
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

課長：奥田 隆則  担当：小池広益 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2053） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.lg.jp 

２月県議会定例会に提出する平成24年度当初予算案について､現在知事

査定を行っています。 

１月27日（金）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要は別紙のと

おりです。 

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８日（水）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 24 年（2012 年）１月 30 日

平成 24 年度当初予算案の知事査定結果《速報(第２回)》について 



部　局　名 ： 企　画　部

新たな総合５か年計画策定 4,416
事業費

・
・

企画課
  FAX　026-235-7471 ［6,669］
  E-mail　kikaku@pref.nagano.lg.jp

中期総合計画主要施策等 2,539
評価事業費

政策評価課
 FAX 026-235-7471 [ 722 ]
 E-mail seisaku-hyoka@pref.nagano.ｌｇ.jp

信州まつもと空港活性化 18,900
対策事業費

・ 信州まつもと空港利用促進協議会負担金
交通政策課
 FAX 026-235-7396 [ 18,900 ]
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

7,486

交通政策課
 FAX 026-235-7396 [ 0 ]
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

108,932

交通政策課
 FAX 026-235-7396 [ 98,364 ]
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

　 中期総合計画の着実な推進を図るとともに、県
民に対する説明責任を果たすため、中期総合計画
に掲げた主要施策等の実施状況について、客観
的で的確な評価を実施し、その結果を施策等に適
切に活用します。

地域間幹線バス路線の確保維持を図るため、地
域における協議会の承認を経た計画に基づき運
行されるバス路線に対して助成します。

 １　地域間幹線バス路線の運行に対する助成
　　　・事業主体　乗合バス事業者
　　　・補助率　　1/2以内
 ２　車両の購入に係る減価償却費等への助成

新総合交通ビジョン策定事業
費

地域間幹線バス路線確保維持
事業費

北陸新幹線の延伸やリニア中央新幹線の開業
等を見据え、県の交通施策の方向性を示す指針と
して「長野県新総合交通ビジョン」を策定します。

㈱フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）の定期便が
将来にわたって安定的に運航されるよう、更なる認
知度の向上及び利用者への支援など、関係機関
が一丸となって利用促進策の充実強化を図りま
す。

   本県を取り巻く社会・経済情勢を踏まえ、東日本
大震災などを通じて明らかになった課題を十分に
把握しつつ、今後の県づくりの方向性を明らかに
するため、新たな総合５か年計画を策定します。

総合計画審議会の開催
県民などとの意見交換の実施

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

地域鉄道安全性向上支援 77,712
事業費

・ 事業主体　地域鉄道事業者
・ 補助率　　1/6以内

交通政策課
 FAX 026-235-7396 [ 12,315 ]
 E-mail kotsu@pref.nagano.lg.jp

8,457

交通政策課並行在来線対策室
 FAX 026-235-7396 [ 300 ]
 E-mail heikozai@pref.nagano.lg.jp

人権啓発推進事業費 20,435

・ 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

人権・男女共同参画課
 FAX 026-235-7389 [ 25,751 ]
 E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

15,333

・ 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

人権・男女共同参画課 ・ 男女共同参画センターによる研修、情報提供、
 FAX 026-235-7389 [ 18,036 ] 相談等の実施
 E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

消費生活安定向上事業費 84,539

・ 多様な広報媒体を活用した啓発の実施
・ 市町村の相談窓口機能強化に係る取組への重
点的な支援

生活文化課消費生活室 ・ 広域連携による地域の相談体制のあり方の検討
 FAX 026-223-6771 [ 123,528 ] ・ 悪質事業者に対する指導体制の強化
 E-mail shohi@pref.nagano.lg.jp （一部　消費者行政活性化基金活用事業）

長野以北並行在来線対策事業
費

長野以北並行在来線の開業に向け、需要予測
調査・利用促進の取組を行います。

地域における協議会が定めた計画に基づき地
域鉄道事業者が行う安全輸送を維持するための設
備整備に対して助成します。

男女共同参画社会づくり推進
事業費

   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。

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

　 消費者の自立に向けた相談・啓発の充実、住民
に身近な市町村の相談機能の強化支援及び事業
者指導の体制強化により、消費生活の安定と向上
を図ります。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

長野県子ども・若者応援計画 1,581
策定事業費

・ 青少年問題協議会による計画の検討
次世代サポート課
  FAX　026-234-6579 [ 3,306 ]
  E-mail　jisedai@pref.nagano.lg.jp

