
４　主要事業一覧

建　設　部

（千円）

道路照明灯エコ（エコロジー 23,400

＆エコノミー）化事業費

～信州の安全な道路環境と

美しい自然への思いやり～

[110301]

債務負担行為

( 216,450 )

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 0 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

道路の長寿命化修繕事業費 5,364,968

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110303][110304][110305][110306]

債務負担行為

[110312][110313][110315]

( 1,040,000 )

［補助公共］［県単独公共］

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 5,237,400 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

緊急合同点検を踏まえた 2,796,131

通学路安全対策事業費

[110308][110314]

債務負担行為

［補助公共］［県単独公共］

( 30,000 )

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 2,755,451 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

歩こう！走ろう！ 570,500

観光地の歩道グレードアップ

プラン（再掲） 債務負担行為

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

(50,000)

[110308][110314][110705]

［補助公共］［県単独公共］

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 574,000 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

　道路照明灯にかかる電気料と維持管理経費を削

減するとともに、二酸化炭素の排出量削減による環

境への負荷を抑制するため、水銀灯やナトリウム灯

をＬＥＤ灯に交換します。

　平成28年度は松本・安曇野地域の県管理道路に

おいて、10年間のリース契約により、道路照明灯の

LED化を行います。

　「長野県道路の長寿命化修繕計画」に基づき、計

画的な道路の修繕を行うとともに、損傷が拡大する

前に対応を行うことでライフサイクルコスト縮減と維

持管理費の平準化を図ります。

・一般県道北長野（停）中俣線　長野市　眼鏡橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

　通学中の児童・生徒を交通事故から守るため、平

成24年に実施した緊急合同点検結果等に基づき通

学路の安全対策（歩道整備、交差点改良など）を実

施します。

・一般県道上槻木矢ヶ崎線　茅野市　中道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか52箇所

*要対策箇所着手率：88.8％(H27)→98.5％(H28)

　「歩いての観光スポット巡り」、「ウォーキング、ジョ

ギング、サイクリングを活かした取組」を進める観光

地の歩道を整備し、歩行空間の安全確保と観光振

興に向けた基盤整備を進めます。

　・(一）御馬越塩尻（停）線：歩道の新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか９箇所

新



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

電柱のない安全で快適な 255,500

みちづくり事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

[110309][110313]

( 100,000 )

［補助公共］［県単独公共］

【農山村産業クラスター形成】

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 157,300 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

県民との協働による環境 66,450

美化活動支援事業費

[110301][110312][110502][110519]

[110601]

[県単独公共]

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

河川課

  FAX　026-225-7069

  kasen@pref.nagano.lg.jp

砂防課

  FAX 026-233-4029 [ 66,504 ]

  sabo@pref.nagano.lg.jp

重点「道の駅」整備事業費 73,500

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110308]

[補助公共]

道路管理課

  FAX 026-235-7369 [ 0 ]

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

　安全で快適な歩行者通行空間の確保、良好な景

観・住環境の形成並びに地震などの災害時におけ

る電柱の倒壊防止を図るため、無電柱化を促進しま

す。

・国道141号（上田市　鷹匠町）ほか８箇所

　地域の皆様による道路・河川・砂防施設の美化活

動等を支援し、地域と共に良好で快適な環境整備

を進めます。

　

*道路アダプト活動

  団体数：323団体(H27)→330団体(H28)

*河川愛護活動人数：17.3万人以上

*砂防等施設維持管理ボランティア活動

  回数：300回以上

　地域活性化の拠点として国が進める「重点「道の

駅」」整備事業において、県内で指定された２箇所

の「道の駅」で駐車場やトイレ、防災施設の整備を

進めます。

　事業箇所

　・小県郡青木村　 「道の駅　あおき」

　・上伊那郡飯島町「道の駅　田切の里（仮称）」



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

道路見える化事業費 6,273,595

（イライラ・ハラハラ箇所の

解消）（再掲） 債務負担行為

[110308][110402][110705]

(4,280,000)

［補助公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 6,578,580 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

緊急輸送路の防災対策強化 10,118,230

事業費（再掲）

[110304][110305][110315][110402]

債務負担行為

[110705]

( 4,730,000 )

［補助公共］［県単独公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 10,311,510 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

道路管理課

  FAX 026-235-7369

  michikanri@pref.nagano.lg.jp

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

30,000

[110404]

