
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２月県議会定例会に提出する平成 27年度当初予算案について、現在知事 

  査定を行っています。 

   １月 28日（水）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要は別紙のとお 

  りです。 

   今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが、当初予算案全体の 

  概要は、２月６日（金）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

長野県（総務部）プレスリリース 平成 27年（2015年）１月 29日 

平成 27年度当初予算案の知事査定結果《速報（第２回）》について 

 

総務部財政課財政企画係 

(課長) 平木 万也 (担当) 高橋 寿明 

電話：026-235-7039（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2062 

FAX： 026-235-7475 

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

しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中！ 
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/shinshusozo/index.html 



県民文化部

（千円）

協働の機会創出事業費 3,537

【活動人口増加】

県民協働課
  FAX 026-235-7258 [ 3,474 ]
  kyodo@pref.nagano.lg.jp

人権啓発推進事業費 18,884

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389 [ 19,101 ] *人権侵犯事件新規受理件数

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp ：500件（H26見込）→436件以下（H27）

男女共同参画社会づくり 16,340
推進事業費

*県の審議会等での女性委員の割合

*県職員の係長以上に占める女性の割合

*公立学校の女性校長・教頭の割合

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389 [ 16,402 ] *民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合

  jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

：10.8％(H26)→12％(H28)

 小・中学校：14.1％(H26)→14.1％(H27)

 高等学校：6.8％(H26)→6.8％(H27)

　公共的活動への参加者増加と協働の推進を図る
ため、企業や各種団体への訪問による広報・勧誘や
「長野県みらいベース」の活用により、寄付という形
での参加を拡大するとともに、「協働コーディネート
デスク」により、協働の提案から実現までをコーディ
ネートします。

*県民の公共的活動への参加度
 ：36.6%(H24)→44.7％(H27)

：43.4％(H26)→50％(H27)

：9.1％(H22)→12％(H27)

予　算　額
［前年度当初予算額]

　平成22年２月に策定した「長野県人権政策推進基
本方針」に基づき、様々な機会を通じて県民の人権
意識の高揚を図り、人権が尊重される社会づくりを推
進します。

　・人権に関する研修会・学習会の実施及び支援
　・多様な広報媒体を活用した啓発の実施
　・性被害者のためのワンストップ支援センター準
　　備会議(仮称)の開催

第３次長野県男女共同参画計画(平成23年度～27
年度)に基づき、県民の男女共同参画に対する意識
の高揚を図り、男女共同参画社会づくりを推進しま
す。

・男女共同参画推進啓発イベントの開催
・男女共同参画に関する講座等の実施及び支援
・男女共同参画センターによる研修、情報提供、
　相談等の実施
・第４次長野県男女共同参画計画の策定

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

多文化共生推進事業費 47,383

国際課
  FAX　026-232-1644 [ 15,303 ]
  kokusai@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

交通安全対策事業費 4,750

県民協働課
  FAX 026-235-7258 [ 4,712 ]
  kyodo@pref.nagano.lg.jp

女性保護事業費 19,307

　１　女性保護･相談事業

　２　ＤＶ被害者緊急避難支援事業

こども･家庭課 　３　人身取引被害者支援事業
  FAX 026-235-7390 ［20,997］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

ひとり親家庭就業・自立支援 33,970
事業費

　１　就業・自立支援センター事業
・
・

　２　職業能力開発事業

・
・

*

こども･家庭課 *

  FAX 026-235-7390 ［33,310］ 50％（H27）

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

ひとり親の児童のための学習支援

センター登録者の就業率：
80%（過去3年の平均値）→同レベルを維持

ひとり親家庭の高卒認定試験合格率

就業に必要な資格取得のための講座開催

　　  職業訓練講座受講者や看護師等養成機関
　　　修学者に対する給付金の支給
　３　自立支援推進事業

高卒認定試験合格のための受講料の給付

　平成26年度策定中の長野県多文化共生推進指針
に基づき、国籍や文化の違いを尊重し合い、誰もが
参加し、協働する多様性を活かした地域づくりを推
進します。
　
　　・多文化共生推進月間の実施
　　・外国籍児童生徒等学習支援事業
　　・地域における医療通訳モデル事業

*７月に多文化共生推進月間を実施

　　　要保護女子等の相談、保護及び生活指導等

*学習支援コーディネーターの配置：４名
*医療通訳モデル事業：１地域

　　　人身取引被害者の保護及び関係機関との
　　　連携による帰国支援

　母子家庭の母等の自立を促進するため、資格取得
や就業相談等の支援を行います。

就業に向けた相談・支援

要保護女子やＤＶ（配偶者間暴力）被害者等を保
護し自立を促進するため、被害者等の相談や一時
保護等の支援を行います。

　県民の交通安全意識を高め、交通事故のない安
全で安心な県民生活を実現するため、交通安全に
関する計画の策定や季別の交通安全運動等の啓発
活動を推進します。

*交通事故死傷者数
 13,392人(H24)→10,000人以下(H27)

　　　ＤＶ被害者の緊急時における安全避難場所の
　　　確保

新

新

新

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

29,618
[040801]

【教育再生】

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 29,056 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

私立高等学校授業料等軽減 120,023
事業補助金

私学・高等教育課
  FAX　026-235-7499 [ 143,986 ]
  shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp

ながの結婚・子育て 10,780
応援事業費

【活動人口増加】

次世代サポート課
  FAX　026-235-7087
  jisedai@pref.nagano.lg.jp [ 25,082 ] *県の推計値を上回る婚姻者数：

  男女各100人(H26)→男女各200人（Ｈ27）

　・「ながの結婚マッチングシステム」サポートデスク
　　の設置

　・婚活サポーターの募集及び活動支援
  ・婚活セミナーの開催

　私立高等学校等に在籍する生徒の保護者負担の
軽減を図るため、学校法人が生徒の授業料又は入
学金を軽減した場合に、当該軽減額に対して助成し
ます。

*授業料滞納率：0.27%（H26見込）→0.24%以下（H27）

　未婚者の増加や晩婚化の進展が尐子化の主な要
因であるとの認識のもと、結婚を希望する方の出会
いの機会を拡大することなどにより、尐子化傾向の
改善を図ります。

  ・「婚活コーディネーター」の設置

大学・地域連携事業等補助金 　県内高等教育の振興を図るため、県内私立大学
等と地域が連携して行う地域課題解決に資する取組
や県内大学の魅力発信に対して助成します。

　１ 大学・地域連携事業補助金
　　・事業主体　　県内私立大学、短期大学
　　・補助率　　 　10/10以内（定額）
　２ 信州で学ぼう！大学発信事業補助金
　　・事業主体　　高等教育コンソーシアム信州
　　・補助率　　　 1/2以内

