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（単位　千円）

（Ａ） （Ｂ） ％

8,435,542 876,754,456 885,189,998 846,091,625 104.6

１　平成27年度2月補正予算総括

一 般 会 計

会 計 別

補 正 前 の 額

平　　成　　27　　年　　度 平  成  26  年  度

最終予算額

(A)/(B)

補 正 予 算 額 計
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２ 　 一　般　会　計

　　（１）　　歳　 入
（単位 千円）

平　　　 成　　　 27　　　 年　　　 度 平成26年度

区　　　　　　分

補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

最　終　予　算　額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 県 税 － 215,904,888 215,904,888 202,860,306 106.4

2

地 方 消 費 税

清 算 金

－ 73,781,000 73,781,000 52,468,912 140.6

3 地 方 譲 与 税 － 39,903,001 39,903,001 43,155,683 92.5

4

地 方 特 例

交 付 金

－ 648,000 648,000 649,957 99.7

5 地 方 交 付 税 － 207,004,000 207,004,000 219,816,568 94.2

6

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

－ 820,000 820,000 701,841 116.8

7

分 担 金 及 び

負 担 金

224,100 4,259,671 4,483,771 2,200,176 203.8

(A)/(B)

2

負 担 金

8

使 用 料 及 び

手 数 料

－ 16,151,042 16,151,042 14,712,644 109.8

9 国 庫 支 出 金 4,593,955 107,278,174 111,872,129 108,493,023 103.1

10 財 産 収 入 － 1,854,886 1,854,886 1,931,269 96.0

11 寄 付 金 － 191,056 191,056 148,191 128.9

12 繰 入 金 － 17,761,183 17,761,183 26,374,688 67.3

13 繰 越 金 555,487 2,464,219 3,019,706 2,282,136 132.3

14 諸 収 入 － 79,428,336 79,428,336 60,882,631 130.5

15 県 債 3,062,000 109,305,000 112,367,000 109,413,600 102.7

計 8,435,542 876,754,456 885,189,998 846,091,625 104.6
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　　（２）　　歳　出（目的別）
（単位 千円）

平　　　 成　　　 27　　　 年　　　 度 平成26年度

区　　　　　　分

補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

最　終　予　算　額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 議 会 費 ― 1,447,429 1,447,429 1,451,303 99.7

2 総 務 費 866,055 35,581,700 36,447,755 43,818,651 83.2

3 民 生 費 724,146 112,463,092 113,187,238 109,385,599 103.5

4 衛 生 費 226,297 26,613,764 26,840,061 25,097,275 106.9

5 労 働 費 66,433 4,249,462 4,315,895 4,895,463 88.2

6 環 境 費 ― 3,640,516 3,640,516 3,288,381 110.7

7 農 林 水 産 業 費 1,903,133 49,006,974 50,910,107 51,984,079 97.9

8 商 工 費 390,260 76,381,995 76,772,255 60,414,242 127.1

(A)/(B)

3

9 土 木 費 4,192,569 99,691,411 103,883,980 104,177,600 99.7

10 警 察 費 ― 43,006,350 43,006,350 42,933,668 100.2

11 教 育 費 66,649 199,383,123 199,449,772 198,512,279 100.5

12 災 害 復 旧 費 ― 8,730,747 8,730,747 4,662,522 187.3

13 公 債 費 ― 137,106,697 137,106,697 138,001,872 99.4

14 諸 支 出 金 ― 79,351,196 79,351,196 57,368,691 138.3

15 予 備 費 ― 100,000 100,000 100,000 100.0

計 8,435,542 876,754,456 885,189,998 846,091,625 104.6
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　　（３）　歳　出（性質別）
（単位 千円）

平　　　 成　　　 27　　　 年　　　 度 平成26年度

区　　　　　　分

補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

最　終　予　算　額

（Ａ） （Ｂ） ％

17,201 254,154,046 254,171,247 252,362,910 100.7

217,756 16,012,692 16,230,448 14,759,554 110.0

－ 136,702,368 136,702,368 137,568,980 99.4

6,789,233 147,045,058 153,834,291 159,693,404 96.3

一般公共事業費 5,822,103 78,081,553 83,903,656 76,801,225 109.2

(A)/(B)