［補助公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 30,000 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

リニアを活かした交流圏拡大 1,780,000

道路整備事業費

(リニア関連道路整備事業費) 債務負担行為

[110402][110405]

(240,000)

［補助公共］［県単独公共］

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 525,000 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

　大規模地震等の災害時に緊急輸送路を確保する

ため、道路の建設と維持管理の両面から、緊急輸

送路の整備を重点的に実施します。

・道路改築　　　　47か所

　（うち街路　　　　 9か所）

・道路法面防災　40か所

・橋梁耐震補強   ４か所

*緊急輸送路の落石危険箇所の整備率

　：81.7％(H27)→85.5％(H28)

※この他、平成27年度２月補正予算（国補正対応分）に

　1,952,015千円を計上しています。

地域高規格道路整備事業

費

　地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の整備

に向けた調査を進めます。

　リニア中央新幹線の整備効果を広く県内に波及さ

せるため、関連道路の整備を行います。

・リニア長野県駅の周辺整備

・高速道路とリニアを一体化する道路の整備

・リニア中央新幹線の建設工事に関連する道路整

備

・リニア３駅活用交流圏の実現に向けた道路整備

　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。

・要対策箇所数  イライラ   21か所

         　           ハラハラ　  7か所

・事業内容　　　　道路改築

　　　　　　　　　　　交通安全対策

　　　　　　　　　　　街路整備



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

高速交通網整備事業費 4,859,981

[110406]

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 4,946,465 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

有料道路の利用者負担軽減 74,484

事業費

[110401]

道路建設課

  FAX　026-235-7391 [ 76,325 ]

  michiken@pref.nagano.lg.jp

広域河川改修事業費 908,000

[110508]

［補助公共］

債務負担行為

(150,000)

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 1,333,000 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

浅川総合内水対策事業費 729,750

[110514]

［補助公共］

債務負担行為

(1,100,000)

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 582,750 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

ダム建設事業費 2,800,000

[110517][110518]

［補助公共］

債務負担行為

(300,000)

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 2,184,000 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

　県内主要河川について、国の事業と連携して改

修を進め、浸水被害の軽減・防止を図ります。

*河川改修実施延長：0.8km

※この他、平成27年度２月補正予算（国補正対応分）に

　42,000千円を計上しています。

　浅川流域における内水対策として、排水機場の増

設を行い、浅川ダムと河川改修による外水対策と合

わせて、浅川流域の浸水被害の軽減を図ります。

*排水ポンプ設備の完成

※この他、平成27年度２月補正予算（国補正対応分）に

　421,050千円を計上しています。

　浅川ダムの建設及び松川ダムの再開発を推進し

ます。

*浅川ダム建設事業

　　ダム完成による洪水氾濫防止戸数：約４万戸

*松川ダム再開発事業

　　掘削による堆積土除去：８万２千㎥

　日常的に有料道路を利用する方の通行料金負担

を軽減するため、費用の一部を県が負担します。

　

　・割引対象期間

　　　朝夕計６時間から９時間に延長

　・対象路線

　　　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

　高速交通網の円滑な整備と環境対策等を促進し

ます。

　・高規格幹線道路の整備促進

　　　中部横断自動車道

　　　中部縦貫自動車道

　　　三遠南信自動車道

　・北陸新幹線開業後の環境対策促進

拡



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

諏訪湖環境整備事業費 294,812

～人と生き物が共存する

諏訪湖の創造～

債務負担行為

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

(220,000)

[110502][110509][110510]

【誇りある暮らし実現】

［補助公共］

河川課

  FAX　026-225-7069 [ 172,600 ]

  kasen@pref.nagano.lg.jp

要配慮者利用施設・避難所 7,661,300

をまもる土砂災害対策事業費

[110603][110604][110607][110610]

債務負担行為

［補助公共］

( 4,590,300 )

砂防課

  FAX 026-233-4029 [ 8,054,000 ]

  sabo@pref.nagano.lg.jp

コンパクトなまちづくり 4,475,563

事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

[110702][110705]

(2,546,116)

［補助公共］

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 4,339,038 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

公園施設長寿命化対策事 441,000

業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110706]

［補助公共］

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 670,950 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

世界に誇る信州の農村景観
3,264

育成事業費

[110713]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 3,533 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

