
2　平成26年度　長野県建設部当初予算の概要(建築住宅関係)

1　予算額
(単位･千円､ %)

会計名 �#iD�7�9h�uﾈ螽ｧ｢�25年度当初予算額 俚x初�ﾘﾋ��(A)′(B) 
(A) 嫡"��(Aト(B) 

一般会計 涛Bﾃs�づsC��98,980,404 ��#Bﾃ#c�ﾃcSR�95.7 

(課別内訳)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円､ %)

課名 �#iD�7�9h�uﾈ螽ｧ｢�25年度当初予算額 俚x初�ﾘﾋ��(A)′(B) 
(A) 嫡"��(A)<B) 

道路管理課 �#�ﾃcSRﾃ#�b�19,937,289 都�rﾃ��r�103.6 

道路建設課 ��づ涛rﾃゴ"�24,548,488 ��#RﾃSS�ﾃc3b�77.4 

河川課 ��"ﾃャ津sSR�12,165,947 都#2ﾃ����105.9 

砂防課 免ﾂ�3�r經3��ll,007,098 �3��ﾃC3"�102.8 

都市計画課 途��3づCc��7,651,179 ��S�"縱���93.3 

住宅課 �2�33づ##B�3,793,704 ��#CSRﾃC���88.0 

建築指導課 ��c�經s2�121,907 �3津ccb�132.5 

施設課 �"ﾃ塔津S�2�3,011,539 ��#�纉Sb�99.3 

建設政策課 ��rﾃ#3�ﾃSSr�16,743,253 鼎ビ�3�B�102.9 



(性質別内訳)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円､ 鶴)

区分 �#iD�7�9h�uﾈ螽ｧ｢�25年度当初予算鍍 俚x初�ﾘﾋ��(A)/(B) 
(A) 嫡"��(A)-(B) 

補助公共事業 鼎BﾃScrﾃ����46,719,628 ��#"ﾃ�S"ﾃc#��95.4 

県単独公共事業 ��bﾃ�Sづャr�16,056.123 �"縱cB�100.0 

災害復旧費 �2經srﾃピ��2.539.364 ��ﾃ�3ゅS�B�140.9 

直轄事業負担金 ��"ﾃ�C������ll.790.000 �#S������102.1 

北陸新幹線 建設費負担金 ��繝3������4.743.000 ��#"ﾃ��"�����-38.6 

その他 職員人件費など ��b緜C2纉ィ�17,132,289 ��#Cモ�3�R�97.1 

【参　考】

(補助公共事業課別内訳)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

課名 �#iD�7��9h�uﾈ蠅�25年度 当初予算 俚x初�ﾘﾋ����辻�"��2月補正(経済対策)を含む比戟 
26年度当初 + �#YD�7�9h��ｲ�差引増減 

