
１　令和２年度６月補正予算総括　 …………………………………………………１

２ 一 般 会 計

 （１）歳　　入　 ………………………………………………………………………２

 （２）歳　　出（目的別） ………………………………………………………………………３

 （３）歳　　出（性質別） ………………………………………………………………………４

３ 主 要 事 業 一 覧 ………………………………………………………………………５

目　　　　　　　　　次

（一般会計補正予算（第４号）案）

令 和 ２ 年 度 ６ 月 補 正 予 算 案 概 要

令和２年(2020年) ６月15日

総務部財政課

（課長) 矢後 雅司 （担当) 酒井 裕司

電話：026-235-7039（直通)

026-232-0111（内線2053）

FAX：026-235-7475

E-mail zaisei@pref.nagano.lg.jp



（単位　千円）

（Ａ） （Ｂ） ％

58,487,840 983,001,370 1,041,489,210 886,310,545 117.5

令 和 元 年 度

６月現計予算額 (A)/(B)

補 正 予 算 額 計

１　令和２年度６月補正予算総括

一 般 会 計

会 計 別
補 正 前 の 額

令　　和　　２　　年　　度
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２ 　 一　般　会　計

　　（１）　　歳　 入 （単位 千円）

令　　　 和　　　 ２　　　 年　　　 度 令和元年度

区　　　　　　分
補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

６月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 県 税 － 233,715,101 233,715,101 233,000,036 100.3

2
地 方 消 費 税
清 算 金

－ 99,143,000 99,143,000 80,927,000 122.5

3 地 方 譲 与 税 － 40,148,001 40,148,001 39,257,001 102.3

4
地 方 特 例
交 付 金

－ 1,288,000 1,288,000 2,008,691 64.1

5 地 方 交 付 税 － 198,477,000 198,477,000 196,163,000 101.2

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

－ 678,000 678,000 707,000 95.9

7
分 担 金 及 び
負 担 金

1,626 2,552,654 2,554,280 2,688,462 95.0

8
使 用 料 及 び
手 数 料

－ 16,873,291 16,873,291 17,400,962 97.0

9 国 庫 支 出 金 32,972,661 167,438,878 200,411,539 117,328,698 170.8

10 財 産 収 入 － 1,600,542 1,600,542 1,753,612 91.3

11 寄 付 金 － 691,728 691,728 783,039 88.3

12 繰 入 金 120,688 22,911,634 23,032,322 18,864,948 122.1

13 繰 越 金 467,990 5,803 473,793 60,952 777.3

14 諸 収 入 23,891,875 58,731,738 82,623,613 59,751,144 138.3

15 県 債 1,033,000 138,746,000 139,779,000 115,616,000 120.9

計 58,487,840 983,001,370 1,041,489,210 886,310,545 117.5

(A)/(B)
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　　（２）　　歳　出（目的別） （単位 千円）

令　　　 和　　　 ２　　　 年　　　 度 令和元年度

区　　　　　　分
補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

６月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 議 会 費 － 1,474,836 1,474,836 1,494,299 98.7

2 総 務 費 379,936 59,814,981 60,194,917 42,491,986 141.7

3 民 生 費 13,273,864 127,630,127 140,903,991 125,900,410 111.9

4 衛 生 費 13,835,755 29,856,662 43,692,417 21,712,304 201.2

5 労 働 費 150,098 2,600,576 2,750,674 2,293,640 119.9

6 環 境 費 － 3,727,989 3,727,989 3,391,780 109.9

7 農 林 水 産 業 費 1,273,343 45,085,427 46,358,770 44,487,915 104.2

8 商 工 費 25,627,421 66,392,987 92,020,408 56,049,670 164.2

9 土 木 費 2,010,038 145,571,830 147,581,868 127,409,126 115.8

10 警 察 費 － 45,713,971 45,713,971 43,843,179 104.3

11 教 育 費 1,937,385 201,422,763 203,360,148 203,336,761 100.0

12 災 害 復 旧 費 － 28,066,115 28,066,115 5,473,142 512.8

13 公 債 費 － 122,602,389 122,602,389 124,085,033 98.8

14 諸 支 出 金 － 102,940,717 102,940,717 84,241,300 122.2

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

計 58,487,840 983,001,370 1,041,489,210 886,310,545 117.5

(A)/(B)
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　　（３）　歳　出（性質別） （単位 千円）