*補助金を活用した取組数：10件（H26）→12件（H27）
*県内大学志願者数：Ｈ27年の志願者数を維持

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

地域子ども・子育て支援事業費 967,631

【雇用・社会参加促進】

　・ 事業主体　市町村
　・ 補助率　　１/3
　・ 事業内容

1
2
3
4
5
6
7

*

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 ［1,118,619］ *

  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

365,090

　・ 児童養護施設 1か所
　・ 乳児院 1か所
　・ 児童館・児童センター 4か所
　・ 放課後児童クラブ室 7か所

こども･家庭課
  FAX 026-235-7390 [ 957,679 ]
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

児童虐待防止対策事業費 11,750

　１　児童虐待防止対策事業
・ 児童相談所等職員に対する研修
・ 県民向けの広報啓発

こども･家庭課 　２　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン
  FAX 026-235-7390 ［11,825］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

里親委託推進事業費 6,377

　１　里親委託等推進員の配置
　２　里親推進フォーラムの開催

こども･家庭課 　３　児童相談所や市町村職員のスキルアップ研修の開催里親研修の実施
  FAX 026-235-7390 ［3,413］
  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp * 里親委託率：11%(H26)→13%(H27)

児童福祉施設等整備事業
補助金

児童福祉施設等の創設・改築等に対して助成しま
す。

児童虐待の発生及び深刻化を防止するため、児
童相談所等の相談支援体制を強化します。

児童虐待及びＤＶ（配偶者間暴力）の通告・
通報及び緊急の相談に24時間・ 365日対応

　家庭的養護を推進するため、里親制度の理解を深
め、新規里親を開拓するとともに、委託・支援体制を
強化します。
　併せて、里親が安心して養育できるよう訪問・相談
等の支援を充実します。

放課後こどもプラン登録児童数：
29,025人(H26)→29,350人(H27)

一時預かり事業
病児・病後児保育事業
地域子育て支援拠点事業

養育支援訪問事業         　　　　　　　  など

病児・病後児保育実施市町村数：
18市町村(H26)→19市町村(H27)

子育ての負担感を緩和し、安心して子育てできる
環境を整備するため、放課後児童クラブや病児・病
後児保育など多様な子育て支援サービス等を実施
する市町村を支援します。

放課後児童健全育成事業

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
乳児全戸訪問事業

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

困難を有する子ども・若者 5,247
の社会的自立支援事業費

【雇用・社会参加促進】

【補助対象箇所数】
　・アウトリーチ（訪問相談）：
　　3箇所(H26)→4箇所（Ｈ27)

　　1箇所(H26)→3箇所（Ｈ27)
  ・宿泊を伴う研修：1箇所(H26)→1箇所（H27）

次世代サポート課
  FAX 026-235-7087 [ 3,897 ] *受講者数

  jisedai@pref.nagano.lg.jp 　・人材養成講習会：25人(H26)→25人（Ｈ27）

発達障がいのある生徒の 12,028
教育相談・教育支援事業費

　・教育相談員1人→1.5人
次世代サポート課
  FAX 026-235-7087 [ 9,735 ] *相談延べ件数：200件(H26)→400件（Ｈ27)

  jisedai@pref.nagano.lg.jp

文化施設管理運営事業費 1,450,608

文化政策課
  FAX 026-235-7284 ［1,623,263］
  bunka@pref.nagano.lg.jp

　*県立文化施設利用者数
　　1,260,200人(H26見込)→1,294,400人（H27）

　私立高等学校や学習支援を行っている学びの場
などで学ぶ発達障がいのある生徒等が相談できるよ
うにするため、教育相談員や心理教育支援員による
教育相談・教育支援を行うとともに、学びの場・私立
高等学校の教職員等を対象に実践的な支援方法を
取得できる研修会を開催します。

　県立文化施設の環境整備及び適切な管理運営に
より、優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の場を広く
県民に提供します。

　・県立の文化会館、創造館及び美術館の指定
　　管理
  ・ホクト文化ホールの屋根改修等、県立文化施
　　設の機能の維持向上

　困難を有する子ども・若者の社会的な自立を支援
している団体を育成するため助成します。特に中途
退学や、不登校等の子どもを受け入れる「場」が根付
くようＮＰＯ等への支援を拡充します。

　・出口戦略を持った居場所の提供：

拡

拡

拡
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健康福祉部

（千円）

歯科保健総合推進対策 12,065
事業費

【健康づくり・医療充実】

・ 歯科保健推進県民会議の開催
・ 県民よい歯のコンクールの開催
・ 在宅歯科医療連携室の運営
・ フッ化物応用の推進
・
・

保健・疾病対策課 * むし歯のない1歳6か月児、３歳児の割合：

  FAX　026-235-7170 [ 13,606 ]
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp ３ 歳 児：83.4%(H25年度) →同レベル以上(H27年度)

信州の食を育む実践事業費 1,137

【健康づくり・医療充実】

*

健康増進課 *

  FAX 026-235-7170 [ 918 ]
  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

自殺対策推進事業費 65,641

【健康づくり・医療充実】
１ 弁護士など専門家による対面型相談の実施
２ 企業向けゲートキーパー研修の実施
３
４

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170 [ 29,301 ] *
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

人生二毛作社会推進事業費 15,438

【雇用・社会参加促進】

・ シニア活動推進コーディネーターの配置
・ 人生二毛作推進県民会議の開催

*

健康増進課
  FAX 026-235-7170 [ 15,896 ] *
  kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

健康づくりのために食生活に関する取組を行ってい
る人の割合：

信州保健医療総合計画に基づき、8020運動をは
じめとする歯及び口腔の健康づくりに関する取組を
総合的に推進します。

依然として高い水準にある自殺者数を減尐させる
ため、自殺対策を総合的に推進します。

　 健康長寿と豊かな人間形成を目指し、関係機関・
団体と協働して総合的な食育の取組を推進するた
め、関係部局の連携により県民会議や県民大会等
を開催します。

　87.2%（H25）→87.2%より増加（H27）
食育ボランティア数：17,944人(H25)
　→　19,000人（H27）

要介護者の口腔内状況を把握するための調査
在宅歯科医療従事者人材の養成

コーディネーター相談対応件数：1,500件/年　(H27)

   シニア世代の社会活動や就業を進めるため、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、効果的・効率的なマッチングシステ
ムの検討等、人生二毛作・生涯現役社会の仕組み
づくりを推進します。

関係機関・団体によるネットワーク会議の開催：
12回/年（H27）

自殺者数：422人(H25)→422人以下(H27)

1歳6か月児：97.7%(H25年度)→同レベル以上(H27年度)

自殺ハイリスク者支援強化事業の実施
県自殺予防情報センターによる相談、情報提供

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

医療施設・設備整備事業費 1,768,781

　・
診療所スプリンクラー等整備）

・
医療推進課
  FAX 026-223-7106 *
  iryo@pref.nagano.lg.jp
保健・疾病対策課 *

  FAX　026-235-7170 [ 2,175,707 ]
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業)