　 平成22年４月から施行された「子ども・若者育成
支援推進法」に基づく「長野県子ども・若者応援計
画」を策定し、県内の行政、関係機関、ＮＰＯ等との
連携を深め、子ども若者支援の総合的な推進を図
ります。
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部　局　名 ： 健康福祉部

（千円）

14,747,594

・

・
・

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7485 [ 12,571,816 ] ・
 E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp  

4,355,423

健康福祉政策課
 FAX 026-235-7485 [ 4,226,711 ]
 E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp

  看護職員の新規養成及び県内就業の定着・促進
487,588

　・県立養成機関の運営
　　　看護大学及び県立看護専門学校(須坂・木曽）

　・看護師等養成所運営費補助金
　　　県内民間養成校（10校）に対して運営費を助成

医療推進課 　・看護職員修学資金貸与事業
 FAX 026-223-7106 [ 503,202 ]  県内への就業を促進するため、看護師等養成
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 　　所の学生を対象に修学資金を貸与

福祉医療費給付事業補助金

市町村が行う乳幼児等、障害者、母子家庭の母
子等及び父子家庭の父子の医療費自己負担分の
給付に対し助成します。

　・補助対象　市町村

　・補助率　　 1/2

特定健康診査・特定保健指導の実施に要す
る費用負担

国民健康保険基盤安定化等
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
保険者（市町村）の財政調整に要する費用
負担

　市町村国民健康保険の財政の安定化を図るた
め、所要の施策を実施します。

看護職員新規養成確保対策
事業費

に向け、所要の施策を実施します。

　　の運営

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

　県が策定した地域医療再生計画に基づき、地域
地域医療再生事業費 3,961,911 (医療圏）の医療課題を解決するための取組に対し

て支援します。
（一部再掲）

【三次医療圏（県全体）】 （2,741,512千円）
（事業実施期間：平成23年度～25年度）

 　・「救急医療」、「がん対策」における高度・
　　専門医療機関の整備・充実
 　・高度・専門医療機関と連携する医療機関
　　の機能強化　等

【二次医療圏】
（事業実施期間：平成21年度～25年度）

＜上小医療圏＞ （418,861千円）

 　・成人初期救急医療体制の整備　等

医療推進課 ＜上伊那医療圏＞ （801,538千円）
 FAX 026-223-7106 　・伊那中央病院の三次救急医療体制の整備
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 　・昭和伊南総合病院の地域医療支援リハビリテー

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 [ 1,788,841 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

医療施設・設備整備事業費 1,826,494

医療推進課 ・ 施設整備（医療施設耐震化含む)
 FAX 026-223-7106 　 病院 13 か所
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 設備整備

   病院、診療所 13 か所
健康長寿課
 FAX 026-235-7170 [ 1,717,274 ] 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業、
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　　地域医療再生基金活用事業）

353,410

・ 指定病院 ７病院（うち補助対象４病院）

・ 補助率 2/3
医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 353,044 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

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

補助金

　　ションセンターの整備
  ・地域医療連携ネットワークシステムの構築　等

　（地域医療再生基金活用事業）

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改
善、医療推進体制の充実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。

   ・病院の統合再編等への支援

   ・地域医療連携ネットワークシステムの構築
 　・信州大学との連携による医師の確保
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

ドクターヘリ運航事業費 423,552

・ 基地病院 佐久総合病院
医療推進課 信州大学医学部附属病院
 FAX 026-223-7106 [ 316,534 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

306,198

・ 医療機関等への運営費補助
1 夜間の小児初期救急医療施設
2 小児救命救急センター
3 地域療育支援施設
4 周産期母子医療センター

医療推進課 ・ 小児救急電話相談事業の実施
 FAX 026-223-7106 [ 328,034 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 　（一部　地域医療再生基金活用事業）

267,350

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［285,000］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

地域福祉総合助成金交付事
業費

　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。

　　・ 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
　　　　　宅老所の整備・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
　
　　　２　障害者支援事業
　　　　　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

        　医療的ケアの必要な障害児（者）の日中活
        動の場や短期入所受入施設の拡充を図る
        ため、当該施設に看護職員を配置する費用
　　　  に対する支援
　
　　　３　子育て支援事業
　　　　　児童クラブや低年齢児保育事業所の運
        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

　　　４　市町村提案事業
　　　　　地域の実状に応じて実施する福祉施策に
        対する支援

　小児・周産期医療体制の維持・確保のため、医
療施設の運営に要する経費に助成を行う等、所要
の施策を実施します。

小児・周産期医療体制整備事
業費

　高度な救命措置の早期開始による救命率の向
上、後遺症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を支援
します。
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

9,917

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［10,074］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

