と
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp した県内周遊キャンペーンの実施

信州「食」の魅力向上事業費 1258万4千円 

・ 信州「食」の魅力向上講座の開催
観光振興課 ・ おいしいものを発信し誘客を促進する取組支援
 FAX 026-235-7257 ［　580万9千円］ ・ 信州の食の魅力の発掘・発信
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

ホスピタリティ向上事業費 1123万9千円 

・ 信州おもてなしカレッジ（宿泊事業者向け講座）
の開催

観光振興課 ・ 観光地のトイレ美化、観光ボランティアガイドの
 FAX 026-235-7257 ［　417万円］ 資質向上のための調査・検討及び研修会の
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp 開催

376万7千円 

・ 旅館経営者向け研修講座の開催
・ 経営革新アドバイザー（仮称）の派遣

観光企画課
 FAX 026-235-7257 ［　248万4千円］
 E-mail kankoki@pref.nagano.jp

  経営者のための研修講座の開催や相談機能の
充実により、観光事業者の経営力強化を支援しま
す。

観光事業者経営力強化支援
事業費

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

  長野県の特性を生かした旅行商品づくりやプロ
モーションなどにより、訪れたお客様に「もう１か所」
「もう１泊」と思われるような新たな旅の魅力を創造・
発信します。

事　　　業　　　内　　　容

  県内各地域の旬の食材を活用するなど、地産地
消を推進し、地域色豊かで多彩な信州の食の魅力
の向上・発信を図ります。
  また、伝統料理や地域の食材を使ったメニューを
組み込んだ旅行商品づくりを支援します。

  観光事業者を中心としたホスピタリティの向上の
ための講座や、観光ニーズに応じてレベルアップ
が必要な分野を対象とした研修会等を開催し、顧
客満足度の向上とリピーターの増加を図ります。



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

スノーリゾート信州構築事業費 4175万2千円 

・ スキー指導者向け研修会の開催
・ 各種媒体を活用したプロモーションの展開

観光振興課 ・ スノーリゾートとして誘客を促進する取組支援
 FAX 026-235-7257 ［　3201万3千円］ ・ スキー場経営講座の開催
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp ・ スキー場経営支援会議の開催

6869万4千円 

・ 補助対象　市町村
観光振興課 ・ 事業主体　観光地再生協議会
 FAX 026-235-7257 ［　5259万8千円］ ・ 補助率　　 再生協議会が実施する事業費の
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp               1/2以内

422万3千円 

・ 田舎暮らし案内人の配置
・ 田舎暮らし「楽園信州」推進協議会を通じた県

観光振興課 外向けPR等
 FAX 026-235-7257 ［　441万9千円］
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

150万円 

・ 事業主体　 県、（社）信州・長野県観光協会
・ 実施期間　平成21年２月20日から７月20日まで
・ 実施内容　特典付き宿泊プランの提供・ＰＲ

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

  従来のスキー振興に加え様々な魅力を満載した
トータルでの冬の信州の楽しみ方を「スノーリゾート
信州」としてプロモーションし、冬の信州への誘客
を図ります。

  地域の観光事業者、関係団体及び地域住民等と
連携・協働して、温泉地やスキー場地区の再生に
意欲的に取り組む市町村に対し、県がモデル地区
を設定して支援することにより、温泉宿泊者やス
キー場利用者等の増加を図ります。

  長野県での“田舎暮らし”を希望する団塊の世代
をはじめとする多くの都市圏生活者を、官民が一
体となって長野県に誘引し、地域の活性化と全国
の長野県ファンの拡大を図ります。

  観光産業の活性化を図るため、県民を対象とした
県内宿泊促進キャンペーンを実施します。

温泉地・スキー場地区再生モ
デル事業費

田舎暮らし｢楽園信州」創造事
業費

県民宿泊促進キャンペーン事
業費



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

2000万円 

・ 全国宣伝販売促進会議の開催
・ 大都市圏でのＰＲ

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

産業観光推進事業費 145万2千円 

・ 産業観光推進会議の開催
・ 産業観光推進のための研修会等の開催

観光振興課 ・ モデルルートなど旅行商品の開発
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

3641万1千円 

・ 海外の旅行業者やマスコミ関係者等の招へい
・ 現地商談会や観光説明会の開催、国際観光展 
への出展

観光振興課 ・ 外国人旅行者受入促進地域シンポジウム等の
 FAX 026-235-7257 ［　3833万2千円］ 開催
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp ・ 外国人街歩き案内地図の作成

