
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

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 30日（月）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 31 日 

平成 24 年度当初予算案の知事査定結果《速報(第３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 5,746

・消防団ラッパ隊広域交流会の開催
消防課
 FAX 026-233-4332 [ 5,746 ]
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp

防災行政無線設備更新事業費 10,437

消防課
 FAX 026-233-4332 [ 286,828 ]
 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp

総合防災訓練事業費 1,613

・対○○象 県、市町村、防災関係機関、住民等
危機管理防災課 ・開催時期 平成24年10月（予定）
 FAX 026-233-4332 ・開 催 地 上田市
 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp [ 1,613 ]

原子力災害対策推進事業費 313

危機管理防災課 ・開 催 地 　　県内４か所
 FAX 026-233-4332 ・内　　容 　　放射線の影響、原子力防災に関
 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp [ 0 ] 　　する情報等

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

　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の開催、地区大会へ
   の支援

　行政機関、防災関係機関、住民、地元企業が連
携して行う様々な防災訓練を通じて、災害時に即
応できる体制を確立し、防災意識の高揚を図りま
す。

事　　　業　　　内　　　容

　災害時に安定した通信手段を確保するため、地
域衛星通信ネットワークを利用した衛星系無線通
信装置を更新します。

・実施設計　　1か所（県庁）

 　地域防災計画へ新たに原子力災害対策を位置
づけることに伴い、災害時等の連絡・情報収集体
制の強化を図るとともに、原子力防災に関する基
本的な知識を県民等に広く普及するための研修会
を開催します。

新新
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部　局　名 ： 総　務　部　

１　広報事業
広報・広聴事業費 194,509 　　　 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
債務負担行為 　　います。

(1,470) (1) 印刷媒体

(2) 電波媒体

(3) インターネット

(4) その他

２　広聴事業
　　　 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。
(1) 各種広聴

(2) その他
広報県民課    県政出前講座などを行います。
 FAX 026-235-7026 [190,774]
 E-mail koho@pref.nagano.lg.jp 　 （一部　雇用基金活用事業）

県政モニター制度構築事 4,841
業費
（広報・広聴事業費　再掲）

広報県民課 　 （雇用基金活用事業）
 FAX 026-235-7026 [0]
 E-mail koho@pref.nagano.lg.jp

　 私学教育の振興と保護者負担の軽減を図るため、
私立学校教育振興費 5,769,623 学校法人が設置する私立学校の経常経費に対して
補助金 助成します。

　・補助率　　定額
私立高等学校（全日制）　　　　　3,043,071千円
私立高等学校（通信制）　　　　　29,473千円
私立中等教育学校　　　　　 72,704千円
私立中学校　　　　　　　 283,849千円
私立小学校 133,490千円

情報公開・私学課 私立幼稚園 2,151,095千円
 FAX 026-235-7370 [5,672,846] 私立専修学校 53,383千円
 E-mail kokai@pref.nagano.lg.jp 私立外国人学校 2,558千円

　 私立高等学校に在籍する生徒の保護者負担の軽
私立高等学校授業料等 89,932 減を図るため、学校法人が生徒の授業料又は入学金
軽減事業補助金 を軽減した場合に、当該軽減額に対して助成します。

　 （一部　高校生修学支援基金活用事業）
情報公開・私学課
 FAX 026-235-7370 [60,017]
 E-mail kokai@pref.nagano.lg.jp

   県政タウンミーティングなどを行うとともに、県
政モニター制度を構築します。

県民の県政に対する関心を高め、県民参加を促
進するため、1,000人規模の「県政モニター」を設置
します。

　 新聞掲載と冊子の全戸配布で県の施策やお
知らせをお伝えします。

　 テレビ・ラジオで広報番組やお知らせを放送
します。

　 ホームページやインターネット広報で県の施
策やお知らせをお伝えします。

　 有線放送やＣＡＴＶで広報番組やお知らせを
放送します。

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

　 合併市町村の均衡ある発展と新しいまちづくりを
市町村合併特例交付金 770,000 支援するため、交付金を交付します。

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、
　 東御市、安曇野市、佐久穂町、長和町、

市町村課    阿智村、木曽町、筑北村、飯綱町
 FAX 026-232-2557 [ 770,000 ]
 E-mail shichoson@pref.nagano.lg.jp
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部　局　名 ： 商　工　労　働　部