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投 資 的 経 費

4

災害公共事業費 － 8,578,500 8,578,500 4,619,963 185.7

一般単独事業費 264,130 45,219,700 45,483,830 64,315,069 70.7

災害単独事業費 － 152,247 152,247 42,559 357.7

直轄事業負担金 703,000 15,013,058 15,716,058 13,914,588 112.9

1,411,352 322,840,292 324,251,644 281,706,777 115.1

計 8,435,542 876,754,456 885,189,998 846,091,625 104.6

そ の 他 行 政 費
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農業生産基盤保全整備事業費
[補助公共] 945,300
[090511][090512][090513]

農地整備課
  FAX 026-233-4069
  nochi@pref.nagano.lg.jp

経営体育成支援事業補助金 302,830
[090611]

農村振興課
  FAX 026-235-7483
  noson@pref.nagano.lg.jp *経営感覚に優れた経営体の育成：65経営体（H28）

補助公共事業費（一部再掲） 5,036,103
[090511][090512][090513][090517]

[090518][100401][110305][110306] 債務負担行為

[110402][110508][110509][110514] (418,800)
[110603][110606][110609]

建設政策課
  FAX　026-235-7482
  kensetsu@pref.nagano.lg.jp
森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330
　shinrin@pref.nagano.lg.jp
農地整備課
  FAX　026-233-4069
  nochi@pref.nagano.lg.jp

農業競争力の強化を図るため、生産コストの削減
に向けた農地の大区画化や高収益作物への転換
を促進する畑地かんがい施設の更新など、生産基
盤の整備を推進します。

*農業生産性の向上を図るための基盤整備実施地区：
　　７地区（H28）

３　主 要 事 業 一 覧

事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

◎　攻めの農業への転換

　県民生活の安全・安心を確保するため、緊急輸送
路の事前防災対策や砂防・治山施設の整備、ため
池の耐震対策等を推進するとともに、農業の体質強
化に向けた生産基盤の整備を推進します。

　次代を担う優れた農業経営体の経営力を強化す
るため、経営規模の拡大や生産性向上に必要な農
業用機械等の整備を支援します。

  ・事業主体　　　市町村
  ・補助率　　　　 定額、1/2以内

◎　安全・安心な社会づくり

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

直轄事業負担金 703,000

建設政策課
  FAX　026-235-7482
  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

地域鉄道安全性向上事業 20,992
補助金
[020509]

交通政策課
  FAX　026-235-7396
  kotsu@pref.nagano.lg.jp *県内鉄道営業キロ数の維持：780.1km(H28)

社会福祉施設等整備事業 179,670
補助金
[050818]

・ 入所・日中系施設 1 か所
・ 障がい者グループホーム 5 か所

障がい者支援課
  FAX 026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp *入所・日中系施設の整備：４か所（H28）

自治体情報セキュリティクラ 694,333
ウド構築事業費
[020212]

情報政策課
  FAX　026-235-0517
  joho@pref.nagano.lg.jp

　情報セキュリティの抜本的な対策を講じるため、県
及び市町村が共同して高度な監視を行う自治体情
報セキュリティクラウドを構築します。

　地域公共交通の基幹として大きな役割を担う地域
鉄道の安定した運行を確保するため、地域の承認
を経た計画に基づき地域鉄道事業者が行う安全性
向上のための設備整備への助成を前倒して実施し
ます。

　国が補正予算により実施する道路、河川、砂防事
業に係る負担金を追加します。

　・事業主体　　地域鉄道事業者
　・補助率　　 　1/6以内

社会福祉法人等が行う、障がい福祉施設の創設・
改築等に対して助成します。

　障がい福祉施設の創設、改築等

新 

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

ウイルス肝炎医療費給付事 217,756
業費
[050621]

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

503,682

[050406]

地域福祉課
  FAX　026-235-7172
  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

5,543

[040404]

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389
  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp 1,000件（平成29年度)

