
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２月県議会定例会に提出する平成 26 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 29 日（水）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７日（金）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 
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総務部財政課財政企画係 

(課長) 平木 万也 (担当) 小池 広益 

電話：026-235-7039（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2062 

FAX： 026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.lg.jp 

しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中 



 健康福祉部

（千円）

歯科保健総合推進対策 13,606

事業費

【健康づくり・医療充実】 ・ 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

・ 在宅歯科医療連携室の運営

・ フッ化物応用の推進

・

・

健康長寿課 * むし歯のない1.6歳児、３歳児の割合：

  FAX 026-235-7170 [ 12,919 ] 1.6歳児：97.7%(H24)→同レベル以上

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp ３ 歳 児：82.4%(H24) →同レベル以上

信州食育推進事業費 13,402

【健康づくり・医療充実】

・ 第９回食育推進全国大会の開催

・ 県民会議の開催、地域連絡会議等の開催

健康福祉政策課

  FAX　026-235-7485

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

*

健康長寿課

  FAX 026-235-7170 [ 949 ] *

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

自殺対策推進事業費 29,301

【健康づくり・医療充実】

１ 自殺ハイリスク者支援強化事業の実施

２ 自殺対策緊急強化事業の実施

３

４

健康長寿課 *

  FAX 026-235-7170 [ 30,328 ]

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　自殺対策緊急強化基金活用事業）

健康長寿プロジェクト・研究 15,536

事業費

【健康づくり・医療充実】

健康福祉政策課

  FAX　026-235-7485 [9,563]

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp （緊急雇用創出基金活用事業）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

信州保健医療総合計画に基づき、8020運動をは

じめとする歯及び口腔の健康づくりに関する取組を

総合的に推進します。

要介護者の口腔内状況を把握するための調査

依然として高い水準にある自殺者数を減少させる

ため、自殺対策を総合的に推進します。

在宅歯科医療従事者人材の養成

　県内全域で効果的な健康づくり施策に取り組むた

め、圏域ごとの健康づくりの取組や特徴を調査分析

します。

県自殺予防情報センターによる相談、情報提供

食育に関心がある県民の割合：

51.5%(H22)→65%以上(H29)

　食育に関する理解と関心を深め、食育の取組に

積極的な参加を促すため、第9回食育推進全国大

会を開催し、長野県の健康長寿とそれを支える「信

州の食」を全国に発信します。

食育ボランティア数：18,118人(H24)→同レベル以上

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修の開催

自殺者数：447人(H24)→440人以下(H26)

新
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

地域支援事業交付金 749,869

　・ 事業主体　市町村・広域連合

　・ 事業内容

健康長寿課

  FAX 026-235-7170 ［717,651］ 　　２　包括的支援事業

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　　３　任意事業

医師確保等総合対策事業費 500,479

【健康づくり・医療充実】

・ 信州医師確保総合支援センター事業

・ 医学生修学資金等貸与事業

・ 女性医師総合支援事業

* 医学生修学資金等貸与者総数：

100人(H24)→123人(H26)

*

医療推進課医師確保対策室

  FAX 026-223-7106 [ 579,415 ]

  doctor@pref.nagano.lg.jp 　（一部　地域医療再生基金活用事業）

499,015

・

【健康づくり・医療充実】 ・

・

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 517,930 ] * 県立養成機関看護師国家試験合格率：95％

  iryo@pref.nagano.lg.jp * 県内民間看護師等養成所学生充足率：95％

　女性医師の就労支援、相談窓口の設置、勤

務環境の整備など、総合的な支援を実施

修学資金貸与者に対するキャリア形成支援のため

の面談：延べ100回

看護職員新規養成確保対策

事業費

　看護大学及び県立看護専門学校(須坂・木

曽）の運営

県内民間養成校（10校）に対して運営費を助成

　看護職員を確保するため、看護職員の新規養成

及び県内就業の定着・促進を支援します。

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

事業に係る費用の一部を負担します。

県内への就業を促進するため、看護師等養成

所の学生を対象に修学資金を貸与

　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

  医師の確保・定着と偏在解消を図るため、信州医

師確保総合支援センターを中心に医師・研修医・医

学生等へのキャリア形成支援や信州型総合医の養

成等を行います。

　即戦力医師の確保、信州型総合医の養成支

援など、地域医療を担う医師の確保・定着及び

キャリア形成支援等を実施

　　１　介護予防事業または介護予防・日常生活

　　　　支援総合事業

拡拡
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

地域医療再生事業費 2,343,185

【健康づくり・医療充実】 【一次分】

（事業実施期間：平成21年度～27年度）

・ 小児・成人初期救急センター整備

・ 看護職員確保修学資金の貸与

＜上伊那医療圏＞

・ 看護師奨学金貸与

【二次分】

（事業実施期間：平成23年度～27年度）

・ 二次救急医療機関等病棟建替・医療機器整備

・ がん診療機器整備

【三次分】

（事業実施期間：平成25年度～27年度）

医療推進課 ・ 災害拠点病院等施設設備整備

  FAX 026-223-7106 ・ 在宅医療連携拠点の構築

  iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 看護専門学校環境整備

・ 二次医療圏の地域医療再生(木曽、大北、北信)

健康長寿課 * 計画事業の進捗率：80.8％（H25)→97.2％（H26）

  FAX 026-235-7170 [ 4,912,149 ]

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（地域医療再生基金活用事業）

医療施設・設備整備事業費 2,175,707

　・

医療推進課 ・

  FAX 026-223-7106

  iryo@pref.nagano.lg.jp *

健康長寿課 *

  FAX 026-235-7170 [ 1,617,330 ]

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金)