企業誘致強化推進事業費

債務負担行為
(797,200)

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 1,288,182 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

小規模事業経営支援
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 2,404,642 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

中小企業連携組織支援
事業費

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [ 186,526 ]
 E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

高齢買物弱者支援モデル
事業費

 実施箇所数 ３か所

経営支援課
 FAX 026-235-7496 [ 3,222 ]
E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

地域資源製品開発支援
センター事業費

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 24,011 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

　（一部　雇用基金活用事業）

　 雇用の確保及び地域経済の活性化を図るため、
企業誘致を強力に推進します。924,216

・成長が見込める産業に重点を置いたものづく
　り産業応援助成金の助成率の見直しや集中
　的な企業訪問の実施
・産学官の連携による企業誘致の展開

　 高齢者の買物環境の改善とともに、地域商店街等
における高齢者を顧客とする新たな事業モデルを構
築するため、事業の実証を行います。

3,222

　 中小企業の連携組織の育成及び運営を支援し、
経営基盤の強化を図ります。
　

184,459

　 商工団体の機能強化と小規模企業支援策の改革
を推進し、商工団体の総合的なレベルアップを通じ
て、小規模事業者の改善発達を支援します。
　

2,391,232

13,350

・総合プロデューサーによる相談・支援
・デザイン専門支援員による相談・支援
・新製品開発塾の開催
・開発プロジェクトへのアドバイザー派遣

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

   中小企業等が行う、県内の特色ある地域資源を活
かした製品開発に関して、企画段階から一貫した支
援を行い、製品の高付加価値化を進めます。

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

工業技術総合センター
設備拡充強化事業費

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [ 97,837 ]
 E-mail mono@pref.nagano.lg.jp

産業人材育成支援センター
事業費

・産業人材カレッジ（スキルアップ講座）事業
人材育成課 ・信州ものづくりマイスター事業
 FAX 026-235-7328 [ 46,527 ] ・人材育成に係るコーディネート業務　等
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

工科短期大学校・技術専門
校運営事業費

人材育成課
 FAX 026-235-7328 [ 1,588,311 ]
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

民間活用委託訓練事業費
（工科短期大学校・技術専門
校運営事業費　一部再掲）

人材育成課
 FAX 026-235-7328 [ 440,535 ]
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp

障害者就業支援事業費

人材育成課
 FAX 026-235-7328
 E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp ・障害者職域拡大アドバイザーの設置
労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 96,387 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　（一部　雇用基金活用事業）

　 障害者の雇用の拡大を図るため、きめ細かな職業
相談、求人開拓、職業紹介などを実施するとともに、
障害者に応じた職業能力開発訓練を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。

99,835

・小規模事業主に対する障害者雇用事例の
　紹介などを通じた障害者雇用の促進

　 離転職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。

440,011

　 新規学卒者・離転職者等に対し、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。

1,573,702

　 県内産業界に必要な人材の育成・確保、また、県
民のライフステージに応じたキャリア教育などについ
て、関係団体等で構成する「産業人材育成支援ネッ
トワーク」と一体となって総合的に人材育成の支援を
図ります。

44,359

　 高機能かつ高精度な測定・分析機器を整備し、県
内企業の技術力の高度化や成長が見込まれる産業
分野への進出を支援します。

78,946

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

人材育成課技能五輪・アビリンピック室

 FAX 026-235-7256 [ 93,967 ]
 E-mail nagano-skills@pref.nagano.lg.jp

ジョブカフェ信州運営事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 60,461 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

