
１　令和３年度１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

令 和 ３ 年 度 １ 月 補 正 予 算 案 概 要

令和４年(2022年) １月７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） ％

88,559,325 1,134,132,046 1,222,691,371 1,133,124,405 107.9

１　令和３年度１月補正予算総括

一 般 会 計

会 計 別
補 正 前 の 額

令　　和　　３　　年　　度 令 和 ２ 年 度

１月現計予算額 (A)/(B)

補 正 予 算 額 計
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２ 　 一　般　会　計

　　（１）　　歳　 入 （単位 千円）

令　　　 和　　　 ３　　　 年　　　 度 令和２年度

区　　　　　　分
補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

１月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 県 税 － 216,672,459 216,672,459 233,715,101 92.7

2
地 方 消 費 税
清 算 金

－ 98,092,000 98,092,000 99,143,000 98.9

3 地 方 譲 与 税 － 26,519,001 26,519,001 40,148,001 66.1

4
地 方 特 例
交 付 金

－ 1,397,000 1,397,000 1,288,000 108.5

5 地 方 交 付 税 2,436,582 208,205,479 210,642,061 200,029,305 105.3

6
交 通 安全 対策
特 別 交 付 金

－ 565,000 565,000 678,000 83.3

7
分 担 金 及 び
負 担 金

814,005 2,200,674 3,014,679 2,568,263 117.4

8
使 用 料 及 び
手 数 料

－ 16,604,685 16,604,685 16,864,730 98.5

9 国 庫 支 出 金 59,292,791 221,155,103 280,447,894 244,639,217 114.6

10 財 産 収 入 5,046 1,384,633 1,389,679 1,600,542 86.8

11 寄 付 金 － 833,630 833,630 691,028 120.6

12 繰 入 金 61,901 23,450,577 23,512,478 23,102,584 101.8

13 繰 越 金 － 2,410,898 2,410,898 2,709,639 89.0

14 諸 収 入 － 180,653,640 180,653,640 113,961,995 158.5

15 県 債 25,949,000 133,987,267 159,936,267 151,985,000 105.2

計 88,559,325 1,134,132,046 1,222,691,371 1,133,124,405 107.9

(A)/(B)
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　　（２）　　歳　出（目的別） （単位 千円）

令　　　 和　　　 ３　　　 年　　　 度 令和２年度

区　　　　　　分
補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

１月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

1 議 会 費 － 1,427,404 1,427,404 1,474,836 96.8

2 総 務 費 2,493,038 48,418,733 50,911,771 61,036,623 83.4

3 民 生 費 1,580,204 131,874,992 133,455,196 146,147,520 91.3

4 衛 生 費 1,661,636 69,050,890 70,712,526 63,129,913 112.0

5 労 働 費 － 3,154,914 3,154,914 3,230,114 97.7

6 環 境 費 38,852 5,785,794 5,824,646 3,726,116 156.3

7 農 林 水産 業費 7,710,360 44,452,308 52,162,668 49,822,983 104.7

8 商 工 費 32,582,890 210,662,432 243,245,322 131,429,173 185.1

9 土 木 費 39,860,686 118,873,719 158,734,405 157,222,203 101.0

10 警 察 費 21,562 45,700,722 45,722,284 45,703,450 100.0

11 教 育 費 2,610,097 195,200,419 197,810,516 203,397,865 97.3

12 災 害 復 旧 費 － 33,615,737 33,615,737 41,160,612 81.7

13 公 債 費 － 122,485,059 122,485,059 122,602,280 99.9

14 諸 支 出 金 － 103,328,923 103,328,923 102,940,717 100.4

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

計 88,559,325 1,134,132,046 1,222,691,371 1,133,124,405 107.9

(A)/(B)
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　　（３）　歳　出（性質別） （単位 千円）