362,878

・
医療推進課
  FAX 026-223-7106 [ 342,627 ] *

  iryo@pref.nagano.lg.jp 100％(H26年度)→同レベルを維持

ドクターヘリ運航事業費 434,797

・ 基地病院 佐久総合病院佐久医療センター
信州大学医学部附属病院

医療推進課
  FAX 026-223-7106 [ 495,894 ] * 要請の重複による対応不能事案の割合：
  iryo@pref.nagano.lg.jp 5.7％以下(H25年度)→同レベル以下

地方独立行政法人長野県 5,480,000
立病院機構負担金

医療推進課
  FAX 026-223-7106 [ 5,172,201 ]
  iryo@pref.nagano.lg.jp

17,326,082

・

・
・

健康福祉政策課
  FAX 026-235-7485 [ 16,114,012 ] ・
  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp  

国民健康保険基盤安定化
等事業費

高額な医療費に対する費用負担

費用負担

負担
特定健康診査・特定保健指導の実施に要する

　保険者（市町村）の療養の給付等に要する費用の
一部を負担し、市町村国民健康保険の安定的運営
を支援します。

負担

救命救急センター運営事業
補助金

　重篤救急患者の医療を確保するため、救命救急
センターの運営を支援します。

うち、スプリンクラー整備８か所
設備整備の支援：12か所(H27年度)

（医療機器の整備）設備整備への補助

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改
善、医療提供体制の充実及び医療施設の耐震化を
図るため、医療施設・設備の整備を支援します。

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

施設整備の支援：20か所(H27年度)

救命救急センター運営費補助

救命救急センターの充実度評価Aの割合：

保険者（市町村）の財政調整に要する費用

　高度な救命処置の早期開始による救命率の向
上、後遺症の軽減やへき地における救急医療体制
の強化等を図るため、県内２機体制によるドクターヘ
リの運航を支援します。

　地方独立行政法人法第85条に基づき、地方独立
行政法人長野県立病院機構が第２期中期計画
（H27～H31）に基づいて運営する県立病院の経費
のうち、次の経費について負担し、経営の安定化を
図ります。

・救急医療の確保等、経営に伴う収入をもって充て
ることが適当でない経費
・高度医療、へき地医療の確保等、不採算部門に要
する経費
・県立こども病院のＰＩＣＵ（小児集中治療室）増床に
よる受入態勢の拡充

施設整備への補助 （医療施設の耐震化、有床

7



（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

後期高齢者医療給付事業費 25,940,362

・ 療養の給付等に対する費用負担
・

健康福祉政策課
  FAX 026-235-7485 [ 25,099,818 ] ・ 高額な医療費に対する費用負担
  kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp ・ 財政安定化基金への積立て

がん対策総合推進事業費 180,122

【健康づくり・医療充実】

・
・
・ 在宅がん緩和ケア地域連携事業
・
・ がん患者への就労支援推進事業
・ がん先進医療費利子補給事業

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170 [ 164,942 ] *
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp 66.1(H25)→63.1(H27)

精神科救急医療整備事業費 112,367

【健康づくり・医療充実】

１ 精神科救急医療確保事業
精神科救急病院の運営費への助成　等

２ 精神科救急情報センター事業
精神障がい者等からの医療相談に24時間体制で

保健・疾病対策課 対応（こころの医療センター駒ヶ根）
  FAX　026-235-7170 [ 95,283 ]
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp *

感染症対策事業費 43,685

１ 感染症対策協議会の開催
２ 感染症患者との接触者に対する健康診断
３ 感染症患者の医療機関への移送
４ 感染症指定医療機関への運営費等の助成
５ 風しん抗体検査の実施

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170 [ 48,525 ] *
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

（医療施設・設備整備事業一部再
掲）

感染症指定医療機関運営費補助金：11医療機関
(H27)

精神疾患の急激な発症や病状の悪化などにより、
緊急に医療を必要とする精神障がい者に対応する
ため、精神科救急医療体制の確保を図ります。

精神科救急医療圏域数：

  県内における感染症の発生を予防するとともに、感
染症患者等の発生時にはまん延の防止を図ります。

3圏域（H26年度)→4圏域（H27年度)

がん予防推進事業

負担

　予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範にわ
たるがん対策を行政、医療関係者、県民など幅広い
参画のもとに総合的に推進します。

　高齢期における適切な医療を確保できるよう、療
養の給付等に要する費用の一部を負担し、後期高
齢者医療制度の安定的運営を支援します。

がん診療連携拠点病院整備事業

がん相談連携病院事業

がんの年齢調整死亡率(75歳未満、人口10万対)：

低所得者等の保険料軽減措置に対する費用

拡

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

医薬品適正使用・環境整備 6,958
事業費

・ ジェネリック医薬品使用促進事業
・
・ 医薬品有効性確保・副作用対策事業

薬事管理課
  FAX 026-235-7398 [ 7,776 ] *
  yakuji@pref.nagano.lg.jp

認知症施策総合推進事業費 16,453

【健康づくり・医療充実】

１
２ 認知症初期集中支援チームの設置推進
３ 認知症疾患医療センターの整備
４ 医療従事者向け認知症対応力向上研修の実施
５ 認知症予防県民運動推進事業

*

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170 [ 18,285 ] *
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

介護給付費負担金 25,689,416

　・ 介護給付費見込額
介護支援課
  FAX 026-235-7394 [ 25,870,012 ] 　・ 県負担割合　
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

介護保険料軽減事業 67,616

介護支援課
  FAX 026-235-7394 [ 0 ] 　・ 県負担割合　
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp

地域支援事業交付金 768,606

　・ 事業主体　市町村・広域連合
　・ 事業内容

介護支援課
  FAX 026-235-7394 [ 749,869 ] 　　２　包括的支援事業
  kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 　　３　任意事業

後発医薬品割合（数量ベース・新指標）：
51.6％（H26年度見込）→53.7％（H27年度）

　安全な医薬品の流通確保及び適正使用を図るた
め、後発医薬品の使用状況等の調査・研究、品質
検査を実施するとともに、薬局を健康情報拠点と位
置づけたセルフメディケーションを推進します。

薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業

　高齢化の進展に伴う介護保険料の負担水準の上
昇に対応し、低所得者の保険料負担を軽減するた
め、所得段階に応じて、保険料の一部を国・県・市
町村で負担します。

  要介護状態になる前からの介護予防を推進すると
ともに、地域における総合的な相談・支援体制等を
強化するため、市町村等が行う地域支援事業に係る
費用の一部を負担します。

介護保険料軽減に要する経費の
1/4

1,771億163万8千円

居宅サービス　12.5%
施設サービス　17.5%

　市町村等保険者の介護給付等に要する費用の一
部を負担し、介護保険事業の安定的運営を図りま
す。

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮ら
すため、医療・介護・福祉の充実と連携による総合
的な支援を行います。