Ｕ・Ｉターン促進事業費 　

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 38,422 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

パーソナル・サポート・モデル
事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 72,096 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働相談事業費

労働雇用課
 FAX 026-235-7327 [ 10,561 ]
 E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

10,568
　 労使間のトラブルを円滑に解決するため労働相
談を実施します。

・労働相談員による労働相談
・弁護士、社会保険労務士、産業カウンセラー
 による専門的な労働相談

　 安定的な自立生活を送ることを希望しながら、
様々な問題を抱える方に対して、パーソナル・サ
ポーターを配置し、制度横断・継続的に各種支援策
のコーディネート等を行います。

90,910

・南信地域への拠点の設置

　（雇用基金活用事業）

36,556

・東京Ｉターンフェアの開催

　（一部　雇用基金活用事業）

　 若年者に対し、キャリアコンサルティング、情報の
提供、職業紹介の３サービスをワンストップで提供し
ます。
　 また、高卒後の未就職者の正規雇用に向けた
キャリア相談及び離職を余儀なくされた失業者への
相談等きめ細かな支援を実施します。

　（一部　雇用基金活用事業）

58,178

　 平成24年10月に「第50回技能五輪全国大会」（松
本市、諏訪市）及び「第33回全国障害者技能競技
大会」（長野市）を開催します。

　（一部　雇用基金活用事業）

技能五輪全国大会・アビリン
ピック開催事業費

279,882

　 Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催や求人情報の提供
などを通じ、県外から県内への就職促進を図りま
す。
　 また、県外大学等と連携し、県出身学生のＵター
ン就職を支援します。

新

新
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部　局　名 ： 教育委員会

第２次長野県教育振興基本 1,000
計画策定事業費

教育総務課
 FAX 026-235-7487 ［4,655］
 E-mail kyoiku@pref.nagano.lg.jp

活用方法選択型教員配置 4,600,200
事業費
（選択型こまやか教育プラン）

義務教育課
 FAX 026-235-7494 ［4,533,900］
 E-mail gimukyo@pref.nagano.lg.jp

高等学校施設整備事業費 2,770,560

債務負担行為
(2,070,720)

高校教育課
 FAX 026-235-7488 ［2,206,218］
 E-mail koko@pref.nagano.lg.jp

発達障害児等総合支援 26,411
事業費

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［49,337］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

長野地区特別支援学校 1,249,895
再編整備事業費

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［748,470］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

　「長野地区特別支援学校再編整備計画」に基づ
き、校舎の老朽化や知的障害の児童生徒の増加
などの課題に対応した施設整備を行い、教育環境
の向上を図ります。

・長野ろう学校及び長野養護学校三輪校舎
　本体工事
・新校舎開校予定　平成25年４月

　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の充実と
支援力の向上を図ります。

　・発達障害支援専門員の配置　15人
　・出前研修会の実施
　・通常の学級を基盤とした連続的教育対応モデ
　　ルの研究

１　高等学校再編施設整備事業（2,397,971千円）
　　高等学校の再編及び中高一貫校の設置に伴
　い、校舎等を整備します。
　　 ・設計、建設工事　７校

２　高等学校施設整備事業（372,589千円）
　　老朽化している校舎や体育施設の改築を計画
　的に行います。
　　 ・建設工事　３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、不登校等児童生徒支援など、
小・中学校や市町村教育委員会の判断で活用方
法を選択する事業方式によ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。

　 ・「中学校30人規模学級編制」を「少人数学習
　　集団編成」との選択制により、中学校２学年に
　　拡大（新たに配置する教員58人）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）
事　　　業　　　内　　　容

　本県の教育施策の基本的な方向性を示すた
め、第２次教育振興基本計画（平成25年度～29年
度）を策定します。
　
　・学ぶちから・学校力専門委員会の開催
　・市町村、各種団体との意見交換会の開催

