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（各事業名の下に、FAX番号、メールアドレスを記載してあります。)



見　直　し　事　業　一　覧　表

【歳出の削減】

H28年度予算額

29,798

H29年度見直し見込額

1,620

H28年度予算額

217,653

見直し見込額※

69,804

H28年度予算額

234,690

H29年度見直し見込額

138,558

H28年度予算額

100,000

H29年度見直し見込額

50,000

H28年度予算額

3,069

H29年度見直し見込額

3,069

H28年度予算額

4,140

H29年度見直し見込額

4,140

2

高速情報通信ネットワーク整備事業

縮小

　県機関及び市町村を接続する行政情

報ネットワークを整備し、安定的な運用

を図っています。

　ネットワーク運用業務の委託契約の更

新にあたり、最新の技術動向を踏まえた

インフラ整備の充実を図りつつ、特殊な

回線部分を分割発注することにより、経

費を削減します。

※分割発注前との１年あたりの経費の

差

　引き続き、当該ネットワークを業務に有

効活用します。

情報政策課

FAX : 026-235-0517

joho@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

　都市圏で生活する子育て世代をター

ゲットに、銀座NAGANOでの移住セミ

ナーや、実際に長野県を訪れて生活環

境や施設の見学、移住者との交流会等

に参加する体験ツアーを開催していま

す。

　農村の魅力を発信し、都市と農村との

交流を促進する農村交流活性化支援事

業と一体的に行うことで、事業の効果的

な実施及び経費縮減が図られるため、

本事業は廃止します。

　引き続き農村交流活性化支援事業の

一環として実施し、移住・交流人口の増

加に取り組みます。

地域振興課

FAX : 026-235-7397

shinko@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

地域振興課楽園信州・移住推進室

FAX : 026-235-7397

iju@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

集落〝再熱〟実施モデル地区支援事業

廃止

　市町村と住民が一体となって行う、地

域（集落）の維持・活性化のモデルとなる

取組について、補助金を交付し支援して

います。

　1年目：ビジョン策定

　2年目：ビジョンの具体化・着手

　これまでの成果を参考にしながら、住

民と協働した地域（集落）の維持・活性化

の取組に対する役割や支援策等につい

て、市町村等とともに研究することとし、

本事業は廃止します。

　これまでの取組については、引き続き

県ホームページで公開し、他地域への

展開を支援します。

1

（一財）自治体衛星通信機構分担金

（防災行政無線管理費）

縮小

　災害情報を的確に収集・伝達するた

め、防災情報関連設備の計画的な整

備、運用を行っています。

　防災行政無線の更新にあたり、災害時

の機能分担を考慮して市町村支所への

配置を見直すことにより、全国的な衛星

通信ネットワークへの接続に必要な分担

金を削減します。

　引き続き、災害情報の的確な収集・伝

達を行います。

消防課

FAX : 026-233-4332

shobo@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

4

市町村振興資金貸付金

縮小

3

電子計算機組織運用事業

縮小 　ホストコンピュータを用いて、庁内業務

の電算処理を行っています。

　平成29年８月末を目途にホストコン

ピュータの運用を廃止し、不要となる機

器の保守点検等の経費を削減します。

　市町村等が行う公共事業に資するた

め、市町村等に資金の貸付けを行って

います。

　市町村等の借入れニーズが低調に

なったため、新規貸付けを平成29年度に

縮小し、平成30年度から休止します。市町村課

FAX : 026-232-2557

shichoson@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

　他の地方債の活用を助言するなど、引

き続き、市町村等の財政運営を支援しま

す。

　サーバを用いて効率的に電算処理を

行うオープンシステムへの移行を推進し

ます。情報政策課

FAX : 026-235-0517

joho@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

しあわせ信州なでしこ移住カフェ開催事業

廃止

5

6

1



予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

H28年度予算額

400

H29年度見直し見込額

400

H28年度予算額

