
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

課長：奥田 隆則  担当：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２２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。 

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（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 22 年（2010 年）２月２日

平成２２年度当初予算の知事査定結果《速報(第３回)》について 



部　局　名 ：危機管理部

減災トップフォーラム in 長野
開催事業費 826

危機管理防災課
 FAX 026-233-4332
 E-mail bosai@pref.nagano.jp [ 0 ]

消防団充実強化支援事業費 5,746

消防課 ・消防団ラッパ隊広域交流会の開催
 FAX 026-233-4332 [ 5,818 ]
 E-mail shobo@pref.nagano.jp

防災行政無線設備更新 263,355
事業費

・無線通信装置更新　４か所
・反射板設置　　　　　 ２か所

消防課
 FAX 026-233-4332 [ 0 ]
 E-mail shobo@pref.nagano.jp

・対象　　　　　　　  市町村長、市町村幹部職員、
　　　　　　　　　　　  県幹部職員等
・受講予定者数　　120名

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

　災害時に安定した通信手段を確保するため、老
朽化した無線通信装置を更新します。

事　　　業　　　内　　　容

　災害発生時に住民の生命や財産を守るという重
要な責務を担っている市町村長に、住民避難の決
断などの災害対応について研修していただくため、
実践的な演習を取り入れたフォーラムを実施しま
す。

　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。

・消防ポンプ操法等県大会・地区大会などの開催
　支援

新
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部　局　名 ： 衛　生　部

メタボリックシンドローム等 12,909
対策事業費

・ 健康増進計画「健康グレードアップながの21」
の推進
・ 特定保健指導を行うための人材養成、研修会
の開催

健康づくり支援課 ・ 県民健康・栄養調査の実施
  FAX　026-235-7170 [ 6,038 ] ・ 若者・未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp など総合的なたばこ対策の推進

　 予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範にわ
がん対策総合推進事業費 141,573 たるがん対策を行政、医療関係者、県民など幅広い

参画のもとに総合的に推進します。

・ 地域活動連携がん対策推進事業
　市町村等と連携し、保健補導員等を対象と
したがん予防、検診受診促進のための研修会
を行い、地域住民への周知を図ります。

・ がんに負けない社会づくり県民運動推進事業
　がんに負けない社会づくりを県民運動として
推進するため、その契機として「がんに負けな
い社会づくり県民大会」を開催します。

医療政策課
 FAX 026-223-7106 ・ がん相談支援センターの設置・運営
 E-mail iryo@pref.nagano.jp 　がん診療連携拠点病院が整備されていない

４医療圏における「がん相談支援センター」の
健康づくり支援課 設置を支援します。
 FAX 026-235-7170 [ 128,832 ]
 E-mail kenko@pref.nagano.jp 　（一部　地域医療再生基金活用事業）

すこやか信州食育発信 2,729
事業費

・ 食育推進県民運動事業
・ 食育ボランティア育成事業

健康づくり支援課 ・ 食育キャラバン隊派遣事業
  FAX　026-235-7170 [ 1,498 ] ・ 野菜を食べようキャンペーン事業
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

  メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病対
策を重点に、県民の主体的な健康づくりのための
行動を促進する施策を総合的に展開します。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　健康長寿と豊かな人間形成を目指した総合的な
食育を県民運動として展開するため、県民への普
及啓発及び地域ボランティア育成等の体制整備を
行います。

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

8020運動推進特別事業費 9,232

・ 8020推進員の育成
・ 各ライフステージにわたる口腔機能の育成向上
支援

健康づくり支援課 ・ 県民歯科保健実態調査の実施
  FAX　026-235-7170 [7,124]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

自殺対策推進事業費 68,507

・ 自殺対策緊急強化事業の実施
・ かかりつけ医心の健康対応力向上研修の実施

健康づくり支援課 ・ 長野県自殺予防情報センターの設置
  FAX　026-235-7170 [ 642 ]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp 　（一部　自殺対策緊急強化基金活用事業）

自閉症･発達障害支援事業費 7,275

・ 発達障害者支援協議会の設置
・ 自閉症・発達障害支援センターによる相談

健康づくり支援課 支援
  FAX　026-235-7170 [ 6,249 ] ・ 市町村支援体制強化事業の実施
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

  自殺対策緊急強化基金を活用し、関係機関と連
携しながら、社会的取組みとして自殺対策を行い、
自殺者の減少を図ります。

　県民の健康につながる口腔の健康管理を推進す
るため、8020運動の普及啓発を行うとともに、歯科
保健事業の円滑な推進体制の整備を図ります。

  発達障害の乳幼児期から成人期までの各ライフ
ステージに対応する一貫した支援体制の整備を図
ります。

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新型インフルエンザ対策 12,784
推進事業費

【対策推進の体制整備】
・ 各地方本部単位での連携構築
・ 情報伝達､共有体制の整備
【県民等への啓発強化（市町村・関係機関等）】
・ 啓発用パンフレット･ポスターの作成配布
・ 個人予防策の啓発と周知（出前講座、広報）
【保健医療の体制整備】
・ 医療体制の県民への周知啓発
・ 積極的疫学調査､ウイルス検査の実施
・ 電話相談体制の整備
【市町村等の対策推進と連携】
・ 市町村の対策推進に対する支援と連携

