
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２月県議会定例会に提出する平成 26 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 30 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。 

   なお、当初予算案全体の概要は、２月７日（金）の部局長会議で決定した上で 

発表する予定です。 
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総務部財政課財政企画係 

(課長) 平木 万也 (担当) 小池 広益 

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 



危機管理部

（千円）

地震対策強化（被害想定 44,314

策定）事業費

危機管理防災課

  FAX　026-233-4332 [ 30,677 ] *県・市町村の地域防災計画への反映(H29)

  bosai@pref.nagano.lg.jp

原子力災害対策推進事業費 194

危機管理防災課

  FAX　026-233-4332 [ 277 ] ・作業部会の開催

  bosai@pref.nagano.lg.jp

防災情報基盤整備事業費 396,093

消防課 ・防災行政無線設備（県庁局）更新

  FAX　026-233-4332 [ 515,778 ] ・災害対策本部室設備更新

  shobo@pref.nagano.lg.jp

消防団充実強化支援事業費 5,746

消防課

  FAX　026-233-4332 [ 5,746 ] ＊消防団協力事業所表示制度の認定事業所数

  shobo@pref.nagano.lg.jp 　 ：1,260事業所

消防防災ヘリ5,000時間点検 592,650

整備事業費

・5,000時間点検整備実施

消防課 [ 37,164 ] ・代替ヘリコプター借上料

  FAX　026-233-4332

  shobo@pref.nagano.lg.jp

　消防防災ヘリコプター「アルプス」の安全運航体制

を確保するため、機体の大規模点検と消防救急無

線のデジタル化を実施します。

・消防救急無線のデジタル化

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

・消防ポンプ操法等県大会の開催、地区大会への

　支援

・消防団協力事業所への知事表彰

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）

　地域防災の要である消防団の充実・強化を支援

するとともに、消防団の魅力を発信します。

　南海トラフ巨大地震等に対応するため、最新の

データを活用して、新たな地震被害想定を策定し、

県地域防災計画へ反映します。

　防災情報基盤の整備を推進するため、県庁局の

衛星系防災行政無線設備と災害対策本部室の設

備を更新します。

　長野県における原子力災害対策を具体的に進め

るため、専門家を含めた実務者レベルの検討を行

い、県地域防災計画へ反映します。

新
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観　光　部

（千円）

観光地域づくり促進事業費 11,492

【農山村産業クラスター形成】 ・ 中核人材の育成塾（第2期）の開催

・ 滞在交流型プログラム群の創出支援

観光振興課

 FAX 026-235-7257 [ 7,992 ] * 滞在交流型プログラム群創出地域数：２地域

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp * 中核人材育成数：20名で年10回実施

観光おもてなし推進事業費 18,936

・ おもてなし宣言募集、おもてなし大賞の表彰

・ 「信州おもてなし未来塾」の開講

・ 「信州おもてなしフォーラム」の開催

*

*

観光振興課

 FAX 026-235-7257 [ 29,704 ]

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

信州登山案内人の利用促進事業費 1,352

【農山村産業クラスター形成】

観光企画課

 FAX 026-235-7257 [ 938 ] *

 kankoki@pref.nagano.lg.jp

232,279

【農山村産業クラスター形成】

* 実施箇所数：40箇所程度

* トイレ清掃研修会の開催：10箇所程度

観光振興課

 FAX 026-235-7257 [ 0 ]

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp

　全ての旅行者が快適に利用できるような観光地の公衆

トイレを目指し、地域住民とともにきれいなトイレの維持に

取り組むとともに、施設整備を支援します。

　・ 事業主体　　　市町村

　・ 補助率　　　　　１/２以内

トイレから始まる美しい観光地域づ

くり推進事業費

（地域経済活性化・雇用創出臨時基金、ふるさと信州寄

付金基金活用事業）

　安全で楽しい登山を提供するため、長野県独自の制度

である信州登山案内人の資質向上を図るとともに、「信州

山の日」と連携したモニターツアーの実施などにより、そ

の利用を促進します。

　

　 ・ 信州登山案内人能力向上研修(実技・座学)の開催

　 ・ モニターツアー「信州登山案内人と行く親子登山」の

　　開催（「信州　山の日」関連事業）

モニターツアー「信州登山案内人と行く親子登山」参加者

数：330人

【農山村産業クラスター形成、信州ブ

ランド確立】

「信州おもてなし未来塾」受講者：40名で年６回実施

「ずく出し!知恵出し!おもてなし宣言」の登録件数：2,000件

　