◎  多様な活躍の場づくり

介護福祉士修学資金等貸付
事業補助金

地域の介護を支える介護福祉士等を養成・確保
するため、修学資金貸付事業及び再就職準備金貸
付事業に対して助成します。

 １　修学資金貸付事業
 ・事業主体　（社福）長野県社会福祉事業団
 ・貸付対象　介護福祉士等養成施設に入学した者
 ・貸付金額　学費　600,000円（年額）など
 ・返還免除　卒業後１年以内に県内で介護等の業
　　　　　　　　 務に従事し、５年間継続して従事した
　　　　　　　　 者等

 ２　再就職準備金貸付事業
 ・事業主体　（社福）長野県社会福祉事業団
 ・貸付対象　離職した介護人材のうち1年以上の経
　　　　　　　　 験を有する者
 ・貸付金額　200,000円（上限）
 ・返還免除　県内介護事業所に２年間継続して従
　　　　　　　　 事した者

*修学資金の貸付増加者数：127人（平成31年度末）
*再就職準備金の新規貸付者数：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,552人（平成31年度末）

女性が活躍する豊かで活力のある地域社会づくり
への機運を高めるため、企業・団体で活躍する女性
のロールモデルを発信するとともに、女性の活躍推
進に資する取組を実施する市町村を支援します。

  ・学生による女性ロールモデルの紹介

ウイルス肝炎患者等の経済的負担を軽減し、受診
機会の確保を図るため、国が助成対象に追加した
新たな治療薬による治療を含めた医療費に対し助
成します。

女性活躍推進のための連携
事業費

  ・女性活躍推進に取り組む市町村への支援

  *女性ロールモデルの広報動画等サイトアクセス数：

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

7



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

地域未来塾ＩＣＴ活用支援事 34,420
業費
[150704]

文化財・生涯学習課
  FAX　026-235-7493
  bunsho@pref.nagano.lg.jp

人生二毛作社会推進事業費 30,617
[050502]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

健康増進課
  FAX 026-235-7170
  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

移住・交流推進事業費 61,559
[020806]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現） ・ライフスタイルデザイン国際会議の開催
・中央日本四県共同イベントの開催
・移住ポータルサイト「楽園信州」のコンテンツ
  充実

地域振興課
  FAX 026-235-7397
  shinko@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

  シニア世代の社会活動や就業による「人生二毛作
社会」づくりを進めるため、シニア活動推進コーディ
ネーターによる関係機関の連携・機能強化や、就業
などの分野における効果的・効率的なマッチングに
取り組みます。

 *移住者数：2,150人（H27末見込）→2,300人（H28）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３→６名）
　・県民会議の開催

　・シニア活動推進コーディネーターの増員配置

　*関係機関・団体によるネットワーク会議の開催：

　　14回（H26)→26回（H28）

（地方創生加速化交付金活用事業）

　移住者や二地域居住者を増やし地域の活力を創
出するため、関係部局や田舎暮らし「楽園信州」推
進協議会加入団体との連携により、大都市圏での
魅力発信、移住者等の受入体制充実に向けた取組
を実施します。

　学習が遅れがちな中学生を対象とした、地域住民
等の協力による学習支援（地域未来塾）の取組を促
進するため、ＩＣＴ機器等を中心とした備品の整備を
支援します。

　・事業主体　市町村
　・補助率　 　定額

　*ＩＣＴを活用した学習支援実施市町村：８市町村
　　（平成28年度）

◎ 地方創生を加速化させる取組
　◇人生を楽しむことができる多様な働き方・暮らし方の創造

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

拡 

新 

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

拡 

8



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

「いいね！地方の暮らし 5,580
フェア」開催事業費
[020813]

【誇りある暮らし実現】

【活動人口増加】 ・
【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現） ・ ブースでの移住・就業相談

 *入場者数：3,000人

地域振興課  *長野県ブースでの相談件数：50件

  FAX 026-235-7397
  shinko@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

13,188

[040101]

【誇りある暮らし実現】

（人口定着・確かな暮らし実現）

文化政策課
  FAX　026-235-7284
  bunka@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

2,781

[040727]

（人口定着・確かな暮らし実現）

・ ひとり親家庭向け広報資料の作成
・ 移住セミナー、就業相談会の開催
・ 市町村の実施する移住・就業支援に対する助成

こども･家庭課 10家族（平成28年度）

  FAX 026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

　若い世代に地方暮らしの魅力を伝え、移住を促進
するため、「日本創生のための将来世代応援知事
同盟」12県が合同のイベントを開催します。

　社会増や地域活性化、ひとり親家庭にやさしい県
づくりを進めるため、市町村等との連携・協働により
長野県ならではのライフスタイルを望むひとり親家
庭の移住・定住を支援します。