400

H29年度見直し見込額

400

H24年度予算額※

2,234

H29年度見直し見込額

1,504

H28年度予算額

55,199

H29年度見直し見込額

18,286

H28年度予算額

12,131

H29年度見直し見込額

12,131

H28年度予算額

307

H29年度見直し見込額

307

農業技術課

FAX : 026-235-8392

nogi@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

医療推進課医師確保対策室

FAX : 026-223-7106

doctor@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

8

新生児医療担当医確保支援事業補助金

廃止

　新生児医療担当医の処遇を改善する

ため、NICUへ入院する新生児を担当す

る小児科医に対し、医療機関が支給す

る手当に係る経費に対して補助していま

す。

　平成22年度の事業開始以降、当補助

金の利用は1病院のみであり、今後補助

対象が拡大する見込みがないほか、小

児科医も事業実施後、順調に増加して

いるため、本事業は廃止します。

　小児科等を志望する臨床研修医を対

象とした臨床研修医研修資金を積極的

に貸与し、県内の小児科医の確保・定着

の取組を推進します。

労働雇用課

FAX : 026-235-7327

rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

10

ＵＩＪターン助成金交付事業

縮小

　経営の中核を担う人材が不足している

企業等が、都市部等から専門的な能力

や経験を有する人材を受け入れた際に

要した費用の一部を助成しています。

　県外から県内企業へ就職する専門人

材に対する支援となるよう制度の見直し

を行うとともに、実績に基づき事業費を

削減します。

　専門人材の都市部等から県内への還

流を後押しする支援を引き続き実施しま

す。

<H29年度>

9

環境審議会運営事業

縮小

　環境に関する次の計画が29年度で終

期、中間見直しを迎えることから、改定、

見直しを行います。

　・環境基本計画

　・環境エネルギー戦略

　・水環境保全総合計画

※前回改定はH24年度のため、H24年度

予算を記載

　計画策定に当たっては、従来個々に専

門委員会を設置、開催していましたが、

３つの計画を一体的に実施することで、

策定作業の効率化を図り、コストを削減

します。

7

産科医等育成支援事業補助金

廃止

環境政策課

FAX : 026-235-7491

kankyo@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

　計画策定後においても、信州の美しい

自然を守り、この環境を将来の世代に引

き継いでいく取組を推進します。

医療推進課医師確保対策室

FAX : 026-223-7106

doctor@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

　将来の産科医療を担う医師の育成の

ため、医療機関が産科を選択する後期

研修医に支給する研修医手当等の経費

に対して補助しています。

　平成21年度の事業開始以降、研修医

療機関の集約が進み、近年の当補助金

の利用は1病院程度で、今後補助対象

が拡大する見込みがないほか、平成28

年度からは、新たに後期研修医を対象と

する産科研修医研修資金貸与も開始し

たため、本事業は廃止します。

　産科研修医研修資金を貸与し、県内の

産科医の確保・定着の取組を推進しま

す。

観光施設管理事業

11

12

米粉普及推進事業

廃止

　米粉の利用促進を図るため、学校給食

関係者等を対象に講習会を実施してい

ます。

　学校給食における米粉パンの導入は

一定程度効果が上がったことから、事業

を廃止します。

　既存の「需要対応穀物生産強化事業」

や、県農業再生協議会で実施する研修

会を活用するほか、引き続き、ホーム

ページを活用して、米粉に係る情報を発

信し、利用促進を図ります。

山岳高原観光課

FAX : 026-235-7257

mt-tourism@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

廃止

　県有の観光レクリエーション施設として

３施設（家族旅行村（飯綱町、駒ケ根

市）、木曽ふれあいの郷（大桑村・南木

曽町））を管理しています。

　地域の観光資源として地元で管理する

ことが望ましいことから、３施設とも市町

村へ移管します。

　引き続き、市町村と連携し、地域の観

光振興に取り組みます。

2



予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

H28年度予算額

514

H29年度見直し見込額

514

H28年度予算額

68,000

H29年度見直し見込額