認知症施策推進会議の開催

認知症初期集中支援チーム設置市町村数：
2市(H26年度)→19市町村(H27年度)

医療従事者向け研修修了者累計：
200人(H26)→450人(H27)

　　１　介護予防事業または介護予防・日常生活
　　　　支援総合事業

新

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

障害者自立支援給付費等 9,640,568
事業費

　１　自立支援給付事業
  　・ 事業主体 市町村
　　・ 負担率 1/4
　　・ 主な事業 居宅介護事業

施設訓練等事業
グループホーム事業
更生医療給付事業
相談支援給付事業

　２　市町村地域生活支援事業
　　・ 事業主体 市町村
　　・ 補助率 1/4以内
　　・ 主な事業 日常生活用具給付等事業

移動支援事業

日中一時支援

　３　障害児施設給付等事業
　(1) 通所支援
　　・ 事業主体 市町村

障がい者支援課 　　・ 負担率 1/4
  FAX 026-234-2369 [ 9,151,237 ] 　(2) 入所支援
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　　・ 事業主体 県

障がい者相談支援事業費 180,470

　　・ 配置者 療育コーディネーター
生活支援ワーカー
地域支援力向上スーパーバイザー

　　・ 長野県自立支援協議会運営事業
障がい者支援課
  FAX 026-234-2369 [ 191,531 ] *
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

相談支援延件数：
130,000件(H26)→130,000件以上(H27)

市町村の自立支援給付費等に要する費用の一部
を負担し、障がい者（児）が必要とする障害福祉サー
ビスの安定的な提供を図ります。

地域活動支援センター
機能強化事業

身体・知的・精神の３障がいに対応する圏域ごとの
障がい者総合支援センターにコーディネーター等を
配置し、障がい者が安心して地域で暮らせるよう支
援します。
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

障がい者就労支援事業費 70,533

【雇用・社会参加促進】

　１　福祉就労強化事業

　２　ＯＪＴによる障がい者の就労促進事業

　　・ 実践的な短期トレーニングの促進
　　・ 就労移行支援事業所の機能強化

　３　障がい者ＩＴサポートセンター運営事業
　　・ ＩＴサポートコーディネーターの配置
　　・ パソコンボランティアの養成派遣

　４　知的・精神障がい者チャレンジ雇用
　　・ 知的障がい者と精神障がい者の雇用
　　・ チャレンジ雇用推進員の配置

*

*
障がい者支援課
  FAX 026-234-2369 ［67,261］
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 　（一部　緊急雇用創出基金活用事業）

障がい福祉啓発推進事業 8,974

【雇用・社会参加促進】

　１　障がい者虐待防止対策支援事業

　２　信州あいサポート運動推進事業

　　・ 「あいサポートフォーラム」の開催

　３　障がい福祉啓発推進事業
　　・ 長野県障がい者施策推進協議会の開催

障がい者支援課
  FAX 026-234-2369 ［9,648］ *
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

　　・ 企業等へ障がい者に適した業務の提案や
　　 　実習のサポートを行う「ＯＪＴ推進員」の派遣

短期トレーニング参加者数：
250人(H26)→350人以上(H27)

　障がい者虐待の予防及び虐待を受けた障がい者
の支援のため、虐待に関する相談対応や関係者に
対する研修を実施するとともに、障がいの特性を理
解し、障がい者の社会生活を支援する「信州あいサ
ポート運動」を展開します。

　　・ 県障がい者権利擁護(虐待防止)センターの
　　　 運営　（専任職員の配置）
　　・ 障がい者虐待防止研修の実施

　　・ 「あいサポーター」、「あいサポート企業・団体」
　　 　の募集

ＯＪＴ新規受入企業数：
60社(H26)→60社以上(H27)

　障がい者の収入増加を図るため、就労継続支援
事業所等の受注機会の拡大等を支援するとともに、
ＯＪＴ（職場実習）推進員の派遣等により、一般就労
を促進します。

　　・ 事業所間の連携を促進する事業化推進員
　　　 の配置
　　・ 農業分野における障がい者の就労を支援
　　　する農業就労チャレンジコーディネーター
　　  等の配置

 「信州あいサポート運動」あいサポーター数：
10,000人(H26)→16,000人(H27)

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

障がい者スポーツ振興事業 53,543

　１　障がい者スポーツ振興事業

　２　長野県障がい者スポーツ協会業務支援事業
　　・ 障がい者スポーツ振興活動に対する助成

障がい者支援課
  FAX 026-234-2369 ［52,860］ *
  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

発達障がい者支援事業費 74,784

【雇用・社会参加促進】

１

２
３
４
５

保健・疾病対策課
  FAX　026-235-7170 [ 63,205 ] *
  hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp *

131,662

地域福祉課
  FAX 026-235-7172 ［135,721］
  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

県障がい者スポーツ大会参加者数：
1,400人(H26)→1,400人(H27)

　市町村が行う地域福祉の充実に資する次の事業
に対し助成します。
　　・ 事業主体　市町村
　　・ 補助率　　　1/2以内
　　・ 事業内容
     １　安心生活支援事業
　　　 ・宅幼老所等整備事業
　　　 ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業
　　　 ・障がい者にやさしい住宅改良促進事業　等
　　 ２　障がい者支援事業
　　　 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業
　　　 ・障がい者余暇活動支援事業
　　　 ・心身障がい児（者）タイムケア事業　等
     ３　市町村提案事業
　　　　 地域の実情に応じて実施する福祉施策に
       対する支援

正しい理解と協力を促すための普及啓発
発達障がい診療体制の推進

発達障がい者サポーター養成：延べ8,000人以上(H27)

発達障がいサポート・マネージャーの配置

情報共有ツール活用のための環境整備
標準的なアセスメント（発達評価）の普及

県内８→10圏域

　　・ 全国障害者スポーツ大会等への選手派遣の
　　　 助成

　　・ 長野車いすマラソン大会、障がい者スポーツ大
　　　 会（地区大会及び県大会）、県障がい者スキー
　　　 大会等の開催

発達障がいサポート・マネージャーの配置：10圏域(H27)

　障がい者スポーツ大会の開催及び選手の派遣等
を通じて、誰もがスポーツを楽しむことのできる環境
づくりを進めます。

　　・ 東京パラリンピック開催に向けた県関係選手の
　　　 育成強化及び普及啓発

地域福祉総合助成金交付
事業費

　発達障がいに関する正しい知識を県民に普及啓
発するとともに、支援に携わる人材の育成、支援者
間の連携体制の構築に努め、途切れのない一貫し
た支援体制づくりを推進します。

拡拡拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(*は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

201,381

地域福祉課
  FAX 026-235-7172 ［256,344］
  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