福祉人材確保対策事業費 753,427

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［1,063,823］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.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介護福祉
士養成校等において実施します｡

　１　福祉・介護施設における労働環境の整備
　　　研修等に参加する際の代替職員を確保し、
    福祉・介護施設の職員の資質を向上
　　　（雇用基金活用事業）

　２　キャリアアップの仕組みの構築
　　　県内研修実施者の共同ホームページの運用
    やスキルアップ研修への助成等によるキャリア
　　パス構築への支援、キャリア支援専門員による
　　求職者の職場開拓等を実施
　　 （障害者自立支援対策臨時特例基金活用
       事業）

　３　多様な人材の参入の促進
　　　働きながらのホームヘルパー等の資格取得
    を支援する介護雇用プログラムや就職希望者
    への職場体験を実施するとともに、複数事業
    所が連携して行う求人活動等への支援
　　　（一部　障害者自立支援対策臨時特例基
        金、雇用基金活用事業）

　４　県福祉人材研修センターの運営
　　　新たな生涯研修体系に基づいた社会福祉施
    設従事者に対する研修、無料職業紹介事業な
    どを実施

　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づくり活動に助成します。

　　・ 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　地域づくり活動の中心となる人材の養成
　　　　　地域支え合い活動を地区単位で推進す
        る地域支え合い活動協力員を養成

　　　２　地域の支え合い活動の支援
　　　　　人口減少や高齢化が著しく進んでいる過
        疎・中山間地域におけるマップづくり等を支
        援

住民支え合い活動支援事業補
助金
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

57,367

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［57,143］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

生活保護費 2,567,781

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［2,529,823］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

329,325

地域福祉課
 FAX 026-235-7172 ［359,264］
 E-mail chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

がん対策総合推進事業費 959,279

（地域医療再生事業一部再掲）
・ がん対策推進計画の改定

・ がん医療提供体制の充実

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 [ 139,888 ]
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　地域医療再生基金活用事業）

　１　生活保護費
　　　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。
　
　２　生活保護法第73条県費負担金
　　　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。

生活困窮者総合支援事業費
　 離職者等の住宅や就労機会を確保するため、
住宅手当の支給や支援員による就労支援等を実
施するとともに、生活困窮者等が、地域社会で自
立安定した生活が営めるよう支援します。

　　・生活困窮者が公的貸付金等を利用するまで
　　　の間のつなぎ資金の創設を支援
　　　　事業主体　長野県労働者福祉協議会
　　　　貸付限度額　３万円以内

 （一部　雇用基金活用事業）

    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。

　・ 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
　　　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・日常的な金銭管理
　２　権利擁護研修
　　　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
　　権利擁護研修会を開催

日常生活自立支援事業
補助金

　現行のがん対策推進計画は平成24年度が
最終年度のため、新たな計画を策定

　地域医療再生基金等を活用したがん診療連
携拠点病院等の診療体制の充実やがん相談
支援センターに対して支援

　 予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範に
わ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。
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

2,126

・ 長野県食育推進計画の改定
・ 食育推進県民運動事業
・ 信州食育発信３つの星レストラン推進事業

健康長寿課 ・ 食育ボランティア育成事業
 FAX 026-235-7170 [ 1,395 ] ・ 食育キャラバン隊派遣事業
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp ・ 食育強化キャンペーン事業

11,130

・ 歯科保健推進県民会議の開催
・ 県民よい歯のコンクールの開催
・ フッ化物応用の推進
・

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 [ 21,675 ] ・
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

自殺対策推進事業費 238,317
・ 自殺対策緊急強化事業の実施
・

・

・ うつ病の診療・支援基盤の強化
・ 自殺対策推進モデル事業

健康長寿課 ・ 長野県自殺対策推進計画の改定
 FAX 026-235-7170 [ 116,416 ] 　（一部　 自殺対策緊急強化基金、
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 地域活性化基金活用事業）

精神科救急医療整備事業費 94,191

・ 精神科救急医療確保事業
　精神科救急病院の運営費への助成　等
　　　対象　17病院

・ 精神科救急情報センター事業
健康長寿課 　 精神障害者等からの医療相談に24時間
 FAX 026-235-7170 [ 104,426 ] 体制で対応（こころの医療センター駒ヶ根）
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

精神科救急医療を実施する医療機関等に対し助
成を行うなど、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。

関係機関と連携しながら、社会的取組としての自
殺対策を推進します。

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修の
実施
県自殺予防情報センターによる支援体制の整
備