健康づくり支援課 ・ 社会機能維持事業者等への対策の要請と
  FAX　026-235-7170 [ 165,697 ] 連携
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

　※このほかに、平成21年度１月補正予算において
　　 34,487千円を前倒しして計上しています。

  医師確保対策の推進、医師の勤務環境の改善、
医師確保等総合対策 510,518 産科･小児科医療等の確保に向けた各種事業を実
事業費 施します。

・ 研修病院合同説明会合同参加事業
　　県外で開催される臨床研修医及び医学生
  を対象とした合同説明会に県内臨床研修病
　院等が合同で参加
・ 後期研修医確保・養成支援事業
　　中核的な病院が行う後期研修医及び指導
　医等の確保・養成のための取組を支援する
　とともに、病院間の連携を促進
・ 医学生修学資金等貸与事業
　　将来県内の医療機関に勤務しようとする医
 学生等を対象に修学資金等を貸与
（新たに平成22年度からの医学部定員増関係
 分を追加）
・ 新生児医療担当医確保支援事業
　　出産後NICUへ入室する新生児を担当する

医療政策課医師確保対策室 　医師に対して病院が行う手当の支給を支援
 FAX 026-223-7106 [ 518,273 ]
 E-mail doctor@pref.nagano.jp 　（一部　地域医療再生基金活用事業）

　新型インフルエンザの再流行等に備え、今回の
発生を踏まえた医療提供体制をはじめ、相談体
制、県民への注意喚起、関係機関との情報連絡体
制などの対応強化及び訓練等を実施します。ま
た、引き続き新型インフルエンザパンデミック時に
おける県民の健康被害の最小限化と社会機能の
維持のための各種対策を推進します。

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　 看護師等の県内就業を促進し、その定着を図るた
看護職員修学資金貸与 85,704 め、看護職員養成施設の学生等に修学資金を貸与
事業費 します。

・ 貸与額
看護師（国公立） 月額32,000円
看護師（民間立） 月額36,000円

医療政策課 准看護師 月額21,000円
 FAX 026-223-7106 [ 85,704 ] 大学院（修士） 月額83,000円
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

   看護職員や医師等が安心して仕事と育児を両立
病院内保育所運営事業 64,922 できる環境づくりを推進し、離職防止を図るため、医
補助金 療機関が運営する病院内保育所の運営経費に助成

します。

・ 補助対象 27病院･診療所

医療政策課 ・ 補助率 2/3 （国補）
 FAX 026-223-7106 [ 42,743 ] 1/2 （県単）
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

　専門性の高い看護実践ができる認定看護師の養
看護大学認定看護師課程 21,277 成が求められていることに対応し、看護大学におい
創設事業費 て認定看護師養成課程の開設に向けた準備を行い

ます。
・ 開設年度 平成23年度
・ 設置課程 ２課程（履修期間：概ね7か月）
・ 定員　　 各20名
・ 開設分野 皮膚・排泄ケア、感染管理（想定）

医療政策課 ・ 取得資格 認定看護師認定審査（日本看護
 FAX 026-223-7106 [ 0 ] 協会実施）の受験資格
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

　地域医療の課題を解決するため、地域医療再生
地域医療再生事業費 587,911 計画に基づき事業を実施する上小医療圏、上伊那

医療圏に対して支援します。
（事業実施期間H21～H25）

【平成22年度実施事業】
<上小医療圏>
・ 信州大学との連携による医師確保
・ 成人初期救急医療体制の整備
・ 第二次救急医療体制の整備
・ 上田市産院の移転新築
<上伊那医療圏>

医療政策課 ・ 機能分担と連携促進のための「公立病
 FAX 026-223-7106 [ 0 ] 院運営連携会議」の設置・運営
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

　（地域医療再生基金活用事業）

　（地域医療再生基金活用事業）

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善
医療施設・設備整備事業費 1,387,840 及び医療施設の耐震化を図るため、病院の施設、設

備の整備を支援します。

・ 補助対象 安曇野赤十字病院ほか
18病院・診療所

医療政策課
 FAX 026-223-7106 [ 804,360 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.jp 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業）

  駒ヶ根病院整備事業を次のとおり実施します。
県立駒ヶ根病院整備事業費 2,050,200

・ 第１期工事 管理棟、外来棟、病棟及びサー
（長野県立病院機構施設 ビス棟の完成
整備等資金貸付金） （工期：Ｈ21～Ｈ22）

・ 第２期工事 デイケア棟、体育館等建設工事
に着手
（工期：Ｈ22～Ｈ23）

・ 建設工事費 2,352,098千円
病院事業局 （財源）
 FAX 026-235-7161 [ 0 ] 企業債 2,050,200千円
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.jp 国庫補助金・その他 301,898千円