生活保護費 2,586,400

地域福祉課
  FAX 026-235-7172 ［2,575,545］
  chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

食品衛生監視指導事業費 19,840

・
 

・
 

・
・
・

食品・生活衛生課
  FAX  026-232-7288 [ 19,493 ] *

  shokusei@pref.nagano.lg.jp

医薬品等監視指導事業費 12,684

・ GMP調査体制整備事業
・ 薬事監視員の立入検査
・ 医薬品等生産技術振興研修会

薬事管理課 ・ 医薬品等製品試験
  FAX 026-235-7398 [ 7,229 ]
  yakuｊｉ@pref.nagano.lg.jp *

食品衛生推進員による食品関係営業者に対す
る指導・助言
きのこ衛生指導員によるきのこ鑑別指導

軽井沢夏期食品衛生相談所の開設

　 飲食に起因する危害の発生を未然に防止するた
め、食品衛生監視員等による食品衛生監視・指導を
行います。

　医薬品等の製造業者、販売業者等の資質向上を
図るとともに、薬局や医薬品販売業等への監視指導
を行います。
  併せて、医薬品製造の国際基準であるＰＩＣ/Ｓに
対応するＧＭＰ調査体制の整備を図ります。

広域食品衛生監視機動班及び保健所食品衛
生監視員による監視指導

　社会福祉活動を振興するとともに、県民の福祉の
向上を図るため、長野県社会福祉協議会が実施す
る次の事業に対し助成します。

　１　日常生活自立支援事業
　２　福祉サービスに関する苦情解決事業
　３　生活福祉資金貸付事業
　４　ボランティア活動支援事業
　５　住民支え合い活動支援事業
　６　県社協活動基盤支援事業

監視実施率：
28.5%(H26年度見込)→29.0%(H27年度)

　生活に困窮する方が、健康で文化的な最低限度
の生活を営むことを保障するため、生活保護を行い
ます。
　１　生活保護費
　　　生活保護法による被保護世帯に対する生活
　 扶助等の実施
　
　２　生活保護法第73条県費負担金
　　　居住地がないか又は明らかでない被保護者
　 について市が支弁した生活保護費のうち、４分
　 の１の費用を負担

市場検査補助員による検査及び巡回指導

食中毒の発生件数の減尐：
14件(H19～23平均）→同レベル以下

社会福祉活動振興事業
補助金
補助金
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環 境 部

（千円）

信州環境フェア負担金 2,400

環境政策課
  FAX 026-235-7491 [ 2,100 ]
  kankyo@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化対策事業費 43,822

【環境・エネルギー自立地域創造】

環境エネルギー課
 FAX 026-235-7491 [ 54,008 ]
 kankyoene@pref.nagano.lg.jp

29,115

【次世代産業創出】

環境エネルギー課
 FAX 026-235-7491 [ 0 ]
kankyoene@pref.nagano.lg.jp

27,854

資源循環推進課
  FAX 026-235-7259 [ 29,460 ]
  junkan@pref.nagano.lg.jp

・　　未把握のPCB使用製品及びPCB廃棄物の調査

地球温暖化への適応推進事
業費

　気候変動による災害発生の未然防止や、変化す
る気候に適した農産物の栽培など、地球温暖化に
適応した技術等の開発を促進するため、気象デー
タや影響データを保有する機関等のネットワーク化
により、データベースを構築するとともに、精度の高
い気候変動予測と影響分析を行います。

*長野県の気象データや影響データを一元化したデータ
ベースの構築（H27）

 *家庭の省エネサポートアドバイス・診断件数
　：25,000件(H27)

 *計画書提出事業者の温室効果ガス排出削減量
　：前年度比１％以上（H27）

産業廃棄物適正処理推進事
業費

　産業廃棄物の適正処理のための取組を推進し、
良好な環境の確保を図ります。

・廃棄物処理施設設置及び産業廃棄物処理業等
 の許可
・多量排出事業者等に係る計画策定指導
・産業廃棄物３R実践協定による廃棄物の減量化・
  適正処理の促進
・産業廃棄物処分場用地の適切な維持管理

*産業廃棄物総排出量
 :3,677千ｔ(H24)→3,600千t（H29）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

　地球温暖化防止や循環型社会の形成などに向け
た取組を推進し、持続可能な社会を構築するため、
経済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催しま
す。
　また、地域で開催される環境イベントとの連携事業
を行います。

・事業主体　　信州環境フェア実行委員会
・補助率　　 　定額

*地域連携数：６地域以上（H27）

１　家庭の省エネサポート制度運営事業
　家庭の身近な省エネ・節電を着実に推進するた
め、民間事業者（省エネサポート事業者）が県民と
接する機会を活用し、省エネアドバイス・省エネ診断
を実施します。

２　事業活動省エネサポート推進事業
  事業活動に伴うエネルギー利用の効率化を図るた
め、事業活動温暖化対策計画書制度に基づき、事
業者に対する省エネに関する助言や事業所への現
地調査等を実施します。

新

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

廃棄物監視指導事業費 43,345

・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置
・消防防災ヘリコプターによる廃棄物上空監視

資源循環推進課
  FAX 026-235-7259 *立入検査件数：12,700件以上（H27)

  junkan@pref.nagano.lg.jp [ 42,411 ]

合併処理浄化槽整備事業 152,874
補助金

生活排水課
  FAX　026-235-7399 [ 163,970 ]
  seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

大気汚染防止対策事業費 41,469

水大気環境課
  FAX　026-235-7366 [ 47,279 ]
  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

民間との協働による山岳 8,400
環境保全事業費

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

自然保護課
  FAX 026-235-7498 [ 8,400 ]
  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

　民間からの寄付金等を活用し、市町村等の取組を
支援するとともに、山岳環境連絡会により登山道等
の今後の方向性を検討します。

・市町村や山小屋関係者が実施する、損傷した登
　山道等の整備への支援
・山岳環境連絡会を設置し、今後の登山道や山岳
　環境について検討

・事業主体　　市町村、山小屋関係者
・補助率　　 　1/2、10/10

*事業実施箇所：６箇所（H27)

　快適な生活環境と良好な水環境保全のため、市
町村が実施する合併処理浄化槽整備事業に助成し
ます。

・事業主体　市町村
・補助率　 　事業費の公費負担分の1/3以内

*汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→98.1%(H27)

　排出事業者及び処理業者に対する監視指導を行
うことにより、廃棄物の適正処理を推進して、安全・
安心な生活環境を確保します。

・産業廃棄物排出事業者及び処理業者等への立入
 検査及び指導の実施

　大気汚染物質による健康被害等を未然に防止す
るため、大気の汚染状況を常時把握するとともに、
ばい煙等発生源への監視・指導を行います。

*大気環境基準（長期的評価）の達成状況：100％(H27)

　また、市町村と連携した監視や防止活動により、不
法投棄の減尐を目指します。
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林 務 部