342,627

・

医療推進課 * 救命救急センターの充実度評価Aの割合：

  FAX 026-223-7106 [ 342,627 ] 100％を維持

  iryo@pref.nagano.lg.jp

救命救急センター運営事業

補助金

　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を助成します。

施設整備の支援：21か所

設備整備の支援：6か所

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改

善、医療提供体制の充実及び医療施設の耐震化を

図るため、医療施設、設備の整備を支援します。

うち、スプリンクラー整備14か所程度

設備整備への補助 （医療機器の整備）

（有床診療所スプリンクラー

整備等）

救命救急センター運営費補助

　地域(二次医療圏・県全域）の医療課題を解決す

るため、県地域医療再生計画に基づき医療施設、

設備の整備等を実施・支援します。

＜上小医療圏＞

施設整備への補助
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

ドクターヘリ運航事業費 495,894

・ 基地病院 佐久総合病院佐久医療センター

信州大学医学部附属病院

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 423,551 ] * 要請の重複による対応不能事案の割合：5.7％以下

  iryo@pref.nagano.lg.jp

323,866

・ 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 [ 320,839 ]

  iryo@pref.nagano.lg.jp * 小児救急電話相談に納得した割合：90％以上

在宅医療推進事業費 22,000

【健康づくり・医療充実】 ・

・

医療推進課

  FAX 026-223-7106 [ 2,128 ]

  iryo@pref.nagano.lg.jp * 地域リーダー研修会参加者：80名

16,114,012

・

・

・

健康福祉政策課

  FAX 026-235-7485 [ 15,205,169 ] ・

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp  

小児・周産期医療体制整備

事業費

費用負担

　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を助成する等の支援をし

ます。

負担

特定健康診査・特定保健指導の実施に要する

国民健康保険基盤安定化等

事業費

負担

保険者（市町村）の財政調整に要する費用

　高度な救命処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、県内２機体制によるドクター

ヘリの運航を支援します。

高額な医療費に対する費用負担

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

在宅で療養する小児・若年障害者等に関する

在宅医療提供体制の整備

多職種協働による在宅チーム医療を担う人材

の育成（地域リーダーによる研修の実施など）

　保険者（市町村）の療養の給付等に要する費用の

一部を負担し、市町村国民健康保険の安定的運営

を支援します。

　医療・介護が連携して在宅療養患者をサポートす

るための人材育成を支援します。

拡
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

後期高齢者医療給付事業費 25,099,818

・ 療養の給付等に対する費用負担

・

健康福祉政策課 ・ 高額な医療費に対する費用負担

  FAX 026-235-7485 [ 25,221,951 ] ・ 財政安定化基金への積立て

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

精神科救急医療整備事業費 95,283

【健康づくり・医療充実】

１ 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

健康長寿課 ２ 精神科救急情報センター事業

  FAX 026-235-7170 [ 95,111 ] 精神障害者等からの医療相談に24時間体制で

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp 対応（こころの医療センター駒ヶ根）

地域包括ケア構築推進事業費 12,269

【健康づくり・医療充実】

　１　地域包括ケア体制重点支援事業

　２　地域ケア会議サポート事業

　３　地域包括ケア推進研修事業

　４　多職種連携等研究事業

　５　介護マーク定着促進事業

健康長寿課介護支援室 *

  FAX 026-235-7394 [ 15,995 ]

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

認知症対策総合推進事業費 18,285

【健康づくり・医療充実】 １

２ 認知症相談医、認知症サポート医の養成

３ 認知症疾患医療センターの整備

４ 認知症コールセンター事業

５ 認知症予防県民運動推進事業

*

健康長寿課

  FAX 026-235-7170 [ 25,320 ] *

  kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮

らすため、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。

認知症対策推進協議会の開催

認知症サポート医養成累計：

52人(H24)→65人(H26)

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化などに

より、緊急に医療を必要とする精神障害者に対応す

るため、精神科救急医療体制の確保を図ります。

　高齢期における適切な医療を確保できるよう、療

養の給付等に要する費用の一部を負担し、後期高

齢者医療制度の安定的運営を支援します。

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ために必要な「地域包括ケア体制」の構築に向け、

市町村が行う生活支援サービス等の体制づくりを重

点的に支援します。

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者累計：

515人(H24)→550人(H26)

地域包括ケア体制整備に取り組む日常生活圏域

数：103圏域(H25)→118圏域(H26)

負担

新
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

介護給付費負担金 25,870,012

　・ 介護給付費見込額

健康長寿課介護支援室

  FAX 026-235-7394 ［25,092,976］ 　 　・ 県負担割合　

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

3,072,830

１　創設、改築等　　　　

（老人福祉施設）

　・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 ３か所

(障害福祉施設）

　・ 障害者支援施設等 5か所

　・ 障害者グループホーム 10か所

（児童福祉施設）

　・ 児童養護施設 1か所

健康長寿課介護支援室 　・ 保育所 13か所

  FAX 026-235-7394 　・ 子育て支援拠点施設 3か所

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 児童館・児童センター 2か所

　・ 放課後児童クラブ室 3か所

障害者支援課

  FAX 026-234-2369

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp ２　耐震化・防災改修

（障害福祉施設）

こども･家庭課 　・障害者グループホーム 16か所

  FAX 026-235-7390

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp [ 5,327,389 ] 　（一部　地域経済活性化・雇用創出臨時基金、

　安心こども基金、介護基盤緊急整備等臨時特

　例基金活用事業）

居宅サービス　12.5%

1,780億4,015万3千円

　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、介護保険事業の安定的運営を図りま

す。

社会福祉施設等の創設・改築等や、耐震化・防災

改修に対して助成します。

施設サービス　17.5%

社会福祉施設等整備事業

補助金
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

9,151,237

　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

相談支援給付事業

　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

　３　障害児施設給付等事業

(1) 通所支援

　・ 事業主体 市町村

障害者支援課 　・ 負担率 1/4

  FAX 026-234-2369 ［8,732,179］ (2) 入所支援

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　・ 事業主体 県

障害者相談支援事業費 191,531

　 ・ 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

障害者就業支援ワーカー

・ 就労移行機能強化事業

・ 長野県自立支援協議会運営事業

・ 障害者相談支援専門員重点サポート事業

障害者支援課 *

  FAX 026-234-2369 ［189,955］

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

地域活動支援センター機能

強化事業

障害者が地域で安心して暮らすことができるよう障

害者の相談支援体制を構築するため、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。

障害者（児）が必要とする障害福祉サービスを安

定的に提供するため、市町村の自立支援給付費等

に要する費用の一部を負担します。

相談支援延件数：130,000件(H26)