36,000

H28年度予算額

643,035

見直し見込額※

5,466

H28年度予算額

6,050

H29年度見直し見込額

4,698

H28年度予算額

502,610

H29年度見直し見込額

81,843

H28年度予算額

54,800

H29年度見直し見込額

54,800

廃止

<H29年度>

<H29年度>

　専門家のノウハウが県職員やJA職員

に蓄積されてきたことなどから、専門家

の派遣を廃止します。

　引き続き、ノウハウを持った県職員や

JA職員が、きのこ農家の経営安定のた

めの支援を行います。

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

<H29年度>

<H29年度>

縮小

青年の家管理運営事業

　指定管理者制度を有効に活用し、団体

宿泊訓練を通じた健全な青少年の育成

に向け、施設の管理運営を行っていま

す。

　青年の家（須坂･松川）については、勤

労青少年に団体宿泊訓練を通じた各種

の教育事業を行うという当初の設置目的

が果たされたため、H28年度末に廃止し

ます。

　自然体験など様々な体験学習の拠点

である少年自然の家（望月、阿南）の事

業の充実や機能強化を図り、少年の健

全な育成に取り組みます。

きのこ経営改善実践支援事業

　きのこ農家の経営安定を図るため、中

小企業診断士などの専門家を農家に派

遣し、経営改善指導を行っています。

教育政策課

FAX : 026-235-7487

kyoiku@pref.nagano.lg.jp

<H29年度>

17

県立学校等における電気の需給契約及び料金支払

業務

縮小

　県立学校等では、個々に電力会社と電

気の需給契約を締結し、毎月、電気料金

を支払っています。

　県立学校等106施設の高圧業務用電

力を一般競争入札により調達すること

で、電気料金の削減を図るとともに、一

括契約を行うことにより、各施設におけ

る支払業務等を廃止します。

　引き続き、電力調達コストの削減を図り

ます。

野生鳥獣捕獲・管理事業

縮小

　鳥獣保護管理法に基づき、緊急的に

捕獲を進めるニホンジカの捕獲等を実施

しています。

　捕獲場所を奥山など捕獲が行われにく

い地域に絞り込みます。

　引き続き捕獲を実施していくとともに、

効果的・効率的に捕獲を進めるための

生息状況調査や先進的技術の実証を推

進します。

16

高度情報化推進事業

　複雑多様化する警察事象に迅速・的確

に対応するため、情報通信ネットワーク

の整備を推進し、各種警察活動の強化

を図っています。

　情報通信ネットワークを構成するソフト

ウェアの見直しなど効果的運用を図り、

経費を削減します。

　引き続き、情報通信ネットワークの整

備を推進し、各種警察活動の強化により

治安維持を図ります。

<H29年度>

会計課

FAX : 026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

園芸畜産課

FAX : 026-235-7481

enchiku@pref.nagano.lg.jp

廃止

13

14

15

道路一般管理費

縮小 　道路照明灯の管理や保守などを行っ

ています。

　東信地域の道路照明灯を水銀灯、ナト

リウム灯からLED灯に交換し、電気料な

どの維持管理経費を削減します。

※電気量削減効果が平準化した時点か

らの年間削減額

　LED灯の効果確認を行いながら、他の

地域についても導入を進めます。

道路管理課

FAX : 026-235-7369

michikanri@pref.nagano.lg.jp

18

文化財・生涯学習課

FAX : 026-235-7493

bunsho@pref.nagano.lg.jp

3



【歳入の確保】

見　直　し　事　業　一　覧　表

番号 事    業    名 歳入科目

H29年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

1

広告付き庁内電子案内板及び玄関等マット設置事業

諸収入

財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

1,000

　県庁舎案内と広告枠が一体となった電子案内板や広告付のマットを玄関等に

設置し、広告料を徴収します。

2

農業改良資金

繰入金

農村振興課

FAX : 026-235-7483

noson@pref.nagano.lg.jp

27,373

　特別会計で管理している農業改良資金償還金について、国への繰上償還及

び一般会計への繰入れを行います。

3

自動販売機設置場所賃貸借料

財産収入

高校教育課

FAX : 026-235-7488

koko@pref.nagano.lg.jp

2,165

　設置場所貸付料を徴している高等学校の自動販売機のうち、公募制になって

いないものについて、現契約の更新に合わせて公募制を導入します。

4