令　　　 和　　　 ３　　　 年　　　 度 令和２年度

区　　　　　　分

補 正 予 算 額 補 正 前 の 額 計

１月現計予算額

（Ａ） （Ｂ） ％

－ 248,360,583 248,360,583 249,748,547 99.4

112,394 16,405,787 16,518,181 16,308,014 101.3

－ 121,962,655 121,962,655 122,094,478 99.9

51,112,583 190,021,139 241,133,722 268,312,417 89.9

一般公共事業費 43,026,495 98,227,413 141,253,908 139,040,508 101.6

災害公共事業費 － 32,502,007 32,502,007 39,911,668 81.4

一般単独事業費 3,334,587 41,430,986 44,765,573 63,772,412 70.2

災害単独事業費 － 1,113,730 1,113,730 1,248,944 89.2

直轄事業負担金 4,751,501 16,747,003 21,498,504 24,338,885 88.3

37,334,348 557,381,882 594,716,230 476,660,949 124.8

計 88,559,325 1,134,132,046 1,222,691,371 1,133,124,405 107.9

(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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◎　新型コロナウイルス感染症から県民の暮らしを守る

1,452,527

[050801]

ワクチン接種体制整備室
  FAX　026-235-7334
  corona-vaccine@pref.nagano.lg.jp

285,300

[070104]

産業政策課
  FAX　026-235-7496
  sansei@pref.nagano.lg.jp

247,050

[150301][150502]

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

2,000

[150207]

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

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

ワクチン接種を促進するため、個別接種に協力
する診療所・病院に対し、期間当たりの接種回数
に応じた協力金を支給します。

・支給対象者　３月末までに週100回以上の接種を
　　　　　　　４週以上実施した診療所　等
・支給額　接種１回当たり2,000円　等

新型コロナウイルスワクチン個
別接種促進事業費

県民がより安心して飲食店等を利用できる環境
を整備するため、「信州の安心なお店」認証店に
検温器等の感染予防用資器材を無償配布します。

・対象業種　飲食業等（持ち帰り、配達専門店を
　　　　　　除く。）
・配布資器材　検温器、サーキュレーター等

飲食業等感染予防対策緊急推
進事業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
　活用事業）

教育活動を継続していく上で必要な感染防止対
策を徹底するため、消毒液等の保健衛生用品や
サーキュレーター等の３密対策に必要な物品を追
加購入します。

県立学校感染症拡大防止対策
事業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

公立幼稚園での感染防止対策を徹底するため、
保健衛生用品の購入費等を助成します。

・補助対象者　公立幼稚園　８園
・補助対象経費　保健衛生用品等の購入経費及び
　　　　　　　　感染症対策のためのかかり増し
　　　　　　　　経費
・補助率　1/2以内
・補助上限額　25万円/施設

公立幼稚園感染症拡大防止対
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

16,200

[041001]

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

生活福祉資金特例貸付事業費 366,368
[050401]

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

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
　　　　　　（窓口：市町村社会福祉協議会）
・申請期限　令和４年３月末日
・貸付メニュー
　①緊急小口資金
　　・対象者　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　20万円以内
　　・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　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人以上の世帯　月20万円
　　　　　　　　単身世帯　月15万円
　　・貸付期間　最長３月
　　・据置期間
　　　　初回　　１年以内※
　　　　延長　　令和５年12月末日まで
　　　　再貸付　令和６年12月末日まで
　　・償還期限　10年以内
　　・貸付利率　無利子

　 ※令和４年12月末日以前に償還開始の場合、
　　 据置期間を令和４年12月末日まで延長
 
・償還免除対象者
　①緊急小口資金
　　令和３年度又は令和４年度が住民税非課税
　　世帯
　②総合支援金
　　初回　令和３年度又は令和４年度が住民
　　　　　税非課税世帯
　　延長　令和５年度が住民税非課税世帯
　　再貸付　令和６年度が住民税非課税世帯

　※令和４年度以降、免除基準に該当しない
　　住民税所得割非課税相当の世帯に対し、
    県が償還額を補助（最大28万円）

認定こども園等での感染防止対策を徹底するた
め、保健衛生用品の購入費等を助成します。

・補助対象者　私立幼稚園・認定こども園　81園
・補助対象経費　保健衛生用品等の購入経費及び
　　　　　　　　感染症対策のためのかかり増し
　　　　　　　　経費
・補助率　10/10以内
・補助上限額　定員規模に応じて30～50万円/園

認定こども園等環境整備事業
補助金

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）
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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

44,700

[050402]