歯科保健総合推進対策事業
費

在宅療養者に対する医科・歯科の連携を検討
する協議会の設置
歯科衛生士の復職支援に向けた実態調査の
実施

長野県歯科保健推進条例の制定を受け、平成
23年度中の策定をめざしている長野県歯科保健
推進計画なども踏まえ、歯及び口腔の健康づくり
に関する施策を総合的に推進します。

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
及啓発及び食育ボランティア育成、関係機関との
連携等の体制整備を行います。

すこやか信州食育発信事業費
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

693,195

　・ 事業主体　市町村・広域連合
　・ 事業内容

健康長寿課 　　１　介護予防事業
 FAX 026-235-7170 ［682,400］ 　　２　包括的支援事業
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　　３　任意事業

105,373

・

　４市町→７市町
・ 認知症疾患医療センターの整備

　３か所
・ 市町村における見守り活動の実施

　見守りネットワーク推進会議の開催や見守り
協力員の育成

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 ［53,560］
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

35,255

　・ 地域移行コーディネーターの配置
　障害者総合支援センター　５か所

　・ 普及啓発等の研修実施

健康長寿課
 FAX 026-235-7170 ［37,828］
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

精神障害者地域移行支援
事業費

　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金
　　活用事業）

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。

認知症対策総合推進事業費

市町村地域支援推進員による地域ネットワー
クの形成

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。

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、市町村等が行う地域支
援事業について、その費用の一部を負担します。

地域支援事業交付金
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

4,996,313

（老人福祉施設）
１　創設、改築等　　　　
　・広域型特別養護老人ホーム等 ９か所
　・認知症高齢者グループホーム等 33か所
２　耐震化・スプリンクラー整備
　・養護老人ホーム・軽費老人ホーム等 2か所
　・ケアハウス・小規模の有料老人ホーム等 20か所

　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金
　　活用事業）

（障害福祉施設）
１　創設、改築等　　　　
　・ 障害者支援施設等
　・ 障害者グループホーム
２　耐震化整備

健康長寿課介護支援室 　・ 障害者支援施設
 FAX 026-235-7394
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　（一部　社会福祉施設等耐震化等臨時特例

　　基金事業）
障害者支援課
 FAX 026-234-2369 （児童福祉施設）
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 保育所

　・ 放課後児童クラブ室
こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 [ 8,994,811 ] 　（一部　　安心こども基金活用事業）
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

24,140,739

　・ 介護給付費見込額

　 　・ 県負担割合　

健康長寿課介護支援室
 FAX 026-235-7394 ［22,879,804］
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

居宅サービス　12.5％
施設サービス　17.5％

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。介護給付費負担金

1,659億67万7千円

3か所
12か所

１か所

4か所
2か所

社会福祉施設等整備事業
補助金

社会福祉施設等の創設・改築等や、耐震化・ス
プリンクラー整備に対して助成します。
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

4,297,748

　〔主な実施予定事業〕
1 地域包括ケア実践事業

　　 
　 
　 

2

3
　　
　   
  

健康長寿課介護支援室 4 介護マーク導入促進事業
 FAX 026-235-7394 [ 6,488,038 ] 　  
 E-mail kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp  

8,167,269

　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 居宅介護事業

施設訓練等事業
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
　・ 主な事業 日常生活用具給付等事業

移動支援事業

日中一時支援事業

　３　障害児施設給付等事業
(1) 入所支援
　・ 事業主体 県
　・ 負担割合 県 1/2  国 1/2

障害者支援課 (2) 通所支援
 FAX 026-234-2369 ［8,580,725］ 　・ 事業主体 市町村
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 負担率 1/4

地域活動支援センター機能
強化事業

障害者自立支援給付等事業
費

　介護中であることを表示する「介護マーク」に
ついて県内での普及を促進

自立支援給付費及び障害児施設に対する措置
費・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。

（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金活
用事業）

社会福祉施設等整備事業（老人福祉施設）
（再掲）

介護職員等によるたんの吸引等の実施のため
の研修事業
　要介護者等へのたんの吸引等の医療的ケア
を行 う介護職員等を養成する研修を実施

第５期長野県高齢者プラン推
進事業費

　第５期長野県高齢者プラン（平成24～26年度）に
基づき、地域包括ケアシステムの構築、老人福祉
施設の整備等を支援、実施します。

　医療、介護、予防、住まい、生活支援等が切
れ目なく提供される「地域包括ケア」の構築に
取り組む市町村を支援
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

障害者相談支援事業費 187,055

　 　・ 配置者 障害児療育コーディネーター
障害者生活支援ワーカー
地域相談体制支援アドバイザー

障害者支援課 障害者就業支援ワーカー
 FAX 026-234-2369 ［217,753］ 　・ 長野県自立支援協議会運営事業
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