(A) 嫡"���#YD�7�(ﾈ饋)�2��2��24年度2月補正 (D) 嫡2辻В��

道路管理課 ���紊��ﾃ����9.736,473 都C2經#r�13,292,950 �#�ﾃc澱繝s2�△7,403,923 

道路建設課 ��"ﾃ涛"ﾃ����15.551,998 ��#"ﾃSS偵涛��19,989,470 ��ｳrﾃc�"��S��･2,297,312 

河川課 澱ﾃ��2�����6.276,896 ��##s2繝澱�8,664,604 澱ﾃSc偵�唐�2TO95.406 

砂防課 牝�S#B�����■10,219,444 �3�B經Sb�13,198,800 ��2��SB纉CB�143,856 

都市計画課 釘ﾃScゅ����4.934,817 ��#3cb繝�r�6,474,000 迭紊SR纉�r�1,018,093 

計 鼎BﾃScr�����46,719,628 ��#"ﾃ�S"緜#��61.619,824 田2紊c偵����△1,849,256 



2　予算案のポイント

( 1 )平成26年度建設部施策方針

確かな暮らしが営まれる美しい信州をめざして

しあわせ信州創造プランでめざす姿の実現に向け､着実な施策の実施により､県民の｢確かな暮らし｣を

守り､ ｢豊かで持続可能｣な地域づくりに取り組みます｡

匪コ
○　森林を活かす力強い林業･木材産業の振興を進めます｡
[重点的な取組】信州型住宅リフォーム促進事業など

○　地域に根ざし､県民の暮らしを身近で支える建設産業の振興を進めます｡
【重点的な取組】建設産業活力向上支援事業など

○　地域が主体となった取組などにより､次代につなぐ景観の育成を推進します｡

【重点的な取組】世界に誇る信州の農村景観育成事業など

巨垂垂:==コ
○　低炭素で循環型の地域社会の構築をめざします｡
【重点的な取組】信州型エコ住宅推進事業

○　豊かで多様な自然環境を適切に保全し､将来に引き継ぎます｡
【重点的な取組】河川環境整備事業(諏訪湖)など

[亘亘至二二=コ
○　災害による被害を最小限に抑え､県民の生命と財産を守るため､地域防災力の向上に取り組みます｡
【重点的な取組】浅川総合内水対策事業､災害時要援護者関連施設･避難所をまもる総合的な土砂災害対策事
業､緊急輸送路の防災対策事業､住宅･建築物耐震改修促進事業など

○　交通事故による被害をなくし､県民が安全に暮らせる社会の実現をめざしますD

【重点的な取組】緊急合同点検における通学路安全対策事業

[垂:::::]
○　快適な生活と経済活動を支える高速交通ネットワークの充実を進めます｡
【重点的な取組】高速交通網整備事業(北陸新幹線･高規格幹線道路)など

○　身近な生活道路の整備･維持管理を行うとともに､ゆとりある住環境の整備などにより快適で暮らしやすいまち
づくりを進めます｡

【重点的な取組】道路の長寿命化修繕事業､集約型まちづくり事業､県営住宅管理事業､県有施設営繕事業など

[垂垂直三二]
○　誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせる社会をめざします｡

【重点的な取組】県営住宅居住環境改善事業など

(2)予算編成の基本的な考え方

○整備から年数が経過した社会資本ストックの長寿命化対策により､ライフサイクルコストの縮減と維持管理費の平
準化を図りつつ､国の動向や県の厳しい財政状況を踏まえ､必要性､重要性､効率性､緊急性等の観点から事業を
精査し､長野県経済を支える幹線道路網の整備や地域防災力の向上につながる河川､砂防施設の整備､建築物の
耐震対策など､ ｢確かな暮らし｣を支える社会資本整備を推進します｡

○　長野県が誇る美しい景観を育成し､豊かで多様な自然環境を保全する｢美しい信州｣づくりや､地域を支える建
設産業の振興など､現下の社会的要請に応える事業を厳選し､ ｢豊かで持続可能｣な地域づくりに取り組みます｡



建　設虐匝

事業名 冰ﾈ螽ｧ｢�ｹ[ﾙ�ﾃ#YD�7�9h�uﾈ螽ｧ･ﾒ�事業内容 

【総合5か年計画のプロジェクト名l 忠�x冷�� 

信州型エコ住宅推進事業費 ����ﾃS3��十分な省エネ性能を有する良質な木造住宅の普 
[100802] 俐)k�X�%8ﾗ8荒�及を図るため､県産木の活用や′エネルギー化 

【環境.エネルギー自立地域創造】 住宅課 凾ﾉ配慮した｢信州型エコ住宅｣の新築又は購入に対 

(28,000) [110,日0] �+X,Hﾔ磯iN�,ﾈ自78/���ﾈ+X-ﾈ+v��

･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m3 
FAXO26-235-7486 �*環の住まい認定住宅県産木材使用量:3200m3 

jutaku@pref.nagano.1g.jp �*省エネに配慮された新築住宅の戸数:2,100戸 

信州型住宅リフォーム促進 鼎Rﾃ����ｳCRﾃ���ﾒ�県産木材の活用や既存住宅の省エネルギー化､ 

事業費 剏ｧ内-の移住促進を図るため､県産木材を利用し 
[100803] 住宅課 凾ｽ住宅リフォーム工事費の一部を助成しますo 

..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 

FAXO26-235-7486 jutaku@pref.naganoJg.jp- �*移住者のリフォーム工事助成件数:lo件 

鮎住宅普及促進事業費 ��bﾃ����ｶ��豪雪地域に暮らす住民の雪下ろしによる身体的負 
[100808] 住宅課 FAXO26-235-7486 jutaku@pretnagano.1g.Jp 剳�ﾌ軽減や作業中の転落事故等を未然に防ぐた 