ステージイベント及び物産品販売等への出展、
事前ＰＲの実施

 *お試しツアー（現地見学会）への参加者：

ひとり親家庭移住・定住支援
事業費

豊かな自然環境の中での創作活動を望む芸術家
やクリエイティブ人材等の移住・定住や地域との交
流を促進するため、「アーティスト・イン・レジデンスin
信州(AIRIS)」モデル事業を大町市等と連携して実
施します。

　・国内外からのアーティストの招へい
　・招へいアーティストの作品展覧会の開催　など

  *アーティスト・イン・レジデンスによる交流人口数：
　　　15,000人（平成26年度）→20,000人（平成28年度）
　　アーティスト・イン・レジデンスによる移住・定住者
　　　　累計数：８人（平成26年度）→15人（平成28年度）

アーティスト・イン・レジデンス
in信州（AIRIS）モデル事業費

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

9



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

子どもの居場所づくりモデル 7,396
事業費
[040707]

（人口定着・確かな暮らし実現）

こども・家庭課
  FAX　026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

多様な働き方普及促進事業費 26,392
[070606]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課 *アドバンス認証企業数：100社（H28)

 FAX 026-235-7327
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

ヘルスケア産業振興事業費 20,440
[070111]

（人口定着・確かな暮らし実現）

産業政策課 *調査、研究、実証事業による産業モデルの創出：３件

  FAX　026-235-7496
  sansei@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

専門家派遣事業費 15,018
[070302]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

産業立地・経営支援課
  FAX　026-235-7496
  keieishien@pref.nagano.lg.jp (地方創生加速化交付金活用事業)

　◇若者のライフデザインの希望実現

　働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、企
業のイメージアップを図り、人材の確保定着や県内
就職を促すため、「アドバンス認証制度」の更なる普
及促進に向けた県内企業への働きかけや幅広い情
報発信を行います。

　ひとり親家庭等の家庭機能を補完するため、食事
が不十分であったり、放課後子どもだけで過ごすこ
とが多いひとり親家庭等の児童に対し、企業や団
体、個人から寄贈された食料を活用して食事を提供
する仕組みをモデル的に構築します。

　＊食事提供を行った子どもの延べ人数：
　　　2,200人（平成28年度）

　◇活力と循環の信州経済の創出

　「健康寿命」の延伸を図るため、長野県次世代ヘ
ルスケア産業協議会を通じ、県内におけるヘルスケ
ア産業の振興に向けた取組を支援するとともに、ヘ
ルスケア産業の創出を目指します。

創業間もない中小企業者等が抱える様々な問題
に対し、民間の専門家を派遣することにより生産改
善や経営革新等を促し、中小企業経営の安定、発
展を支援します。

また、大都市圏への情報発信や金融機関と連携
したセミナーを実施し、創業者と企業を誘致します。

*企業の課題解決件数　40件

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

ＤＭＯ構築事業費 87,410
[080113]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

山岳高原観光課
  FAX　026-235-7257
  mt-tourism@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

テーマ別ツーリズム振興及び 29,000
観光バス運行支援事業費
[080317]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課 *観光消費額：2,974億円（H26）→ 3,104億円（H28）

  FAX 026-235-7257
  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

長野県ワイン産業振興事業費 23,400
[080205]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

山岳高原観光課信州ブランド推進室

  FAX 026-235-7257
  brand@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

国内外からの観光客の流れを戦略的に創出する
ため、「観光地域経営」の視点に立って観光地域づ
くりの舵取り役となるＤＭＯの構築を推進・支援しま
す。

　1　県ＤＭＯの構築に向けた専門人材の採用、
　　　マーケティング調査等
　2  地域ＤＭＯ構築支援事業補助金
    ・事業主体　ＤＭＯ登録法人
    ・補助率　　　1/2
　3  長野県公式観光サイトに観光・交通情報
　　案内機能を追加