福祉就労強化事業費 39,250

　・ 福祉就労コーディネーターの配置
　・ 民間の専門技能活用支援

障害者支援課
 FAX 026-234-2369 ［52,065］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

4,927

障害者支援課
 FAX 026-234-2369 ［0］
 E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

保育対策等促進事業補助金 332,802

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　2/3
　・ 事業内容
　　１　特定保育事業 1 か所
　　２　休日保育事業 21 か所
　　３　病児・病後児保育事業 21 か所
　　４　保育所分園推進事業 2 か所
　　５　保育所体験特別事業 26 か所
　　６　認可外保育施設衛生対策事業 16

こども･家庭課 　　７　保育環境改善事業 3 か所
 FAX 026-235-7390 ［329,475］ 　　８　延長保育促進事業 68
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

障害者虐待防止法が平成24年10月から施行さ
れることに伴い、県における相談対応等の窓口を
整備するとともに、関係者に対する研修を実施しま
す。

障害者虐待防止対策支援事
業費

　・ 県虐待防止センターの設置
　　 　（専任職員の配置）
　・ 障害者虐待防止・権利擁護研修の実施
　　　 （施設従事者、施設管理者、相談窓口職員
         の３コースで実施）

　・ 事業化推進員の配置による事業所間連携
　　 の促進

　・ 施設外授産活動の促進

工賃向上計画に基づき、障害者就労継続支援
事業所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。

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、障害者が安心して地域で暮らせるよう支援
を行います。

か所

か所

多様化する保育ニーズ等に対応するため、市町
村が行う延長保育や病児・病後児保育等の保育
事業に対して助成します。
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

母子保健事業費 50,255

　　１　女性の健康ライフ支援事業　　
　　２　小児長期入院児等支援事業
　　３　思春期保健事業
　　４　先天性代謝異常等検査事業

こども・家庭課 　　５　ハイリスク母子保健対策事業
 FAX 026-235-7390 [ 51,265 ] 　　６　難聴児支援センター事業
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

14,511

　１　児童虐待対応職員研修事業

　２　児童虐待防止広報啓発事業

　３　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［64,899］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　安心こども基金活用事業）

1,978

　１　子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会

こども･家庭課
 FAX 026-235-7390 ［4,721］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

女性保護事業費 22,364

　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 ［26,100］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.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。

ＤＶ（配偶者暴力）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。

　　　要保護女子の相談、保護及び生活指導等を
　 行います。

　　　ＤＶ被害者が、緊急時に安全に避難できる場
　 所を確保します。

子どもの育ちを支えるしくみ
づくり検討事業費

　 　の開催
　２　子どもたちによる検討会の開催

　児童虐待防止に関する県民意識の向上を
図るため、児童虐待防止推進月間を中心に広
報啓発活動を実施します。

　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。

　社会全体で子どもの育ちを支え、次代を担う子ど
も達が安心して暮らすことのできる長野県を実現す
るため、子どもの権利条例等の県として取り組むべ
き子ども施策を検討します。

児童虐待の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。児童虐待防止強化事業費

　研修等の実施により市町村、児童相談所等
の関係職員の相談機能を強化します。

  母性及び乳幼児に対する保健指導、健康診査等
を実施し健康の保持及び増進を図ります。
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

44,851

　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 ［52,641］
 E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　安心こども基金活用事業）

1,571

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 [ 1,571 ]
 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

342

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 [ 1,121 ]
 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

献血普及啓発事業費 4,728

薬事管理課
 FAX 026-235-7398 [ 4,894 ]
 E-mail ｙａｋｕｊｉ@pref.nagano.lg.jp

医薬品等安全対策事業費 2,345

薬事管理課
 FAX 026-235-7398 [ 2,345 ]
 E-mail ｙａｋｕｊｉ@pref.nagano.lg.jp

食品安全・安心条例（仮称）制
定事業費

　医薬品、医療機器、医薬品等類似商品（いわゆ
る健康食品）等による健康被害を未然に防止する
ため、薬局や医薬品販売業等への監視指導を行
います。
 　医薬品等の正しい知識の普及を図るため、医療
関係者や地域住民の方に向けた研修会、講習会
を開催します。

