
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

課長：奥田 隆則  担当：小池広益 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2062） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.lg.jp 

２月県議会定例会に提出する平成24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26日（木）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８日（水）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 24 年（2012 年）１月 27 日

平成 24 年度当初予算案の知事査定結果《速報(第１回)》について 



部　局　名 ： 環　境　部

1,384

・ 計画期間：平成25年度～平成29年度　

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［0］
 E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

信州環境フェア負担金 1,800

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［1,800］
 E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

放射能調査事業費 6,959

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［9,351］
 E-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp

大気環境保全推進事業費 31,089

水大気環境課
 FAX 026-235-7366 [ 32,174 ]
 E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

合併処理浄化槽整備事業費 167,763

・ 事業主体 市町村
・ 補助率 事業費の公費負担分の1/3以内

生活排水課
 FAX 026-235-7399 [ 179,645 ]
 E-mail seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

長野県環境基本計画策定
事業費

放射能に対する県民の安全・安心を確保するた
め、空間放射線量や水道水、降下物等の放射性
核種の測定を行います。

持続可能な社会の実現に向けて、県民・事業者・
ＮＰＯ・行政が相互の理解と協力のもと、環境に配
慮したライフスタイルを確立する契機とするため、
経済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催し
ます。

長野県環境基本条例に基づき、環境保全に関す
る各種施策を総合的かつ計画的に推進するため、
第三次長野県環境基本計画を策定します。

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、汚染物質による
健康被害等を未然に防止します。

河川等の水質汚濁を防止することを目的として、
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。

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

11,248

自然保護課
 FAX 026-235-7498 [ 4,298 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

794

・ 保護回復事業計画の策定
・ 希少野生動植物保護監視員の委嘱

自然保護課
 FAX 026-235-7498 [ 4,169 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

10,949

自然保護課
 FAX 026-235-7498 [ 7,032 ]
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

自然公園施設等整備事業費

生物多様性確保対策事業費 本年度策定している「生物多様性ながの県戦略」
に基づき、本県の生物多様性の保全と持続可能な
利用に関する施策を緊急かつ着実に推進します。

　 １　県民参画型レッドリスト改訂事業
　　   ＮＰＯや地域の保護活動団体を始めとする
　　県民の参画を得て、全施策の基盤となる長野
県版レ ッ ドデータ リ ス ト を改訂し ます 。

希少野生動植物保護対策
事業費

　 ２　ライチョウ保護ネットワーク事業
　　　 減少傾向にある本県の県鳥であるライチョウ
　　の保護を図るため、隣県とのネットワークを構
　　築し、連携して対策を推進します。

　 ３　草原環境維持・再生モデル事業
　　　 本県の特徴的な景観である草原の環境維
　　持・再生を図るため、霧ヶ峰高原をモデル地
　  区として外来植物の侵入やニホンジカの食害
　　などへの対策と再生手法を確立します。

上高地や美ヶ原高原などの自然公園内における
自然環境の保全と安全で快適な利用を図るため、
老朽化した歩道やトイレなどの県有施設の改修・補
修等を行います。

　 ４　生物多様性保全活動協働事業
　　   生物多様性の保全に取り組む地域の団体と
    県が協働し、保護活動の充実を図ります。

希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事
業計画の策定を進め、市町村、ＮＰＯ、民間団体
等の幅広い連携により、実効性のある保護対策に
取り組みます。

（一部　地域活性化基金、雇用基金活用事業）

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

資源循環システム構築事業費 4,112

廃棄物対策課
 FAX 026-235-7259 [ 1,538 ]
 E-mail haikibut@pref.nagano.lg.jp

廃棄物監視指導事業費 48,321

廃棄物監視指導課
 FAX 026-235-7259 ［61,951］
 E-mail kanshi@pref.nagano.lg.jp

５　きれいな信州環境美化運動推進事業
　　地域、市民団体、学校、企業、行政等多様な
 主体が実施している環境美化活動を県民運動と
 して広げ、長野県全体をきれいにする運動を展
 開します。

