
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

課長：奥田 隆則  担当：伊藤 一紀

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2062） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.jp 

２月県議会定例会に提出する平成２２年度当初予算案につきまして､現在

知事査定を行っております。 

１月 28 日に行った知事査定で内容が固まった事業の概要を別紙のとおり

お知らせいたします。 

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８日（月）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 22 年（2010 年）１月 29 日

平成２２年度当初予算の知事査定結果《速報(第１回)》について 



部　局　名 ： 総　務　部

未利用県有地有効活用事業 65,995
費

管財課
 FAX 026-235-7474 [78,030]
 E-mail kanzai@pref.nagano.jp

１　広報事業
広報・広聴事業費 176,698 　　　県の施策等を県民に理解していただくため、

　　様々な媒体を活用して効果的に広報活動を行
　　います。
　(1)　新聞
　毎月第4土曜日に「広報ながのけん」を新聞に
掲載して、県の施策やお知らせをお伝えします。

　(2)　テレビ・ラジオ
　広報番組やお知らせを放送します。

　(3)　ケーブルテレビ
　広報番組を放送します。

　(4)　ホームページ
　ホームページで県の施策やお知らせをお伝え
します。

２　広聴事業
　　　県民の県政に対する意見、要望等を把握し、施
　 策等に反映させるため、広聴活動を行います。
　(１)　各種広聴
　車座集会、信州・フレッシュ目安箱、県政世論

広報課 調査などを行います。
 FAX 026-235-7026 [179,172] 　(2)　県民との協働
 E-mail koho@pref.nagano.jp 　県政出前講座などを行います。

　合併市町村の均衡ある発展と新しいまちづくりを支
市町村合併特例交付金 770,000 援するため、交付金を交付します。

交付対象市町村
長野市、松本市、上田市、飯田市、伊那市、
中野市、大町市、塩尻市、佐久市、千曲市、
東御市、安曇野市、佐久穂町、長和町、

市町村課 阿智村、木曽町、筑北村、飯綱町
 FAX 026-232-2557 [720,000]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

　財産の有効活用を図るため、県が所有する土地
や建物で、その用途を廃止し、今後利用する見込
のないものについて、民間への売却等を行いま
す。

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成21年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　市町村が主役の元気な長野県づくりを進めるため、
地域発　元気づくり支援金 1,000,000 市町村や公共的団体が住民とともに、自らの知恵と

工夫により自主的、主体的に取り組むモデル的で発
展性のある事業に対して、支援金を交付します。

市町村課
 FAX 026-232-2557 [1,000,000]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

参議院議員通常選挙費 1,274,487

市町村課
 FAX 026-232-2557 [0]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

知事選挙費 1,069,520

市町村課
 FAX 026-232-2557 [0]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

県議会議員補欠選挙費 94,857

市町村課
 FAX 026-232-2557 [0]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

　平成22年７月25日任期満了に伴う参議院議員通
常選挙において、選挙公報の発行、候補者への選
挙公営費の交付、市町村への執行経費の交付及
び投開票事務等を行います。

　平成22年８月31日任期満了に伴う知事選挙にお
いて、選挙公報の発行、候補者への選挙公営費の
交付、市町村への執行経費の交付及び投開票事
務等を行います。

　平成22年８月31日任期満了に伴う知事選挙と同
時に執行する県議会議員補欠選挙において、選
挙公報の発行、候補者への選挙公営費の交付、
市町村への執行経費の交付及び投開票事務等を
行います。
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部　局　名：　建　設　部

信州型エコ住宅・環の住まい 156,380
整備推進事業費

債務負担行為
（30,000）

住宅課 ［0］
  FAX　026-235-7486
  E-mail jutaku@pref.nagano.jp

景観育成推進事業費 5,284

建築指導課
  FAX　026-235-7479 ［5,261］
  E-mail kenchiku@pref.nagano.jp

建設産業技術力向上支援 1,486
事業費

建設政策課
  FAX　026-235-7482 ［1,402］
  E-mail kensetsu@pref.nagano.jp

県営住宅建設事業費 821,274

債務負担行為
（1,044,494） 　・三尋石団地（飯田市）　40戸

　・南松本団地（松本市）　32戸
　・高瀬団地（池田町）　 　24戸

住宅課
  FAX　026-235-7486 ［1,139,370］
  E-mail jutaku@pref.nagano.jp

総合土砂災害対策推進事業費 285,000

砂防課
  FAX　026-233-4029 ［300,000］
  E-mail sabo@pref.nagano.jp

　狭小・老朽化した県営住宅を建替えることにより、
魅力的な居住環境を提供します。

　土砂災害防止法に基づき、がけ崩れ、土石流、
地すべりの恐れのある土地の区域を明らかにする
ため、地形、土石等の移動の力等の調査を行いま
す。

　長野県にふさわしい住宅の目標像「信州型エコ
住宅」の普及を図るため、認定住宅を新築する者
などに対し、その工事費の一部を助成します。

　　・新築・購入　　　100万円/件、180件
　　・リフォーム 　　　　40万円/件、  15件

　景観の保全や地域特性を活かした魅力ある景観
づくりを推進するため、地域景観の保全などを担う
人材の育成や、景観に対する関心を一層高めるた
めの取組などを支援します。

予　算　額
［平成21年度予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備
を進めるため、優良技術者の表彰や新技術・新工
法の活用促進などにより、建設産業における技術
力の向上を支援します。

  ・優良技術者の表彰
  ・新技術・新工法の活用支援
  ・技術力の向上支援(電子納品･ＣＡＤ)

事　　　　業　　　　名

新
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予　算　額
［平成21年度予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名

住宅・建築物耐震改修促進 91,710
事業費

　・耐震診断 　 2,785棟
　・耐震補強　     260棟

建築指導課
  FAX　026-235-7479 ［85,575］
  E-mail kenchiku@pref.nagano.jp

公共施設耐震対策事業費 1,535,549

債務負担行為
（3,811,857） 　・耐震改修設計　　県庁・高校　31棟

施設課
  FAX　026-235-7477 ［1,599,484］
  E-mail shisetsu@pref.nagano.jp

松本都市圏総合都市交通 9,000
体系調査事業費

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［42,000］
  E-mail toshikei@pref.nagano.jp

地域高規格道路調査事業費 51,000

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［30,000］
  E-mail michiken@pref.nagano.jp

道路交通情勢調査事業費 321,000
（道路交通センサス）

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［0］
  E-mail michiken@pref.nagano.jp

　道路改良、維持修繕その他管理のための資料と
するほか、今後の道路整備計画立案のための基礎
資料を得るため、道路及び道路交通の現況を把握
します。

　・道路状況調査
　・交通量調査
　・旅行速度調査
　・自動車起終点調査

　松本都市圏の抱える都市交通の課題に対応す
る、新たな都市交通計画を策定するための調査を
実施します。

  ・事業期間
       平成20～22年度(３年間)

　地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の整備に
向けた調査･検討を進めます。

　・耐震改修工事　　合同庁舎・高校　31棟
　　　　　　　　　　　　　県庁本館棟

　「県有施設耐震化整備プログラム」に基づき、県
有施設の耐震改修を計画的に実施します。

　長野県耐震改修促進計画に基づき、住宅や避難
施設となる建築物、緊急輸送道路沿道にある特定
建築物などの耐震診断・耐震補強を促進します。
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