障害者自立支援給付等

事業費

新
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

障害福祉啓発推進事業費 9,648

【雇用・社会参加促進】

　１　障害者虐待防止対策支援事業

・

・

　２　信州あいサポート運動推進事業

・

・ 「あいサポート運動」フォーラムの開催

障害者支援課

  FAX 026-234-2369 ［7,435］ *

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

障害者スポーツ振興事業費 52,860

　１　障害者スポーツ振興事業

・

・

・

　２　長野県障がい者スポーツ協会業務支援事業

・ 障害者スポーツ振興活動に対する助成

障害者支援課

  FAX 026-234-2369 ［50,280］ *

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

福祉医療費給付事業補助金 4,519,676

・ 補助対象　市町村

健康福祉政策課 ・ 補助率　　 1/2

  FAX 026-235-7485 [ 4,403,962 ]

  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp

　障害者虐待の予防及び虐待を受けた者を支援す

るため、虐待に関する相談や研修を実施するととも

に、障害の特性を理解し日常生活や就労を支援す

る「信州あいサポート運動」を展開します。

障害者虐待防止研修の実施

 「あいサポーター」、「あいサポート企業・団体」

の募集

全国障害者スポーツ大会等への選手派遣の助

成

長野車いすマラソン大会、障害者スポーツ大会

（地区大会及び県大会）、県障害者スキー大会

等の開催

(H26)

　障害があっても誰もがスポーツを楽しむことのでき

る環境づくりを進めるため、障害者の各種スポーツ

大会の開催及び選手の派遣等を支援します。

 県障害者スポーツ大会参加者数：1,470人(H26)

 「信州あいサポート運動」県民認知度：20%以上

　乳幼児等、障害者、母子家庭の母子等及び父子

家庭の父子の経済的負担を軽減し、福祉の向上を

図るため、市町村が行う医療費の助成を支援しま

す。

県障害者権利擁護(虐待防止)センターの運営

パラリンピック出場に向けた県内選手の育成強

化

新
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

236,905

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［244,768］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

福祉人材確保対策事業費 123,968

1 福祉・介護人材の確保

・ 福祉・介護人材マッチング支援事業

・ 潜在的有資格者支援事業

・ 福祉職場PR事業

・ 福祉の職場体験事業

2 福祉・介護人材の資質向上・定着支援

・ キャリア形成訪問指導事業

・ 社会福祉研修事業

・

3 福祉人材研修センターの運営

・

地域福祉課 *

  FAX 026-235-7172 ［336,929］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

　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。

　　・ 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

　　　 ・宅幼老所等整備事業

　　　 ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業

　　　 ・障害者にやさしい住宅改良促進事業　等

　　 ２　障害者支援事業

　　　 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

　　　　　（新たにＦＭ補聴器を対象）

　　　 ・障害者余暇活動支援事業

　　　 ・心身障害児（者）タイムケア事業　等

     ３　子育て支援事業

　　　 ・「気になる子ども」の保育応援事業

　　　 ・病児・病後児保育個別・広域対応支援事

         業

　　　 ・低年齢児保育支援事業　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

　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等において実施し

ます｡

福祉人材研修センター運営事業及びネットワー

ク会議

地域福祉総合助成金交付

事業費

県内介護福祉士登録者数：1,754人（H19～23の平

均増加人数）→1,800人以上(H26)

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援

事業

新

拡
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

58,796

・

・

・

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［59,772］ *

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

社会復帰促進支援事業費 1,104

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［0］ *

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

生活保護費 2,575,545

地域福祉課

  FAX 026-235-7172 ［2,585,520］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

女性保護事業費 20,997

　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 ［21,670］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

　　　要保護女子等の相談、保護及び生活指導等

　　１　福祉サービスの利用援助

　　　　利用契約の締結及び利用手続き代行・日

　　　常的な金銭管理

　　２　権利擁護研修

　　　　市町村、社会福祉協議会等の職員に対し、

　　　権利擁護に関する研修会を開催

　

県内の協力雇用主数：728事業所(H24)→750事業

所（H26）

　１　生活保護費

　　　生活保護法による被保護世帯に対する生活

　 扶助等の実施

　

　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

　認知症高齢者や知的障害者の方が、福祉サービ

スを円滑に利用することができるよう、福祉サービス

利用手続きの代行や日常的な金銭管理を行うととも

に、必要に応じて成年後見制度への移行を支援し

ます。

事業内容

　　　人身取引被害者の保護及び関係機関との連

　 携による帰国支援

日常生活自立支援事業

補助金

　　　ＤＶ被害者の緊急時における安全避難場所

　　の確保

事業主体　長野県社会福祉協議会

本事業利用者が成年後見制度に移行した件数：22

件(H25)→25件以上(H26)

　県が保護観察中の少年を雇用することで、更生保

護に対する社会的機運の醸成を図り、民間企業等

の雇用に向けた取組を促進します。

要保護女子やＤＶ（配偶者間暴力）被害者等を保

護し自立を促進するため、被害者等の相談や一時

保護等の支援を行います。

補助率　    1/2以内

　生活に困窮する方が、健康で文化的な最低限度

の生活を営むことを保障するため、生活保護を行い

ます。

新
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

33,310

　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 ［34,177］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

21,610

【雇用・社会参加促進】

*

地域福祉課 *

  FAX 026-235-7172 ［21,489］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp （緊急雇用創出基金活用事業）

182,801

【雇用・社会参加促進】

地域福祉課 *

  FAX 026-235-7172 ［100,390］

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp （緊急雇用創出基金活用事業）

保育対策等促進事業補助金 328,485

【雇用・社会参加促進】

【活動人口増加】 　・ 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 22 か所

　　４　保育所分園推進事業 3 か所

　　５　認可外保育施設衛生対策事業 15 か所

　　６　保育環境改善事業 4 か所

　　７　延長保育促進事業 70 か所

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［314,849］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

就業に必要な資格取得のための講座開催

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。

母子家庭の母等の自立を促進するため、資格取

得や就業相談等の支援を行います。

就労率34％(H26)