　美しく豊かな信州の農村景観を世界に誇れるもの

とするため、保全・育成に向けた支援などを行いま

す。

　・ふるさと信州風景百選の活用

　・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

　＊ビューポイント整備箇所数：10箇所

　「人と生き物が共存する諏訪湖」を目指し、第６期

諏訪湖水質保全計画に位置づけられた水質改善

の取組を進めるとともに、美しく、人々が憩える水辺

空間の創出を図ります。

・水草除去工などの水質浄化工法の実施

・自然再生工（水辺整備）の実施

・シジミ放流試験のための試験ヤードの整備

*水草除去量：510ｔ/年

*自然再生工（水辺整備）実施延長：0.3㎞

　土砂災害特別警戒区域等に立地する要配慮者利

用施設や避難所をまもる砂防施設の整備を重点的

に進めます。

*要配慮者利用施設（55施設）対策

　着手率：92.7%(H27)→96.3%(H28)

※この他、平成27年度2月補正予算（国補正対応分）に

　40,000千円を計上しています。

　快適で暮らしやすいコンパクトなまちづくりを推進

するため、まちづくりのための調査や、歩行者・自転

車の環境改善、沿道を含めた空間の一体的な整備

を行います。

・総合都市交通体系調査（長野都市圏）

・高田若槻線（長野市）以下18か所

*都市計画道路整備率：48.2％(H27)→48.9％(H28)

　公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に公園

施設の更新等を行うとともに、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ます。

・松本平広域公園（松本市、塩尻市）以下６か所



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

長野県都市計画ビジョン 8,373

策定事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110702]

債務負担行為

(3,895)

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 0 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

信州まちなかリノベーション 1,795

推進事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110702]

都市・まちづくり課

  FAX 026-252-7315 ［0］

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

都市デザインアドバイザー 52

派遣事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110702]

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 0 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

全国都市緑化フェア推進 9,764

事業費

[110704]

都市・まちづくり課

  FAX　026-252-7315 [ 0 ]

  toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

信州健康エコ住宅推進事業 80,680

費

[110804]

債務負担行為

【環境・エネルギー自立地域創造】

( 25,000 )

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 81,000 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

　遊休不動産（空き家、空きビルなど）を活用した民

間主導のまちづくりを推進するため、まちづくりの主

体となる「キーパーソン」を育成します。

・スターティング講演会の開催（１回）

・リノベーションセミナーの開催（2回）

　まちづくり・むらづくりを企画する市町村に、建築、

景観などの分野の専門家をアドバイザーとして派遣

し、良好な都市空間デザインやまちなみ景観づくり

を支援します。

　平成31年度の全国都市緑化フェア開催を目指

し、基本構想を策定します。

　住宅内の温度差を少なくし快適で健康長寿に資

する住宅の普及を推進するため、省エネ基準に適

合し県産木材を活用した環境配慮型住宅の新築費

用の一部を補助します。

　・基本額：30万円/件

　　　（加算要件に応じて上限80万円/件）

　・（信州型エコ住宅・債務分）

　　基本型：50万円/件

　　低炭素認定型（加算適用）：80万円/件

　*助成件数：基本型105戸

　県土全体のまちづくりの方向性を示した「長野県

都市計画ビジョン」を見直し、市町村による立地適

正化計画の策定を促進するなど、持続可能なコン

パクトシティの実現を目指します。

・長野県都市計画ビジョンの策定

・長野県都市計画ビジョン検討委員会の開催

*立地適正化計画を策定する市町村数：0件（H27)→7件（H31)

新

新

新

新

新



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

信州型住宅リフォーム促進 53,446

事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

[110805]

( 3,300 )

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 45,000 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

克雪住宅普及促進事業費 10,000

[110807]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 8,000 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

住宅・建築物耐震改修促進 83,466

事業費

[110808]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 81,523 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

大規模建築物等耐震改修 25,466

緊急促進事業費

[110809]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 117,740 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

