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■主な見直し事業に関するご意見・ご要望については、担当課へ平成28年1月15日（金）までにお寄せください。 

（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】

H27年度予算額
30,743

H28年度見直し見込額
945

H27年度予算額

-

H28年度見直し見込額
1,212

H27年度予算額
16,091

H28年度見直し見込額
13,022

H27年度予算額
221

H28年度見直し見込額
221

H27年度予算額
22,896

H28年度見直し見込額
22,896

国際課
FAX : 026-232-1644
kokusai@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

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。

防災行政無線設備の更新にあたり、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
達に努めます

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

<H28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

3

集落“再熱”実施モデル地区支援事業

縮小

　市町村と住民が一体となって行う、地
域（集落）の存続に向けた取組につい
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

　３年間の取組の中で、住民自らが立
案・運営する集落維持のモデルが確立さ
れたため、平成27年度をもってビジョン
策定の支援を廃止します。地域振興課

FAX : 026-235-7397
shinko@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

　平成27年度にビジョンを策定した地域
について具体化を支援していきます。引
き続き、地域の存続に向けて「小さな拠
点」のコンセプトを踏まえた、まち・むらづ
くりの取組を推進していきます。

　年度ごとのシステム導入計画に基づ
き、順次サーバ統合を推進していきま
す。情報政策課

FAX : 026-235-0517
joho@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

庁内サーバ管理料

縮小 　庁内各課が業務に必要な専用サーバ
を管理しています。

専用サーバ50台を統合基盤サーバ５
台に集約し、導入・運用コストを削減しま
す。

※専用サーバを単独構築した場合に想
定される経費との差額

多文化共生推進事業（法律相談会等の開催）

廃止

　通訳付きで利用できる専門的な相談の
機会を設け、日本語が不自由、社会制
度に不案内、経済的に困難、という理由
で、相談を受けることができない外国籍
県民を支援しています。

　多文化共生くらしのサポーターや、より
身近な市町村の相談窓口での対応によ
り、法律相談会の利用者数が減少して
いることから、本事業は廃止します。

　多文化共生くらしのサポーター事業に
よる相談等を通じ、引き続き、外国籍県
民を支援していきます。

5

医療提供体制分析等事業

廃止

2

4

　電子レセプトデータ等を活用し、各医療
圏ごとに医療全体の「見える化」を進め
るとともに、適切な医療提供体制を構築
するための基礎資料として活用していま
す。

　地域医療再生計画の期間内で事業を
実施し、一定の成果が得られたことか
ら、本事業は廃止します。

　事業の実施により得られたデータを活
用し、地域医療構想の策定等を進めて
いくとともに、各種事業効果の分析等を
行っていきます。医療推進課

FAX : 026-223-7106
iryo@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

※ ※ 

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

H27年度予算額
3,135

H28年度見直し見込額
3,135

H27年度予算額
796

H28年度見直し見込額
796

H27年度予算額
1,318

H28年度見直し見込額
1,318

H27年度予算額
4,871

H28年度見直し見込額
1,223

H27年度予算額
16,885

H28年度見直し見込額
16,885

H27年度予算額
11,880

H28年度見直し見込額
11,880

産業政策課サービス産業振興室
FAX : 026-235-7496
service@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

<H28年度>

9

地域の特色を活かした商店街創造支援事業

縮小

　地域の特色や文化、若手の新しい発
想等を活かした商店街の創造を支援す
るため、商店街の次代を担うキーパーソ
ンの育成、地域一丸で継続的に取り組
む計画の策定及び計画に基づく事業推
進に補助金を交付しています。

　支援した商店街では、空き店舗を活用
してコミュニティスペースを整備し、地域
の若手やデザイナー等が商店街のキー
パーソンとなって自立した取組が進むな
ど、一定の成果が得られたため、平成27
年度の新規採択分をもって事業を廃止
します。

　引き続き、地域の特色を活かした商店
街づくりに向けた取組を支援していきま
す。

6

共同受注・共同窓口設置事業

廃止

　障がい者就労施設等が生産した物品
や提供可能な役務などの情報を整理し、
より広く発信することにより、企業等から
の受注を促し工賃アップにつなげるた
め、共同受注・共同窓口の体制づくりを
進めています。