食品の安全性を確保し、県民の食品に関する不
安を解消するため、食品安全・安心条例（仮称）を
制定し、条例内容を広く県民へ周知します。

　 食品の安全性を確保するため、食品検査の充
実・強化を図り、食品営業者の自主的管理を促進
します。

　 ・規格基準のない食品の検査
　 ・検査結果に基づく食品事業者への自主管理
　　指導

食品の安全確保のための
自主管理体制強化事業費

ひとり親家庭就業・自立支援事
業費

　　　就業に向けた相談・支援を行うとともに、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。

　　  職業能力開発のための講座を受講する者に
   対する自立支援教育訓練給付金や、看護師等
   の養成機関に修業する者に対する高等技能訓
   練促進費の支給により、母子家庭の母等の資
   格取得を支援します。

母子家庭の母等の自立に向けて、就業支援を行
います。

　医療に必要な血液を献血により確保するため、
各地域ごとの献血推進組織の活動を支援するとと
もに、広く県民に対し各種啓発活動等を実施しま
す。
　特に将来を支える若年層献血者の確保を図るた
め、高校等への協力依頼や新成人向けのキャン
ペーンを展開します。
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部　局　名：　農　政　部

（千円）

学校給食等県産農産物利用
促進事業費 19,104
農業政策課
 FAX 026-235-7393
 E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp
教育委員会事務局保健厚生課
 FAX 026-234-5169
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp （雇用基金活用事業）
健康長寿課 [ 45,286 ]
 FAX 026-235-7170
 E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

体験的食育推進事業費 3,121

農業政策課
 FAX 026-235-7393  １ 子ども農業体験活動支援事業
 E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp  ２ 地域支援事業
教育委員会事務局教学指導課
 FAX 026-235-7495 [ 3,349 ]  ・事業主体 市町村、農業者団体、NPO法人等
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

17,472

農業政策課
 FAX 026-235-7393  １   県産農産物等放射性物質調査事業
 E-mail nosei@pref.nagano.lg.jp  ２   肉牛の放射性物質全頭検査事業
園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 0 ] （一部　雇用基金活用事業）
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp

長野県原産地呼称管理制度 9,232
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 [ 9,232 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

信州農産物マーケティング 8,569
戦略推進事業費

 １　 信州農産物マーケティング戦略プランの策定
農業政策課農産物マーケティング室  ２　 県内農産物の国内外でのＰＲと販路拡大の支援
 FAX 026-235-7393 [ 23,460 ]  ３　 輸出証明書の発行
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

（一部　雇用基金活用事業）

　 県産農産物等の安全・安心を確保するため、農
産物や農用地土壌等の放射性物質検査並びに県
内で飼育され、県内のと畜場へ出荷される全ての
肉牛を対象とした放射性物質の検査を実施しま
す。

　 生産者所得の向上を図るために、新たな戦略プ
ランの策定や県産農産物の国内外でのＰＲ活動、
販路拡大支援を行います。
　 また、福島原発事故後の県産食品等の輸出を
円滑に進めるために輸出証明書の発行を行いま
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。

 １　 制度運営
 　　 制度、認定基準の審議を行うとともに、審査、認
 　定を実施
 ２　 制度及び認定品のＰＲ
  　・実需者向けの商談会等の開催
  　・リーフレットの作成配布

　 学校や病院、社会福祉施設等の関係者（調理
場、納入業者等）と農業者・生産団体等を結びつ
けるコーディネーターを県下３か所（県庁、松本、
長野）に配置し、広域流通のマッチングや市場情
報提供を通じて地産地消と食育の推進を図りま
す。

農畜産物等放射性物質検査事
業費

　 年間を通じた農作業体験により、食を大切にす
る心や自ら汗して働く大切さ、農作業の楽しさなど
を学ぶ体験的食育を推進するとともに、食育活動
を行うボランティアの育成や食育推進リーダーの活
動を支援します。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

農業農村ビジネス推進事業費 1,333

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393 [ 1,514 ]
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

環境にやさしい農業総合対策 19,041
事業費

農業技術課  ・事業主体 農業団体等
 FAX 026-235-8392 [ 34,067 ]  ・補助率 １/２以内
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

環境保全型農業直接支払 15,300
事業費

 ・事業主体 市町村、農業者等
 ・交付率 定額

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 13,400 ]
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

農業大学校運営事業費 65,106

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 62,076 ]
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

農業者戸別所得補償制度 299,774
推進事業費

 ・事業主体 地域農業再生協議会等
 ・補助率 定額

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 316,000 ]
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

 １　 アグリビジネス分野の人材育成や農産加工技
      術力の向上支援
 ２　 農産加工品の高付加価値化や販路拡大支援
 ３　 観光農業の取組推進
 ４　 ６次産業化の取組推進