　本館棟の改築に向け、基本設計及び実施設計を
県立阿南病院耐震化整備 58,900 行います。
事業費

基本・実施設計委託料 58,912千円
（長野県立病院機構施設 （財源）
整備等資金貸付金） 企業債 58,900千円

その他 12千円
病院事業局
 FAX 026-235-7161 [ 0 ]
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.jp

　市町村国民健康保険の財政の安定化を図るため、
国民健康保険基盤安定化 11,901,300 所要の施策を実施します。
等事業費

・ 低所得者等の保険料軽減措置に対する費用
負担
・ 高額な医療費に対する費用負担

医療政策課 ・ 保険者（市町村）の財政調整に要する費用
国保･医療福祉室 負担
 FAX 026-235-7260 [ 11,515,028 ] ・ 特定健康診査・特定保健指導の実施に要する
 E-mail kokuho@pref.nagano.jp 費用負担
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　県民の高齢期における適切な医療の確保を図るた
後期高齢者医療給付事業費 21,979,649 め、後期高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に

行われるよう所要の施策を実施します。

・ 療養の給付等に対する費用負担
・ 低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

医療政策課 負担
国保･医療福祉室 ・ 高額な医療費に対する費用負担
 FAX 026-235-7260 ・ 財政安定化基金への積立て等
 E-mail kokuho@pref.nagano.jp [ 20,998,815 ]

　重篤救急患者の医療を確保するため、救命救急セ
救命救急センター運営事業 337,036 ンターの運営に要する経費に助成します。
補助金

・ 指定病院 ７病院（うち補助対象４病院）

・ 補助率 2/3

医療政策課
 FAX 026-223-7106 [ 240,234 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

　救急搬送時間の短縮による救命率の向上、後遺症
ドクターヘリ運航事業費 188,846 の軽減やへき地における救急医療体制の強化等を

図るため、ドクターヘリの運航にかかる経費に助成
します。

・ 補助対象 佐久総合病院

医療政策課 ・ 補助率 10/10
 FAX 026-223-7106 [ 169,838 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.jp

　１　小児救急電話相談事業の実施
小児初期救急医療体制 28,813 　　夜間の小児救急患者の保護者向けの電話相談
整備事業費 　（#8000）を実施し、適切な助言を行うことにより、保

　護者の不安を和らげます。

　２　小児初期救急医療体制の整備
　　病院勤務と開業の小児科医等が交代制により、
　夜間の小児救急医療体制を提供する市町村等に
　対して運営費を助成します。

医療政策課 ・ 補助対象 ７地区
 FAX 026-223-7106 [ 26,843 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.jp ・ 補助率 1/2
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

精神科救急医療整備事業費 65,734

・ 精神科救急指定病院の運営費等への補助
・ 精神科救急情報センターによる24時間医療
相談

健康づくり支援課
  FAX　026-235-7170 [ 28,462 ]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

小児長期入院児等支援 6,114
事業費

・ 長期入院児等支援コーディネーターの配置
健康づくり支援課 ・ 長野県長期入院児等支援対策協議会の設置

・ 地域長期入院児等支援連絡会の設置
  FAX　026-235-7170 [0] ・ 関係者スキルアップ研修会の開催
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

妊婦健康診査支援事業費 591,944

・ 事業主体　　市町村
・ 補助率　　　　1/2

健康づくり支援課
  FAX　026-235-7170 [ 669,008 ]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp 　（妊婦健康診査支援臨時特例基金活用事業）

不妊治療費助成事業費 167,400

・ 助成内容 　１回の治療につき15万円を限度と
 し、１年に２回、通算５年間助成

健康づくり支援課
  FAX　026-235-7170 [ 125,600 ]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

13,782

・ 指定医療機関　 2か所（うち新規１か所）
・ 補助率 10/10

健康づくり支援課
  FAX　026-235-7170 [ 6,891 ]
  E-mail　kenko@pref.nagano.jp

　NICU等への長期入院児の増加に伴い新生児搬
送の受入れができない事態が懸念されるため、長
期入院児が適切な療育環境へ移行できるための
支援を行います。

認知症疾患医療センター運営
事業補助金

  認知症の専門医療機関として「認知症疾患医療
センター」を指定し、地域における認知症疾患の保
健医療水準の向上を図ります。

  妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環とし
て、妊娠を望み、体外受精・顕微授精による治療を
受けている夫婦に対し、その治療費の一部を助成
します。

  妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図
るため、市町村が負担する妊婦健康診査に必要な
経費を助成します。

  精神科救急医療を実施する医療機関等への補
助を行うなど、休日や夜間に緊急に医療を必要と
する精神障害者に対する医療体制を確保します。

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　食の安全を確保するため、食品検査の充実・強化
「食品」の安全確保のための 1,751 を図り、食品営業者の自主的衛生管理を促進します。
自主管理体制強化事業費

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 [1,751]
 E-mail shokusei@pref.nagano.jp