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

◎　産業の下支えとコロナ禍からの復興

○　産業の下支え

≪飲食事業者等への支援≫

729,326

[070104]

産業政策課
  FAX　026-235-7496
  sansei@pref.nagano.lg.jp

300,000

[070901]

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

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金事業費

総合支援資金の再貸付等が終了し、追加の貸付
けを受けられない世帯等の生活を支援するため、
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金」を支給します。

・申請期限　令和４年３月末日
・支給期間　最長３月
・支給対象者　総合支援資金の再貸付が終了した
　　　　　　　世帯又は緊急小口資金及び総合支
　　　　　　　援資金(初回貸付)を借り終えた世
　　　　　　　帯等で一定の収入要件、資産要件
　　　　　　　及び求職活動等要件を満たす世帯
　　　　　　　（生活保護世帯を除く。）
・再支給　　生活困窮者自立支援金の支給期間
　　　　　　（３か月間）中に求職活動を誠実に
　　　　　　行ったにもかかわらず、自立への移
　　　　　　行が困難であった場合、１度に限
　　　　　　り、再支給（最長３月）が可能
・支給額
　　単身世帯　最大18万円（月額６万円）
　　２人世帯　最大24万円（月額８万円）
　　３人以上世帯　最大30万円（月額10万円）

飲食店等消費回復緊急対策事
業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

　飲食需要の喚起を通じた地域経済の活性化を図る
ため、飲食店等で利用できるプレミアム付き食事券
を追加発行するとともに、利用期間を令和４年７月
末まで延長します。

・販売価格　10,000円
・額面　12,000円（プレミアム率 20％）
・利用可能店舗
　以下の要件を満たし、本事業に登録した飲食店等
　　①飲食を提供していること
　　②新型コロナ対策推進宣言店であること

　県産品の消費喚起を図るため、「オールＮＡＧ
ＡＮＯモール」に登録されたＥＣサイト上で販売
する県産品の発送料支援等を実施します。

・「長野県産品送料無料キャンペーン」第２弾の
　実施
・展示商品を確認しＥＣサイトで購入する
　「ショールーミング拠点」における販売促進
・メディアを活用した県産品のブランド訴求

県産品ＥＣサイト送料無料キャ
ンペーン応援事業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

7



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容

≪交通事業者への支援≫

【新】
515,950

[020601]

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

【新】
225,000

[020602]

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

【新】
46,675

[020601]

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

5,592

[020601]

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

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

県内公共交通機関におけるキャッシュレス決済
を推進するため、乗合バス事業者が行う機器導入
等に要する経費を助成します。

・補助対象者　乗合バス事業者（県内高速・特急
　　　　　　　バス路線を運行するものに限る。）
・補助対象経費　ＱＲコード決済やクレジット
　　　　　　　　カード非接触決済対応の車載
　　　　　　　　器、システム導入等の初期費
　　　　　　　　用に要する経費
・補助率　2/5以内

公共交通機関におけるキャッ
シュレス化推進事業補助金

バス・タクシー運行継続支援事
業補助金

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

県民生活を支える地域鉄道の運行を確保するた
め、コロナ禍で厳しい経営環境にある地域鉄道事
業者の運行継続に要する経費を助成します。

・補助対象者　指定地方公共機関である地域鉄
　　　　　　　道事業者
・補助対象経費　列車の運転に直接要する経費
・補助額　車両１両当たり180万円

地域鉄道運行確保維持支援事
業補助金

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

広域的・基幹的なバス路線を確保するため、地
域間幹線バス路線の運行継続に要する経費を助成
します。

・補助対象者　地域間幹線バス路線運行事業者
・補助対象経費　地域間幹線バス路線の運行継
　　　　　　　　続に要する経費
・補助率　1/2以内

地域間幹線バス路線運行継続
支援事業補助金

県民生活を支える地域交通を確保するため、コ
ロナ禍で厳しい経営環境にあるバス・タクシー事
業者の運行継続に要する経費を助成します。

・補助対象者　バス・タクシー事業者
・補助対象経費　車両の維持管理に要する経費
・補助額　バス１台当たり20万円
　　　　　タクシー１台当たり５万円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

8



事　業　名
［事業改善シート番号］

予　算　額
（千円）

事　　業　　内　　容

【新】
公共交通利用促進事業費 19,892
[020601]