令　　　 和　　　 ２　　　 年　　　 度 令和元年度

区　　　　　　分

補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

６月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

1,235,471 248,515,505 249,750,976 250,327,244 99.8

87,482 15,980,558 16,068,040 15,553,071 103.3

－ 122,094,478 122,094,478 123,571,066 98.8

4,843,661 232,794,055 237,637,716 172,299,710 137.9

一般公共事業費 4,836,500 121,570,585 126,407,085 104,232,103 121.3

災害公共事業費 － 27,916,086 27,916,086 5,361,070 520.7

一般単独事業費 7,161 58,818,470 58,825,631 43,881,292 134.1

災害単独事業費 － 150,029 150,029 112,072 133.9

直轄事業負担金 － 24,338,885 24,338,885 18,713,173 130.1

52,321,226 363,616,774 415,938,000 324,559,454 128.2

計 58,487,840 983,001,370 1,041,489,210 886,310,545 117.5

(A)/(B)

そ の 他 行 政 費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投 資 的 経 費
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《医療提供体制等の更なる強化》

【新】
2,107,825

[050203][050703][050801][051101]

医療政策課
  FAX　026-223-7106
  iryo@pref.nagano.lg.jp
保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

薬事管理課
  FAX　026-235-7398
  yakuji@pref.nagano.lg.jp

【新】
2,668,845

[050203][050703]

医療政策課
  FAX　026-223-7106
  iryo@pref.nagano.lg.jp
保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

【新】
2,185,773

[050703]

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

救急医療機関等における診療体制の確保や院内感染
の防止のために必要な設備整備等を助成します。

・補助対象者　感染症の疑いのある患者の診療を行う
　　　　　　　救急・周産期・小児医療機関
・補助対象経費
　①簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室等整備費
　②感染防止策や診療体制確保等に要する費用
・補助率　10/10以内
・補助上限額（②に該当する経費）
    病床数　99床以下 2,000万円
　　　　　　100床以上 3,000万円
　　※200床以上は、100床ごとに1,000万円を加算
　　※感染症患者の入院を受け入れた場合1,000万円
      を加算

感染症患者の受入体制を確保するため、感染症患者
専用の病棟等を設ける医療機関に対し設備整備や空床
確保に必要な経費を助成します。
　
・補助対象者　感染症患者専用の病棟等を設ける
　　　　　　　医療機関
・補助対象経費
　①高度医療向け超音波画像診断装置等整備費
　②確保病床、休止病床の空床確保に要する経費
・補助率　10/10以内

新型コロナウイルス感染症専
用病棟等受入体制整備支援
事業費

救急・周産期・小児医療機関
施設整備等支援事業補助金

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）

◎　新型コロナウイルス感染症への対応

○　医療・福祉提供体制等の更なる強化（第２波・第３波への備え）

院内感染の防止や地域で必要とされる医療提供体制
を維持するため、医療機関等が行う感染拡大防止策に
必要な経費を助成します。

・補助対象者　病院、有床診療所、無床診療所、薬
　　　　　　　局、訪問看護ステーション及び助産所
・補助対象経費　感染防止策や診療体制確保等に
　　　　　　　　要する費用
・補助率　10/10以内
・補助上限額
　　病院　200万円＋５万円×病床数
　　有床診療所　200万円
　　無床診療所　100万円
　　薬局、訪問看護ステーション及び助産所　70万円
　
　　※救急・周産期・小児医療機関施設整備等支援事
　　　業との重複受給不可

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策事業補助金
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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）

【新】
12,365

[051101]

薬事管理課
  FAX　026-235-7398
  yakuji@pref.nagano.lg.jp

【新】
2,475

[050703]

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

《福祉提供体制の更なる強化》

4,688,254

[050403][050801][050901]

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

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

13,439

[050802]

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

介護福祉士修学資金等貸付 27,200
事業費
[050802]

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事
業補助金

病院歯科等での感染拡大防止対策を促進するため、
歯科用吸引装置の導入経費を助成します。

・補助対象者　歯科・歯科口腔外科を有する病院等
・補助対象経費　歯科用吸引装置の購入費
・補助率　1/2以内

感染拡大防止のための歯科
医療設備整備事業補助金

　高齢者福祉施設等における感染防止や職員の負担軽
減を図るため、介護ロボット等の導入経費を助成しま
す。

・補助対象者　高齢者福祉施設等
・補助対象経費　見守り介護ロボット等購入費
・補助率　1/2以内

（地域医療介護総合確保基金活用事業）

社会福祉施設等での感染拡大防止対策を促進するた
め、衛生用品の購入や多機能型簡易居室の整備費等を
助成します。

・補助対象者　保護施設、高齢者福祉施設、障がい
　　　　　　　福祉施設
・補助対象経費　感染防止のための衛生用品購入費、
　　　　　　　　研修受講費、多機能型簡易居室等
　　　　　　　　設置費等
・補助率　10/10以内