  許認可及び監視業務システムを改正薬事法に対応
28,308 させ、迅速な業態把握と業務の効率化を図ります。

・ 販売業の区分を改正薬事法に対応した業態
区分に変更
・ 監視結果等の内容を速やかに台帳に反映

薬事管理課
 FAX 026-235-7398 [ 0 ]
 E-mail yakuji@pref.nagano.jp

　医薬品を適正かつ安全に使用することを推進しま
4,715 す。

・ 後発医薬品を安心して使用するための協議会
の開催
・ 医薬品の品質検査
・ 未就業薬剤師に対する研修会の開催

薬事管理課 ・ 市民を対象とした公開講座への助成
 FAX 026-235-7398 [ 6,081 ]
 E-mail yakuji@pref.nagano.jp

　市町村が行う乳幼児、障害者等の医療費自己負
福祉医療費給付事業補助金 4,100,419 担金の給付に対し助成します。

(平成22年度改正点）
・ 乳幼児の対象範囲を小学校1年生から3年生
の入院まで拡大

医療政策課 ・ 精神障害者の対象範囲を精神保健福祉手帳２
国保･医療福祉室 級通院（所得制限は所得税非課税まで、対象
 FAX 026-235-7260 [ 4,056,788 ] 医療は自立支援医療のうち精神通院医療に限
 E-mail kokuho@pref.nagano.jp 定）まで拡大

医薬品適正使用・環境整備事
業費

薬事関係許認可・監視業務シ
ステム構築事業費

新

新

9



部　局　名 ： 農　政　部

環境にやさしい農業総合対策 41,357
事業費

　・ 事業主体 県、市町村、
農業技術課 農業団体、営農集団等
 FAX 026-235-8392 [ 46,651 ] 　・ 補助率 1/2以内
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

農地・水・環境保全向上 151,205
対策事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392
 E-mail nogi@pref.nagano.jp
農地整備課 　・
 FAX 026-233-4069 [ 150,685 ]
 E-mail nochi@pref.nagano.jp 　・ 交付率 　　　定額

野生鳥獣被害総合対策 352,831
事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392
 E-mail nogi@pref.nagano.jp
農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 21,110 ] 　・ 事業主体 　県、市町村等
 E-mail noson@pref.nagano.jp 　・ 補助率 1/2以内

中山間地域農業直接支払 2,138,151
事業費

　・ 事業主体 協定締結集落、市町村
　・ 負担割合 　国1/2　県1/4　市町村1/4　ほか

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 2,011,586 ]
 E-mail noson@pref.nagano.jp

予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

　野生鳥獣による農作物被害を防止するため、防
護柵設置等の地域ぐるみの総合的被害対策を支
援するとともに、被害地域への指導・助言体制を整
備します。
　また、新たな課題に対応するため、対策技術の研
究や実証試験を実施します。

　中山間地域において、耕作放棄地の発生を防止
し、農業・農村の持つ多面的機能を確保するため、
集落の話し合いに基づく自律的かつ継続的な農
業生産活動を支援します。

　環境と調和のとれた農業を促進するため、エコ
ファーマーの育成や環境にやさしい農産物認証の
拡大を図るとともに、ＩＰＭ（総合的病害虫管理）や
ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進及び有機農業
に取り組む生産者を支援します。

　 農村地域の環境を保全するため、地域ぐるみで
行う農道や用水路等の適正な保全管理を行う共同
活動と農業者ぐるみで行う環境負荷を低減する営
農活動を支援します。

事業主体 長野県農地・水・環境保全向上
対策協議会、活動組織、市町村

10



予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

遊休農地活用総合対策 12,148
事業費

　・ 事業主体 　県、市町村、農協、農業者組織等
　・ 交付率 １/２以内、定額

農村振興課
 FAX 026-235-7483 ［29,765］
 E-mail noson@pref.nagano.jp

学校給食県産農産物 32,635
利用促進事業費

農業政策課
 FAX 026-235-7393
 E-mail nosei@pref.nagano.jp 　（雇用基金活用事業）
教育委員会事務局保健厚生課
 FAX 026-234-5169 [ 0 ]
 E-mail  hokenko@pref.nagano.jp

地産地消「信州を食べよう」 62,194
推進事業費

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 2,056 ] 　・
 E-mail marketing@pref.nagano.jp 　・

農業大学校研修事業費 15,750

農業技術課
 FAX 026-235-8392
 E-mail nogi@pref.nagano.jp
農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 11,938 ]
 E-mail noson@pref.nagano.jp

強い園芸産地育成事業費 47,500

　・ 事業主体 市町村、営農集団等
　・ 補助率 1/2以内

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 ［50,000］
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp

 　遊休農地解消のための推進活動や遊休農地の
農業上の利用、多面的機能の増進など地域の実
情に応じた解消・活用に向けた取組を支援します。

　学校給食関係者（調理場、納入業者等）と農産物
生産者・生産者団体等を結びつけるコーディネー
ターを県下４地域及び県庁に配置し、学校給食に
おける県産農産物の利用促進を図ります。

　農業大学校の再編に伴い、小諸キャンパスの研
修事業の充実を図るため、新規就農に対する営農
実践研修等農業技術力の向上のための支援や農
とのふれあい研修などを、地域と連携しながら実施
します。