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

松本空港利用促進強化事業費 4,400
[020701]

松本空港利活用・国際化推進室
  FAX　026-235-7396
  airport@pref.nagano.lg.jp

≪観光事業者への支援≫

5,587,861

[080202]

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

【新】
長野県版GoToトラベル事業費 24,905,227
[080202]

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

回復傾向にある航空需要を確実に取り込むた
め、航空会社等と連携し、松本路線のＰＲを実施
します。

・ＷＥＢ広告、サイネージ広告等を実施

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

近隣県等の観光需要を取り込み、県内の観光産
業を支援するため、宿泊・日帰り旅行代金の割引
等を実施します。

・宿泊・日帰り旅行代金の割引
　割引対象者　県内、隣接県等の在住者
　割引額　県内での宿泊・日帰り旅行代金を割引
　　　　　2,500～5,000円/１人泊又は１旅行商品
・土産物店や飲食店等の観光関連施設等で利用で
　きる観光クーポン（2,000円）を発行
・実施時期　令和４年１月～４月（予定)

近隣県等からの県内観光需要
喚起事業費

　全国の観光需要を取り込み、県内の観光産業を
支援するため、長野県版GoToトラベル事業を実施
します。

・宿泊・日帰り旅行代金の割引
　割引対象者　国内在住者
　割引額　県内での宿泊・日帰り旅行代金の20％
　　　　　相当額
・土産物店や飲食店等の観光関連施設等で利用で
　きる観光クーポン（最大3,000円）を発行
・実施時期　令和４年５月初旬～

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

コロナ禍で減少した公共交通の需要回復のた
め、安全性と積極的な利用を県民に対し呼び掛け
ます。

・鉄道、バス、タクシー車両への広告掲出

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）
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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

スノーリゾート利用促進事業費 223,512
[080202]

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

【新】
233,100

[080202]

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

○　産業のコロナ禍からの復興

【新】
150,000

[070501]

産業技術課
  FAX　026-235-7196
  sangi@pref.nagano.lg.jp

【新】
30,000

[070901]

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

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

　アフターコロナを見据えた県内事業者の「稼ぐ
力」と「ブランド力」の向上を図るため、欧米な
どの海外市場での販路開拓を支援します。

・海外新規市場での長野フェアの開催
・海外レストランにおいて県産品を使用した
　メニューを開発・提供するレセプションの開催

アフターコロナを見据えた海外
販路開拓支援事業費

地域内にバリューチェーンの構築を進めるた
め、県内の中核企業が中小企業や研究機関等とと
もに行う製品開発の取組を支援します。

・補助対象者　県内中小企業等と連携する県内
　　　　　　　中核企業
・補助対象経費　設備備品費、原材料費等
・補助率　1/2以内
・補助上限額　3,000万円

アフターコロナに向けた地域内
バリューチェーン構築支援補助
金

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

体験型修学旅行等誘致促進事
業補助金

スキー場の誘客を促進するため、令和３年12月
から実施しているスキーリフト券の割引販売期間
を春スキーシーズンまで延長するとともに、土日
祝日の利用を割引対象に追加します。

・割引対象者　国内在住者
・割引率　スキーリフト１日券料金の50％
・実施時期　令和４年３月～５月（予定）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

修学旅行等を誘致するため、ＳＤＧｓに結び付
け学びを深める体験型の修学旅行や、合宿の実施
を支援します。

・補助対象者　体験型の修学旅行又は合宿を実施
　　　　　　　する旅行会社、小・中・高等学校
　　　　　　　等
・補助上限額　30万円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）
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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

【新】
77,514

[080203]

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

【新】
61,050

[080101]

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

13,208

[090201]

農産物マーケティング室
  FAX　026-235-7393
  marketing@pref.nagano.lg.jp

1,533,125

[090301]

農業技術課
  FAX　026-235-8392
  nogi@pref.nagano.lg.jp

100,000

[090401]

園芸畜産課
  FAX　026-235-7481
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

長期滞在型観光や信州リピーター獲得の推進に
よる地域独自のブランド力向上を図るため、県が
推進する特色ある観光テーマを活かした観光地域
づくりの実践を支援します。