監視指導体制を強化し、廃棄物の適正処理を推進
するとともに、不法投棄の未然防止、早期発見及び
適正な対応を図ります。

　・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
　・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置
　・不適正保管等による放置産業廃棄物の周辺環境
　  影響調査及び保全対策　　　　　　　　　　　　　　他

（一部　雇用基金活用事業）

１　「レジ袋削減県民スクラム運動」推進事業
環境にやさしいライフスタイルへの意識を深める
ため、事業者と消費者団体及び県の３者が協定を
締結し、連携・協力してレジ袋削減に向けたより強
い取組を進めます。

２　「食べ残しを減らそう県民運動」推進事業
食べ残しを減らそう協力店の募集を行い、特に
食べ残しの多い宴会に焦点を当てた取組を進める
とともに、その効果を検証し、食品残さの発生抑制
を図ります。

３　産業廃棄物３Ｒサポート事業
　　産業廃棄物の発生抑制、資源化及び適正処
 理を推進するため、先進的な事例や技術の普及
 を図るとともに、減量化に取り組む事業者を支援
 します。

（一部　雇用基金活用事業）

４　リサイクル製品利用促進事業
　　県内で発生した循環資源を利用し、県内の事
 業所で製造加工されたリサイクル製品の利用を
 促進し、県民・事業者への普及を図ります。
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部　局　名 ： 観　光　部

観光振興基本計画策定 3,302
事業費

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoki@pref.nagano.lg.jp

北陸からの観光誘客促進 2,963
事業費

観光企画課
 FAX 026-235-7257
 E-mail kankoki@pref.nagano.lg.jp

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 8,000 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

信州まつもと空港と連携した 4,056
周遊観光推進事業費

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 4,133 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

観光誘客促進事業費 29,561

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 11,709 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

「食」の魅力発信事業費 2,785

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 676 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

長野県観光の将来を見据えた戦略を構築し、今
後の観光振興施策の指針となる「新たな観光振興
基本計画（仮称）」を策定します。
　　計画期間　平成25年度～平成29年度

  ・ 観光振興審議会の開催
  ・ 地域懇談会の開催

事　　　業　　　内　　　容

長野県の自然環境や歴史、地域文化に根ざした
「おいしい信州ふーど」を宿泊施設や農業、食品製
造業との連携により商品化し、県外への情報発信
を行うことで、食の魅力による誘客促進を図ります。

  ・ 「おいしい信州ふーど」研修・商談会の開催
  ・ 旅行商品造成担当者及び食関連メディアの
 　  招聘

長野県へ多くの観光客に来ていただくとともに、
「もう一泊」「もう一カ所」につながるような新たな旅
の魅力づくりと情報発信を行い、県内への誘客を
促進します。

  ・ 旅行商品・観光素材のＰＲ
  ・ アルクマキャラバン隊の派遣

北陸新幹線長野・金沢間開業に向けて、北陸地
域からの誘客を促進するため、観光ＰＲや旅行商
品商談会を実施します。
また、旅行商品造成に活用するため、北陸新幹
線延伸を見据えた広域周遊ルートを検討します。

  ・ 観光ＰＲイベント、旅行商品造成商談会の
     開催
  ・ 広域周遊ルートワークショップの開催

　信州まつもと空港からの定期便就航先において、
イベント等により長野県観光の魅力を発信し、誘客
の拡大を図ります。

  ・ 観光ＰＲイベントの開催

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

697

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 697 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

スノーリゾート信州構築事業費 20,379

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 31,506 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

産業観光推進事業費 2,000

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 45 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

200

観光振興課　国際観光推進室

 FAX 026-235-7257 [ 0 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

33,344

観光振興課　国際観光推進室

 FAX 026-235-7257 [ 54,261 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

「さわやかに もてなそう」県民
運動実施事業費

長野県フィルムコミッション
ネットワーク構築事業費

外国人旅行者戦略的誘致推進
事業費

成長著しい中国や台湾、シンガポールを最重点
市場と位置づけ、海外での長野県の知名度を高め
るとともに、震災後に大きく落ち込んだ外国人旅行
者の早期回復を図るため、効果的な誘客活動を推
進します。