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

特別支援教育充実事業費 183,600

特別支援教育課
 FAX 026-235-7459 ［180,962］
 E-mail tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育支援事業費 22,266

教学指導課
 FAX 026-235-7495 ［4,471］
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

就職指導サポーター配置 33,991
事業費

教学指導課
 FAX 026-235-7495 [49,437]
 E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

「笑顔で登校」支援事業 30,000
補助金

教学指導課心の支援室
 FAX 026-235-7495 [30,000]
 E-mail kokoro@pref.nagano.lg.jp

地域で支える学校サポート 208
事業費

文化財・生涯学習課
ＦＡＸ 026-235-7493 [ 196 ]
 E-mail bunsho@pref.nagano.lg.jp

　 学校・家庭・地域が連携して、学校をサポートす
る体制づくりを推進します。

　・推進委員会の開催
　・意見交換会の開催
　・学校及び市町村への啓発

　本県の不登校児童生徒の現状を踏まえ、市町村
教育委員会が地域の課題を把握し、その改善の
ために行う効果的な取組に対して助成します。

　・事業主体　　　市町村教育委員会
　・補助率　　 　   1/2以内（上限200万円）

　高校生の就職を支援するため、企業等の社員教
育や人事担当の経験者を「就職指導サポーター｣
として県立高校に配置し、企業の求人開拓や就職
の指導をサポートします。

 ・配置校　28校

（雇用基金活用事業）

　「長野県キャリア教育ガイドライン」に基づき、幼
保・小・中・高一貫した体系的な指導と、家庭、地
域、産業界が学校を支援する仕組み（プラット
フォーム）を備えた長野県キャリア教育を推進しま
す。

　・長野県キャリア教育支援センターの設置
　・市町村プラットフォーム構築の支援
　・就業体験の支援
　・地域特性を踏まえた実践研究（推進地区）
　　中野市、飯田市、長和町

（一部　雇用基金活用事業）

　 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。(36人増）

※予算額のうち教員配置については、各年度の
   増加分

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

文化財保存修理及び防災 40,000
事業費

文化財・生涯学習課
ＦＡＸ 026-235-7493 [ 45,000 ]
 E-mail bunsho@pref.nagano.lg.jp

安全・安心のための学校 10,766
給食環境整備事業費

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［0］
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp

実践的防災教育総合支援 6,007
事業費

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［0］
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp

学校・家庭・地域全体で取り
組む食育推進事業費 734

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［675］
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp

夜間定時制高等学校夜食費 34,899

保健厚生課
 FAX 026-234-5169 ［32,663］
 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp

　 高等学校の夜間定時制課程で学ぶ生徒に学校
給食(夕食)を実施し、併せて生徒負担の一部を補
助することで、心身の健全な発達に資するととも
に、修学を促進します。

　・調理に要する人件費等
　・生徒負担経費（食材料費）の一部補助
 　　　補助対象者の拡大
 　　　補助単価を増額して給食内容を充実

  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、心身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

　 新たな防災教育の指導方法や教育手法の開
発・普及を行うため、緊急地震速報等を活用した
避難訓練など先進的・実践的な防災教育を行う学
校を支援します。

　・緊急地震速報受信システムの整備
　・防災アドバイザーの活用

　学校給食での安心を確保するため、県内の学校
給食で使用する食材の放射性物質検査等を実施
します。

 ・実施場所　４教育事務所

　（一部　雇用基金活用事業）

　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：国庫補助残の1/2以内
                県指定文化財：事業費の1/2以内
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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

平成24年度全国高等学校 48,600
総合体育大会事業費

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

   高等学校教育の一環として高校生に広くスポー
ツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神
の高揚を図るとともに、高校生相互の親睦を深め、
心身ともに健全な青少年を育成することを目的に
開催します。

　・会　 期　平成24年７月28日（土）～８月５日（日）
　・開催地　県下各地
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