3151万5千円 

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

  長野県内の特色ある産業資源を活用し、新たな
観光客層の掘り起こしを図るため、滞在型観光とし
ての産業観光推進のための具体的な方策につい
ての研究や旅行商品の開発を行います。

  ＪＲグループとの連携による大型観光キャンペー
ンであるデスティネーションキャンペーンの平成22
年秋の実施に向けて、プレキャンペーンを進めま
す。

  アジア・太平洋地域（21ケ国）の青年会議所メン
バーが一堂に集い交流を行う「第59回国際青年会
議所アジア・太平洋会議長野大会」の開催を支援
します。
  日本・中国・韓国の観光担当大臣が三国間の観
光交流の促進と協力強化について協議する「日中
韓観光大臣会合」の中部地域での開催を支援しま
す。

  諸外国・地域の特性に応じた効果的な誘客手法
を選択し、新たにロシアを対象国とするなど、外国
人旅行者のさらなる増加を図ります。
  また、外国人旅行者が適時・適切な長野県の情
報が入手できる環境整備を推進します。

デスティネーションキャンペー
ン実施事業費

外国人旅行者戦略的誘致推
進事業費

国際コンベンション開催支援事
業費

新

新

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

935万円 

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoki@pref.nagano.jp

216万4千円 

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

65万円 

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

782万8千円 

・ 派遣時期　 平成21年11月
・ 派遣者　　 知事ほか

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

　世界的評価ガイドである「ザガット」のブランドを活
用し、「ＮＡＧＡＮＯ」を効率的、効果的に世界へ情
報発信するため、「ザガット長野」の英語版作成を
促進します。

  中国河北省との友好提携25周年を記念して、河
北省人民政府から代表団を招請し、記念式典を開
催するとともに友好交流を促進します。

  ブラジルで開催される在ブラジル長野県人会創
立50周年記念式典に出席し、県人会との交流を行
います。

  長野県と中国河北省との「青少年交流に関する
覚書」に基づき、青少年が相互に訪問し、お互い
の文化や習慣に対する理解を深め、友情を養い、
将来地域の国際化を担う人材を育成します。

　「ザガット長野」英語版促進事
業費

友好提携25周年記念河北省
友好代表団招請事業費

長野県・河北省青少年相互交
流事業費

在ブラジル長野県人会創立50
周年記念式典派遣事業費

新

新

新

新



部　局　名：　建　設　部

86万1千円 

・ 信州型エコ住宅認定制度及び助成制度の創設
・ リフォーム版環境配慮指針の策定
・ 信州型エコ住宅のための県産建材登録制度の

住宅課 創設
  FAX　026-235-7486 ［　115万円］ ・ 消費者向けの手引書の作成・普及  　
  E-mail jutaku@pref.nagano.jp

7679万6千円 
住宅課
  FAX　026-235-7486 ・ 県有施設 分析調査141施設、除去３施設
  E-mail jutaku@pref.nagano.jp ・ 県営住宅 分析調査  40団地
建築指導課 ・ 民間建築物 除去８施設
  FAX　026-235-7479
  E-mail kenchiku@pref.nagano.jp

施設課 ［　3957万2千円］
  FAX　026-235-7477
  E-mail shisetsu@pref.nagano.jp

140万2千円 

・ 優良技術者の表彰
・ 新技術・新工法の活用支援

建設政策課 ・ 技術力の向上支援(電子納品･ＣＡＤ)
  FAX　026-235-7482 ［　180万9千円］
  E-mail kensetsu@pref.nagano.jp

1億5875万円 

・ 助成金額 新築・購入：30万円
リフォーム ：15万円

住宅課 ・ 受付件数 新築・購入：220件
  FAX　026-235-7486 ［　1億5421万円］ リフォーム ： 　５件
  E-mail jutaku@pref.nagano.jp

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

信州型エコ住宅整備推進事業
費

建築物アスベスト対策事業費

  長野県にふさわしい住宅の目標像「信州型エコ
住宅」を提示し、エコ住宅の普及を図るとともに、地
域住宅産業の技術力向上及び活性化を推進しま
す。

  アスベスト分析調査を行い、含有が認められた建
築物について計画的に除去します。

建設産業技術力向上支援事
業費

信州ふるさとの住まいづくり支
援事業費

  意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備
を進めるため、優良技術者の表彰や新技術・新工
法の活用促進などにより、建設産業における技術
力の向上を支援します。