　地産地消を促進するため、先進事例の発表や有
識者等の参加によるパネルディスカッションを行う
「地産地消シンポジウム」を開催します。
　また、地域の県産食材供給組織の活動や施設整
備、県的団体の自主的活動を支援することにより
食育や地産地消の推進を図ります。

事業主体　県、市町村等
補助率　　 1/2以内、定額

　県オリジナル品種の拡大や実需者と結びついた
産地育成などを通じ、競争力の高い園芸産地を育
成するため、種苗導入や施設・機械等の整備を支
援します。

新
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予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

実需者ニーズ創出型産地 17,252
育成事業費

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 0 ] 　（雇用基金活用事業）
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp

りんごフェザー苗供給体制 1,823
構築事業費

園芸畜産課 　・ 事業主体 　（社）長野県原種センター、
 FAX 026-235-7481 [ 2,582 ] 　　 長野県園芸作物生産振興協議会
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp 　・ 補助率 定額

野菜等価格安定対策事業 688,058
補助金

債務負担行為
　　・野菜価格安定対策事業 (355,600）

園芸畜産課 　・ 事業主体 　(財）長野県野菜生産安定基金
 FAX 026-235-7481 [ 610,360 ] 協会
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp 　・ 補助率 定額

きのこと家畜を育てるソルガム 3,008
プロジェクト推進事業費

　・ 事業主体 県、営農集団等
園芸畜産課 　・ 補助率 1/2以内
 FAX 026-235-7481 [ 0 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp

飼料価格高騰緊急対策 9,631
事業費

　・ 事業主体 県、営農集団等
園芸畜産課 　・ 補助率 1/2、1/3以内
 FAX 026-235-7481 [ 56,801 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.jp

　きのこ農家と畜産農家の経営安定及び飼料作物
の生産拡大を図るため、飼料作物であるソルガム
を、きのこ農家と畜産農家が効率的に利用する地
域循環の仕組みを構築します。

　飼料価格が高騰している状況下において、飼料
自給率の向上及び生産コスト低減による畜産経営
の安定化を図るため、耕種農家と畜産農家が連携
し、水田を活用した県産自給飼料の増産・利用を
支援します。

　　・特産花き生産出荷安定資金造成事業

　県内の園芸産地等と商工・観光業者との契約取
引を促進するため、需要創出コーディネーターを
配置するとともに、産地づくりのための初度的な取
組を支援します。

　省力的で早期多収が可能なりんご新わい化栽培
を拡大するため、フェザー苗の緊急的な増産を図
るとともに、安定的に生産供給できる体制を整備し
ます。

　農家の経営安定と農作物の安定供給を図るた
め、価格低落時に価格差補給交付金を交付する
ための資金造成等を支援します。

新

新
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予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

新規就農者支援事業費 77,030
（一部再掲）

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 30,519 ]
 E-mail noson@pref.nagano.jp

長野県原産地呼称管理制度 9,932
運営事業費

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 9,932 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.jp

信州オリジナル食材ブランド化 1,115
推進事業費

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 4,519 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.jp

信州食材マーケット創出 25,650
事業費

農業政策課農産物マーケティング室 　（一部　雇用基金活用事業）
 FAX 026-235-7393 [ 0 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.jp

農業農村ビジネス推進事業費 2,176

　・ 事業主体　　県、生産者団体等
農業政策課農産物マーケティング室 　・ 補助率　　　　1/2以内
 FAX 026-235-7393 [ 2,226 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.jp

　県内外において信州産農産物・加工品の認知度
向上と販売促進を強力に推進するため、巡回型ア
ンテナ売場”Shinshu Market”の設置やイベント・商
談会などを開催します。

　消費者の価値観の変化やニーズの多様化などに
対応し、収益性の高い農業をつくるため、第１次産
業（生産）、第２次産業（加工）、第３次産業（観光・
販売）が相互に連携した「第６次産業」化の推進や
企業感覚を有する経営体を育成します。

　農業後継者、新規参入者、団塊の世代からの定
年帰農者等多様な新規就農者を確保、育成する
ため、就農相談活動や農業大学校研修部などで
の農業体験研修の充実、新規就農里親制度によ
る実践的な技術研修などにより、円滑な就農を支
援するとともに、地域において関係機関・団体が一
体となって行う就農促進活動を進めます。

　信州農産物のブランド化を図るために創設した長
野県原産地呼称管理制度の運営やＰＲを行いま
す。

　県が開発又は認定した優れた食材のＰＲとブラン
ド化を推進するため、取扱店舗情報の発信を行うと
ともに、有名料理店等への売り込みを行います。

新
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部　局　名 ： 林　務　部

森のエネルギー推進事業 89,000
補助金

・事業主体 市町村等
・補助率　 定額、1/2

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [49,750] 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp

新たな森林づくり指針検討 1,232
事業費

森林政策課
  FAX　026-234-0330
  E-mail　rinsei@pref.nagano.jp [0] 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