　共同受注窓口のホームページが完成
するとともに、円滑な売買システムが構
築されるなど、一定の成果が得られたこ
とから、本事業は廃止します。

7

公衆浴場経営安定化助成事業

廃止
　公衆浴場の経営安定化を図るため、市
町村が行う補助事業への助成をしてい
ます。

　設備の故障等による経営リスクの未然
防止を目的とした、基幹設備の修繕等に
対する助成に特化するため、経営安定
化を図るための助成を廃止します。

　引き続き、公衆浴場の基幹設備の改
善に対して市町村が行う補助事業への
助成を行うことにより、公衆浴場の経営
安定化と利用者の入浴機会の確保を
図っていきます。

食品・生活衛生課
FAX : 026-232-7288
shokusei@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

国際観光推進室
FAX : 026-235-7257
go-nagano@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>

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

<H28年度>

　引き続き、福祉就労強化事業により、
共同受注・共同窓口の活用を通じた、各
施設の受注拡大及び利用者の収入増加
を支援していきます。

信州ビジネス誘発支援事業費
（ソーシャルメディア活用型マーケティング支援事業） 　民間企業が有する多様な人材ネット

ワークやソーシャルメディア・映像等の情
報発信力を活用して、新商品の開発や
商品ＰＲ活動などへの支援を行っていま
す。

10

外国人旅行者受入環境整備事業

廃止

　海外からの個人旅行者やリピーターの
県内誘致を促進するため、市町村、民間
事業者等と連携・協働して、外国人旅行
者が安心して快適に旅行できる環境整
備を推進しています。

　県内３地域において、外国人旅行者の
受入可能エリア拡大に向けた体制が
整ったため、本事業は廃止します。

　引き続き、「海外に向けた『NAGANO』
発信力強化事業」等において、外国人旅
行者の満足度向上に向けた、受入環境
の整備を進めていきます。

　20件の事業者に対し支援を実施し、各
事業者においてソーシャルメディアを活
用した商品PR手法の確立等、一定の成
果が得られたことから、本事業は廃止し
ます。

　引き続き、産業支援機関と連携し、販
路拡大等に取り組む県内企業を支援し
ていきます。

廃止

8

生物多様性保全活動協働事業

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

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

<H28年度>
廃止

　県希少野生動植物保護条例指定種の
保護を充実・強化するため、地元団体や
NPO等と協働して保護活動を実施してい
ます。

　当初目標としていた事業実施種数を達
成する見込みとなったため、本事業は廃
止します。

　民間団体等に加え、企業等の参画も得
ながら、引き続き生物多様性の保全に
向けた取組を実施していきます。

11

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

H27年度予算額
474

H28年度見直し見込額
474

H27年度予算額
4,000

H28年度見直し見込額
4,000

H27年度予算額
40,000

H28年度見直し見込額
40,000

H27年度予算額
973

H28年度見直し見込額
973

H27年度予算額
1,000

H28年度見直し見込額
1,000

H27年度予算額
59,704

H28年度見直し見込額
834

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

<H28年度>

中山間集落営農組織支援事業

廃止

　中山間等担い手が著しく不足し、耕作
放棄地率が高い地域において、集落営
農が将来にわたり地域の中心となって農
業を担っていくために必要な機械等の導
入に対し支援をしています。

　本事業をこれまで３年間実施して、計
画した耕作放棄地の解消等、一定の成
果が得られたことから、本事業は廃止し
ます。

17

警察一般活動経費（被留置者食糧費）

縮小 　留置業務の適正な管理運営及び被留
置者の適正な処遇を行っています。

13
　中山間地域で農業生産活動が継続的
に行われるよう、地域住民の主体的な活
動に対し引き続き支援していきます。

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

<H28年度>

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

<H28年度>

　平成27年度から実施している一般競争
入札を拡大することにより、食糧費を削
減します。

　引き続き、被留置者の適正な処遇に努
めます。

森林づくり推進課
FAX : 026-234-0330
shinrin@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>
16

松くい虫被害材利用支援事業

廃止
　松くい虫被害対策として行うアカマツ以
外への樹種転換等により発生する、被
害材の利活用（チップ化）のモデル的な
取組を支援しています。

　被害材の利活用（チップ化）に関する収
支データの収集等、一定の成果が得ら
れたため、本事業は廃止します。

　事業で得られた実証の事例等を活用
し、「信州Ｆ・ＰＯＷＲプロジェクト」の木質
バイオマス発電施設などでの利用が進
むよう、取組みを継続していきます。

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

<H28年度>
廃止

　林業の現場技能者を育成する国の「緑
の雇用」事業が、平成23年度に新制度
に移行したことを受け、旧制度の受講者
等が新制度での資格を取得するのにあ
たり必要な支援を行います。