全国の産業観光を推進している地域や関連企
業等が一堂に会するフォーラムの開催を支援し、
長野県の産業観光資源の全国への情報発信と、
産業観光の更なる活性化を図ります。

  ・「全国産業観光フォーラムinおかや」の開催
    支援

市町村や民間事業者と連携して、ロケ誘致に向
けた情報発信、ロケ支援依頼に対する情報交換や
連携の促進を図るとともに、各地域のフィルムコミッ
ション（ＦＣ）の活動等を支援することで、地域の活
性化・観光振興を図ります。

スノースポーツ人口の創出と県内スキー場の利
用者数拡大に向けた各種プロモーションを実施す
るとともに、新しいスノーリゾートの形を構築します。
また、現在、スキー場が抱えている個別の経営課
題に対して支援を行います。

  ・ スノースポーツ人口の創出と県内スキー場の
　　利用者拡大に向けたプロモーションの実施
  ・ スキー場が抱える個別経営課題に対する経営
　　相談

観光旅行者を温かく受け入れる気運の醸成及び
定着を図るため、観光事業者から地域住民に至る
まで全県民を挙げた運動を推進します。

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

（財）長野県国際交流推進協会 2,896
運営補助事業

国際課
 FAX 026-232-1644 [ 0 ]
 E-mail  kokusai@pref.nagano.lg.jp

多文化共生推進事業 13,546

国際課
 FAX 026-232-1644 [ 18,678 ]
 E-mail  kokusai@pref.nagano.lg.jp

外国籍県民を取り巻く生活上の様々な課題に
対応し、国、市町村、関係団体等との連携強化を
図りながら、母国語による相談や情報提供をはじめ
とした多文化共生施策を実施します。

（財）長野県国際交流推進協会の運営体制を強
化し、社会経済情勢の変化に伴い、ニーズが高
まっている外国籍県民に対する施策を充実させる
ため、同協会を支援します。

新
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部　局　名 ： 建　設　部

958

建設政策課
  FAX　026-235-7482 ［1,416］
  E-mail kensetsu@pref.nagano.lg.jp

新
29,000

道路管理課
  FAX　026-235-7369 [0]
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

130,000

道路管理課
  FAX　026-235-7369 [130,000]
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

橋梁長寿命化修繕事業費 1,507,583

道路管理課
  FAX　026-235-7369 ［1,301,000］
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

「道の駅」の防災機能強化事業
費

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

　災害等発生時において、緊急輸送路等に隣接
する「道の駅」が果たす輸送物資の中継機能と共
に、情報アクセスポイントとしての防災機能を強化
します。

事　　　業　　　内　　　容

　「長野県橋梁長寿命化修繕計画」（H20年6月策
定）に基づき、老朽化が急速に進む橋梁につい
て、損傷が大きくなる前に計画的な修繕工事を実
施します。

建設産業技術力向上支援事業
費

　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・若手技術者の表彰
  ・新技術・新工法の活用支援
  ・技術力の向上支援(情報共有化等)

　トンネルやコンクリート吹付け法面、舗装、消雪施
設など道路の主要な構造物について、それぞれの
性質に応じた適切な維持・管理を行うために必要
な計画を策定し、道路の維持管理費の平準化とラ
イフサイクルコストの縮減を図ります。

道路の長寿命化修繕計画策定
事業費

7 



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

9,272,605

債務負担行為
道路建設課 (3,870,000)
  FAX　026-235-7391
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

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

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［8,164,200］
  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

高速交通網整備事業費 10,283,922

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［10,083,900］
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

地域高規格道路整備事業費 51,000

債務負担行為
(50,000)

道路建設課
  FAX　026-235-7391 ［51,000］
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