地域で進める里山集約化事業 52,500
交付金

・事業主体　自治会組織、山林委員会等
信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [37,500] 　（森林づくり県民税活用事業）
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp

新しい林業経営者育成事業費 4,000

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0] 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp

松くい虫被害緊急対策事業 99,146
補助金

・事業主体 市町村
・補助率　

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [67,030]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

　平成20年度に過去最高を記録した松くい虫被害
について、従来の防災上、景観上重要な松林等に
加え、更にその外周まで広げて行う被害木駆除の
経費に対して助成します。

6/10

事　　　　業　　　　名

　森林資源の有効活用を通じ健全な森林を育成す
るとともに地球温暖化防止活動を促進するため、ペ
レットボイラーや木質バイオマス加工施設等の導入
に対して助成します。

　森林・林業をめぐる情勢が大きく変化しているた
め、「長野県ふるさとの森林づくり条例」に基づき平
成17年6月に策定された「森林づくり指針」を改定し
ます。

予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　林業の担い手の裾野を広げるため、森林所有者
を対象とした経営に必要な技術・知識等を習得す
る講座を開催します。

　里山の小規模個人有林、不在村所有林等の森
林整備を進めるため、区、集落などの地域が主体
となった周辺の里山の森林整備の計画づくりや計
画区域内の森林所有者からの施業同意を得るなど
の条件整備のための活動に対して助成します。

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

森林地域調査編入事業費 4,468

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [0]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.jp

有害鳥獣捕獲者支援事業 3,750
補助金

・事業主体 市町村
・補助率　 1/2以内

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [0]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.jp

シカ捕獲技術普及・伝承事業費 28,000

森林づくり推進課 　（雇用基金活用事業）
  FAX　026-234-0330 [0]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.jp

新規銃猟者確保事業補助金 1,500

森林づくり推進課 ・事業主体 市町村
  FAX　026-234-0330 [0] ・補助率　 1/2以内
  E-mail　shinrin@pref.nagano.jp

　シカ捕獲熟練者の技術を、捕獲技術の乏しい被
害拡大区域の捕獲者に対し、実践的捕獲を通して
普及・伝承を行います。

　有害鳥獣捕獲者を継続的に確保するため、広域
捕獲実施市町村が捕獲者に対して、捕獲従事に
要する経費に補助を行う場合に助成します。

　銃猟者の確保を図るため、市町村が有害鳥獣捕
獲に従事することを予定している新規銃砲所持者
に対して、銃砲所持に必要な経費に補助を行う場
合に助成します。

　森林化した耕作放棄地について、今後とも森林と
して管理する必要があるか否かを判断し、森林地
域への編入に必要な、樹種・林齢等の調査を実施
します。

新

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

林業再生総合対策事業費 545,840

　２　林業再生境界明確化事業補助金

　３　集落林整備事業補助金

　４　林業労働災害防止緊急対策事業補助金

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

高性能林業機械導入推進事業 196,214
補助金

・事業主体 森林組合、林業事業体等
・補助率　 定額、4.5/10、4/10

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [45,634]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

間伐材安定供給加速化支援 14,500
事業補助金

・事業主体 森林組合、林業事業体等
・補助率　 定額、2/3以内

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

県産材供給体制整備事業 123,725
補助金

・事業主体 森林組合、民間事業者
・補助率　 1/2以内

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [66,700]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

　県産材の需要拡大による林業・木材産業の活性
化に向けて、県産材を地域で利用できる基盤を整
備するため、生産・加工・流通に至る施設整備に対
して助成します。

　健全な森林を長期にわたって維持していくため、
将来の地域林業の核となる団地を設定し、作業路
の整備や間伐等に必要な境界明確化を進めるな
ど、持続可能な林業経営の基盤整備を支援しま
す。

　　　集落内の安全確保及び修景保全のため、支
    障木の除去、植栽等により広葉樹林等を再生
    するために必要な経費に対して助成します。

　１　林業再生基盤整備事業補助金
　　　間伐材を利用し持続可能な林業経営を図る
    ため、長期間利用できる作業路等の整備に対
    して助成します。

　　　間伐材を利用し持続可能な林業経営を図る
    ため、間伐や路網整備に必要な森林所有者の
    境界の明確化に必要な経費に対して助成しま
    す。

　　　リスクアセスメント実施事業体の指導及び指
    導者の養成に要する経費に対して助成しま
    す。

　流通が著しく滞っている間伐材の流通を円滑化
するため、協定締結に基づく間伐材の運搬等に係
る経費や、資金調達に係る利子に対して助成しま
す。

　間伐を計画的に進めるとともに、間伐材の生産コ
ストの軽減を図るため、高性能機械等の導入に対
して助成します。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

県産材利用開発事業補助金 40,000

・事業主体 民間事業者等
・補助率　 2/3以内

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

信州の木で家づくり総合推進 13,000
事業補助金

・事業主体 長野県森林整備加速化・
林業再生協議会

信州の木振興課 ・補助率　 定額
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

木の香る環境づくり総合推進 443,800
事業補助金

・事業主体 市町村等
・補助率　 定額、1/2

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [144,580] 　（森林整備加速化・林業再生基金活用事業）
  E-mail　ringyo@pref.nagano.jp