  県民の居住水準の向上と住宅産業の振興を図る
とともに、県産材の利用促進により、森林整備に資
することを目的として、一定の県産材を活用した良
質な木造住宅の新築等を行う方に助成します。



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

11億3937万円 

・ 南松本団地　 40戸
・ 黒姫団地　　 24戸

住宅課
  FAX　026-235-7486 ［　13億1843万6千円］ ※

  E-mail jutaku@pref.nagano.jp

17億円 

債務負担行為
（120億円）

河川課
  FAX　026-225-7069 ［　2億5000万円］
  E-mail kasen@pref.nagano.jp

122億5000万円 

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ・ 道路改築    
  E-mail michiken@pref.nagano.jp ・ 道路法面防災
道路管理課 ・ 橋梁耐震補強
  FAX　026-235-7369 ［　136億1800万円］
  E-mail michikanri@pref.nagano.jp ※

3億円 

・ 調査箇所 　

砂防課
  FAX　026-233-4029 ［　3億円］
  E-mail sabo@pref.nagano.jp

  狭小・老朽化した県営住宅を建替えることにより、
魅力的な居住環境を提供します。県営住宅建設事業費

治水ダム建設事業費

緊急輸送路重点整備事業費

平成20年度1月補正予算において、2億600万円を
前倒して計上しています。

総合土砂災害対策推進事業
費
　(土砂災害基礎調査)

県内　2,700箇所

  浅川における治水専用ダム建設工事に着手しま
す。

  大規模地震等の災害時に緊急輸送路を確保す
るため、道路の維持管理と建設の両面から、緊急
輸送路の信頼性を高める対策を重点的に実施しま
す。

  土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害
防止法に基づく基礎調査を実施し、土砂災害のお
それがある区域等を明らかにするとともに、市町村
が行う警戒避難体制の整備を支援します。

平成20年度1月補正予算において、5億3774万8千
円を前倒して計上しています。



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

2億4000万円 

砂防課
  FAX　026-233-4029 ・ 事業期間
  E-mail sabo@pref.nagano.jp
河川課
  FAX　026-225-7069 [　0円]
  E-mail kasen@pref.nagano.jp

3600万円 

・ 実施箇所     浅間山、草津白根山　

砂防課
  FAX　026-233-4029 ［　2000万円］
  E-mail sabo@pref.nagano.jp

4200万円 

・ 事業期間
       

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［　3000万円］
  E-mail toshikei@pref.nagano.jp

27億7000万円 

・ 実施箇所
     

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［　19億円］
  E-mail toshikei@pref.nagano.jp

都市内放射・環状道路整備事
業費

  松本都市圏の抱える都市交通の課題に対応する
新たな都市交通計画を策定するため、調査を実施
します。

平成20年度～平成22年度

  都市の活力を支える根幹的な道路ネットワークと
して、都市の放射・環状道路の整備を推進し、都市
圏や市街地の交通円滑化と都市拠点の形成・活
性化を支援します。

松本都市圏総合都市交通体
系調査事業費

平成21年度～平成23年度

雨量等防災情報システム機能
強化事業費

  雨量等防災情報システムの機能強化を行うととも
に、防災情報を地上デジタル放送によって広く県
民に提供するシステムを放送事業者と連携して構
築します。

火山噴火緊急減災対策事業
費

  火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して、被
害をできる限り軽減させるためのハード対策とソフト
対策を実施します。

(３年間)

(３年間)

内環状南線（松本市）ほか４箇所

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

63億6942万円 

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［　62億1130万円］
  E-mail michiken@pref.nagano.jp

11億5200万円 

道路管理課
  FAX　026-235-7369 [　0円] ※

  E-mail michikanri@pref.nagano.jp

3000万円 

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［　1800万円］
  E-mail michiken@pref.nagano.jp

78億4200万円 
道路建設課
  FAX　026-235-7391
  E-mail michiken@pref.nagano.jp

道路管理課 ・ 平成21年度対策箇所数
  FAX　026-235-7369 イライラ 18箇所
  E-mail michikanri@pref.nagano.jp ハラハラ 10箇所
都市計画課 ［　93億3500万円］ ・ 事業内容
  FAX　026-252-7315
  E-mail toshikei@pref.nagano.jp

