
４　主要事業一覧

環　境　部

※【　】は長野県総合５か年計画（仮称）原案のプロジェクト関連事業

（千円）

1 地球温暖化対策事業費 40,500

温暖化対策課

 FAX 026-235-7491 [ 24,952 ]

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

2 504,581

温暖化対策課

 FAX 026-235-7491 [ 28,000 ]

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

２　　　地域エネルギー事業者担い手育成事業

　１村１自然エネルギープロジェクトを推進するため、

市町村や民間団体の人材育成やネットワーク化を推

進します。

３　グリーンニューディール基金事業

　環境先進地域の構築を推進するため、災害に強

い自立分散型のエネルギーシステムを導入する市

町村等を支援します。

*１村１自然エネルギープロジェクト登録件数：20件

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

１　　　地域主導型自然エネルギービジネス創出支

　　　援事業

　持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会の

実現のため、市町村や民間事業者等のモデル的か

つ波及性のある取組みを支援します。

【環境・エネルギー自立地域創造】

再生可能エネルギー推進

事業費

【環境・エネルギー自立地域創造】

１　　　家庭の省エネサポート制度運営事業

　家庭に対する省エネルギーサポート対策のため、

省エネ診断や省エネアドバイスを実施します。

２　　　事業活動省エネサポート推進事業

  一定規模以上の事業所を有する者の、温室効果

ガスの排出量削減を図るため、立入調査等による指

導・助言等を行います。

要　求　額

［平成24年度予算額]

【次世代産業創出】

３　　　住宅・建築物省エネ・自然エネサポート制度

　　運用事業

  省エネルギーに配慮した建築物の普及を図るた

め、建築主が、環境エネルギー性能や自然エネル

ギー導入の可能性を事前に検討する制度を普及し

ます。

 *事業所向け省エネ診断件数：50件

 *家庭向け省エネサポート事業参画団体数：５団体
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（千円）

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

要　求　額

［平成24年度予算額]

3 資源循環システム構築事業費 3,015

廃棄物対策課 *1人1日あたり一般廃棄物排出量：858ｇ(H23)

 FAX 026-235-7259 [ 4,112 ] 　産業廃棄物総排出量 ：3,662千ｔ(H23)

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

4 廃棄物監視指導事業費 39,044

廃棄物監視指導課

 FAX 026-235-7259 [ 48,321 ] ・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置

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

5 水資源保全対策事業費 21,851

・　　　水資源実態調査事業

水大気環境課

 FAX 026-235-7366 [ 91 ]

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

　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。

　また、市町村と連携した監視や防止活動により、不

法投棄の減少を目指します。

・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

２　「食べ残しを減らそう県民運動」推進事業

　食品残さの発生抑制のため、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

焦点を当てた取組による効果の周知を図ります。

3　　　食品リサイクルループ構築事業

　食品関連事業者から排出される食品廃棄物を再

生利用し地域循環圏を構築するため、リサイクル

ループ構築に向けた研究会を開催します。

４　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。

１　「レジ袋削減県民スクラム運動」推進事業

　　　　　　　　　　（マイバッグ持参率向上推進事業）

　無料配布中止の導入直後のトラブルを防止するた

め、県民に対してマイバッグマナーの啓発及び実施

店舗の認知度のアップを図ります。

５　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。

６　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。

　県民共有の貴重な財産である水資源を将来にわ

たって保全していくため、県内の水資源の実態を把

握するとともに、水資源の保全のため特に必要な地

域を指定して、土地の取引等の事前届出制を導入

します。

　*水資源保全地域に指定する水源地数　100地点

・　　　水資源保全地域指定事業

【環境・エネルギー自立地域創造】
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（千円）

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

要　求　額

［平成24年度予算額]

6 51,287

・

・

 　*河川環境基準(BOD)達成状況　98.6%

水大気環境課  　*湖沼環境基準(COD)達成状況　53.3%

 FAX 026-235-7366 [ 39,719 ]  　*地下水環境基準(概況調査)達成状況　95.0%

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

7 合併処理浄化槽整備事業費 166,712

・ 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 [ 167,763 ]

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

8 大気汚染防止対策事業費 40,865

水大気環境課

 FAX 026-235-7366 [ 41,136 ]

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

9 13,942

自然保護課

 FAX 026-235-7498 [ 12,829 ]

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

　*平成25年度浄化槽整備基数　1,384基

　高原リゾートの来訪者に自然に親しむための情報

や機会を提供するとともに自然保護の普及啓発を図

ります。

１　　霧ケ峰自然保護センター施設整備事業

　　 霧ヶ峰自然保護センターの安全性を確認し、耐

　震改修の必要性について検討を行うため、耐震診

　断を実施します。

２　自然保護センター管理運営事業

　　自然保護意識の普及啓発を図るため、現在ある

　自然保護センターの管理運営を行います。

３　自然保護センター緊急修繕事業

　　老朽化や厳しい自然条件のため、必要な箇所

　について、修繕を行います。

　*自然保護センターの来館者数：82千人

諏訪湖環境改善対策事業

諏訪湖自然浄化促進事業

信州高原リゾートのゲート

機能強化事業費

【農山村産業クラスター形成】

　*大気環境基準（長期的評価）の達成状況　100％

　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。

　良好な水環境の保全を図るとともに、健康被害等

を未然に防止するため、県内の河川、湖沼及び地

下水の汚濁状況の常時監視、工場・事業場への監

視・指導を行います。

　また、関係機関・団体と連携して諏訪湖の環境改

善に取り組みます。

　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。

・　排出源監視指導事業

・　主要河川・湖沼、河川上流域、水道水源ダム湖

　及び地下水の水質常時監視事業

【誇りある暮らし実現】

河川・湖沼等水質保全対策

推進事業費

新

新

新



（千円）

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

要　求　額

［平成24年度予算額]

10 生物多様性確保対策事業費 6,111

自然保護課

 FAX 026-235-7498 [ 11,248 ]

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

11 12,000

自然保護課

 FAX 026-235-7498 [ 8,000 ]

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

12 信州環境フェア負担金 2,100

環境政策課

 FAX 026-235-7491 [ 1,800 ]

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

　持続可能な社会の実現に向けて、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。

　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

*信州環境フェアの入場者数：１万人以上

　地域連携数：３地域以上

　市町村が実施する登山道、山岳環境保全施設等

の整備や山小屋関係者が実施する管理者が不明確

な登山道の補修作業に必要な資材費等に対して支

援します。

　・事業主体　　市町村、山小屋関係者

　・補助率　　　 10/10

　*事業実施箇所：10箇所

　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

　　ドリストの改訂を行います。

　２　草原環境維持・再生モデル事業

　　　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に対する効

　　果的な対策手法を確立します。

　３　生物多様性保全活動協働事業

　　　希少野生動植物保護条例の指定種（72種）を

　　保護するため、地域の活動団体やＮＰＯ等と県が

　　協働し保護活動の充実を図ります。

　*生物多様性保全活動協働事業実施種数：7種

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

民間との協働による山岳環

境保全事業費

拡



（千円）

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

要　求　額

［平成24年度予算額]

13 　補助公共事業費 4,243,315 補助公共事業費

生活排水課

 FAX 026-235-7399 [ 4,085,077 ]

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

14 　県単独公共事業費 33,390 県単独公共事業費

生活排水課

 FAX 026-235-7399 [ 33,390 ]

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

計 33,390千円

区　　　分 予算要求額

下 水 道 33,390千円

下 水 道 4,081,700千円

農業集落排水

計 4,243,315千円

区　　　分 予算要求額

161,615千円