・補助対象者　観光団体及び観光関連事業者で構
              成されたグループ
・補助対象経費　商品造成、イベント開催、
　　　　　　　　アドバイザー派遣経費等
・補助率　1/2以内
・補助上限額　500万円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

コロナ禍での観光往来の減少により疲弊した県
内観光を復興するため、県内市町村・民間企業等
と協働し、大型催事に合わせた観光誘客プロモー
ションを実施します。

信州観光復興元年プロモー
ション事業費

園芸産地強化対策整備事業補
助金

園芸産地において、産地の営農戦略に基づく収
益力強化の取組に必要な農業用機械・施設等の整
備費を助成します。

・補助対象者　民間事業者
・補助対象経費　農産物処理加工施設、機械等の
　　　　　　　　整備費用
・補助率　1/2以内

コロナ禍で需要が落ち込む県産米の販路開拓・
拡大を図るため、プロモーションや販促活動を実
施します。

・対象市場：香港
・事業内容
　①ネット広告を活用したターゲットマーケティ
　　ングの実施
　②百貨店等における特設コーナーの設置
　③県産米プレゼント企画の実施

県産農産物海外販売力強化事
業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

穀物産地において、産地の営農戦略に基づく収
益力強化の取組に必要な農業用機械・施設等の整
備費を助成します。

・補助対象者　農業協同組合
・補助対象経費　穀類乾燥調製貯蔵施設、機械
　　　　　　　　等の整備費用
・補助率　1/2以内

穀類生産振興施設等整備事業
補助金

信州の観光地魅力向上実践事
業補助金

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）
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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

畜産振興施設整備事業補助金 230,300
［090406］

園芸畜産課
　ＦＡＸ　026-235-7481
　enchiku@pref.nagano.lg.jp

経営体育成支援事業補助金 245,505
[090701]

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

16,000

[100204]

信州の木活用課
  FAX　026-235-7364
  ringyo@pref.nagano.lg.jp

11,000

[100204]

信州の木活用課
  FAX　026-235-7364
  ringyo@pref.nagano.lg.jp

【新】
23,282

[100202]

信州の木活用課
  FAX　026-235-7364
  ringyo@pref.nagano.lg.jp

林業の生産性や安全性の向上を図るため、森林
施業の効率化と高度な木材生産等を可能とするス
マート林業の導入を支援します。

・補助対象者　林業経営体等
・補助対象経費　スマート林業機械等の導入経費
・補助率　森林経営計画策定済の者等 2/3以内
　　　　　その他　1/2以内

市場や製材工場への木材の安定供給を推進する
ため、森林作業道の整備を支援します。

・補助対象者　市町村、森林組合等
・補助対象経費　森林整備、間伐材搬出用作業道
                開設等費用
・補助率　定額

森林整備に直結する作業道整
備事業補助金

スマート林業導入支援事業補
助金

畜産の収益性向上を図るため、畜産経営体、農
業協同組合、市町村等地域の関係者で構成する協
議会が行う施設等の整備費を助成します。

・補助対象者　畜産クラスター協議会
・補助対象経費　家畜飼養管理施設等の整備費用
・補助率　1/2以内

経営規模拡大や経営コストの縮減を図るため、
農業用機械の導入やパイプハウス等の施設整備費
を助成します。

・事業主体　市町村
・補助対象者　農業者
・補助対象経費　トラクター等農業用機械やパイ
　　　　　　　　プハウス等施設の整備費用
・補助率　1/2以内

林業・木材産業の体質強化や素材生産作業の効
率化を図るため、高性能林業機械の導入を支援し
ます。

・補助対象者　森林組合、民間事業者等
・補助対象経費　高性能林業機械の導入経費
・補助率　1/2以内

高性能林業機械導入推進事業
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

【新】
6,500

[100301]

県産材利用推進室
  FAX　026-235-7364
  mokuzai@pref.nagano.lg.jp

【新】
22,320

[090102]

農業政策課
  FAX　026-235-7393
  nosei@pref.nagano.lg.jp

【新】
生産活動拡大支援事業補助金 12,600
[051002]

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

4,654

[051001]