　収益性の高い農業の構築や農家所得の向上を
図るため、農業の６次産業化を推進し、付加価値
の高い農村空間・モノ・人を創造します。

　 制度の普及推進、対象作物の生産数量目標の
設定及び作付面積の確認等を行う地域農業再生
協議会等を支援します。

　 環境と調和のとれた農業を促進するため、地球
温暖化防止や生物多様性保全効果の高い営農活
動等に取り組む農業者等を支援します。

環境と調和のとれた農業を促進するため、環境に
やさしい生産方式の導入拡大を図るとともに、IPM
（総合的病害虫防除）やGAP（適正農業管理）に取
り組む農業者を支援します。

　 効率的かつ安定的な農業経営を担う人材及び
地域の農業の振興に指導的役割を果たす人材等
を養成します。
　 また、卒業生の就農率の向上を図るための取組
を進めます。

１　農業大学校の教育に関するあり方検討会
　の設置
２　就農率向上特別セミナーの開催

新

新
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

食品産業タイアップ産地育成 6,600
事業費

（雇用基金活用事業）

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [ 58,566 ]
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp

強い園芸産地育成事業費 45,500

 ・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 [ 47,500 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp

野菜等価格安定対策事業費 480,079

債務負担行為
( 9,000)  ・事業主体

 ・補助率 定額

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 314,563 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp

きのこ経営安定化支援事業費 47,302

１　きのこ農家緊急経営再建支援事業
２　信州産きのこ需要創出緊急事業
３　きのこ生産安定資金造成事業

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 36,452 ] （一部　雇用基金活用事業）
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp

4,150

 １　 優秀な繁殖雌牛の選定と優良受精卵の生産、
 　優秀な子牛の追跡調査

園芸畜産課
 FAX 026-235-7481 [ 0 ]  ２ 　高能力な和子牛を集団的に育成するための効
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　 率的な受精卵移植及び受入体制整備

　 県内の繁殖雌牛群の中から遺伝的に優れた雌
牛を選定し、この優良遺伝資源の有効活用と集団
的育成体制の整備により、高能力和子牛を多数生
産し、プレミアム牛の生産拡大を図ります。

信州プレミアム牛戦略的生産
対策事業費

　  きのこ農家の経営改善支援や信州産きのこの
需要創出を図るとともに、生産安定資金造成を支
援します。

(財）長野県野菜生産安定基金協会

　 農家の経営安定と野菜等の安定供給を図るた
め、価格低落時に価格差補給交付金等を交付す
るための資金造成を支援します。

　 県オリジナル品種の生産拡大や実需者の要望
に対応できる新たな生産・流通体制の確保など、
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。

　 食品産業等の実需者と生産者を結びつけた契
約取引を行う新たな産地の育成を図ります。

新

新

新
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（千円）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度予算額]
事　　　業　　　内　　　容

農地・水保全管理支払事業費 208,500

 １　共同活動支援交付金
 ２　向上活動支援交付金
 ３　市町村推進交付金

農地整備課
 FAX 026-233-4069 [ 205,394 ]
 E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp  ・交付率 定額

中山間地域農業直接支払 1,251,356
事業費

 ・事業主体 協定締結集落、市町村
 ・交付率 定額

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 1,253,669 ]
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp

遊休農地活用総合対策 19,053
事業費

す。

 ・事業主体 市町村、営農組織、県農業再生
農村振興課 協議会等
 FAX 026-235-7483 [ 6,270 ]  ・補助率 　　定額、1/2以内等
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp

（一部　雇用基金活用事業）

戸別所得補償経営安定推進 172,092
事業費

 ・事業主体 市町村
 ・補助率 定額

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [ 0 ]
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp

　 集落の話し合いにより地域農業の担い手となる
農業経営体を定め、農地の集積が円滑に進むよう
に支援します。

市町村

　 農村地域の環境を保全するため、地域ぐるみで
行う農道や用排水路の適正な保全管理のための
共同活動と、農業用施設の長寿命化のための向上
活動を支援します。

 ・事業主体 地域協議会、活動組織、集落、

　 農業者の高齢化等により発生した耕作放棄地の
解消を図るため、市町村が実施する遊休農地解消
に向けた地元調整活動や地域住民、企業等が取り
組む耕作放棄地の再生・利用活動を支援しま

　 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。

新
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部　局　名 ： 林　務　部

地域森林計画樹立事業費 26,918

森林政策課
  FAX　026-234-0330 ［60,209］
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

663,503

（森林づくり県民税基金活用事業）
森林政策課
  FAX　026-234-0330 ［668,653］
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