　生活保護受給者の自立を促進するため、「寄り添

いサポーター」を配置し生活相談などの支援を行い

ます。

　寄り添いサポーターの配置　郡福祉事務所　9人

ひとり親家庭就業・自立支援

事業費

　生活困窮者等の就労及び自立を促進するため、

市と連携して相談拠点を設置し、相談支援員と就労

支援員による個別的・包括的な支援を行います。

　相談拠点の拡充　県内４→６か所

自立のための寄り添いサポー

ト事業費

寄り添い世帯数：150世帯以上(H26)

　　  職業訓練講座受講者や看護師等養成機関

   修学者に対する給付金の支給

病児・病後児保育実施市町村数：

17市町村(H25)→18市町村(H26)

社会生活自立支援等プログラム修了者：27人(H26)

就業に向けた相談・支援

センター登録者の就業率：

80%（過去3年の平均値）→同レベル維持

信州パーソナル・サポート・モ

デル事業費

拡
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（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

648,366

・ 事業主体　市町村

・ 補助率　2/3

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［657,297］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

母子保健事業費 63,811

　１　女性の健康ライフ支援事業　　　　

　２　思春期保健事業

　３　先天性代謝異常等検査事業

　４　ハイリスク母子保健対策事業

　５　難聴児支援センター事業

こども･家庭課 * 女性からの健康相談：63件(H24)→70件(H26)

  FAX 026-235-7390 [ 60,260 ] * 不妊専門相談：245件(H24)→260件(H26)　

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 10代の人工妊娠中絶率：6.3(H24)→同レベル以下

児童虐待防止強化事業費 11,825

　１　児童虐待防止対策事業

・ 児童相談所等職員に対する研修

・ 県民向けの広報啓発

　２　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

こども･家庭課

  FAX 026-235-7390 ［25,369］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

里親支援事業費 3,413

　１　里親委託等推進員の配置

こども･家庭課 　２　里親制度普及促進事業

  FAX 026-235-7390 ［3,966］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 里親委託率：9.0%(H24)→10.3%(H26)

  母性や乳幼児に関する保健指導、健康相談等を

実施し、健康の保持及び増進を図ります。

　家庭的養護を推進するため、里親制度の理解を

深め、新規委託を開拓するとともに、里親が安心し

て養育できるよう訪問・相談等の支援を行います。

　放課後や休日等に保護者が家庭にいない小学生

に生活や遊びの場を提供するため、市町村が行う

放課後児童クラブの運営に対して助成します。

放課後児童健全育成事業

補助金

児童虐待の発生及び深刻化を防止するため、児

童相談所等の相談支援体制を強化します。

放課後こどもプラン登録児童数：

28,700人(H25)→29,025人(H26)

　児童虐待及びＤＶ（配偶者間暴力）の通告・

通報及び緊急の相談に24時間・ 365日対応

12



（千円）

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

児童家庭支援センター運営事 13,060

業補助金

・ 事業主体　社会福祉法人

こども･家庭課 ・ 補助率　定額

  FAX 026-235-7390 ［0］

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 新規相談・対応件数 100件

食品衛生監視指導事業費 19,493

・

 

・

 

・

・

・

食品・生活衛生課

  FAX  026-232-7288 [ 19,493 ] *

  shokusei@pref.nagano.lg.jp

医薬品等監視指導事業費 7,229

・ GMP調査体制整備事業

・ 薬事監視員の立入検査

・ 医薬品等生産技術研修会

・ 医薬品等製品試験

薬事管理課

  FAX 026-235-7398 [ 8,675 ] *

  yakuｊｉ@pref.nagano.lg.jp

　地域における児童虐待等に関する相談支援体制

を強化するため、市町村・児童相談所と連携して児

童・保護者等を支援する児童家庭支援センターの

運営に対して助成します。

　医薬品等の製造業者、販売業者等の資質向上を

図るとともに、薬局や医薬品販売業等への監視指

導を行います。

  併せて、医薬品製造の国際基準であるＰＩＣ/Ｓに

対応するＧＭＰ調査体制の整備を図ります。

監視実施率：28%(H25見込)→28.5%(H26)

食中毒の発生件数の減少：

14件(H19～23平均）→同レベル以下

軽井沢夏期食品衛生相談所の開設

市場検査補助員による検査及び巡回指導

きのこ衛生指導員によるきのこ鑑別指導

食品衛生推進員による食品関係営業者に対す

る指導・助言

　 飲食に起因する危害の発生を未然に防止するた

め、食品衛生監視員等による食品衛生監視・指導

を行います。

広域食品衛生監視機動班及び保健所食品衛

生監視員による監視指導

新
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環 境 部

（千円）

信州環境フェア負担金 2,100

環境政策課

  FAX 026-235-7491 [ 2,100 ]

  kankyo@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化対策事業費 54,008

【環境・エネルギー自立地域創造】

温暖化対策課

  FAX 026-235-7491 [ 40,251 ]

  ontai@pref.nagano.lg.jp

３　エネルギー配慮型住宅・建築物促進事業

  　新築建築物の省エネ化や自然エネルギー設備

導入を促す新たな検討制度を円滑に進めるため、県

内建築事業者に対して環境エネルギー性能評価指

標の取得講習会を実施します。

 *事業活動温暖化対策計画書提出事業者の温室

効果ガス排出削減量：前年度比１％以上

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

　地球温暖化防止や循環型社会の形成などに向け

た取組を推進し、持続可能な社会を構築するため、

経済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催しま

す。

　また、地域で開催される環境イベントとの連携事業

を行います。

・事業主体　　信州環境フェア実行委員会

・補助率　　 　定額

*地域連携数：３地域以上

１　家庭の省エネサポート制度運営事業

　　省エネ・節電の取組を直接支援するため、民間

事業者（省エネサポート事業者）が県民と接する機

会を活用し、省エネアドバイス・省エネ診断を実施し

ます。

２　事業活動省エネサポート推進事業

  　事業活動に伴うエネルギー利用の効率化を図る

ため、新たな計画書制度に基づき、事業者に対する

省エネに関する助言や事業所への立入調査等を実

施します。
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

資源循環システム構築事業費 1,239

*1人1日あたり一般廃棄物排出量

廃棄物対策課 ：867ｇ(H23)→800ｇ（H29）

  FAX 026-235-7259 [ 2,926 ] 　産業廃棄物総排出量

  haikibut@pref.nagano.lg.jp :3,709千ｔ(H20)→3,600千t（H29）

29,460

・　　産業廃棄物実態調査事業

廃棄物対策課

  FAX 026-235-7259 [ 34,487 ]