信州森の小径整備事業補助金 8,240

・事業主体 市町村
・補助率　 5/10、4/10

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [14,213]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.jp

　新たな県産材の利用を開拓し需要の拡大を図る
ため、県産材を利用した新製品の開発や、試験研
究などの経費に対して助成します。

　県産材の住宅分野への利用推進を図るため、県
産材住宅の体験ツアーや住宅部材説明会の開催
等の経費に対して助成します。

　公共施設等に信州の木を利用することにより、温
もりのある教育・生活環境を創り出すため、展示効
果やシンボル性の高い木造公共施設等の整備に
対して助成します。

　森林の癒し機能を積極的に活用することで都市
と農山村の交流を進め、山村地域の活性化を図る
ため、森林内の歩道や周辺施設の整備に対して助
成します。
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部　局　名：　警　察　本　部

子ども女性を守る総合対策 5,107
事業費

生活安全企画課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

初動警察強化事業費 6,178

通信指令課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

振り込め詐欺撲滅事業費 40,001

捜査第二課 　（雇用基金活用事業）
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

上田警察署建設事業費 146,865

会計課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

　子どもや女性が被害に遭う凶悪事件が後を絶た
ず、県民に大きな不安を与えていることから、子ど
も女性への性犯罪等に対する先制・予防的な検挙
活動と保護活動を推進するための装備資機材の
整備を図ります。

　初動警察の要となる通信指令システムの高度化
を図るとともに、初動捜査力を強化し、迅速な犯罪
検挙を推進します。

　振り込め詐欺被害を根絶するため、官民一体と
なって、警戒や広報啓発の活動を行います。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　老朽化した上田警察署の移転建替えのため、地
質調査、設計委託等を行います。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

交番・駐在所建設事業費 319,967

　・交番　　　３か所
　・駐在所　 ５か所

地域課・会計課
 FAX 026-232-1110 ［ 92,165 ］ 　※このほかに、平成21年度１月補正予算において
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp 　　 33,938千円を前倒しして計上しています。

交通基本情報管理システム 9,014
構築事業費

交通企画課
 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

交通安全施設整備事業費 1,670,450

交通規制課
 FAX 026-232-1110 ［ 1,567,303 ］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

　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、道路標識及び道路標示等の
整備、並びに、交通管制システムの高度化を推進
します。

　老朽化している交通事故情報管理システムの更
新整備を行い、事故情報管理の効率化を推進する
とともに、事故分析機能を強化し、交通事故防止を
推進します。

　老朽化している交番・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、計画的な
建て替えを行います。
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部　局　名 ： 教育委員会

活用方法選択型教員配置事業費 4,916,400
（選択型こまやか教育プラン）

義務教育課
 FAX 026-235-7494 [ 5,148,000 ]
 E-mail gimukyo@pref.nagano.jp

高等学校再編整備事業費 258,022

高校教育課
 FAX 026-235-7488 [ 69,685 ]
 E-mail koko@pref.nagano.jp

高等学校施設整備事業費 1,738,260
（高等学校再編整備事業一部再掲）

債務負担行為
( 561,086 )

高校教育課
 FAX 026-235-7488 [ 720,299 ]
 E-mail koko@pref.nagano.jp

特別支援教育充実事業費 408,000

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［214,500］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.jp

事　　　業　　　内　　　容

　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。
　・高等学校再編施設整備事業（206,998千円）
　　　高校再編に伴う校舎等の整備
　　　　　調査設計              　　　　　　　　　3校
　・高校再編に係る準備運営（51,024千円）
　　　備品整備、学校運営支援システム賃借等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9校

１ 高等学校再編施設整備事業(206,998千円) (再掲)
  ・高校再編に伴う校舎等の整備
　　　調査設計               　　　　　　　　 　　3校

２ 高等学校施設整備事業（1,531,262千円）
　 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。
　・建設・改修工事、調査設計　　　　　10校10棟

　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、不登校等児童生徒支援など、市
町村教育委員会や小・中学校の判断で活用方法
を選択できる方式によって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

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。

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。

　　分教室の開設（22年度新設）
　　・長野養護学校小学部分教室（須坂市）
　　・伊那養護学校中学部分教室（駒ヶ根市）
　　・安曇養護学校高等部分教室（南安曇農業
      高校内）
　　・長野養護学校高等部分教室（長野盲学校内）

予　算　額
［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

20



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

発達障害児等総合支援事業費 36,240

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［0］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.jp

特別支援学校就労支援総合 23,278
事業費

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［3,832］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.jp

小中連携を基盤とした学力 2,226
向上推進プラン事業費

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［1,360］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

「未来塾ながの」推進事業費 745

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［745］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.jp