　*DMOリーダー養成数：10人（H28）
　*公式観光サイト訪問者数：
　　　273万人（H26）→360万人（H28）

「信州ワインバレー構想」の推進やＮＡＧＡＮＯ Ｗ
ＩＮＥのブランド向上に向け、官民が一体となって取
組を実施します。

　・交通事業者を対象とした地元ワイナリー研修会
　　の開催
　・首都圏におけるＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ ＦＥＳの開催
　・ワインバレー内循環バスの実証運行
　・テキストブックの制作

*県内ワイナリー数：27(H26)→31(H28)

　アウトドア・健康長寿など本県の持つ強みを活かし
た観光資源をテーマ別につなぎ合わせてツーリズム
の造成を図るとともに、周遊バスの運行を支援する
ことにより、県内への来訪と周遊を促進します。

　・テーマ別観光の創出支援
　・周遊バス運行経費支援

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

11



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

62,800

[080407]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課国際観光推進室
  FAX 026-235-7257
  go-nagano@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

20,000

[080408]

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課国際観光推進室
  FAX 026-235-7257
  go-nagano@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

木曽観光復興対策事業費 50,000
[080316]

【農山村産業クラスター形成】

（人口定着・確かな暮らし実現）

観光誘客課
  FAX 026-235-7257 *木曽地域の宿泊者数：56.2万人以上（H28）

  kankoshin@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生加速化交付金活用事業）

外国人延宿泊者を平成31年までに倍増させるた
め、県内市町村や民間観光事業者と連携し、新た
に海外向けのプロモーションを拡充するとともに、
NAGANOの認知度向上のための情報発信を強化し
ます。

　・新たなゴールデンルートを利用したツアーや健
　　康長寿・山岳高原等長野県の強みを活かした
　　滞在型ツアー等を誘致するためのプロモーショ
　　ンの実施
　・長野県の認知度向上のためにSNS等の新たな
　　メディアを活用した情報発信を実施
　・訪日教育旅行を継続的に誘致するためのプロ
　　モーションの強化
　・構造改革特区を活用し、山岳など特定の分野
　　に特化した地域限定特例通訳案内士を育成
　
*外国人延べ宿泊者数：66万人（H26)→120万人（H28）

外国人旅行者倍増に向けた
誘致強化事業費

クールジャパンコンテンツとして海外でも人気の高
い「忍者」を活用した外国人観光客の誘客を図るた
め、「日本忍者協議会」の加盟団体と連携しながら、
情報発信やその基礎となるマーケティング調査等を
行います。
  ・マーケティング調査・データベース制作
  ・海外エージェント招請
  ・日本忍者協議会ホームページの拡充
  ・「忍者」商品開発促進

*外国人延べ宿泊者数：66万人（H26)→120万人（H28）

「忍者」のマーケティング・セー
ルス推進事業費

　御嶽山噴火災害による影響で観光客が減少して
いる木曽地域において、被災前の観光地利用者数
を確保するため、地元が主体となって行う観光プロ
モーションを支援します。

　・事業主体：木曽観光復興対策協議会
　　（木曽郡内町村、町村観光協会、木曽観光連
　　　盟、商工団体、県で構成）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

42,340

[100107]

（人口定着・確かな暮らし実現）

森林政策課
  FAX　026-234-0330
  rinsei@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

「ＮＡＧＡＮＯ綺麗」コンテンツ 29,394
発信事業費
[020211]

（人口定着・確かな暮らし実現）

情報政策課
  FAX　026-235-0517
  joho@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

地域ワイン分析ラボ整備事業 5,680
費
[070416]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

ものづくり振興課 *ワイン分析ラボ整備支援地域：１地域(H28年度)

  FAX 026-235-7197
  mono@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

ワイン生産アカデミー事業費 2,229
[090406]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

１　ワイン生産アカデミーの開催
新 ２　ワイン用ぶどう生産等ステップアップ支援

園芸畜産課
  FAX 026-235-7481 　30名（H28）

  enchiku@pref.nagano.lg.jp

国民の祝日「山の日」の制定を祝うとともに、信州
の山の多様な価値や魅力を幅広く発信するため、
平成28年８月に松本市上高地において、第１回「国
民の祝日『山の日』記念全国大会」を松本市等と共
同で開催します。