社会福祉施設等感染拡大防
止対策支援事業補助金

地域の医薬品提供体制を維持するため、薬剤師が感
染した場合に他の医療機関等から薬剤師を派遣する経
費等を助成します。

・補助対象者　医療機関、薬局
・補助対象経費　薬剤師の派遣に要する旅費等
・補助率　10/10以内

薬剤師派遣体制確保事業補
助金

離職した介護人材の復職を支援するため、再就職準
備金の貸付限度額を拡充するとともに、貸付けに必要
な原資を追加交付します。

・実施主体　県社会福祉事業団
・貸付対象者　１年以上の在職経験を有する離職中
　　　　　　　の介護福祉士等
・貸付限度額　40万円（拡充前　20万円）
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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）

【新】
社会福祉施設応援職員派遣 48,929
支援事業補助金
[050403][050801][050901]

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

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

【新】
10,978

[050902]

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

【新】
100,828

[050801][050901]

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

25,500

[050902]

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

　社会福祉施設のサービス体制を維持するため、感染
者が発生した施設等に介護職員等を派遣する経費を助
成します。

・補助対象者　社会福祉法人等
・補助対象経費　介護福祉士等の職員派遣に必要な
　　　　　　　　かかり増し経費等
・補助率　10/10以内

手話通訳者の同行が困難な状況において、聴覚障が
い者が安心して診察等を受けられる体制を確保するた
め、遠隔手話サービスシステムを構築します。

遠隔手話サービス体制整備事
業費

　介護・障害福祉サービス事業所等における利用者の
サービス利用再開を支援します。

・補助対象施設　高齢者福祉施設、障がい福祉施設
・補助対象経費　サービス利用再開に係るニーズ調査
　　　　　　　　経費等
・補助率　10/10以内

介護・障害福祉サービス再開
支援事業補助金

障がい者の就労機会の維持や収入確保のため、就労
継続支援事業所の生産活動の再開に必要な経費を助成
します。

・補助対象施設　生産活動収入が減少した就労継続
　　　　　　　　支援事業所
・補助対象経費　生産活動維持のために必要な固定
　　　　　　　　経費、設備のメンテナンス経費等
・補助率　10/10以内
・補助上限額　50万円/所

就労継続支援事業所生産活
動活性化支援事業補助金
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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）

4,770

[050901]

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

【新】
3,860

[040802]

児童相談・養育支援室
  FAX　026-235-7390
  jido-shien@pref.nagano.lg.jp

【新】
地域支え合い活動緊急支援 6,000
事業補助金
[040301]

県民協働課
  FAX　026-235-7258
  kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

【新】
152,240

[050303]

医師・看護人材確保対策課
  FAX　026-235-7377
  ishikango@pref.nagano.lg.jp

就労系障害福祉サービス事業所における感染防止策
や利用者の在宅就労を促進するため、テレワークのシ
ステム導入経費等を助成します。

・補助対象者　就労系障害福祉サービス事業所
・補助対象経費　在宅就労用パソコン整備費等
・補助率　10/10以内

就労系障害福祉サービス在宅
就労導入支援事業補助金

　ＮＰＯ法人等による困難を抱える方への活動支援が
継続できるよう、長野県みらい基金が行う助成事業に
より支援します。

・事業主体　公益財団法人長野県みらい基金
・助成対象者　県内に活動拠点を有する非営利活動
　　　　　　　団体
・助成対象経費　感染防止対応、新しいニーズへの
　　　　　　　　対応に要する経費等
・助成上限額　20万円又は50万円/団体

　医療従事者等の処遇改善を図るため、医療機関が医
療従事者等に支給する手当に対し助成します。

・補助対象者　感染症患者を受け入れた医療機関、
　　　　　　　帰国者・接触者外来設置医療機関
・補助対象経費　医療機関が職員向けに支給する
　　　　　　　　特殊勤務手当相当額
　　　　　　　　（上限　１日4,000円/人）
・補助率
　①手当額2,000円以上の場合
　　公的・民間　2/3以内、公立　1/2以内
　②手当額2,000円未満の場合
　　公的・民間　1/2以内、公立　1/3以内

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

　保護者が感染し、養育が困難となった児童を児童相
談所一時保護所で受け入れるために必要な看護師を確
保します。

児童相談所一時保護所にお
ける看護師確保事業費

○　医療・福祉従事者等への感謝・支援

医療従事者等特殊勤務手当
支援事業補助金
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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）

【新】
10,948

[050303]

医師・看護人材確保対策課
  FAX　026-235-7377
  ishikango@pref.nagano.lg.jp

【新】
医療従事者等慰労金支給 6,723,538
事業費
[050303]

医師・看護人材確保対策課
  FAX　026-235-7377
  ishikango@pref.nagano.lg.jp
保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