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

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

障がい福祉施設における介護業務の負担軽減等
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　社会福祉法人等が運営する施設
・補助対象経費　介護ロボット等購入経費
・補助率　10/10以内

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

外材製品等から県産材製品への事業転換を促進
するため、これまで県産材を使っていなかった工
務店、建築士等を対象とした商談会等を開催しま
す。

県産材製品マッチング支援事
業費

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
　金活用事業）

農業委員会が農地等の出し手・受け手の意向等
を効率的に把握し、関係機関と情報共有するため
のタブレット導入を支援します。

・補助対象者　農業委員会
・補助対象経費　タブレット購入費用
・補助率　定額

農業委員会による情報収集等
業務効率化支援事業補助金

　就労継続支援事業所における生産活動の拡大を
図るため、新たな生産活動への転換等の取組に必
要な経費を助成します。

・対象施設　生産活動収入が一定程度減少した就
　　　　　　労継続支援事業所
・対象経費　新たな生産活動への転換等に要する
　　　　　　経費
・補助率　10/10以内
・補助上限額　30万円/所

障害福祉分野における介護ロ
ボット等導入支援事業補助金
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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

◎　災害に強い県づくり

補助公共事業費 40,339,755
[090603][090604]

[100204][100401][100404] 債務負担行為
[110302][110303][110402] (1,554,000)
[110501][110601][110702]

[110703]

建設政策課
  FAX　026-235-7482
  kensetsu@pref.nagano.lg.jp
信州の木活用課
  FAX　026-235-7364
  ringyo@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

直轄事業負担金 4,751,501

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

21,562

[160102]

警察本部会計課
  FAX　026-232-1110
  police‐kaikei@pref.nagano.lg.jp

登下校中の児童生徒を交通事故から守るため、
早期に対応が必要な通学路の安全対策を実施しま
す。

・整備内容　信号機改良、横断歩道補修　20か所

林　務 91,530 537,530
合　計 4,751,501 21,411,167

国が補正予算により実施する直轄事業（道路・
河川・砂防・治山・災害復旧）に係る負担金を追
加します。

通学路緊急交通安全対策事業
費

（千円）
区　分 補正額 現計予算
建　設 4,659,971 20,873,637

【防災・減災対策】
激甚化・頻発化する災害に備え、道路・河川等

の老朽化対策や道路ネットワークの強化、流域治
水対策、治山施設の整備やため池の耐震化等を実
施します。

【通学路安全対策】
登下校中の児童生徒を交通事故から守るため、

歩道整備や交差点改良等を実施します。
　
【産業基盤整備】

収益力の高い果樹産地の形成に向けた区画整
理、競争力の高い林業・木材産業の基盤となる林
内路網の整備や搬出間伐を実施します。

【参考】

農　政 14,886,306
合　計 121,299,567

区　分 現計予算
建　設 97,568,478
林　務 8,844,783

農　政 3,836,737 0 126,000 0
合　計 35,298,707 2,401,284 319,379 2,320,385

建　設 30,332,720 2,401,284 0 2,320,385
林　務 1,129,250 0 193,379 0

（千円）

区　分
補正額

防災・減災対策 通学路安全対策 産業基盤整備 その他

（千円）
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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

地籍調査事業補助金 42,375
[090601]

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

県有施設浸水対策事業費 362,888
[030602]

財産活用課
  FAX　026-235-7474
  zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

65,949

[051001]

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

自然環境整備支援事業補助金 16,250
[060503]

自然保護課
  FAX　026-235-7498
  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

中長期修繕・改修事業費 712,414
[030602]

財産活用課
  FAX　026-235-7474
  zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

公営住宅事業費 119,212
[110901]