　資格取得に必要な研修等をこれまで４
年間実施し、一定の成果が得られたこと
から、本事業は廃止します。

　「緑の雇用」事業及び林業労働力確保
支援センターが行う、林業就業者の確
保・育成の取組を支援していきます。

14

森林整備等促進資金貸付事業

廃止
　森林整備の促進を図るため、長野県森
林組合連合会が間伐材及び造林用苗木
を買取るために必要な資金を、貸し付け
ています。

　間伐材及び造林用苗木の買取りにつ
いては、長野県森林組合連合会におけ
る経営状況の改善等を踏まえ、県の関
与を廃止します。

　引き続き、森林整備の促進に取り組ん
でいきます。

15

林業労働力対策事業
（林業労働力確保支援センター事業）

<H28年度>
12

信州プレミアム牛戦略的生産対策事業

廃止

　信州プレミアム牛肉の増産に向け、優
良な繁殖雌牛の選定や、受精卵移植に
よって生産された和子牛の適切な飼養
管理方法の普及等に取り組んでいま
す。

　優良繁殖雌牛の認定基準の設定や、
和子牛の適切な飼養管理についてのマ
ニュアルの完成など、一定の成果が得ら
れたことから、本事業は廃止します。

　優良繁殖雌牛の認定による優良な和
子牛の生産等により、信州プレミアム牛
の増産に引き続き取り組んでいきます。園芸畜産課

FAX : 026-235-7481
enchiku@pref.nagano.lg.jp

3



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

H27年度予算額
3,254

H28年度見直し見込額
995

H27年度予算額
722

H28年度見直し見込額
722

通信指令システム維持管理経費
（カーロケータシステム専用回線料）

縮小
　現場急行の時間を短縮するため、パト
カーの活動状況を容易に把握できる、
カーロケータシステムを活用していま
す。

　カーロケータシステムの使用回線を県
高速情報通信ネットワークに移行するこ
とにより、回線使用経費を削減します。

　引き続きカーロケータシステムを活用し
治安維持に努めます。

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

<H28年度>
18

グローバル人材育成事業（ＣＥＴ養成プログラム）

廃止

　英語の授業を英語で行うことができる
優れた指導力、英語力をもち、地域にお
いて英語教育の中核的な役割を担う中
学校英語教員（ＣＥＴ）を養成していま
す。
（ＣＥＴ：Core　English　Teacherの略称。）

　平成25年から平成27年の３年間で、各
地区の中核となるCETを確保できたこと
から、本事業は廃止します。

　本プログラムにより養成したＣＥＴが研
修講座におけるサポート役を果たし、国
が実施する中央研修を受講した教員とと
もに県全体の英語教員の資質向上を
図っていきます。

教学指導課
FAX : 026-235-7495
kyogaku@pref.nagano.lg.jp

<H28年度>
19

4



【歳入の確保】

見　直　し　事　業　一　覧　表

番号 事    業    名 歳入科目

H28年度効果額
（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

1

ふるさと信州寄付金

寄付金 158,708
　寄付者の多様な意向にきめ細かく対応するため、お礼の品の充実やＰＲを拡
充することにより、寄付金額の収入増を図ります。税務課

FAX : 026-235-7497
zeimu@pref.nagano.lg.jp

4

砂防堰堤での小水力発電の拡大

使用料 333
　砂防堰堤への小水力発電の導入促進を図ることにより、砂防設備占用料及
び発電用流水占用料の収入増を図ります。砂防課・河川課

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

5

自動販売機設置に係る公募制の拡大

財産収入 1,327
　高等学校における自動販売機の設置場所貸付料のうち、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の導入を実施します。高校教育課

FAX : 026-235-7488
koko@pref.nagano.lg.jp

2

印刷物への広告掲載

諸収入 51 　「母子・父子・寡婦福祉のしおり」に広告を掲載します。こども・家庭課
FAX : 026-235-7390
kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

3

林業改善資金

繰入金 40,000
　特別会計で実施している貸付事業について、今後の活用見込のない資金を
一般会計に繰り入れます。信州の木活用課

FAX : 026-235-7364
ringyo@pref.nagano.lg.jp

 5