【新】
社会福祉施設等職員慰労金 3,895,147
支給事業費
[050403][050801][050901]

地域福祉課
  FAX　026-235-7172

  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

介護支援課
  FAX　026-235-7394

  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

障がい者支援課
  FAX　026-234-2369

  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

医療機関等において、患者と接する医療従事者や職
員へ慰労金を支給します。

・支給額
　① 感染症患者の診療や受入れを行った医療機関の
　　 医療従事者等　20万円/人
　② 上記以外の医療従事者等　10万円又は５万円/人

感染症患者への対応により帰宅できない医療従事者
の宿泊費等を助成します。

・補助対象者　宿泊経費を負担した医療機関
・補助対象経費　宿泊費、食費
・補助率　10/10以内
・補助上限額　１室13,100円/日、1,500円/食

新型コロナウイルス感染症対
応医療従事者宿泊施設確保
事業補助金

救護施設、高齢者福祉施設、障がい福祉施設におい
て、利用者と接する職員へ慰労金を支給します。

・支給額
　①感染者や濃厚接触者に対応した施設の職員
　　20万円/人
　②上記以外の施設の職員 ５万円/人
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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）

中小企業融資制度資金 24,187,709
[070304]

債務負担行為

(3,081,250)

産業立地・経営支援課

  FAX　026-235-7496

  keieishien@pref.nagano.lg.jp

【新】
松本空港定期便運航特別支援 10,580
事業補助金
[020701]

松本空港利活用・国際化推進室

  FAX　026-235-7396
  airport@pref.nagano.lg.jp

中小事業者等の資金繰りへの支援を強化するため、
新型コロナウイルス感染症に対応する資金メニューに
ついて、融資可能額等を拡充します。

①長野県新型コロナウイルス感染症対応資金
　・融資可能額　500億円→1,500億円
　・貸付対象者
    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
 　 セーフティネット保証４号、５号又は危機関連
　　保証を利用する事業者等
　　※信用保証付融資の既往債務について借換可能

　・貸付限度額　3,000万円→4,000万円
　　　　　　　 （設備資金と運転資金の合計）
　・貸付利率
  　売上高が15％以上減少した事業者等：年1.3％
　　売上高が５％以上減少した事業者等：年1.6％
　　※当初３年間利子補給を実施（一定要件あり）
　・貸付期間
  　10年以内（据置５年）

②経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策）
　・融資可能額　100億円→300憶円
　・貸付対象者
　　新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が
　　前年同月比15％以上減少した事業者等
　・貸付限度額
　　設備資金：6,000万円
　　運転資金：8,000万円
　・貸付利率　年0.8％
　・貸付期間
　　設備資金：10年以内（据置２年）
　　運転資金：７年以内（据置２年）

利用者の減少により厳しい経営環境にある航空会社
の運航経費を助成します。

・補助対象者　株式会社フジドリームエアラインズ
・補助対象経費　定期便の地上支援業務経費
・補助率　1/2以内

○　県内経済の再生・暮らしへの支援

《県内経済の再生》
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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）

37,200

[070502]

産業技術課
  FAX　026-235-7197
  sangi@pref.nagano.lg.jp

【新】
食品等製造施設整備緊急 156,879
支援事業補助金
[070502][090201]

産業技術課
  FAX　026-235-7197
  sangi@pref.nagano.lg.jp
農産物マーケティング室
  FAX　026-235-7393
  marketing@pref.nagano.lg.jp

しなの鉄道運転資金借入金 債務負担行為

損失補償
[020602]

交通政策課
  FAX　026-235-7396
  kotsu@pref.nagano.lg.jp

伝統的工芸品産業の技術伝承と雇用の維持を図るた
め、新規就業者を育成する事業者が研修等を実施する
場合に助成金を交付します。

・助成対象者　売上が前年同月比で50％以上減少して
　　　　　　　いる伝統的工芸品製造事業者
・助成上限額
　新規就業者１名の場合60万円（月額10万円）
　新規就業者２名以上の場合120万円（月額20万円）
・助成期間　最大６月

（元金800,000
千円及びこれ
に対する利息
（遅延利息を
含む。）相当額
並びに補償履
行の日までの
利息）

　しなの鉄道の運転資金借入金の金利負担を軽減する
ため、県が損失補償を行います。

感染拡大の影響を受けた食品等の輸出を行う事業者
を支援するため、輸出先国の市場ニーズの変化等に対
応する施設整備費等を助成します。

・補助対象者　食品製造・加工事業者等
・補助対象経費　施設整備費、認証取得費等
・補助率　1/2以内

伝統的工芸品産業新規就業
者定着促進事業助成金（コロ
ナ特別対応型）
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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）