高速交通網整備事業費
１　北陸新幹線の整備推進
　　　鉄道・運輸機構、関係市町村と連携し、長野・
   金沢間開業に向け円滑な整備を推進します。

２　高規格幹線道路の整備推進
      国・関係市町村と連携し、県内の高規格幹線
   道路網の早期完成を図ります。
　　　・中部横断自動車道
　　　・三遠南信自動車道
　　　・中部縦貫自動車道

橋梁長寿命化修繕事業費

道路計画調査事業費
  松本糸魚川連絡道路の整備に向けた調査･検討
を進めます。

  「長野県橋梁長寿命化修繕計画」（平成20年６月
策定）に基づき、高齢化と劣化が進む橋梁につい
て、損傷が大きくなる前に計画的な修繕工事を実
施します。

平成20年度1月補正予算において、3200万円を前
倒して計上しています。

道路見える化事業費   渋滞損失時間や、死傷事故率等の客観的データ
に基づき、利用者の意見も反映させて抽出した要
対策箇所の「イライラ（移動性阻害）箇所」及び「ハ
ラハラ（安全性要対策）箇所」の解消を図ります。

道路改築・交通安全対策・街路
整備

新



部　局　名：　警　察　本　部

1355万9千円 

警務課・生活環境課ほか
 FAX 026-232-1110 ［　1625万5千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

子ども安全総合対策事業費 1467万4千円 

・

少年課
 FAX 026-232-1110 ［　1465万9千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

捜査活動基盤整備事業費 1989万5千円 

警務課・刑事企画課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

交番・駐在所建設事業費 9216万5千円 

・ 交番 長野中央署吉田交番
塩尻署塩尻駅前交番

・ 駐在所 阿南署売木村駐在所
地域課・会計課
 FAX 026-232-1110 ［　2億46万6千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

精強な第一線警察の構築
事業費

７人

  捜査を取り巻く環境の変化や司法制度改革等に
的確に対応し、警察における捜査手続きや取調べ
の一層の適正化を図るため、取調べ状況の把握を
容易にするための施設整備等を行います。

  老朽化や耐震性の低い交番・駐在所について、
生活安全センターとしての機能強化を図りながら、
建て替えを行います。

  少年による凶悪事件や子どもが被害者となる犯
罪に対し、学校等関係機関と連携した多面的かつ
総合的な対策を展開し、少年の非行防止や立ち直
り支援、子どもの安全確保対策を推進します。

スクールサポーターの配置

捜査技能伝承官の配置

事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

  本格的な大量退職時代を迎える中、警察官とし
ての適性を有する者を採用・育成するため、募集
活動を強力に推進するとともに、新たに捜査技能
伝承官を配置して、若手捜査員の能力向上を図り
ます。
　また、急増するサイバー犯罪に対応するための
資機材の整備を図ります。

２人

新

新



事　　　　業　　　　名 予　算　額
［平成20年度当初予算額]

事　　　業　　　内　　　容

交通安全施設整備事業費 15億6730万3千円 

交通規制課
 FAX 026-232-1110 ［　17億2251万9千円］ ※

 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

災害等警備対策事業費 355万2千円 

警備第二課
 FAX 026-232-1110 ［　431万3千円］ ※

 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

  大規模災害時に迅速・的確な対応を行うための
精強な機動救助部隊を確立し、捜索救助能力の
強化と装備資機材の継続的な整備充実を図りま
す。

  交通環境を改善し、交通の安全と円滑化を図る
ため、交通信号機、道路標識、道路標示等の整
備、交通管制システムの高度化整備を行います。

平成20年度1月補正予算において、5935万3千円
を前倒して計上しています。

平成20年度1月補正予算において、881万8千円を
前倒して計上しています。



部　局　名：　教育委員会

51億4800万円 

（選択型こまやか教育プラン）

義務教育課
 FAX 026-235-7494 ［　51億2600万円］
 E-mail gimukyo@pref.nagano.jp

高等学校再編整備事業費 6968万5千円 

・ 高等学校再編施設整備事業 （483万5千円）
  高校統合に伴う校舎等の整備

地盤調査 ２校
高校教育課 ・ 高校再編に係る準備運営 （6485万円）
 FAX 026-235-7488 ［　11億50万9千円］ 　備品整備、学校運営支援システム賃借等
 E-mail koko@pref.nagano.jp 10校

１  高等学校再編施設整備事業 （483万5千円）
高等学校施設整備事業費 7億2029万9千円 ・ 高校統合に伴う校舎等の整備
（高等学校再編整備事業費一部再掲） 　地盤調査 ２校