　県産木材の活用や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

宅リフォーム費用の一部を補助するとともに、省エネ

リフォームの先導モデルとなる高断熱化改修を重点

的に支援します。

　・補助対象：工事費の20％を助成

　・補助メニュー

　　　一般型：上限30万円

　　　移住促進型：上限50万円

　　　省エネ先導モデル型：上限100万円

　*助成件数：一般型175件、移住促進型15件

  *発電容量でみるエネルギー自給率：93.0％

　豪雪地域において、住宅の雪下ろしが不要な克

雪住宅の普及を図るため、市町村が行う住宅の克

雪化への支援に対し、県がその費用の一部を補助

します。

　・補助対象：特別豪雪地帯指定市町村

　・補助率：市町村補助額の2/3以内

　・補助メニュー

　　　融雪型：上限40万円

　　　自然落雪型：上限30万円

　*克雪住宅整備戸数：30戸

　「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、耐震改修への補助

　・地区避難施設の耐震改修への補助

　*戸建住宅の耐震診断：957戸

　*戸建住宅の耐震改修：245戸

　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の耐震化を進め

ます。

*大規模建築物の耐震改修：１棟

新

新

新



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

空き家適正管理促進事業費 5,367

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110814]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 1,345 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

信州木のある暮らし推進事 11,376

業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110817]

建築住宅課

  FAX　026-235-7479 [ 0 ]

  kenchiku@pref.nagano.lg.jp

県営住宅『５R』プロジェクト 1,247,501

推進事業費

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

[110901] 

( 562,038 )

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 805,527 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

・ リノベーション   モデル住戸の実施設計（2タイプ）

・ リフォーム（入浴設備） 　    228戸

・ リニューアル（1団地）　　　　　21戸

・ 建替え（2団地） 建設着手2棟42戸、実施設計1棟

・ 集約・移転、除却　　移転144戸、除却108戸

県営住宅プラン２０１６に基づく『５R』プロジェクトの

推進

《Renovation》

　既存住宅を活用し、子育て世帯等が「住みたくな

る」県営住宅としてモデル的にリノベーション

《Reform》

　入浴設備のない住宅の浴室をリフォーム（ユニット

バス等を設置）

《Renewal》

　今後も維持が必要な低層住宅を厳選してリニュー

アル（全面的リフォーム）

《Reconstruction》

　将来の市町村移管の協議が整った団地の建替え

《Restructuring》

　県営住宅団地の再編（集約・移転の促進、住宅の

除却と土地の有効活用）

　空き家対策を行う市町村に対して技術的助言等

の支援を行うとともに、中古住宅市場の円滑な流通

を促進するため、既存住宅現況検査（インスペクショ

ン）等の費用などの一部を補助し、空き家の適正管

理と流通を促進します。

　・既存住宅現況検査費用や瑕疵担保保険料

　　への補助

　・市町村へ専門家を派遣

　・空き家対策市町村連絡会の開催

　*既存住宅現況検査実施戸数：50戸

　*瑕疵担保保険加入件数：50件

　木造建築物の表彰、木造建築の担い手確保に向

けた中学校への大工技能者の派遣実習、二地域居

住者向けコンパクト住宅の趣旨に沿った施設整備

に対する補助等を行い、　“信州の木”のある暮らし

の魅力を発信します。

*宿泊体験施設等のコンパクト住宅整備：２件

　住宅に困窮する所得の少ない方の安全・安心・快

適な暮らしを確保するため、県営住宅の整備充実

を図ります。

新

新

新

新

新



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

県営住宅管理事業費 1,989,894

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110902]

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 1,857,368 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

被災者向け公営住宅建設 62,826

促進事業補助金

[110903]

建築住宅課公営住宅室

  FAX　026-235-7486 [ 0 ]

  jutaku@pref.nagano.lg.jp

第二期公共施設耐震対策 1,576,242

事業費

[111002]

施設課 [ 0 ]

  FAX　026-235-7477

  shisetsu@pref.nagano.lg.jp

51,815

[111101]

リニア整備推進局 [ 53,130 ]