生活福祉資金緊急小口等特例 3,325,952
貸付事業費
[050401]

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

住居確保給付金事業費 19,442
[050403]

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

《暮らしへの支援》

県社会福祉協議会による生活福祉資金の特例貸付を
円滑に実施するため、貸付けに必要な原資等を追加交
付します。

・事業主体
　県社会福祉協議会
　（貸付窓口：市町村社会福祉協議会）
・貸付メニュー
　①緊急小口資金
　　・対象者
　　　新型コロナウイルス感染症の影響で休業等によ
　　　り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維
　　　持のための貸付けを必要とする世帯
　　・貸付上限　20万円
　　・据置期間　１年以内
　　・償還期限　２年以内
　　・貸付利率　無利子
　②総合支援資金（生活支援費）
　　・対象者
　　　新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少
      や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持
      が困難となっている世帯
　　・貸付上限
　　　２人以上世帯　月20万円
　　　単身世帯　月15万円
　　・貸付期間　原則３月以内
　　・据置期間　１年以内
　　・償還期限　10年以内
　　・貸付利率　無利子
・償還免除対象者
　償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯
　《上記基準に該当しない場合》
　　　償還時の月収が住民税非課税相当の世帯に対し
      て、県が償還額を補助（最大16万円）

休業等に伴う収入の減少により住居を失うおそれが
生じている者に対して、住居確保給付金を支給しま
す。

・支給対象者
　給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・
　当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と
  同程度の状況にある者
・支給額
　単身世帯　月額31,800円以内
　２人世帯　月額38,000円以内
　３～５人世帯　月額41,300円以内
・支給期間　原則３月（最大９月まで延長可能）
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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）

【新】
50,206

[070802]

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

95,262

[070802]

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

【新】
450,000

[070901]

営業局
  FAX　026-235-7496
  eigyo@pref.nagano.lg.jp

300,000

[070901]

営業局
  FAX　026-235-7496
  eigyo@pref.nagano.lg.jp

【新】
362,000

[070302]

産業立地・経営支援課
  FAX　026-235-7496
  keieishien@pref.nagano.lg.jp

　業種別ガイドラインに基づく感染防止策に取り組む
小規模事業者に支援金を支給します。

・支給対象者　顧客との密接を避けることが難しい
　　　　　　　業種の小規模事業者
・対象業種　理容業、美容業、エステティック業、
　　　　　　リラクゼーション業、ネイルサービス
　　　　　　業、運転代行業、療術業
・支給額　10万円/事業者

信州ブランドを支える観光関連等中小企業者が共同
して生産性を向上し、営業力を強化するための新たな
取組を支援します。

・補助対象者　観光関連サービス事業者等を核とする
　　　　　　　事業者グループ
・補助対象経費　設備導入費、システム構築費等
・補助率　ハード事業　4/5以内
　　　　　ソフト事業　9/10以内
・補助上限額　300万円

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

飲食・サービス業等新型コロ
ナウイルス対策応援事業費

観光関連サービス業等生産性
向上支援事業費

地域振興局の「就業支援デスク」を強化し、人手不
足分野とのマッチングや職業訓練の提案など、失業者
一人ひとりに寄り添った就労支援を実施します。

キャリアコンサルティングや職場実習の支援枠を拡
充し、より多くの失業者や就職困難者の正規就労を支
援します。

ジョブカフェ信州正社員チャレ
ンジ事業費

コロナ対策緊急就業支援デス
ク強化事業費

新型コロナウイルス危機突破
支援事業費（健康・理美容
サービス業等対応型）

○　「新しい生活様式」への移行支援

サービス事業者等がグループで行う事業の多角化や
「新しい生活様式」に適応した事業形態への転換に向
けた新たな取組への支援を拡充します。
  ※補正前現計676,140千円→補正後現計976,140千円

・補助対象者　サービス事業者等グループ
・補助対象経費　設備導入費、販路開拓費等
・補助率　ハード事業　9/10以内
　　　　　ソフト事業　10/10以内
・補助上限額　300万円
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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）

【新】
307,360

[020601]

交通政策課
  FAX　026-235-7396
  kotsu@pref.nagano.lg.jp

【新】
山小屋応援事業費 45,000
[080100]

山岳高原観光課
  FAX　026-235-7257
　mt-tourism@pref.nagano.lg.jp

【新】
2,397

[020401]

先端技術活用推進課
  FAX　026-235-0517
  sentan@pref.nagano.lg.jp

頑張るアーティスト応援事業費 19,950
[040101]