113,735

・事業主体 市町村
・補助率　 3/4以内

森林政策課 　（森林整備地域活動支援基金活用事業）
  FAX　026-234-0330 ［113,829］
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

28,613

・事業主体 地域協議会
森林政策課 ・補助率　 10/10以内
  FAX　026-234-0330 ［2,744］
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

3,800

（森林づくり県民税基金活用事業）
信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 ［0］
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

里山整備人材育成事業費
　里山を維持管理する人材の確保と活用を促進す
るため、森林所有者や地域住民等を対象とした「里
山整備入門講座」を開催し、知識や技術の習得を
図るとともに、講座受講者の地域実践活動の支援
を行います。

　 県産材を安定的に供給していくための搬出間伐
等を積極的に進めていくため、地域協議会の運営
のほか、間伐材等の安定供給に向けた仕組みづく
りや、効率的な路網整備に関する調査活動等に対
して支援します。

林業再生推進活動事業
補助金

森林整備地域活動支援
事業費

　 持続的な森林経営及び計画的な間伐実施のた
めの森林経営計画の作成､間伐等施業の集約化、
森林作業道の保守・点検に対して支援します。

みんなで支える森林づくり
推進事業費

　 みんなで支える森林づくり県民会議及び地域会
議を開催し、地域の要望の集約や事業実施後の
成果の検証等を行います。
　また、森林づくり県民税活用事業の内容や効果
等についての広報活動を行います。

　地域の特性に応じた森林整備方針や保全の方
法を明らかにするため、森林法に基づき、5年ごと
に、地域森林計画を樹立し、県の森林施策を計画
的に行います。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

1,529

（森林づくり県民税基金活用事業）

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 ［956］
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

144,850

・事業主体 林業・木材関係事業体等
・補助率　 1/2以内

信州の木振興課県産材利用推進室 　（一部森林整備加速化・林業再生基金活用事業）
  FAX　026-235-7364 ［309,685］

　 企業の支援による森林整備と地域との交流を通
じた森林づくりを一層推進するため、都市圏企業
向けのシンポジウムを開催するなど、支援企業等
の誘致活動を行います。

県産材供給体制整備事業
補助金

森林（もり）の里親促進事業費

  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp

　 品質の確かな県産材製品を安定的に供給する
体制を構築し、県産材の利用を促進するため、生
産から加工、流通に至る施設整備に助成します。
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部　局　名：　警　察　本　部

予　算　額

［平成23年度予算額]
（千円）

警察官増員事業費 15,769

警務課
 FAX 026-232-1110 [ 22,558 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

松本警察署耐震化・大規模 45,392
改修事業費

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

上田警察署建設事業費 1,728,168

会計課
 FAX 026-232-1110 [ 725,243 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

高齢者総合安全対策事業費 61,824

生活安全企画課・交通企画課
 FAX 026-232-1110 [ 62,207 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

交番・駐在所建設事業費 141,906

地域課・会計課
 FAX 026-232-1110 [ 259,788 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

事　　　業　　　内　　　容

 　老朽化した上田警察署の移転建替え工事を実
施します。

　 ・平成25年３月開所予定

 　交番・駐在所の整備を行い、地域安全センター
としての機能強化を図ります。

　 ・交番　　 ２か所
　 ・駐在所　１か所

　 高齢者を犯罪や交通事故から守るため、民間業
者へ委託して、家庭訪問による振り込め詐欺など
の注意喚起や交通事故防止のためのアドバイスを
行うとともに、出張・体験型の交通安全教育を推進
します。

（雇用基金活用事業）

 　災害拠点施設である松本警察署の耐震化・大規
模改修の実施設計に着手します。

 　インターネット上の違法・有害情報に対する取締
りを強化するため、警察官を７人増員します。

事　　　　業　　　　名

新
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予　算　額

［平成23年度予算額]
（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

増機ヘリコプター運用事業費 148,621

地域課
 FAX 026-232-1110 [ 0 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

初動捜査高度化推進事業費 5,320

刑事企画課
 FAX 026-232-1110 [ 3,651 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

交通安全施設整備事業費 1,439,665

交通規制課
 FAX 026-232-1110 [ 1,463,351 ]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.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、道路標示及び交通管
制システムの整備を実施します。

　 死亡原因を究明し、犯罪の見逃しを防ぐため、
検視支援資器材を整備します。

 　警察庁から増強配備される警察用ヘリコプター
の運航に必要な機材等を整備し、増加傾向にある
山岳遭難の捜索・救助、災害時の救助活動や情報
収集及び犯罪捜査体制の強化を図ります。

　 ・平成24年度末配備予定
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