め､市町村が行う住宅の克雪化の支援に対し､県が 

その費用の一部を補助することにより､雪下ろし作 

業を不要とする克雪住宅の整備を図りますo 

･補助対象:特別豪雪地帯市町村 
･補助率:市町村が補助する額の2′3以内(上限40 

万円) 

*克雪住宅整備戸数:40戸 

県営住宅居住環境改善事 鉄SBﾃ#C"�ｳss�ﾃc��ﾒ�県営住宅入居者の居住環境の改善や､高齢化に 

業費 剔ﾎ応するため､既存ストックのリニューアルや設備改 
[100806] 住宅課 剔P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o 

･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 

FAXO26-235-7486 勍下水道接続20戸 

jutaku@pref.nagano.1g.jp 勍耐震対策3棟 



事業名 冰ﾈ螽ｧ｢�ｹ[ﾙ�ﾃ#YD�7�9h�uﾈ螽ｧ･ﾒ�事業内容 

(千円) ��

県営住宅管理事業費 ��ﾃ��BﾃC釘�ｳ�ﾃ��2ﾃ33Uﾒ�県営住宅の修繕や保守点検､入居者の募集や選 
[100807] 住宅課 FAXO26-235-7486 剄l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 
居着の生活の安定を図りますo 

･管理戸数15,425戸 

*現年度分家賃収納率:97.8% 

jutaku@pref.nagano.1g.jp �*家賃滞納繰越分の収入未済額:前年度を下回る 

信州の景観育成支援事業費 涛CB�ｳ�ﾃC3Eﾒ�景観の保全.育成や地域特性を活かした魅力ある 

[100909] 剏i観づくりを推進するため､地域における自律的な 

【農山村産業クラスター形成】 建築指導課 剏i観育成-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o 

･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 

FAXO26-235-7479 kenchiku@pref.nagano.lgJp �*修景補助対象市町村数:1市 

世界に誇る信州の農村景 釘ﾃ#�"�ｳbﾃ��uﾒ�美しく豊かな信州の農村景観を保全.育成し､世 

観育成事業費 刳Eに誇れるものとするため､｢信州らしさ｣と｢ふるさ 
[100910] 【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 FAX026-235-7479 kenchiku@pref.nargano.1g.jP 凾ﾆ｣を実感できる風景づくりを進めます○ 

･ふるさと信州風景官選の活用 

(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-の補助 

*風景の｢語り部｣育成事業参加者数:85人 

住宅.建築物耐震改修促進 塔�ﾃ都��ｳc津�s5ﾒ�｢長野県耐震改修促進計画｣に基づき､住宅や避 

事業費 剴�{設となる建築物及び多数の者が利用する建築 
[100904] 建築指導課 剳ｨなどの耐震診断.耐震改修を促進します○ 

･戸建住宅等の耐震診断-の補助 
･戸建住宅の耐震改修-の補助 

*戸建住宅の耐震診断:1,302戸 

FAXO26-235-7479 kenchiku@pref.nagano.1g.jp �*戸建住宅の耐震改修:285戸 



事業名 [事業改芸シート番号] 冰ﾈ螽ｧ｢�ｹ[ﾙ�ﾃ#YD�7�9h�uﾈ螽ｧ･ﾒ�事業内容 

【総合5か年計画のプロジェクト名l 忠�x冷�� 

鮎模建築物等耐震改修 �3Bﾃ�ィ�ｳ�ﾒ�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 

緊急促進事業費 剏囃z物などの耐震化を進めますo 
[100905] 建築指導課 FAXO26-235-7479 kenchiku@pref.nagano.1g.jp 勍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-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 

公共施設耐震対策事業費 �"ﾃ塔"ﾃcCb�鞋)k�X�%8ﾗ8荒�県有施設の耐震化を進めるため､｢県有施設耐震 

[101002] 施設課 剳{ログフム｣につ､一彦芦画､に 

実施します○ 

(897,067) [3,004,223] 唳���ｸ淙�8ﾔ磯c3h郢�ﾓci8��

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% 

FAXO26-235-7477 shisetsu@pref.nagano.1g.jp �(一部地域経済活性化.雇用創出臨時基金活用事業) 