公営住宅室
  FAX　026-235-7486
  jutaku@pref.nagano.lg.jp

老朽化した県営住宅の跡地や空き住戸の活用を
早期に図るため、除却や修繕を実施します。

土砂災害等が発生した際に迅速な復旧を支える
ため、土地の地番や地積、境界などを明確化する
地籍調査を支援します。

・補助対象者　市町村
・補助対象経費　地籍調査費用
・補助率　3/4以内

障がい福祉施設の安全・安心を確保するため、
浸水被害等に備えた改修費を助成します。

・補助対象者　社会福祉法人
・補助対象経費　障がい福祉施設の水害対策強化
　　　　　　　　等に係る整備費
・補助率　3/4以内

社会福祉施設等整備事業補助
金

国立・国定公園内の防災・減災対策を推進する
ため、老朽化した登山道等の改修費を助成しま
す。

・補助対象者　市町村
・補助対象経費　歩道、園地、休憩所等の整備費
・補助率　1/2以内

災害拠点施設等における浸水対策を強化するた
め、止水板設置工事等を実施します。

令和３年３月に策定した「施設の中長期修繕・
改修計画」に基づき、県有施設の長寿命化を図る
ため、修繕・改修工事等を実施します。
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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

【新】
9,749

[050302][051001]

医師・看護人材確保対策課
  FAX　026-235-7377
  ishikango@pref.nagano.lg.jp
障がい者支援課
  FAX　026-234-2369
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

【新】
432,157

[010101]

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

防災情報システム整備事業費 41,432
[020202]

危機管理防災課
  FAX　026-233-4332
  bosai@pref.nagano.lg.jp
デジタルインフラ整備室
  FAX　026-235-0517
  infosys@pref.nagano.lg.jp

諏訪湖等管理事業費 11,375

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

砂防管理事業費 15,739
[110601]

砂防課
  FAX　026-233-4029
  sabo@pref.nagano.lg.jp

耐震性能の不足や老朽化による倒壊を未然に防
止するため、施設除却のための設計を実施しま
す。

・旧木曽看護専門学校（校舎兼寮）
・西駒郷未利用施設（あすなろ棟、ボイラー棟）

災害時において、関係機関と情報収集及び共有
を迅速に行い、住民の適切かつ速やかな避難に繋
げるため、防災情報システムの改修を行います。

度重なる大雨災害等に備えるため、釜口水門の
水位計を更新します。

住民避難のための情報を適切に提供するため、
雨量局等の非常用バッテリーを更新し、停電時の
雨量データの欠測を防止します。

旧木曽看護専門学校（校舎兼
寮）及び西駒郷未利用施設除
却事業費

震度情報を的確に収集し、気象庁等の関係機関
を通じて県民に情報を提供するため、老朽化した
震度計等を更新します。

・震度計　117式
・気象台連携サーバ　１式
・震度情報送受信装置　１式

震度情報ネットワークシステム
更新事業費
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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

【新】
56,750

[020602]

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

◎　脱炭素社会の構築

【新】
92,490

[030602][060202]

財産活用課
  FAX　026-235-7474
  zaikatsu@pref.nagano.lg.jp
ゼロカーボン推進室
  FAX　026-235-7491
  zerocarbon@pref.nagano.lg.jp

21,928

[090302][090401]

農業技術課
  FAX　026-235-8392
  nogi@pref.nagano.lg.jp
園芸畜産課
  FAX　026-235-7481
  enchiku@pref.nagano.lg.jp

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる再生可能エネ
ルギー生産量拡大の目標達成に向け、県庁議会棟
等に太陽光発電設備を設置するとともに、他の県
有施設への導入に向けた調査・設計に着手しま
す。

県有施設太陽光発電設備導入
事業費

自然循環型農業の定着促進のため、自然循環機
能を活かした「環境にやさしい農業」の取組を支
援します。

①化学合成農薬や化学肥料の使用を削減した栽培
　方法への転換を支援
　・補助対象者　産地における関係者協議会
　・補助対象経費　農薬や化学肥料に頼らない環
　　　　　　　　　境にやさしい農業の実証に要
　　　　　　　　　する経費
　・補助率　定額
②農業分野のプラスチック排出量抑制に向けた生
　分解性マルチの実証等を支援
　・補助対象者　産地における関係者協議会
　・補助対象経費　生分解性マルチの実証等に要
　　　　　　　　　する経費
　・補助率　定額
③有機農業の推進に取り組む市町村を支援
　・補助対象者　市町村
　・補助対象経費　有機農業産地づくりにおける
　　　　　　　　　取組の試行や体制づくりに要
　　　　　　　　　する経費
　・補助率　機械リース　1/2以内、その他　定額