  haikibut@pref.nagano.lg.jp

廃棄物監視指導事業費 42,411

・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置

廃棄物監視指導課 ・消防防災ヘリコプターによる廃棄物上空監視事業

  FAX 026-235-7259 [ 39,050 ]

  kanshi@pref.nagano.lg.jp

　廃棄物の発生抑制や再資源化に向けた取組を推

進します。

１　「レジ袋削減県民スクラム運動」推進事業

　レジ袋削減協働アピールに基づき、マイバッグ等

持参率80％以上を目指し普及啓発を実施します。

２　食品リサイクルループ構築事業

　食品関連事業者から排出される食品廃棄物を再

生利用し地域循環圏を形成するため、リサイクル

ループ構築に向けた検討を行います。

３  信州リサイクル製品普及拡大事業

　県内で発生した循環資源を利用するため、県内の

事業所で製造加工されたリサイクル製品の普及拡大

を図ります。

産業廃棄物適正処理推進事

業費

　産業廃棄物の適正処理のための取組を推進し、良

好な環境の確保を図ります。

　長野県廃棄物処理計画の策定に必要な基礎資料

とするため、県内の産業廃棄物の発生量や処理状

況等の調査を実施します。

　排出事業者及び処理業者に対する監視指導を行

うことにより、廃棄物の適正処理を推進して、安全・

安心な生活環境を確保します。

　また、市町村と連携した監視や防止活動により、不

法投棄の減少を目指します。

・産業廃棄物排出事業者及び処理業者等への立入

検査及び指導の実施

*立入検査件数：12,700件以上

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

水資源保全対策事業費 12,662

【環境・エネルギー自立地域創造】

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 19,688 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

水道施設整備促進事業費 95,700

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 122,661 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

44,079

【誇りある暮らし実現】

・

・

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 46,769 ] *湖沼環境基準(COD)達成状況：53.3%

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp *地下水環境基準（概況調査)達成状況：95.0%

合併処理浄化槽整備事業費 163,970

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 164,743 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

・　水資源実態調査事業

*保全が必要な水源の水資源保全地域指定率：15％

　安心・安全な水道を将来にわたり持続することによ

り、県民の健康被害の未然防止と生活基盤の維持を

図るため、水道施設の耐震化、災害対応など水道事

業者に対する補助や指導等を行います。

・　上伊那広域水道用水企業団補助金事業

・　水道水源確保支援事業

　県民共有の貴重な財産である水資源を将来にわ

たって保全していくため、県内の水資源の実態を把

握するとともに、特に保全が必要な地域を指定して

土地の取引等の事前届出制を推進します。

河川・湖沼等水質保全対策推

進事業費

　良好な水環境の保全を図るとともに、健康被害等

を未然に防止するため、県内の河川、湖沼及び地下

水の汚濁状況の常時監視、工場・事業場への監視・

指導を行います。

　また、関係機関・団体と連携して諏訪湖、野尻湖の

環境改善に取り組みます。

・　主要河川・湖沼、河川上流域、水道水源ダム湖

及び地下水の水質常時監視事業

・　排出源監視指導事業

・　諏訪湖環境改善対策事業

諏訪湖貧酸素対策調査研究事業

　快適な生活環境と良好な水環境保全のため、市町

村が実施する合併処理浄化槽整備事業に助成しま

す。

・事業主体　市町村

・補助率　 　事業費の公費負担分の1/3以内

*汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→97.7%(H26)

第５期野尻湖水質保全計画策定事業新

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

大気汚染防止対策事業費 47,279

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 39,020 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

*大気環境基準（長期的評価）の達成状況：100％

　大気汚染物質による健康被害等を未然に防止す

るため、大気の汚染状況を常時把握するとともに、ば

い煙等発生源への監視・指導を行います。

17



商 工 労 働 部

（千円）

海外駐在員事業費 47,010

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 44,465 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

小規模事業経営支援事業費 2,380,642

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 2,385,433 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

中小企業連携組織支援

事業費 181,839

産業政策課

  FAX　026-235-7496 [ 182,844 ]

  sansei@pref.nagano.lg.jp

グローバル新市場開拓

推進事業費 112,280

【次世代産業創出】

 経営支援課

  FAX　026-235-7496 [ 142,541 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

中小企業経営支援 2,588

イノベーション推進事業費

【次世代産業創出】

 経営支援課

  FAX　026-235-7496 [ 0 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

　県内中小企業の国内外の有望市場の販路開拓を支援

するため、展示会・商談会への出展支援や専門家による

マーケティングサポート体制の強化を図ります。

　・マーケティングに関する相談対応、助言

　・国内外展示会等への出展支援

　・技術提案型商談会等による国内外の販路開拓

    強化

　・北陸新幹線金沢延伸経済交流連携

　　（海外バイヤー招聘）　　　　　　　　　　　等

  ・事業主体　(公財)長野県中小企業振興センター

  *商談件数 ： 8,132件（H24）→ 8,500件以上（H26）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　上海、シンガポールに海外駐在員を配置し、県内企業

の販路開拓、インバウンドや農産物の輸出促進を支援し

ます。

*関係機関への情報提供：2,000件(H26)

*海外展示会の出展支援等：24件(H26)

　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。

*巡回・窓口相談回数：14万回(H26)

*講習会等による指導回数：2,500回(H26)

　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。

*相談助言件数：8,000件(H26)

*講習会参加者数：2,000人(H26)