　県民参加によるおもてなし向上を図るため、「信州おも

てなし未来塾」の開講など、「ずく出し!知恵出し!おもてな

し」プロジェクトを推進します。

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　魅力的な観光エリアの形成を図るため、観光地域づくり

を牽引していく中核人材を育成するとともに、滞在交流型

プログラム群の創出を支援します。

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】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

25,000

・

の発信

・

観光振興課

 FAX 026-235-7257 [ 25,000 ] *

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp *

18,479

【農山村産業クラスター形成】 ・ 雑誌・テレビ等各種媒体によるPR

・ ファミリー層をターゲットにしたプロモーションの実施

観光振興課 ・ 商業施設における誘客イベントの開催

 FAX 026-235-7257 [ 19,928 ]

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp *

33,520

【信州ブランド確立】

観光振興課 *

 FAX 026-235-7257 [ 13,212 ]

 kankoshin@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

5,037

移住・交流課

 FAX 026-235-7257 [ 5,498 ] * 合宿宿泊人数（延べ数）：100万人

 iju@pref.nagano.lg.jp

スキー場利用者数：720万人以上

　県内への交流人口を拡大し、地域経済の活性化を図る

ため、長野県の豊かな自然環境を活かしたスポーツ合

宿、ＭＩＣＥの誘致を促進します。

　

　

　

 　 ・ スポーツ合宿・ＭＩＣＥ誘致担当推進員の配置

　　・ ＭＩＣＥキーマンの招へい

　　・ ＭＩＣＥ誘致ガイドブックの作成

　観光旅行者が繰り返し訪れ長期滞在を楽しむ「宿泊滞

在型」「県内周遊型」観光を推進するため、市町村、観光

関係団体との連携により、全県的な観光PRキャンペーン

を実施します。

しあわせ信州観光キャンペーン事

業費

まち歩きや信州の食などを活用した特別企画の実施

「山岳高原」など信州の強みを活かした観光情報

スポーツ合宿・ＭＩＣＥ誘致促進事

業費

【次世代産業創出、農山村産業クラス

ター形成】

　アルクマの活用による長野県の情報発信力の強化と経

済の活性化を図るため、アルクマの著作権を県有化し、

活用範囲を拡大するとともに、県内外でのプロモーション

を強化します。

観光キャラクター活用誘客推進事

業費

アルクマによる経済効果：15億円／年

観光地利用者数（H26年）：8,713万人

観光消費額（H26年）：3,179億円

　スキー場利用者数の拡大を図るため、市町村、民間団

体との連携により、魅力に満ちた新たなスノーリゾートの

形を発信します。

「スノーリゾート信州」プロモーショ

ン事業費

※ ＭＩＣＥ：会議（Meeting）、報奨旅行（Incentive Travel）、国際会

議（Convention）、展示会・見本市（Exhibition/Event）

新

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】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

70,045

・

・ 海外メディアや旅行会社等の招へい

・

・ タイに現地コーディネーターを配置

・ イスラム教徒向けの誘客パンフレットの作成・ＰＲ

観光振興課　国際観光推進室 *

 FAX 026-235-7257 [ 50,204 ]

 go-nagano@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

移住・交流推進事業費 10,187

【誇りある暮らし実現、活動人口増加】

移住・交流課 * 移住者、Ｉターン就職者数：700人

 FAX 026-235-7257 [ 12,213 ] * 相談件数：2,800件

 iju@pref.nagano.lg.jp * ホームページのアクセス件数：120,000件

1,209

【農山村産業クラスター形成】

移住・交流課 [ 1,189 ] * 農村体験に係る旅行商品数：15商品

 FAX 026-235-7257

 iju@pref.nagano.lg.jp （ふるさと信州寄付金基金活用事業）

31,842

【信州ブランド確立】

観光企画課　信州ブランド推進室 * 信州ブランド戦略の県民認知度：60%

 FAX 026-235-7257 [ 48,845 ]