自然循環型農業定着促進事業
補助金

令和３年８月の大雨災害により一部不通となっ
ているアルピコ交通上高地線の早期復旧を図るた
め、被災した橋梁復旧費用を助成します。

・補助対象者　アルピコ交通株式会社
・補助対象経費　田川橋梁の復旧経費
・補助率　1/4以内

アルピコ交通上高地線復旧支
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

◎　子ども・子育て支援

【新】
39,744

[040802] [050701]

こども・家庭課
  FAX　026-235-7390
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp
児童相談・養育支援室
  FAX　026-235-7390
  jido-shien@pref.nagano.lg.jp
保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

【新】
安心こども基金事業費 1,023,400
[040802]

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

202,380

[050701]

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

【新】
13,691

[040901]

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

【新】
中央児童相談所改修事業費 6,078
[040901]

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

不妊治療の経済的負担を軽減するため、高額な
治療費がかかる特定不妊治療に要する費用を助成
します。

・補助対象者　特定不妊治療を受けている夫婦
・補助上限額  １回の治療につき30万円

不妊に悩む方への特定治療支
援事業費

児童虐待に迅速に対応し、子どもの安全を確保
するため、児童福祉司等の増員に必要な事務室の
改修工事を実施します。

児童養護施設等の職員の処遇改善を図るため、
収入の引上げに必要な経費を助成します。

・補助対象者　児童養護施設、乳児院、自立援助
　　　　　　　ホーム、ファミリーホームの職員
・補助額　月額9,000円/人

児童養護施設等従事者処遇改
善事業補助金

子育て家庭支援体制構築事業の実施期間（令和
３年度～令和５年度）に必要となる原資のうち、
国からの交付金について、安心こども基金への積
み立てを行います。

家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら
子育て等を行う家庭を支援するため、包括的な支
援体制の構築を推進します。

・補助対象者　市町村
・補助対象事業
　①母子保健と児童福祉の一体的な相談支援体制
　　の整備
　②支援の必要性の高い妊産婦・子どもへの支援
　　体制の強化　等

子育て家庭支援体制構築事業
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

◎　学びの県づくり

県立学校施設改修事業費 1,691,445
[150301][150502]

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

特別支援学校教室増設事業費 91,132
[150502]

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

23,089

[150502]

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

128,413

[150502]

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

ＩＣＴ環境整備事業費 410,768
[150502][150602]

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

老朽化が進む県立学校において、施設の保全や
快適な学習環境の実現を図るため、早期に対応が
必要な修繕工事等を実施します。

・学習環境整備
　高校17か所、特別支援学校17か所
・トイレ環境整備
　高校87か所、特別支援学校30か所

児童生徒の増加に対応するため、普通教室等を
増築します。

・小諸養護学校９教室、安曇養護学校８教室、
　飯田養護学校９教室、諏訪養護学校５教室、
　伊那養護学校３教室

体温調整が困難な児童生徒の安全・安心な学校
生活を保障するため、教室と廊下の寒暖差を解消
する断熱改修を実施します。

・対象校　松本ろう学校及び寿台養護学校松ろう
　　　　　キャンパス

特別支援学校施設機能拡張事
業費

児童生徒の通学時の安全確保や保護者による送
迎の負担軽減を図るため、スクールバスの更新及
び増車を行います。

・更新及び新規配置　６台

特別支援学校スクールバス緊
急整備事業費

県立学校での探究学習や協働学習、個別最適な
学びを充実させるため、ＩＣＴ機器の整備による
授業環境の高度化を図ります。

・整備内容　指導者用タブレット端末、電子黒板
　　　　　　の購入等
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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

【新】
11,295

[090305]

農業技術課
  FAX　026-235-8392
  nogi@pref.nagano.lg.jp

56,626

[100201]

信州の木活用課
  FAX　026-235-7364
  ringyo@pref.nagano.lg.jp

学生が安心して知識・技術の習得ができる教育
環境を整備するため、旧男子寮棟の除却、渡り廊
下の建築等を実施します。

林業大学校教育環境整備事業
費

スマート農業の導入を加速化させるため、農業
大学校研修部にスマート農業機械等を整備し、農
業者向け体験講座の充実を図ります。

農業大学校スマート農業機器
整備事業費
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