道路見える化事業費 5,946,940

債務負担行為
道路建設課 (2,412,000)
  FAX　026-235-7391
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp 　・要対策箇所数イライラ32か所
道路管理課 ハラハラ20か所
  FAX　026-235-7369 　・事業内容 道路改築
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp 交通安全対策
都市計画課 街路整備 
  FAX　026-252-7315 ［4,556,400］
  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

１　北陸新幹線の整備促進
　　鉄道・運輸機構、関係市町村と連携し、長野・
   金沢間開業に向け円滑な整備を促進します。

２　高規格幹線道路の整備促進
　　国・関係市町村と連携し、県内の高規格幹線
　道路網の早期完成を促進します。
　　・中部横断自動車道
　　・三遠南信自動車道
　　・松本波田道路

緊急輸送路の防災対策強化事
業費

　大規模地震等の災害時に緊急輸送路を確保す
るため、道路の維持管理と建設の両面から、緊急
輸送路の整備を重点的に実施します。

  ・道路改築
　・街路
  ・道路法面防災
　・橋梁耐震補強

　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。

渋滞損失時間や、死傷事故率等の客観的データ
に基づき、利用者の意見も反映させて抽出した要
対策箇所の「イライラ（移動性阻害）箇所」及び「ハ
ラハラ（安全性要対策）箇所」の解消を図ります。
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

ダム建設事業費 2,300,000

債務負担行為
(459,000)

河川課
  FAX　026-225-7069 ［2,600,000］
  E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

内水対策事業費 68,063

河川課
  FAX　026-225-7069 ［30,000］
  E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

広域河川改修事業費 2,560,000

債務負担行為
(137,000)

河川課
  FAX　026-225-7069 ［2,508,653］
  E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

2,401,000

砂防課
  FAX　026-233-4029 ［2,466,000］
  E-mail sabo@pref.nagano.lg.jp

放射・環状道路整備事業費 3,429,750

債務負担行為
(322,000)

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［3,164,290］
  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

　浅川の下流部において、過去最大の内水被
害となった昭和58年9月台風10号と同規模の出
水に対して、宅地部での床上浸水被害を防止
します。

 ・排水機場詳細設計等

　県内主要河川について、国の直轄事業等と
調整を行う中で、治水安全度の向上を図り、
浸水被害の軽減・防止を図ります。

　浅川における治水専用ダムの建設及び松川
ダムの再開発を推進します。

災害時要援護者をまもる総合
的な土砂災害対策事業費

　災害時要援護者をまもるため、ハード対策とソフト
対策が一体となった土砂災害対策を推進します。
　土砂災害防止法に基づき、土砂災害特別警戒区
域等の指定のため、地形、土石等の移動の力等の
調査（基礎調査）を実施します。

　放射道路や環状道路の整備により、市街地と高
速道路や郊外へのアクセス機能の向上、及び市街
地の通過交通に対するバイパス機能を高め、渋滞
緩和、交通円滑化を図ります。
 
　・実施箇所
       高田若槻線（長野市）ほか３か所
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成23年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

危険な踏切解消事業費 370,880

債務負担行為
(376,000)

都市計画課
  FAX　026-252-7315 ［466,850］
  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

42,000

都市計画課
  FAX　026-252-7315
  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp ［14,000］

景観育成推進事業費 1,462

建築指導課
  FAX　026-235-7479 ［4,762］
  E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

公園施設長寿命化計画策定事
業費

　公園施設の老朽化が進む一方で、公園利用者
の安全・安心を図りながら将来の改築に係るコスト
を低く抑えるために、「公園施設長寿命化計画」を
策定します。

　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。

　・地域景観リーダー研修会等

　遮断時間の長い踏切や歩道が狭くて危険な踏切
について、道路と鉄道の立体交差化や歩車道拡
幅等により、交通渋滞や踏切事故の解消、及び歩
行者の安全性の向上を図ります。

　・実施箇所
       出川双葉線（松本市）ほか２か所
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