 brand@pref.nagano.lg.jp （一部 緊急雇用創出基金活用事業）

外国人宿泊者数（H26年）：37.1万人

　移住者や交流人口を増やし地域の活力を創出するた

め、関係部局や田舎暮らし「楽園信州」推進協議会加入

団体との連携により、大都市圏での魅力発信、県内の移

住者受入体制の充実に向けた取組を実施します。

　　・ 三大都市圏における移住・交流推進拠点の運営

　　・ 移住希望者と地域が求める人材のマッチング事業

　　・ 県内の道の駅を活用した「信州まるごと移住相談

　　　Ｄａｙ（仮称）」の開催

　　・ 信州首都圏総合活動拠点を活用した、部局間連

　　　携による移住セミナー等の開催

　　・ 移住をサポートする人材のデータベース化による

　　　活用

　「国際青少年交流農村宣言」の普及を図り、市町村や

地域と一体となって農村交流と農村ツーリズムを推進する

ため、セミナーの開催などを実施します。

　・ 農村ツーリズムセミナーの開催

　・ 農村交流ＰＲパンフレットの作成

 中長期的に増加が見込まれる訪日外国人旅行者を県内

へ誘致するため、東アジアや東南アジア等の市場を主な

ターゲットに、各市場の特性に応じた効果的なプロモー

ションを展開します。

外国人旅行者戦略的誘致推進事

業費

【次世代産業創出、農山村産業クラス

ター形成】 現地観光説明・商談会の開催及びトップセールスに

よる海外プロモーションの実施

中華圏から個人旅行者を誘致するため周遊バスを運

行

　「健康長寿」「勤勉で教育熱心な県民性」「自然の美し

さ、環境との共生」といった信州の貴重な価値を「美しさと

健康」の視点でクローズアップして信州ブランドのＰＲを行

います。

　・ 写真や映像の投稿などによる県民参加型の信州の

　　魅力発信

　・「しあわせ信州」を発信するイベントの開催

「国際青少年交流農村宣言」推進

事業費

「しあわせ信州」普及浸透事業費

新

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】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]
事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

9,666

国際課

 FAX 026-232-1644 [ 0 ]

 kokusai@pref.nagano.lg.jp * 県人会との交流及び姉妹提携の促進

多文化共生推進事業費

15,303

*

国際課

 FAX 026-232-1644 [ 13,599 ] * 多文化共生くらしのサポーター相談件数：すべての相談

 kokusai@pref.nagano.lg.jp に対応（概ね4,000件）

　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行うほか、外国籍県民の日

本語学習支援や外国籍県民が主体となった活動を促進

するなど、多文化共生施策を実施します。

　・日本語学習支援事業の実施

外国籍県民が主体となった助け合い活動等を行う団体

数：新たに2団体

　在ブラジル長野県人会からの招待を受け、サンパウロ市

において開催される創立55周年記念式典に出席し、祝意

を表するとともに、同県人会との交流を行います。

　あわせて、平成27年度に本県との姉妹提携50周年を迎

える米国ミズーリ州を訪問し、長野県への訪問を要請しま

す。

在ブラジル県人会創立55周年記

念式典派遣事業費

新

新
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建　設　部

（千円）

県民との協働による環境美 66,163

化活動支援事業費

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 65,747 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

河川課

  FAX　026-225-7069

  kasen@pref.nagano.lg.jp

砂防課

  FAX 026-233-4029

  sabo@pref.nagano.lg.jp

有料道路の利用者負担軽減 101,100

事業

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 0 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

信州型エコ住宅推進事業費 100,530

【環境・エネルギー自立地域創造】 債務負担行為

(28,000)

住宅課

  FAX　026-235-7486 [ 110,530 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

信州型住宅リフォーム促進 45,000

事業費

住宅課

  FAX　026-235-7486 [ 45,000 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

　十分な省エネ性能を有する良質な木造住宅の普

及を図るため、県産木材の活用や省エネルギー化

に配慮した「信州型エコ住宅」の新築又は購入に対

して工事費の一部を助成します。

・新築・購入（基本助成額）　50万円/件、145件

・低炭素認定住宅（加算適用住宅）

                                   　80万円/件、35件

*県産木材建築用材製品出荷量：85千㎥

*環の住まい認定住宅県産木材使用量：3,200㎥

*省エネに配慮された新築住宅の戸数：2,100戸

　県産木材の活用や既存住宅の省エネルギー化、

県内への移住促進を図るため、県産木材を利用し

た住宅リフォーム工事費の一部を助成します。

　