就職活動支援事業費 48,537

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

　発達障害のある児童生徒を総合的に支援するた
め、地域の組織や人材を活用した支援体制を構築
するとともに、発達障害に関する相談体制等の充
実を図ります。

 　・発達障害支援専門員の配置　１５人
　 ・出前研修の実施

　（雇用基金活用事業）

　特別支援学校高等部生徒の卒業後の自立や社
会参加を促進するため、就労希望者や進路指導
担当教員に適切な就職情報を提供するとともに、
職場実習や就労先の開拓等を行い、生徒の就労
活動を幅広く支援します。

　 ・就労サポーターの配置　１１人
　 ・職場実習の実施

　（一部　雇用基金活用事業）

  学力の向上のために、県内の全小中学校におい
て小中間の接続に留意し、系統性のある学習指導
を行うことができるよう、市町村教育委員会が主体
となった中学校区ごとの「小中連携」の取組を啓発
します。

　・学力実態調査結果の分析による授業改善
　・外国語活動についての小中学校の合同研修会
　・職場体験学習の拡充プランの発信

　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。

　・ 対象　県内の高校生

　厳しい不況下において、高校生の就職活動を支
援するため、就職活動支援員を県立高校に配置
し、企業の求人枠開拓や支援員の実体験に基づく
就職相談を行います。

　・ 配置校数　28校

　（雇用基金活用事業）

新

21



事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

「笑顔で登校」支援事業補助金 30,000

教学指導課心の支援室
 FAX 026-235-7495 ［0］
 E-mail kokoro@pref.nagano.jp

学校支援地域本部事業費 56,270

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［58,874］
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

学校・家庭・地域全体で取り 877
組む食育推進事業費

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［723］
 E-mail hokenko@pref.nagano.jp

児童生徒体力運動能力向上 2,777
事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 2,041 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

放課後子ども教室推進事業費 35,281

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［39,303］
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

　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。

　・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

　小学校の余裕教室等を活用して、放課後の子ど
もたちが安全で健やかに過ごすことのできる居場
所づくりを行う市町村に対して運営費等を助成しま
す。

　・事業主体　　市町村
　・補助率　　　　2/3

　子どもたちに正しい食事のとり方や望ましい食習
慣を身に付けさせ、身心ともに健全な発達を促す
ため、学校・家庭・地域全体で食育を推進する基
盤づくりを行います。

　・栄養教諭の研修、活動支援

　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。
　
　・発達段階に応じた運動プログラムの開発及び
    普及啓発
　・専用ホームページによる運動機会の提供

　本県の不登校児童生徒が増加傾向にある現状
に鑑み、市町村教育委員会が自ら地域の課題を
把握し、その解決のために効果的な取組を促進す
るため、補助制度を創設します。

　・補助率　　 　  1/2
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

文化財保存修理及び防災 50,000
事業費

文化財・生涯学習課
 FAX 026-235-7493 ［33,124］
 E-mail bunsho@pref.nagano.jp

総合型地域スポーツクラブ 5,951
育成支援事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 5,826 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

県民スポーツフェスティバル 4,500
事業費

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 4,500 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

13,963

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 0 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

競技力向上事業費 97,557

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 100,546 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

60,977

スポーツ課
 FAX 026-235-7476 [ 0 ]
 E-mail sports-ka@pref.nagano.jp

　県民の共有財産である文化財の適切な保存・活
用を図るとともに後世に継承するため、所有者等が
行う文化財の修理・防災等に要する費用の一部を
助成します。

　・事業主体　文化財所有者等
　・補助率　　 国指定文化財：国庫補助残額の
　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　1/2以内
　　　　　　　　　県指定文化財：事業費の1/2以内

　総合型地域スポーツクラブの設立・育成支援によ
り、県民一人ひとり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社会の形成をめざしま
す。
 
　・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・レクリエーション活動及び相互交流の
場を広く提供し、県民一人ひとりの豊かなスポーツ
ライフと健康で明るく活力ある生活の実現をめざし
ます。
 
  ・県大会　　10月に松本市において開催
  ・地域版　　4月～1月に県下各地で開催

全国高等学校総合体育大会
（スケート、アイスホッケー）
開催事業費

　高等学校生徒の運動技術の向上と心身の健全
な育成、生徒相互の親睦を図ることを目的に開催
します。
 
  ・会　 期　　平成23年1月16日（日）～22日（土）
　・開催地　　長野市、岡谷市、軽井沢町

　国民体育大会等全国大会で活躍が期待される
県内選手の育成・強化、指導者の養成及び練習環
境の整備等により競技力の向上を図ります。

　・ 競技団体が実施する競技者の育成・強化、
　　指導者養成への支援
　・ 成績優秀なジュニア競技団体への支援

　長野冬季オリンピックの遺産である人的・物的・環
境資源を最大限に活用するとともに、本県冬季競
技のさらなる強化・振興を図るため、冬季５競技に
係る国際大会開催助成及び選手の発掘・育成強
化を行います。
　・ 冬季国際大会経費補助事業
　・ ジュニア選手育成強化事業
  ・ ＳＷＡＮプロジェクト事業

　（一部　雇用基金活用事業）

冬季競技強化育成推進事業費

新

新

23