県内中小企業の現場からのイノベーション創出を支援す

るため、県若手・中堅職員の現場担当者を育成し、経営

支援体制の強化を図ります。

*プロジェクト型支援への参画件数 ： ２件以上（H27）

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

地域の特色を活かした

商店街創造支援事業費 4,897

 経営支援課

  FAX　026-235-7496 [ 3,062 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

サービス産業育成支援 7,948

事業費

 経営支援課

  FAX　026-235-7496 [ 0 ]

  keieishien@pref.nagano.lg.jp （緊急雇用創出基金活用事業）

研究開発型企業育成事業費

4,325

【次世代産業創出】

ものづくり振興課

  FAX　026-235-7197 [ 2,525 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp

地域資源製品開発支援

センター事業費 13,555

【信州ブランド確立】

ものづくり振興課

  FAX　026-235-7197 [ 13,243 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp

693,895

【次世代産業創出】

ものづくり振興課

  FAX　026-235-7197 [ 0 ]

  mono@pref.nagano.lg.jp

サービス産業の経営実態や事業運営上の課題等を把

握するため、サービス提供に対するアンケート及びヒアリ

ング調査等を実施します。

　

　*ヒアリング訪問企業数 ： 30件（H26）

　地域の特性やニーズを踏まえた新しい商店街の創造を

支援するため、次代の商店街を担うキーパーソンの人材

育成を図ります。また、地域一丸で継続的に取り組む商店

街活性化事業を支援します。

　・補助対象　市町村

　・事業主体　中心市街地の活性化に取り組む

　　　　　　　　　「まちづくりグループ」

　・補助率　　 1/2以内

　*実施箇所数 ： ２箇所（H25）→　２箇所（H26）

しあわせ信州食品開発セン

ター整備事業費

　工業技術総合センター食品技術部門に、食品の試作、

評価を一体的に行う「しあわせ信州食品開発センター」を

整備し、高付加価値食品の試作開発支援機能を拡充強

化します。

*試作加工エリアの整備（実施率）：100%(H26)

*試作評価エリアの整備（実施率）：100%(H26)

*試作加工装置等の整備（実施率）：100%(H26)

（一部　地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業）

　工業技術総合センターの「次世代産業技術開発推進本

部」を拠点として、下請型・受託加工型企業の提案型・研

究開発型への転換を支援します。

　・地域の中小企業グループによる研究会活動、

　　新技術開発を支援

  ・成長期待分野に係る技術シーズの提案から

　　研究会の開催、共同研究の企画、試作までを

　　一貫して支援

*研究会の数：５(H26)

*地域の企業グループによる事業の実施件数:２件(H26)

　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。

　　・総合プロデューサーの配置

　　・デザイン専門支援員の配置

　　・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の派遣

*商品化に至った製品件数：30件(H26)

新

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

産業人材育成支援センター 53,852

事業費

【次世代産業創出】

人材育成課

 FAX 026-235-7328 [ 53,335 ]

 jinzai@pref.nagano.lg.jp

工科短期大学校・ 1,748,346

技術専門校運営事業費

人材育成課

 FAX 026-235-7328 [ 1,595,672 ]

 jinzai@pref.nagano.lg.jp

　民間活用委託訓練事業費 508,311

（工科短期大学校・技術専門

校運営事業費　再掲）

人材育成課

 FAX 026-235-7328 [ 505,841 ]

 jinzai@pref.nagano.lg.jp

新

南信工科短期大学校建設 78,277

事業費

【次世代産業創出】

人材育成課

 FAX 026-235-7328 [ 0 ]

 jinzai@pref.nagano.lg.jp

障害者民間活用委託訓練 81,273

事業費

（工科短期大学校・技術専門

校運営事業費　再掲）

人材育成課

 FAX 026-235-7328 [ 72,809 ]

 jinzai@pref.nagano.lg.jp

　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形成などについて、関係団

体等で構成する「産業人材育成支援ネットワーク(29団

体)」と一体となって総合的に人材育成の支援を図ります。

　・産業人材カレッジ（スキルアップ講座）事業

　・信州ものづくりマイスター事業

　・全国建具フェア長野大会開催支援事業

　・ものづくり人材育成事業　等

　*講座開催数：210コース（H25）→ 210コース（H26）

　*マイスター派遣数：５回（H25）→ ５回（H26）

　*建具フェア長野大会入場者数：15,000人以上（H26）

（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

　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。

*工科短期大学校定員充足率：107.5％（H25）→ 100％（H26）

*技術専門校定員充足率：84.5％（H25）→85.0％（H26）

（一部　地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業）

   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に委託し、就業に

必要な職業訓練を実施します。

*定員充足率：88.3％（H22～24平均）→ 90％（H26）

*訓練修了者就職率：71.2％（H22～24平均）→ 72％（H26）

　県内産業界のニーズに対応した高度な技能・技術を

持った人材を継続的に輩出するため、南信工科短期大学

校を設置し、産業人材育成の充実強化を図ります。

・南信工科短期大学校建設に係る設計委託

   障害者の雇用の拡大を図るため、障害者に応じた職業

能力開発訓練をＮＰ０法人や民間教育訓練機関等に委

託し、就職に必要な知識や技能の習得を図ります。

*定員充足率：81.6％（H22～24平均）→ 82.0％（H26）

*訓練修了者就職率：45.7％（H22～24平均）→50.0％（H26）

新

20



（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

ジョブカフェ信州運営事業費

52,812

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 63,463 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

Ｉターン促進事業費 10,689

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 17,556 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

若者未就職者等人材育成 131,202

事業費

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 169,316 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

「中間的就労の場」創出・ 2,624

支援事業費

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 7,256 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働相談事業費 10,614

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 10,589 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

勤労者福祉施設運営事業費 425,317

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 5,427 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

長野県内で不足する専門職種等の人材確保を図るた

め、Ｉターン・移住希望者に県内企業情報の提供や休日

相談会等を実施します。

*Ｉターン就職件数：65件(H26)

  未就職または非正規雇用の25歳以下の若者に新たな

雇用機会を創出するため、民間事業者等に基礎研修

（OFF-JT）と職場実習（OJT）を委託し、企業が求める人

材を育成するとともに、職場実習受入れ企業等における

正規雇用を図ります。

*職場実習先での正規雇用者：56人以上(H26)