（千円）

森林づくり推進支援金 130,000

・事業主体　　 市町村
・補助率　 10/10以内、2/3以内

森林政策課 *事業実施市町村数：77市町村(H27)

  FAX　026-234-0330 [130,000]
  rinsei@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

地域森林計画樹立事業費 24,148

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [25,673]
  rinsei@pref.nagano.lg.jp *計画樹立地域（中部山岳地域）：133,743ha(H27)

「信州 山の日」推進事業費 2,842

【農山村産業クラスタ―形成】

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [3,338] *「信州 山の月間」中のイベント件数及び参加者数

  rinsei@pref.nagano.lg.jp 　：90件・４万人以上(H27)

20,952

１ きのこ等生産力増強対策事業
・生産資材等の導入支援

事業主体 林業者の組織する団体等
補助率　 1/2以内

２ 放射性物質検査体制強化事業
・野生きのこ類等の放射性物質検査の実施

信州の木活用課 ・放射性物質検査体制検討会議等の開催
  FAX　026-235-7364 [36,404]
  ringyo@pref.nagano.lg.jp *原木しいたけ生産量：111t(H25)→130ｔ(H27)

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

地域固有の課題に精通する市町村が行うきめ細か
な森林づくりの取組を支援するため、市町村の独自
性と創意工夫により事業展開するための経費に対し
て支援します。

この中で、公的管理による水源林保全のため、市
町村が水源林を取得する取組についても支援しま
す。

【環境・エネルギー自立地域創
造】

地域の特性に応じた森林整備方針や保全の方法
を明らかにするため、森林法に基づき、10年を１期と
する地域森林計画を樹立し、本県の森林施策を計
画的に行います。

本年度制定した「信州 山の日」の定着・浸透を図
り、「山」に関わる様々な取組への県民等の参加を促
進するため、「信州 山の日」の制定趣旨や制定を契
機とした取組を広く周知します。

特用林産物の安定供給と生産振興を図るため、原
木しいたけ等の生産者に対する生産資材の導入等
を支援するとともに、放射性物質モニタリング検査の
強化により、安全安心な特用林産物の確保を図りま
す。

原木栽培きのこ等安定供給推
進事業費
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

4,581

信州の木活用課 *フォレストコンダクター育成数：11人(H27)

  FAX　026-235-7364 [4,480]
  ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

3,000

・事業主体 林業研究グループ、林業士会等
・補助率　 定額

*主体的に里山の利活用を行える地域の育成数

信州の木活用課 　：30地域以上（H29）

  FAX　026-235-7364 [0]
  ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

20,000

・事業主体　 自治組織、NPO等が組織する団体等
･補助率　　　 10/10以内(定額)

信州の木活用課県産材利用推進室 *モデル地域創出数：8地域(H27)

  FAX　026-235-7364 [12,500]
  mokuzai@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

松林健全化推進事業費 251,721

・事業主体 市町村等
森林づくり推進課 ・補助率　 3/4以内、1/2以内
  FAX　026-234-0330 [229,907]
  shinrin@pref.nagano.lg.jp *健全化すべき松林の被害発生面積割合：70％以内(H27)

144,404

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [16,475]
  shinrin@pref.nagano.lg.jp *植栽本数：100,000本(H28)

地域経済を支え、持続的に発展する競争力の高い
林業・木材産業を確立するため、経営感覚を持ちな
がら総合的な視野で指揮することのできる知識と技
術を有する人材を育成します。

信州フォレストコンダクター育
成事業費

【農山村産業クラスタ―形成】

【農山村産業クラスタ―形成】

里山資源の利活用を主体的に行える地域づくりを
推進するため、林業技術等を有する団体等が行う、
地域のリーダーを育成する取組を支援します。

里山活用推進リーダー育成事
業費

地域が主体となって、身近な里山からの間伐材を
県民が目にし易い形で活用するため、薪などの木質
バイオマス利用や商店街等の木質化など、先進的な
取組を支援します。

信州の木活用モデル地域支
援事業費

県土の防災や景観上重要な役割を果たしている松
林を松くい虫被害から守るため、市町村等が行う被
害木の駆除や予防措置及び被害材等の利用促進
を支援します。

豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的
理解を深めるため、平成28年に開催する第67回全
国植樹祭の実施計画の策定や植樹会場の整備など
を行うとともに、広報や苗木のホームステイ、プレイベ
ントの実施により県民総参加による開催機運の醸成
を図ります。

第67回全国植樹祭推進事業
費

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

2,000

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ振興室
  FAX　026-235-7279 [0]
  choju@pref.nagano.lg.jp *狩猟のスペシャリスト養成数：10人（H27)

信州ジビエ活用推進事業費 24,927

【農山村産業クラスタ―形成】

【信州ブランド確立】

１ 信州ジビエ消費拡大事業

・流通を担う事業者への支援
２ 信州産認証シカ肉供給体制整備事業

事業主体　　事業者
補助率　　　 1/2以内

３ 信州ジビエ人材育成事業

森林づくり推進課 *ニホンジカのジビエへの利用頭数

鳥獣対策・ジビエ振興室   ：1,564頭（H24）→2,280頭（H27）

  FAX　026-235-7279 [24,458]
  choju@pref.nagano.lg.jp （一部　緊急雇用創出基金活用事業）

野生鳥獣の効率的な捕獲を推進するため、野生鳥
獣の生態等に関する知識習得や技能向上を目的と
した射撃訓練・現地実習等による研修会を開催し、
高度な捕獲技術を有する狩猟のスペシャリストを養
成します。

狩猟のスペシャリスト養成事業
費
（野生鳥獣保護管理体制整備
事業費）

ニホンジカの適切な捕獲を促進するとともに、捕獲
した野生鳥獣を地域の有用な資源として活用するた
め、信州産シカ肉を活用した商品開発や供給体制
整備、人材育成により、信州ジビエの需要拡大と安
定供給を推進します。

・シカ肉の様々な部位を活用した商品開発への
支援

・信州産シカ肉認証処理施設の設備導入等へ
の支援

・地域のリーダーとしてジビエの利活用を担うハ
ンターや料理人の育成

新

拡

新
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警　察　本　部

（千円）

警察基盤強化事業費 500,330

債務負担行為
(2,347,339)

会計課・地域課
  FAX　026-232-1110 [ 372,054 ]
  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

特殊詐欺・ストーカー等
　被害防止総合対策事業費 69,894

生活安全企画課ほか
  FAX　026-232-1110 [ 46,873 ]
  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp （一部緊急雇用創出基金活用事業）

初動警察力強化事業費
11,769

刑事企画課ほか
  FAX　026-232-1110
  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp [ 199,083 ]

交通事故
　総合抑止対策事業費 240,216

交通企画課ほか
  FAX　026-232-1110 [ 1,479,030 ]
  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