  FAX　026-235-7482

  linear-kyoku@pref.nagano.lg.jp

　県営住宅の修繕や保守点検、入居者の募集や選

考及び家賃の収納等、適切な管理を行うとともに、

住宅に困窮する所得の少ない方に低廉な家賃で住

まいを提供します。

・ 管理戸数　15,248戸

* 管理上の瑕疵による事故件数：０件

* 現年度分の家賃収納率：前年度を上回る

* 家賃滞納繰越分の収入未済額：前年度を下回る

　<優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修>

　被災者の生活再建と被災地域の再生が円滑に進

むよう、小規模自治体による被災者向け公営住宅

の建設費に対して助成します。

・ 事業主体：白馬村

・ 補助率：1/6以内

* 公営住宅の完成：12戸

　地震から県民の生命及び財産を保護するため、

新たに防災上重要な拠点等となる県有施設の耐震

性能の強化や、県有施設の吊り天井の落下防止等

の耐震対策を計画的に進めます。

　・耐震診断　　　70棟

　・設　　　計　　　62棟

　・工事、監理　　37棟

リニア中央新幹線用地取得

事業費

　平成27年４月に締結したＪＲ東海との協定に基づ

き、リニア中央新幹線の建設用地の取得を行いま

す。

新



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

967

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

[110201]

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 849 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

安全で安心して暮らせる 36,554,750

長野県づくり（再掲）

債務負担行為

( 11,924,768 )

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 37,146,840 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

笑顔あふれ賑わいのある 40,116,736

まちづくり

光あふれ個性豊かな 債務負担行為

むらづくり ( 24,660,111 )

（再掲）

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

建設政策課

  FAX 026-235-7482 [ 37,198,526 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

地域戦略推進型公共事業 880,812

（再掲）

債務負担行為

( 50,000 )

建設政策課

  FAX　026-235-7482 [ 746,600 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

建設産業活力向上支援事

業費

　意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備

に向けて、優良技術者・若手技術者の表彰や新技

術・新工法の活用支援などの取組を進めます。

　・優良技術者、若手技術者の表彰

　・新技術、新工法の活用支援

　自然災害から県民の生命と財産を守るため、ハー

ドとソフトが一体となった総合的な減災対策を着実

に進め、安全で安心して暮らせる長野県づくりを進

めます。

・災害時においても円滑な交通を確保するため、

　緊急輸送路の防災対策、改良を行うとともに、無

　電柱化により、電柱倒壊による交通障害を未然

  に防ぎます。

・浸水被害の軽減・防止を図るため、ダムの建設、

　河川改修等を行います。

・土砂災害から県民の生命・財産を守るため、砂防

  施設等の整備を行うとともに、土砂災害警戒区域

　等の指定のための基礎調査を進めます。

・大地震に対する建築物の安全性の向上を図るた

　め、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。

・防災上重要な拠点等となる県有施設の耐震性能

　の強化を図ります。

※この他、平成27年度2月補正予算（国補正対応分）に

　1,591,480千円を計上しています。

　地域のビジョン実現や課題解決を目指して、多様

な主体による様々な事業を結合し、明確なコンセプ

トの下、戦略的に社会資本の整備を進める「地域戦

略推進型公共事業」の取組を始めます。

　・諏訪湖を活かしたまちづくり

　・観光地の歩道グレードアッププラン

　人々が集い賑わいのあるまちづくりや、地域の強

みや美しさを活かしたむらづくりに向け、都市機能

の集約や既存ストック（空き家等）の有効活用、生

活・交流を支える交通ネットワークなどの社会基盤

整備を進め、人口減少下における地域社会の維

持・活性化を図ります。

※この他、平成27年度2月補正予算（国補正対応分）に

　2,445,159千円を計上しています。



（千円）

事　業　名

［事業改善シート番号］

【総合５か年計画のプロジェクト名】

予　算　額

［前年度当初予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は成果目標）

補助公共事業費（再掲） 48,027,555

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

( 24,545,348 )

[ 46,272,000 ]

建設政策課

  FAX　026-235-7482

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費（再掲） 16,064,369

「（人口定着・確かな暮らし実現）」

債務負担行為

( 1,990,000 )

建設政策課

  FAX　026-235-7482 [ 16,064,039 ]

  kensetsu@pref.nagano.lg.jp

※この他、平成27年度2月補正予算（国補正対応分）に

　3,489,569千円を計上しています。

区　　分

道 路 管 理 課 10,017,000 千円

道 路 建 設 課 16,951,840 千円

河    川    課 5,554,715 千円

砂    防    課 10,668,000 千円

都市・まちづくり課 4,836,000 千円

合          計 48,027,555 千円

予 算 額

区　　分

道 路 管 理 課 9,030,910 千円

道 路 建 設 課 3,933,052 千円

河    川    課 1,923,646 千円

砂    防    課 466,300 千円

都市・まちづくり課 710,461 千円

合          計 16,064,369 千円

予 算 額