 （緊急雇用創出基金活用事業）

　勤労者福祉の増進のため、勤労者福祉施設等の管理・

運営を行います。

　また、佐久、伊那、木曽勤労者福祉センターを、安全・

快適な状態で利用していただくために必要な改修を行い

ます。

*施設利用者：666,000人(H26)

（一部　地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業）

就職に悩みを抱える40代前半までの方の職業的自立を

図るため、就職情報の提供やキャリア・コンサルティングの

実施、職業紹介等の就労支援事業を実施します。

*就職率：50％(H26)

　安心して働ける労働環境に向け、中小企業・未組織労

働者等のセーフティネットとして、労働相談を実施し、複雑

化、多様化する労使関係の安定と適正な労働条件の確

保を図ります。

*相談件数：1,200件(H26)

　不登校経験者や発達障害者など、障害認定に至らず福

祉的サービスを受けられない者の経済的自立を実現する

ため、福祉的就労や就労体験と一般就労の中間的な就

労の場となる事業所等を開拓します。

*中間的就労事業に意欲を持つ事業所数：10所(H26)

 （緊急雇用創出基金活用事業）
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

仕事と家庭両立支援促進 29,184

事業費

【雇用・社会参加促進】

労働雇用課

 FAX 026-235-7327 [ 11,789 ]

 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　仕事と子育て・介護等が両立できる職場環境の普及を

図るため、フルタイムの就業が困難な人でも能力を活かし

て働き続けられるような多様な勤務制度（短時間正社員制

度や在宅勤務制度等）の企業への導入を促進します。

*多様な勤務制度導入企業：30社(H26)

（一部 緊急雇用創出基金活用事業）
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警察本部

（千円）

特殊詐欺等

　被害防止総合対策事業費 46,873

生活安全企画課

  FAX　026-232-1110 [ 0 ] （緊急雇用創出基金活用事業）

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

初動警察力強化事業費

199,083

債務負担行為

( 1,367,431 )

通信指令課・刑事企画課

  FAX　026-232-1110 [ 168,085 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

交通事故抑止

　　　総合対策事業費 1,479,030

債務負担行為

( 2,904 )

交通企画課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 1,506,228 ] （一部緊急雇用創出基金活用事業）

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

大規模災害対策強化事業費

594,064

警備第二課ほか

  FAX　026-232-1110 [ 569,616 ]

  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

　通学児童や高齢者を交通事故から守るため、交通

安全教育の推進や、歩車分離などの安全・円滑な交

通環境の整備、指導・取締り用資機材の整備を行

い、交通事故の総量抑止を図ります。

　*交通事故死傷者数：

　　　12,362人(H25年)→11,100人以下(H26年)

　大規模な災害に備え、災害対策拠点である警察施

設の強化や、捜索・救助活動のための装備資機材を

整備するなど、災害警備対策を推進します。

　*県民を守るための基盤強化と災害発生時における

　 即時対応

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　被害が深刻化している特殊詐欺から県民の財産を

守るため、キャラバン隊による広報・啓発活動を行

い、「家族･地域の絆」再生による被害防止を図りま

す。

　*特殊詐欺認知件数：

　　　　195件(H25年) → 90件以下(H26年)

　各種システムの更新整備に併せて機能向上を図

り、限られた警察官を効果的・効率的に運用すること

により、初動警察力を強化します。

　*刑法犯認知件数：15,000件未満(H29年)

　*重要犯罪検挙率：70.0％(H29年)

新
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教育委員会

（千円）

4,753,200

【教育再生】

義務教育課

  FAX　026-235-7494 [ 4,814,400 ]

  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育支援事業費 7,704

【教育再生】【次世代産業創出】

【雇用・社会参加促進】

【活動人口増加】

教学指導課

  FAX　026-235-7495 [ 25,208 ]

  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

1,433

【教育再生】

【健康づくり・医療充実】

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 595 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　児童生徒の職業観や社会性を育成するため、学

校、地域社会、産業界が学校を支援する仕組み（プ

ラットフォーム）を構築し、生徒の職場体験、就業体

験を実施します。

・産学官の諸機関・団体が参加する「キャリア教育支

援センター」による施策を実施

・キャリア教育カリキュラムを改革する高校を重点的

に支援

・就業体験の支援

・高校生の子育て理解教育を推進

*在学中の就業体験活動参加率（全日制高校生）：70.0％

(Ｈ26)

*「就きたい仕事がイメージできる」と答える高校１年生

（全日制）の割合：65.0％(Ｈ26)

長野県版運動プログラム普及

事業費

　子どもの体力・運動能力の向上を図るため、「幼児

期」を対象とした運動プログラムを新たに開発すると

ともに、普及啓発のための講習会等を実施します。

・「幼児期」を対象とした新たな運動プログラムの開

発及び県内の幼稚園・保育所等への普及・啓発

・「運動遊び」普及定着のための長野県版「運動プロ

グラム」研修会の実施

・「体つくり運動」実技講習会の実施

*全国体力・運動能力、運動習慣等調査での体力合計点

の全国順位：25位(Ｈ26)

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を行

い、学習習慣の確立と基礎学力の定着を図るため、

30人規模学級編制など、小・中学校や市町村教育

委員会の判断で活用方法を選択できる事業方式に

より教員配置を行います。

・30人規模学級編制、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を実施

*基礎的・基本的な内容の定着度が全国平均より高い児

童生徒の割合：小学校65.0％、中学校57.9％(Ｈ26)

*小・中学校における不登校児童生徒在籍率：1.11％(Ｈ

26)

活用方法選択型教員配置事

業費

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

学校・家庭・地域全体で取り 1,349

組む食育推進事業費

【健康づくり・医療充実】

保健厚生課

  FAX　026-234-5169 [ 574 ] ※予算額は栄養教諭増員分人件費は含まない。

  hokenko@pref.nagano.lg.jp

7,577

【教育再生】

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 0 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.jp

1,904

【教育再生】

教育総務課

  FAX 026-235-7487

  kyoiku@pref.nagano.lg.jp

高校教育課

  FAX　026-235-7488

  koko@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育課

  FAX 026-235-7459 [ 662 ]