　*「信州 山の月間」中のイベント件数及び参加者数:
　　100件・５万人以上（Ｈ28）

国民の祝日「山の日」記念全
国大会推進事業費

　国内外の観光客等に向けて、信州の美しい自然、
豊かな食文化、伝統行事などを４Ｋによる立体感、
臨場感のある超高精細度画像で発信することで、よ
り信州の魅力をＰＲし、誘客力の強化を図ります。

*ワイン用ぶどう栽培やワイナリー開設を目指す者：

（地方創生加速化交付金活用事業）

　高品質なNAGANO WINEの醸造と、ワイン産地の
形成促進を図るため、地域におけるワイン及び原料
ぶどうの成分分析体制の整備をモデル的に支援し
ます。

　県内でワイン用ぶどう栽培やワイナリーの起業を
目指す意欲ある新規参入希望者を支援するため、
栽培・醸造・経営等に係る基本的な知識・技術を習
得する講座を開講するとともにアカデミー修了者等
のさらなる栽培技術の向上を支援します。

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

1,200

[100307]

（人口定着・確かな暮らし実現）

信州の木活用課
県産材利用推進室
  FAX　026-235-7364
  mokuzai@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

信州ジビエ活用推進事業費 8,000
[100514]

【農山村産業クラスター形成】

【信州ブランド確立】

（人口定着・確かな暮らし実現）

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ振興室
  FAX　026-235-7279
  choju@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

信州で学ぼう！ 魅力発信事業 5,050
費
[040801]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

4,176

[150316]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

高校教育課 *県外からの入学者数：15人以上（H28）

  FAX　026-235-7488
  koko@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

　県内学生の県外流出を抑制し、県外の若者や子
育て世代を県内に呼び込むため、スマートフォンア
プリを利用した学びの場の紹介等、長野県で学ぶ
魅力を県内外に広く発信します。

　＊県内大学の収容力：
　　　16.3％（平成28年４月見込）→維持・向上
　＊県内私立大学の定員充足率：
　　 98.4％（平成28年４月見込）→98.8％（平成29年４月）

　◇信州創生を担う人材の確保・育成

　平成28年４月に開科する白馬高校国際観光科の
カリキュラム編成等を行うコーディネーターの配置や
生徒の全国募集活動等を行います。

地方創生のモデルとなる新し
い高校づくり推進事業費

県産材の需要拡大を図るため、岐阜県と連携し、
首都圏・中京圏の建築関係者を対象とした木材の
生産から製品になるまでを一体的に見学できるバス
ツアー等の取組を支援します。

　・事業主体　信州木材認証製品センター
　・補助率　　 定額（10/10以内）

　*新規獲得商談件数　５件（平成28年度）

信州の木と住まいの総合対策
事業費

旅行事業者等との連携により信州への誘客と信州
ジビエの需要拡大を図るため、提供飲食店情報の
収集や統一的な情報発信、関係団体との連携によ
る信州ジビエフェアの開催等を行います。

　*シカのジビエへの利用頭数：2,540頭（平成28年度）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

「信州学」推進事業費 23,003
[150509]

【教育再生】

（人口定着・確かな暮らし実現）

教学指導課 *「信州学」を実施する県立高校の割合:100%(H28)　

  FAX　026-235-7495
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

プロフェッショナル人材戦略 76,512
拠点事業費
[070313]

【次世代産業創出】

（人口定着・確かな暮らし実現）

産業立地・経営支援課 *人材コーディネート件数：50件

  FAX　026-235-7496
  keieishien@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

信州シューカツ応援プロジェクト 33,874
事業費
[070612]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課 *県内就職率：69.2％（平成26年度）→70％（平成28年度）

 FAX 026-235-7327
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp （一部　地方創生加速化交付金活用事業）

医療・保健・福祉等人材確保 8,541
連携事業費
[050106]

（人口定着・確かな暮らし実現）

健康福祉政策課
  FAX　026-235-7485
  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

県内企業の経営革新の実現を促すため、プロ
フェッショナル人材戦略拠点において、企業の求人
ニーズと専門人材のマッチング、広告媒体やイベン
トを活用したＰＲ等を実施します。