債務負担行為
(3億8407万円) ２  高等学校施設整備事業 （7億1546万4千円）

高校教育課
 FAX 026-235-7488 ［　12億6897万1千円］ ・ 建設・改修工事、調査設計 9校9棟
 E-mail koko@pref.nagano.jp

県立学校ＩＴ環境整備事業費
5130万9千円 

・ 教員ＬＡＮの整備
教育総務課 ・ 教員パソコンの整備
 FAX 026-235-7487
 E-mail kyoiku@pref.nagano.jp
高校教育課
 FAX 026-235-7488 ［　1702万1千円］
 E-mail koko@pref.nagano.jp

事　　　業　　　内　　　容

  小学校30人規模学級編制や学習習慣形成支
援、少人数学習集団編成、児童生徒適応指導な
ど、小・中学校の判断で活用方法を選択する事業
方式により教員配置を行うことにより、一人ひとりに
応じたきめこまやかな指導を行い、学習習慣の確
立と基礎学力の定着を図ります。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成20年度予算額]

　老朽化している校舎や体育施設の改築・改修等
を耐震補強工事と合わせて行うなど、高等学校の
施設整備を計画的に行います。

 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。

 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。

活用方法選択型教員配置
事業費



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成20年度予算額]

特別支援教育充実事業費 2億3751万円 

・

　分教室の設置
　・養護学校小学部　２分教室（佐久穂町、駒ヶ根市）
　・養護学校中学部　２分教室（佐久穂町、駒ヶ根市）
　・養護学校高等部　１分教室（更級農業高校）

特別支援教育課 南安曇農業高校に22年4月開設予定
 FAX 026-235-7459 ［　1261万3千円］ 　･ろう学校分教室　　２分教室（小諸市、茅野市）
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.jp

特別支援学校施設整備事業費 1億2344万5千円 

・
・
・
・

特別支援教育課 ・
 FAX 026-235-7459 ［　1億9943万7千円］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.jp ※

「未来塾ながの」推進事業費 74万5千円 

・ 対象　 県内の高校生

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［　74万5千円］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

 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。

 老朽化している校舎等について、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。

教室増設 １校
計画整備 ６校
緊急修繕 ３校

１　特別支援学校教員配置の充実
　特別支援学校の児童・生徒一人ひとりの障害や
発達の状況等に応じた学校教育を推進するため、
教員配置の充実を図ります。

教員の増員 39人
栄養教諭の配置 ３人

２　特別支援教育地域化推進事業
　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の
できる教育環境を整備します。

学校生活向上 ２校

平成20年度1月補正予算において、4691万4千円
を前倒して計上しています。

障害児にやさしい施設整備 １校

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成20年度予算額]

スクールカウンセラー事業費 1億2622万8千円 

  スクールカウンセラー配置校数等
・ 中学校 80校
・ 高等学校 1800時間

教学指導課心の支援室
 FAX 026-235-7495 ［　1億2622万8千円］
 E-mail kokoro@pref.nagano.jp

　学校支援地域本部事業費 5887万4千円 

・ 学校支援地域本部の設置・運営
・ 地域コーディネーターの養成

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 [　0円]
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

放課後子ども教室推進事業費 3930万3千円 

・ 事業主体　　市町村
・ 補助率 2/3

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［　3969万7千円］
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

582万6千円 

・ 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 ［　359万7千円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

　小学校の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。

 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。

 学校・家庭・地域の連携・協力の強化を通じた地
域全体の教育力の向上を図るため、市町村との連
携により、地域ぐるみで学校教育活動を支援する
ボランティア体制づくりを推進します。

 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。

総合型地域スポーツクラブ育
成支援事業費

新



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成20年度予算額]

競技力向上事業費 1億54万6千円 

・

スポーツ課 ・ ジュニア競技力の向上
 FAX 026-235-7476 ［　1億93万4千円］
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

1億3525万5千円 

債務負担行為
（1億502万6千円） ・ ランディングバーンマット張替

・ 防風ネット張替　　ほか
スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [　0円]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

白馬ジャンプ競技場改修
事業費

 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
の発掘・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。

競技団体の選手育成強化・指導者養成への
支援

 国際スキー連盟が定めるジャンプ競技のルールに
適合するよう改修を行い、国際大会を招致できる施
設として存続させ、競技力の維持･向上とスポーツ
振興を図ります。

新