  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

　平成25年７月に策定した「信州教育の信頼回復に

向けた行動計画」に基づく施策を実行し、教育再生

に向けた取組を推進します。

・「コンプライアンスアドバイザー」（仮称）の設置

・教職員及び学校の評価制度改善の実施

・教職員の通報・相談窓口の整備

・「教員の資質向上・教育制度改善フォローアップ

　委員会」の開催

*信州教育の信頼回復に向けた行動計画の実施項目：

　37項目(Ｈ26)

教員の資質向上・教育制度改

善事業費

　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、学校における食育推進の中核を担う栄養教諭の

配置を進めるとともに、研修等を実施して資質の向

上を図るなど、家庭、地域との連携のもと、学校にお

ける食育を一層推進します。

・栄養教諭の配置拡充（60人→90人）

・栄養教諭の研修、活動支援

・「朝ごはんを食べよう、いっしょに食べよう」食育キャ

ンペーン（ゼロ予算）

・第９回食育推進全国大会への参画

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：

　小学6年 91.1%(H25)→91.9%(H26)

　中学3年 86.4%(H25)→86.5%(H26)

　学校と県民の協働による地域に開かれた信頼され

る学校づくりを推進するため、保護者や地域住民が

学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備な

どの教育活動を支援する「信州型コミュニティスクー

ル」を推進します。

・モデル市町村に対する補助　５市町村

・補助率　　 　２/３

*信州型コミュニティスクールに取り組む学校：25校(Ｈ26)

信州型コミュニティスクール創

造事業費

新

新

新

新

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

高等学校施設整備等事業費 3,842,948

債務負担行為

( 2,427,639 )

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 2,843,059 ]

  koko@pref.nagano.lg.jp (一部 地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)

特別支援学校整備事業費 832,927

債務負担行為

（181,378）

特別支援教育課

 FAX 026-235-7459 [ 312,490 ]

tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

１　特別支援学校教室増設事業（349,514千円）

　　児童生徒の増加に対応するため、教室増設を行

  います。

 　  ・上田養護学校　６教室

   　・飯田養護学校　６教室

(一部 地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事

業)

２　長野地区特別支援学校再編整備事業（444,073

千円）

  　 「長野地区特別支援学校再編整備計画」の着

　実な推進を図るため、必要な施設整備を行い、

　教育環境の向上を図ります。

  　・寄宿舎建築工事等

３　特別支援学校施設計画整備事業（39,340千円）

　　児童生徒の教育環境の整備を図るため、老朽施

  設の改修や寄宿舎の空調設備の整備等を実施し

　ます。

１　高等学校再編施設整備事業費（2,524,149千円）

    魅力ある高校づくりを進めるため、第１期高等学

 校再 編計画に基づき、学級規模や教育課程の変

 更に応じた施設・設備の整備を行います。

　　・建設工事　５校

２  高等学校施設整備事業費（1,318,799千円）

    教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上

  等により安全性の確保を図るため、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。

　　・地盤調査、設計、建設工事　７校

　*耐震化率：95.3％(Ｈ26)
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

生徒指導推進事業費 217,083

教学指導課心の支援室

  FAX 026-235-7495 [ 223,687 ]

  kokoro@pref.nagano.lg.jp 　（一部 自殺対策緊急強化基金活用事業）

文化財修理防災等補助金 60,000

【誇りある暮らし実現】

文化財・生涯学習課

  FAX　026-235-7493 [ 61,179 ]

  bunsho@pref.nagano.lg.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、持続的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2/3以内

*文化財修理等補助件数：50件(Ｈ26)

　いじめ、不登校等生徒指導上の諸問題に対して、

未然防止や早期発見・早期対応に必要な支援及び

相談体制の充実を図ります。

〔主な事業〕

１　いじめ問題対策連絡協議会設置事業（208千円）

　  いじめ防止等の取組と地域や家庭・関係機関の

 連携をより実効的なものとするため、「いじめ問題

 対策連絡協議会」を設置します。

２  学校ネットパトロール事業（2,528千円）

 　 インターネットを介した犯罪や「ネットいじめ」の被

 害から生徒を守るため、掲示板･ブログ等の監視を

 行います。

    ・県立高校を対象に検索・監視：４回/年

 　 ・教職員対象に研修会を実施

３  スクールカウンセラー事業（126,575千円）

　 児童生徒の悩みに対して適切かつ迅速に対応

 するため、スクールカウンセラー（臨床心理士等）

 を配置します。

４  スクールソーシャルワーカー活用事業（20,397千

円）

　  児童生徒が抱える様々な課題の背景にある家庭

 や社会的要因を踏まえ、社会福祉等の関係機関

 との調整を行うため、スクールソーシャルワーカー

 （社会福祉士、精神保健福祉士）を配置します。

　 *小・中学校不登校児童生徒在籍比率：1.11％(Ｈ26)

　 *スクールソーシャルワーカーを介した学校と地域関係

　　 機関との連携ケース：400件(Ｈ26)

新
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（千円）

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

武道振興施設のあり方 821

検討事業費

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 0 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

競技力向上事業費 104,115

スポーツ課

  FAX 026-235-7476 [ 105,358 ]

  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　武道を振興するための施設のあり方を検討するた

め、有識者による検討会議を開催します。

・有識者によるあり方検討会議の開催　４回/年

　競技力の向上を図るため、国民体育大会等の全国

大会やオリンピック等の国際大会での活躍が期待さ

れる県内選手の育成・強化、指導者の養成及び練

習環境の整備を推進します。

・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

・選手のコンディショニング調整等のマルチサポート

・東京オリンピックなど今後の国際大会での活躍が

期待される競技・選手の育成を支援

・ジュニア選手への育成支援

・未来を担う競技者の発掘・育成

　・事業主体　　競技団体　等

　・補助率　 　　 １/２以内　等

*国体総合成績:17位(Ｈ26)

*国体等におけるｼﾞｭﾆｱ入賞数:186（人・団体）(Ｈ26)

新

新
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