  生まれ育った地域を理解し、ふるさとに誇りと愛情
を持ち大切にする心情を育むため、県立高校にお
いて長野県の歴史・文化等に係る学習や地域の特
色を生かして独自に取り組む探究的学習を実施し
ます。

　新規学卒者の県内就職を促進するため、県外学
生に対するインターンシップの経費助成やモデルプ
ログラムの実施に取り組むとともに、県内企業の魅
力発信や学生と企業の出会いの場を創出します。

保健師や保育士等の人材確保を図るため、市町
村と連携し、県外在住者等の採用に向けた情報発
信等に取り組むとともに、人材確保の共同化を検討
します。

　・長野県で働き・暮らす魅力を銀座ＮＡＧＡＮＯや
　　県外養成学校で発信
　・県・市町村の採用情報の一元化

　*保健師等の専門職種の採用募集を行った
　　市町村における採用率：70％（平成28年度）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容
（*は成果目標）

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058

障がい者と企業の出会いの場 6,167
創出事業費
[070616]

【雇用・社会参加促進】

（人口定着・確かな暮らし実現）

労働雇用課
 FAX 026-235-7327
 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

466

[020814]

（人口定着・確かな暮らし実現）

地域振興課
  FAX　026-235-7397
  shinko@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

市町村の広域連携推進事業費 10,000
[020706]

（人口定着・確かな暮らし実現）

　・対象地域　 大北地域　５市町村
　・補助率　　　1/2以内

*圏域全体の活性化に取り組む圏域数：

市町村課   ４圏域（H26）→８圏域（H28）

  FAX　026-232-2557
  shichoson@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

ＲＥＳＡＳ活用促進事業費 25,000
[020103]

（人口定着・確かな暮らし実現）

総合政策課
  FAX　026-235-7471
  sousei@pref.nagano.lg.jp （地方創生加速化交付金活用事業）

*新規雇用障がい者数：25人（Ｈ28）

　就職を希望する障がい者の就労を支援するため、
事業所を対象とした障がい者雇用普及啓発セミ
ナーや、求職者と企業との出会いの場となる合同企
業説明会を開催します。

　ＲＥＳＡＳ（リーサス：地域経済分析システム）が提
供する人口・産業・観光等など、地域経済に関する
ビッグデータを政策立案に活かすため、データ分析
に基づく政策モデルの構築やシステム活用研修を
実施します。

　・ＲＥＳＡＳを活用した経済分析及び政策モデルの
 　構築
　・ＲＥＳＡＳ普及研修（出前講座、ワークショップ）等

　◇賑わいのある快適な健康長寿のまち・むらづくり

市町村の多世代まちなか・むらなか居住構想（生涯
活躍のまち構想)策定や具体化を支援するための勉
強会等を開催します。

多世代まちなか・むらなか居
住構想推進事業費

*ＲＥＳＡＳ普及研修参加者：1,000人（H28年度末）

　◇その他

（地方創生加速化交付金活用事業）

　*多世代まちなか・むらなか居住構想(生涯活躍のまち
    構想)基本計画策定に取り組む市町村数：
                                            ２市町村(平成28年度)

  広域で連携した地域づくりを促進するため、広域
連携に対する国の支援制度が適用されない地域に
おいて、市町村が取り組む連携事業に対して助成
します。

（千円）

区　分 補　正　額 累　　　計

建　設 4,246,000 20,310,039

林　務 52,500 514,096

農　政 46,777 352,422

環　境 - 33,390

合　計 4,345,277 21,209,947

（千円）

補正額 累計

建　設 ― 7,027,544

林　務 ― 288,588

農　政 ― 1,262,368

計 0 8,578,500

80,000 152,247

80,000 8,730,747

区　分

公
共
災
害

県単災害

合　計
区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

環　境

合　計 5,036,103

51,138,379

11,142,411

12,484,462

4,374,395

79,139,647

補　正　額 累　　　計

3,489,569

317,100

1,229,434

―

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,314,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,717,058

新 

新 

区　分

建　設

林　務

農　政

合　計

補　正　額 累　　　計

703,000 13,313,000

― 431,000

― 1,972,058

703,000 15,716,058
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