文化政策課
  FAX　026-235-7284
  bunka@pref.nagano.lg.jp

マッチングサイトを活用した 5,445
県産品輸出拡大支援事業費
[070901]

営業局
  FAX　026-235-7496
  eigyo@pref.nagano.lg.jp

文化イベント等の開催自粛に伴い発表機会を失った
アーティストを支援するため、作品創作費の助成を拡
充します。
  ※補正前現計12,300千円→補正後現計32,250千円

・補助対象者　長野県ゆかりのアーティスト、団体
・補助対象経費　インターネット上で鑑賞可能な作品
　　　　　　　　の創作費
・補助率　10/10以内

（文化振興基金活用事業）

感染拡大により海外販路の開拓機会を失っている事
業者を支援するため、県産品マッチングサイトの多言
語対応改修等を行います。

・英語、中国語に対応するための改修
・海外バイヤーからの問合せ対応

　バス・タクシー事業者が「新しい生活様式」に適応
し、安全・安心な運行を継続するための経費を助成し
ます。

・補助対象者　バス・タクシー事業者
・補助対象経費　感染防止対策経費
・補助額　バス事業者　10万円/台
　　　　　タクシー事業者　２万円/台
　　　　　　　　　　　　（下限額10万円/事業者）

安全・安心なバス・タクシー支
援事業補助金

　ＩＣＴに係る人材育成と利活用を促進するため、教
育現場等に学生を派遣してＩＣＴ利活用の企画提案・
講習等を行う実証事業を実施します。

・派遣先　県内小中学校等
・対象業務　オンライン授業・ＳＮＳ活用支援等

ＩＣＴ人材育成・活用促進実証
事業費

　登山道の維持管理や救助対応等を行う山小屋の公益
的機能の維持や感染防止策を支援するため、支援金を
支給します。

・支給額　30万円/山小屋

　※クラウドファンディングを活用し、山小屋を応援
　　する「信州の山小屋応援プロジェクト」を併せて
　　実施（目標額1,000万円）
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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）

【新】
4,000

[080204]

観光誘客課
  FAX　026-235-7257
　kankoshin@pref.nagano.lg.jp

学習指導員追加配置事業費 1,036,088
[150205][150301][150402]

義務教育課
  FAX　026-235-7494
  gimukyo@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
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

私立学校再開支援事業費 35,193
[041001]

私学振興課
 FAX　026-235-7499
 shigaku@pref.nagano.lg.jp

235,997

[150204][150301][150402]

義務教育課
  FAX　026-235-7494
  gimukyo@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
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

スクール・サポート・スタッフ等
追加配置事業費

学校再開に伴い増加する授業の準備や保護者への連
絡、健康管理等に係る業務をサポートするため、公立
学校にスクール・サポート・スタッフ等を追加配置し
ます。

・配置人数
　市町村立小中学校等　　306人
　公立高校・県立中学校　 86人
　公立特別支援学校　 　16.5人

　私立学校における補習等をサポートする学習指導員
等の追加配置や感染防止策に必要な経費を助成しま
す。

・学習指導員等の追加配置への助成
　補助対象者　私立小中学校、高等学校を設置する
　　　　　　　学校法人
　補助率　10/10以内
　補助上限額　100万円/校
・保健衛生用品等購入費への助成
　補助対象者　私立専修・各種学校設置者
　補助率　1/2以内

○　児童生徒等の学びの保障

学校の臨時休業により不足する授業時間数を補うた
め、補習等を実施する公立学校に学習指導員を追加配
置します。

・配置時間数
　市町村立小中学校等　約218,343時間分
　　　　　　（416人相当）※４月補正予算との通算
　公立高校・県立中学校　約13,700時間分
　　　　　　（対象は数学・英語・国語を想定）
　公立特別支援学校　約29,700時間分（33人相当）

　「新しい生活様式」に適応したサイクルツーリズム
を推進するため、長野県１周サイクリングルートの策
定や情報発信を実施します。

・県内外のサイクリストによる試走会
・メディア等を活用したルートの魅力発信

Ｊａｐａｎ Ａｌｐｓ Ｃｙｃｌｉｎｇ Roadテ
ストライド事業費
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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）

【新】
60,463

[041001]

私学振興課
 FAX　026-235-7499
 shigaku@pref.nagano.lg.jp

851,594

[040801][040803]［041001][150206]

こども・家庭課
  FAX　026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

私学振興課
 FAX　026-235-7499
 shigaku@pref.nagano.lg.jp
義務教育課
  FAX　026-235-7494
  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

【新】
304,000

[150301][150402]

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
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

80,207

[150402]