（一部緊急雇用創出基金活用事業）

全国植樹祭警備対策事業費 47,077

警備第二課ほか
  FAX　026-232-1110 [ 0 ]
  police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

　平成28年度に当県で開催される「第67回全国植
樹祭」の円滑な運営を確保するため、必要な警備対
策を推進します。

　・警備諸対策推進体制の構築
　・各種装備資機材の整備

　*警備の完遂による県民の安全確保

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額
［前年度当初予算額] 事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　通学児童や高齢者を交通事故から守るため、交
通安全教育の推進や、歩車分離などの安全・円滑
な交通環境の整備、指導・取締り用資機材の整備を
行い、交通事故総量抑止を図ります。

　・交通安全教育の推進
　・信号機新設、歩車分離など交通安全施設整備

　*交通事故死傷者数：10,000人以下(H29年)

　重要犯罪、危険ドラッグ事犯、サイバー犯罪等に
迅速的確に対応するため、初動警察力を強化しま
す。

　・初動捜査資機材の整備・高度化
　・危険ドラッグ鑑定試薬等の充実

　*刑法犯認知件数：15,000件未満(H29年)
　*重要犯罪検挙率：70.0％

　深刻化する特殊詐欺やストーカー等の被害から県
民を守るため、被害の未然防止に向けた総合的な
対策を推進します。

　・特殊詐欺撲滅先制予防コールセンター運用
　・ストーカー等被害者保護対策の充実

　*特殊詐欺認知件数： 90件以下(H29年)

　安全で安心な長野県を確立するため、地域にお
ける治安維持の核となる警察施設の基盤強化を推
進します。

　・佐久警察署建設
　・交番･駐在所再編整備

　*地域の治安基盤機能の強化

新
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教育委員会

（千円）

「未来を拓く学力」の向上事 5,393
業費

【教育再生】

教学指導課
  FAX　026-235-7495 [ 4,397 ]
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

信州尐人数教育推進事業費 4,651,200
（旧　活用方法選択型教員配置事業費）

【教育再生】

義務教育課
  FAX　026-235-7494 [ 4,753,200 ]
  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用 204,290
した確かな学力育成事業費

【教育再生】

教学指導課
  FAX　026-235-7495
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp
特別支援教育課
　FAX 026-235-7459 [ 551,161 ]
　tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

ＩＣＴを効果的に活用し、児童生徒の学力や情報
活用能力の向上を図るため、先駆的モデル的な実
践研究や、教員の指導力向上研修を実施します。
　
 ・ＩＣＴを活用した先駆的モデル的な実践研究
　　パイロット校　小学校　１校、中学校　２校
　　モデル校　　　県立高校　３校
 ・特別支援学校中学部へのタブレットＰＣの整備
　 12校

*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（中学）：67.0%(H26
見込)→69.5％(H27)
*授業中にＩＣＴ活用して指導する能力（高校）：55.0%(H26
見込)→57.5％(H27)

児童生徒の学力向上を図るため、基礎基本の定
着状況を確認し、着実に力をつけるシステムを再構
築するとともに、モデル校による授業と連動した家庭
学習の協働研究、補充的な学習サポートを実施しま
す。

　・学力スパイラルアップ事業
　・新たな家庭学習モデル創出事業
　・理数教育充実事業

・学力格差解消に向けた補充的な学習サポートモ
デル構築事業

*基礎的基本的な内容の定着度が全国平均より高い児
童生徒の割合：小学校65.3％、中学校58.1％（H26）→小
学校63.7％以上、中学校58.6％以上（H27）
*学習したことを実生活の場面に活用する力が全国平均
よりも高い児童生徒の割合：小学校59.5％、中学校
54.7％（H26）→小学校59.2％以上、中学校55.1％以上
（H27）

予　算　額
［前年度当初予算額]

　児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かい支援・指
導を行い、学習習慣の確立と基礎学力の定着を図
るため、30人規模学級編制や尐人数学習集団編成
等に必要な教員の配置を行います。

・30人規模学級編制、学習習慣形成支援、尐人数
学習集団編成、不登校等児童生徒支援を実施

*基礎的・基本的な内容の定着度が全国平均より高い児
童生徒の割合：小学校65.3％、中学校58.1％（H26)→小
学校63.7％以上、中学校58.6％以上(H27)
*小・中学校不登校児童生徒在籍率：1.16％(H26見込)→
1.10％(H27)

拡

拡

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

信州自然エネルギー・ 2,000
環境教育支援事業費

【環境・エネルギー自立地域創造】

教学指導課
  FAX　026-235-7495 [ 2,000 ]
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp （自然エネルギー地域基金活用事業）

長野県高等学校将来像検討 3,536
事業費

【教育再生】

高校教育課
  FAX　026-235-7488 [ 1,420 ]
  koko@pref.nagano.lg.jp

キャリア教育支援事業費 11,626

【教育再生】【次世代産業創出】

【雇用・社会参加促進】

【活動人口増加】

教学指導課
  FAX　026-235-7495 [ 7,424 ]
  kyogaku@pref.nagano.lg.jp

県内大学進学のための入学 7,500
金等給付事業費

【教育再生】

高校教育課

  FAX　026-235-7488 [ 7,500 ]
  koko@pref.nagano.lg.jp

　意欲や能力が高いにもかかわらず、経済的な理由
で大学・短大への進学が困難な生徒を支援するた
め、県内の大学・短大に進学する者に対して大学入
学金等に相当する一時金を給付します。

・給付者数：30人程度

*奨学金の給付：100％（H27）

　高等学校等の自然エネルギー・環境に関する教
育の充実を図るため、知事部局と連携し、広く環境
教育・研究活動に関する取組を募り、優良な取組を
支援するとともに、その成果を普及します。
　
・高等学校等の環境に係る設備、教材等の費用を
助成（１件につき30万円以内）
・優秀事例は成果発表会と表彰を実施
・支援校数：６校

　今後もさらなる尐子化等が見込まれる中、これから
の時代に対応する教育の質の保証の観点から、高
等学校の将来像の検討を行います。

　・長野県高等学校将来像検討委員会の開催　６回
　・県民アンケート等の実施

*高等学校将来像の基本的な考え方の確定

　児童生徒の職業観や社会性を育成するため、学
校、地域社会、産業界が学校を支援する仕組み（プ
ラットフォーム）を構築し、児童生徒の職場体験、就
業体験を実施します。

・産学官の諸機関・団体が参加する「キャリア教育支
援センター」による施策を実施
・キャリア教育カリキュラムを改革する高校を重点的
に支援

*在学中の就業体験活動参加率（全日制高校生）：
70.0％（H26見込）→80.0％(H27)
*「就きたい仕事がイメージできる」と答える高校１年生
（全日制）の割合：65.0％（H26見込）→66.5％(H27)