・工事費の20％（最大30万円、ただし移住者の

　リフォーム工事については最大50万円）

*県産木材を活用した住宅リフォーム：170件

*移住者のリフォーム工事助成件数：10件

　日常的に有料道路を利用する方の通行料金負担

を軽減します。

・実施箇所

　三才山トンネル　平井寺トンネル　新和田トンネル

　白馬長野有料道路

・内      容

　　日常的に有料道路を利用する方の負担軽減を

　実施する市町村に対し、軽減にかかる費用の一

　部を県が助成する。

事　業　名

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　道路・河川・砂防施設の良好な保全をめざし、住

民団体等による美化活動を支援します。

　

*道路アダプト活動団体数：323団体

*河川愛護活動人員：18.5万人以上

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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県営住宅居住環境改善事 554,242

業費

住宅課

  FAX　026-235-7486 [ 771,680 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

県営住宅管理事業費 1,904,494

住宅課

  FAX　026-235-7486 [ 1,913,335 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

信州の景観育成支援事業費 944

【農山村産業クラスター形成】

[ 1,434 ]

建築指導課

  FAX　026-235-7479

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

世界に誇る信州の農村景 4,292

観育成事業費

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

建築指導課

  FAX　026-235-7479 [ 6,807 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

住宅・建築物耐震改修促進 80,978

事業費

建築指導課

  FAX　026-235-7479 [ 69,173 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

　「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及び多数の者が利用する建築

物などの耐震診断・耐震改修を促進します。

・戸建住宅等の耐震診断への補助

・戸建住宅の耐震改修への補助

*戸建住宅の耐震診断：1,302戸

*戸建住宅の耐震改修：  285戸

　美しく豊かな信州の農村景観を保全・育成し、世

界に誇れるものとするため、「信州らしさ」と「ふるさ

と」を実感できる風景づくりを進めます。

・ふるさと信州風景百選の活用

　（参加型ホームページの作成、風景の「語り部」育成）

・視点場(ビューポイント)づくりへの補助

*風景の「語り部」育成事業参加者数：85人

　県営住宅入居者の居住環境の改善や、高齢化に

対応するため、既存ストックのリニューアルや設備改

善を行うとともに、ファシリティマネジメントの観点か

ら、老朽化した建物を順次除却し土地の有効活用

を図ります。

・ユニットバス設置　150戸

・リニューアル　30戸

・老朽空家除却　24戸

・下水道接続　20戸

・耐震対策　3棟

　県営住宅の修繕や保守点検、入居者の募集や選

考及び家賃の収納状況等の適切な管理を行い、住

宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で賃貸し、入

居者の生活の安定を図ります。

・管理戸数　15,425戸

*現年度分家賃収納率：97.8%

*家賃滞納繰越分の収入未済額：前年度を下回る

　景観の保全・育成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、地域における自律的な

景観育成への取組や、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。

・地域景観協議会の運営

・景観育成住民協定の認定

・修景補助

*修景補助対象市町村数：１市
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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

［平成25年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

大規模建築物等耐震改修 34,084

緊急促進事業費

建築指導課

  FAX　026-235-7479 [ 0 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 2,982,646

債務負担行為

( 897,067 )

施設課

  FAX　026-235-7477 [ 3,004,223 ]

  shisetsu@pref.nagano.lg.jp (一部地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業）

建設産業活力向上支援事 803

業費

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 854 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

　大地震の発生に備えて、建築物の安全性の向上

を図るため、県内の大規模建築物や避難路沿道の

建築物などの耐震化を進めます。

・耐震改修促進法の改正により大規模建築物に

　義務付けされた耐震診断への補助

・避難路沿道建築物の現況に係る先行調査

*大規模建築物の耐震診断：17棟

　県有施設の耐震化を進めるため、「県有施設耐震

化整備プログラム」に基づき、耐震改修を計画的に

実施します。

・耐震改修工事　　　　36施設66棟

　　継続：上田合同庁舎、伊那合同庁舎等

　　新規：木曽合同庁舎等

*県有施設の耐震化率：94.7%

　 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・若手技術者の表彰や

新技術・新工法の活用促進などにより、建設産業に

おける活力向上を支援します。

・優良技術者・若手技術者の表彰

・新技術・新工法の活用支援

新
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