特別支援教育課
  FAX　026-235-7459
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

県立学校における感染防止策の徹底を図るための保
健衛生用品の購入や、児童生徒の学習を保障するため
の教材等の整備を行います。

・県立中学校　200万円/校
・県立高校・特別支援学校　300万円/校

学校再開に伴う感染症対策・
学習保障等支援事業費

私立高等学校等の遠隔教育を促進するため、タブ
レット端末等の整備費を助成します。

・補助対象者　私立高等学校（全日制）、中等教育
　　　　　　　学校（後期）、専修学校を設置する
　　　　　　　学校法人
・補助対象経費　生徒に貸与するタブレット端末等の
　　　　　　　　購入費
・補助率　1/2以内

私立高等学校等遠隔授業環
境整備事業補助金

感染拡大時も保育所等が継続的に事業を実施できる
よう、感染防止策の強化に必要な経費を助成します。
　
・補助対象施設　保育所、認可外保育施設、幼稚園、
　　　　　　　　放課後児童クラブ等
・事業主体　市町村、認可外保育施設、幼稚園等
・補助対象経費
　　①衛生用品や感染防止のための備品購入費
　　②研修受講、かかり増し経費等
　　③保育所等における職員相談窓口等の設置経費
・補助率　10/10以内

保育所等感染拡大防止対策
事業補助金

通学時の感染リスクを低減するため、ジャンボタク
シーの借上げ等によるスクールバスの増便により、医
療的ケアを要する児童生徒等の登下校を分散します。

・対象校　６校

特別支援学校スクールバス感
染症対策強化事業費
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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）

【新】
17,500

[150903]

スポーツ課
  FAX　026-235-7476
  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

13,246

[041001]

私学振興課
 FAX　026-235-7499
 shigaku@pref.nagano.lg.jp

51,520

[150302]

高校教育課
  FAX　026-235-7488
  koko@pref.nagano.lg.jp

3,040

[150402]

特別支援教育課
  FAX　026-235-7459
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

13,480

[041001]

私学振興課
 FAX　026-235-7499
 shigaku@pref.nagano.lg.jp

特別支援教育就学奨励費給
付事業費

感染拡大により中止となった全国大会（全国中学校
体育大会、全国高等学校総合体育大会及び全国高等学
校野球選手権大会）の代替地方大会について、運営費
や感染防止対策経費を支援します。

　感染拡大の影響により家計状況が急変した世帯の児
童生徒の就学機会を確保するため、私立学校が行う授
業料の減免費用を補助します。

・事業主体　私立小中学校、高等学校、専修学校を
　　　　　　設置する学校法人
・支援対象者　家計状況の急変により就学困難と
　　　　　　　なった児童生徒
・補助対象経費　授業料減免相当額
・補助率　10/10以内（専修学校は1/2以内）

私立学校授業料軽減事業補
助金

住民税所得割額非課税世帯に対する高校生等奨学給
付金について、家庭でのオンライン学習に係る通信費
相当額を年１万円増額します。

運動部活動における全国大
会の代替大会支援事業費

高等学校等奨学給付金給付
事業費

住民税所得割額非課税世帯に対する私立高等学校等
奨学給付金について、家庭でのオンライン学習に係る
通信費相当額を年１万円増額します。

私立高等学校等奨学のため
の給付金

住民税所得割額非課税世帯に対する特別支援教育就
学奨励費について、家庭でのオンライン学習に係る通
信費相当額として年１万円を上限に増額します。
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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）

ICT環境整備事業費 33,990
[150402][150502]

特別支援教育課
  FAX　026-235-7459
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

学びの改革支援課
  FAX　026-235-7495
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

【新】
22,296

[050303]

医師・看護人材確保対策課
  FAX　026-235-7377
  ishikango@pref.nagano.lg.jp

4,630

[070702]

人材育成課
  FAX　026-235-7328
  jinzai@pref.nagano.lg.jp

災害見舞金 17,900
[010201]

危機管理防災課
  FAX　026-233-4332
  bosai@pref.nagano.lg.jp

災害弔慰金補助金 3,750
[010201]

危機管理防災課
  FAX　026-233-4332
  bosai@pref.nagano.lg.jp

　国や本県の被災者生活再建支援制度の対象とならな
い被災者に対して、見舞金を支給します。

・支給額　床上浸水世帯　５万円/世帯

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

看護師等養成所の遠隔教育環境等の整備を促進する
ため、タブレット端末の購入費等を助成します。

・遠隔教育環境整備への助成
　補助対象者　看護師等養成所
　補助対象経費　生徒用タブレット端末の購入費等
　補助率　1/2以内

・学内実習環境整備への助成
　補助対象者　県看護協会等
　補助対象経費　看護用シミュレーター整備経費等
　補助率　10/10以内

看護師等養成所遠隔授業等
環境整備事業補助金

◎　令和元年東日本台風災害からの復旧・復興

工科短期大学校・技術専門校
オンライン訓練設備整備事業
費

感染拡大防止のため、工科短期大学校や技術専門校
の職業訓練をオンラインで受講できる環境を整備しま
す。

・訓練生用タブレット端末の購入
・インターネット接続環境がない訓練生へのモバイル
　ルーターの貸与　等

県立学校におけるＩＣＴを活用した学習環境整備を
推進するため、機器の設定や操作研修等を行う人材を
全ての学校に派遣します。

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村
が被災者遺族へ支給する弔慰金の一部を補助します。
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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）