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

長野県版運動プログラム普 806
及事業費

【教育再生】

【健康づくり・医療充実】

スポーツ課
  FAX 026-235-7476 [ 1,433 ]
  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

学校・家庭・地域全体で取り 957
組む食育推進事業費

【健康づくり・医療充実】

保健厚生課
  FAX　026-234-5169 [ 1,349 ]
  hokenko@pref.nagano.lg.jp

信州型コミュニティスクール 3,489
推進事業費

【教育再生】

文化財・生涯学習課
  FAX　026-235-7493 [ 7,577 ]
  bunsho@pref.nagano.lg.jp

　子どもの体力・運動能力の向上を図るため、既に
普及に取り組んでいる長野県版運動プログラムを直
近の課題等を踏まえて一部改定するとともに、引き
続きプログラムの普及啓発のための講習会等を実
施します。

・「児童生徒体力向上支援委員会」において新たな
運動要素を盛り込んだプログラムに改定
・「運動遊び」普及定着のための長野県版運動プロ
グラム研修会の実施

*全国体力・運動能力、運動習慣等調査での体力合計点
の全国順位：27位（H26）→25位（H27）

　子どもたちが正しい食事のとり方や望ましい食習
慣を身に付け、健康で豊かな人間性を育むため、
学校における食育推進の中核を担う栄養教諭の配
置を進めるとともに、研修等を実施して資質の向上
を図るなど、家庭、地域との連携のもと、学校におけ
る食育を一層推進します。

・栄養教諭の研修、活動支援
・「朝ごはんを食べよう、いっしょに食べよう」食育キャ
ンペーン（ゼロ予算）

*毎日朝食を食べる児童生徒の割合：
　小学6年 90.9%(H26)→92.2%(H27)
　中学3年 86.0%(H26)→86.2%(H27)

　学校と県民の協働による地域に開かれた信頼され
る学校づくりを推進するため、保護者や地域住民が
学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備な
どの教育活動を支援する「信州型コミュニティスクー
ル」を推進します。

　・モデル市町村に対する補助　２市
　・補助率　　 　２/３
　・信州型コミュニティスクール立ち上げのためのア
　ドバイザー派遣

*信州型コミュニティスクール実施校割合：30％(Ｈ26見
込)→50％(Ｈ27)

新
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

高等学校施設整備等事業費 3,953,931

債務負担行為
(2,251,590)

高校教育課
  FAX　026-235-7488 [ 3,842,948 ]
  koko@pref.nagano.lg.jp

スクールソーシャルワーカー 20,396
活用事業費

教学指導課心の支援室
  FAX 026-235-7495 [ 20,397 ]
  kokoro@pref.nagano.lg.jp

1　高等学校再編施設整備事業費（1,825,849千円）
    魅力ある高校づくりを進めるため、第１期高等学
校再編計画に基づき、学級規模や教育課程の変更
に応じた施設・設備の整備を行います。

・設計、建設工事　４校

2  高等学校施設整備事業費（2,128,082千円）
   教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等
により安全性の確保を図るため、老朽化している校
舎や体育施設の改築等を計画的に行います。

・設計、建設工事　10校

*耐震化率：96.4％（H26見込）→99.9％（H27）

　不登校等課題を抱える児童生徒に対して、その背
景にある家庭や社会的要因を踏まえ、福祉機関等
との調整を行うため、スクールソーシャルワーカー
（社会福祉士等）を配置し、児童生徒の取り巻く環
境の改善を図ります。

*小・中学校不登校児童生徒在籍率：1.16％(H26見込)→
1.10％(H27)
*スクールソーシャルワーカーを介した学校と地域関係機
関との連携ケース：400件以上（H27）
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

　特別支援学校や小・中学校における特別支援教
特別支援教育充実事業費 400,031 育の専門性や教師の支援力の向上を図り、障がい

のある児童生徒の自立と社会参加に向けた力の育
【教育再生】 成に努めます。

　１　自立活動担当教員の増員（296,000千円）
　  特別支援学校における障がい特性に応じた専門
  的な教育の充実やセンター的機能の充実のため
  自立活動担当教員を増員します。（40人増）

・H26：20人増　H27：20人増　計：40人増

　２　専門職員の配置（27,531千円）
    特別支援学校における学習面及び生活場面に
   おける児童生徒に対する自立指導の充実を図る
   ため、専門的な知識・技能を有する外部人材を活
   用します。

・学校介助職員の配置　20人
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による
　実践指導

　３　LD等通級指導教室の増設（76,500千円）
　　一部特別な支援を必要とする児童への教育の場
　の保障のため、通級指導教室を増設します。
　（13教室→28教室）（教員加配）

・H25：13教室　H26：18教室　H27：28教室

*専門的な自立活動教育の授業時数

   ：2,268時間/週（Ｈ26）→2,576時間/週（Ｈ27）

*小学校ＬＤ等通級指導教室利用率

特別支援教育課    ：0.2％（Ｈ26）→0.3％（Ｈ27）

  FAX 026-235-7459
  tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp ※自立活動担当教員及びLD等通級指導教室担当教員

　 については、H25以降の増員分の人件費のみ計上

義務教育課
  FAX　026-235-7494 [ 202,056 ]
  gimukyo@pref.nagano.lg.jp

放課後子ども教室推進事業 20,936
費

文化財・生涯学習課
  FAX　026-235-7493 [ 20,936 ]
  bunsho@pref.nagano.lg.jp

　放課後や週末等に小学校の余裕教室等を利用し
て、地域の方々の参画を得、子どもたちが健やかに
育まれる居場所づくりを推進するとともに、学習が遅
れがちなどの中学生を対象として、地域住民の協力
による原則無料の学習支援（地域未来塾）の取組を
支援します。

・市町村に対する補助　42市町村
・補助率　　 　２/３

*放課後子ども教室登録児童数：
　6,472人(Ｈ26見込)→7,330人(Ｈ27)

拡

拡
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（千円）

事　業　名
【総合５か年計画のプロジェクト名】

事　　業　　内　　容
(＊は成果目標）

予　算　額
［前年度当初予算額]

スポーツによる元気な信州 6,406
創出事業費
[150912]

スポーツ課
  FAX 026-235-7476 [ 0 ]
  sports-ka@pref.nagano.lg.jp

　スポーツが有する地域活力の維持・創出の観点か
ら、全国的なスポーツ大会の誘致、プロスポーツの
振興等に積極的に取り組み、スポーツで地域を元
気にします。

・全国レクリエーション大会inながのへの支援
・銀座ＮＡＧＡＮＯを活用したスポーツ情報の発信
・事前合宿誘致のためのＰＲ用ツールの作成

*全国レクリエーション大会ｉｎながの参加者数：10,000人
*銀座ＮＡＧＡＮＯでのＪリーグ中継放映日来場者数：年
間延べ300人
*県内における事前合宿の誘致

新
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