経営体育成支援事業補助金 1,183,808
[090701]

農村振興課
  FAX　026-235-7483
  noson@pref.nagano.lg.jp

【新】
令和元年東日本台風災害デジ 9,399
タルアーカイブ構築事業費
[010201]

危機管理防災課
  FAX　026-233-4332
  bosai@pref.nagano.lg.jp

【新】
10,000

[050701]

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

224,312

[050801]

介護支援課
  FAX　026-235-7394
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

災害時の避難所等における歯科保健医療提供体制を
確保するため、歯科保健活動に必要な設備整備費を助
成します。

・補助対象者　医療機関等
・補助対象経費　携帯型歯科用ポータブルユニット
　　　　　　　　等の整備費
・補助率　定額
・補助上限額　5,000千円

災害時歯科保健医療提供体
制整備事業補助金

災害時における高齢者福祉施設の機能維持のため、
福祉避難所に指定された施設等への非常用自家発電設
備等整備費を助成します。

・補助対象者　高齢者福祉施設
・補助対象経費　非常用自家発電設備、給水設備
　　　　　　　　整備費用
・補助率　3/4以内

　災害の伝承や防災教育等を推進するため、信州大学
と共同で令和元年東日本台風災害の写真や映像等の情
報を収集・保存するデジタルアーカイブを構築しま
す。

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

被災した農業者の営農継続のため、農産物の生産・
加工に必要な施設等の撤去・復旧費用に対して市町村
と協調して助成します。

・事業主体　市町村
・補助対象者　市町村から被災証明を受けた農業者
・補助対象経費　園芸施設、農業用機械等の復旧費等
・補助率　園芸施設　6/10以内
　　　　　農業用機械等　9/10以内

◎その他

地域介護・福祉空間整備等施
設整備補助金
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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）

【新】
168,723

[070502]

産業技術課
  FAX　026-235-7197
  sangi@pref.nagano.lg.jp

災害防除道路事業費 1,891,388
[110302]

債務負担行為

(691,680)

道路管理課
  FAX　026-235-7369
  michikanri@pref.nagano.lg.jp

堰堤改良事業費 118,650
[110501]

河川課
  FAX　026-225-7069
  kasen@pref.nagano.lg.jp

【新】
緊急消防援助隊関東ブロック 2,600
合同訓練事業負担金
[010102]

消防課
  FAX　026-233-4332
  shobo@pref.nagano.lg.jp

【新】
13,330

[040803]

こども・家庭課
  FAX　026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

やまほいく認定園支援のあり
方調査事業費

　食品製造業者等の海外展開を推進するため、輸出先
のニーズに対応したＨＡＣＣＰ等の基準を満たす施設
整備費等を助成します。

・補助対象者　食品製造事業者等
・補助対象経費　施設整備費、認証取得費等
・補助率　1/2以内

食品産業輸出向けHACCP等
対応施設整備事業補助金

道路の法面崩落が頻発する箇所を回避するためのト
ンネルを整備します。

・実施箇所　一般国道418号
　　　　　　（下伊那郡天龍村早木戸）

ダムの水位や放流量等の防災情報を関係者間でリア
ルタイムに共有するための情報網を整備します。

・水防情報端末機器等の改修

令和３年度実施予定の緊急消防援助隊関東ブロック
合同訓練の準備に要する費用を負担します。

認可外保育施設の利用者支援のあり方を検討するた
めの調査を実施します。

・認可外保育施設のうち、やまほいく認定園を利用し
　ている保護者の意識調査
・調査委員会における検討（意識調査結果等を用いた
　支援効果や課題等）
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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）

民生委員児童委員交付金 5,279
[050401]

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

【新】
特別支援学校厨房拡張事業費 7,161
[150402]

特別支援教育課
  FAX　026-235-7459
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

　国の単価改定に伴い、民生委員児童委員の活動費を
増額します。

・事業主体　市町村
・補助率　10/10以内

必要な数量の給食を安全に提供するため、小諸養護
学校の厨房施設拡張工事に着手します。
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