
４　主要事業一覧

1

道路照明灯ＬＥＤ化事業費

[110301]

道路管理課 H29要求

[債務負担行為額]

【新】

2

[110501]

河川課 H29要求

【新】

3

[110601]

砂防課 H29要求

4

[110705]

【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 H29要求

5

[110701]

<まち・むらづくり>

都市・まちづくり課 H29要求

地域防災力加速化支援事

業費

世界に誇る信州の農村景観

育成事業費

信州まちなかリノベーション

推進事業費

1,967 H28当初 1,795

遊休不動産を活用した民間主導のまちづくりを波及させるため、実践者によるセ

ミナー（空き家見学会ほか）を開催し、まちづくりの核となるキーパーソンを育成

するとともに、人材のネットワークを構築します。

　・リノベーションセミナーの開催（6地域）

*信州リノベーションセミナー受講者数：60人(H28見込)→180人(H29)

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

た支援などを行うとともに、信州の農村景観の魅力を国内外に向け広く発信しま

す。

（新）・ふるさと信州風景百選（中国語版）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

*「ふるさと信州風景百選」ＨＰアクセス数：1,200件/月(H27)→1,500件/月(H29)

6,437 H28当初 3,264

10,000 H28当初 0

危機管理部・健康福祉部と連携して、地域防災力の向上への取組を強化しま

す。

　・地域の防災マップの作成等のための指導者養成講座を連携して実施

　・建設事務所、砂防事務所に土砂災害・水害防止支援アドバイザーの配置

*指導者養成講座の開催：2回、土砂災害・水害防止支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの配置：16箇所

（別紙２）

（別紙２）（別紙２）

（別紙２）

建設部

事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊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２９年度は東信地域の県管理道路において、10年間のリース契約により、

道路照明灯をＬＥＤ灯に交換します。

*経費削減効果（２年目～10年目）：5,466千円/年

27,381 H28当初 23,400

[441,487] [債務負担行為額] [216､450]

洪水浸水想定区域図作成

業務委託事業費

水防法の改正により、指定河川において作成を義務付けられた想定最大規模

降雨による洪水浸水想定区域図の作成を通じ、県民の命を守り、防災力の充実

を図ります。

　・対象河川数　24河川

*作成対象河川数：9河川（平成29年度）

115,000 H28当初 0



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

6

[110703]

都市・まちづくり課 H29要求

7

[110801]

【環境・エネルギー自立地域創造】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<活力と循環の信州経済の創出>

<まち・むらづくり>

建築住宅課 H29要求

[債務負担行為額]

8

[110802]

建築住宅課 H29要求

9

[110801]

<まち・むらづくり>

建築住宅課 H29要求

全国都市緑化信州フェア推

進事業費

信州型住宅リフォーム促進

事業費

住宅・建築物耐震改修促進

事業費

空き家適正管理促進事業

費

9,674 H28当初 5,367

市町村の空き家対策に対する技術的助言や利活用の取組への支援を行うとと

もに、既存住宅現況検査（インスペクション）費用等への補助を行い、増加する

空き家の適正管理と円滑な流通を促進します。

　

　　　 ・空き家対策セミナーの開催

 　　　・課題解決に取り組む市町村へ専門家を派遣

　 　　・既存住宅現況検査費用・売買瑕疵保険料への補助

（新）・移住･定住に向けた空き家活用モデル事業の実施

*既存住宅現況検査件数：30件（H29)、売買瑕疵保険加入件数：30件（H29)

「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

　　　　　耐震改修：上限100万円［60万円から拡充］

　　　　　補 助 率：1/2

　　　・地区避難施設の耐震改修への補助

（新）・耐震シェルター・耐震ベッド設置への補助

（新）・耐震化の重要性に関する住宅所有者への啓発実施

*住宅の耐震診断：800件（H27)→957件（H29)、耐震改修：178件（H27)→195件（H29)

84,913 H28当初 83,466

49,646 H28当初 53,446

[5,400]

省エネルギーに配慮された快適で健康な住まいづくりを推進し、居住環境の向

上と既存住宅の有効利用を図るため、リフォーム工事費の一部を助成します。

［省エネルギー化を重点化した助成制度に見直し］

　・助成対象工事：省エネルギー化（断熱）、バリアフリー化、県産木材使用

　・助成率：助成対象工事費の1/5

　・助成メニュー（助成額上限）：

　　一般型（40万円）、移住促進型（50万円）、省エネ先導モデル型（100万円）

*一般型：149件（H27)→164件（H29)、移住促進型：13件（H27）→17件（H29)

緑豊かな潤いあるまちづくりを推進するため、平成31年度に開催する第36回全

国都市緑化信州フェアの実行委員会を設立し、会場整備設計及び実施計画を

策定するとともに、広報宣伝活動等を行い、県民参加による開催機運の醸成を

図ります。

*フェア開催に向けた実行委員会の設立（H29.6月）

95,189 H28当初 9,764



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

10

[110801]

【活動人口増加】

<大都市・海外との未来志向の連携>

建築住宅課 H29要求

11

[110901]

【活動人口増加】

<多様な働き方・暮らし方の創造>

<まち・むらづくり>

建築住宅課公営住宅室 H29要求

[債務負担行為額]

12

[111002]

施設課 H29要求

[債務負担行為額]

13

[111101]

リニア整備推進局 H29要求

中央新幹線活用地域振興

事業費

信州木のある暮らし推進事

業費

県営住宅『５R』プロジェクト

推進事業費

第二期公共施設耐震対策

事業費

4,980 H28当初 4,917

[3,665,971]

県と伊那谷自治体会議が連携し、有識者や関係者の意見を広く取り入れなが

ら、リニア関連構想を実現するために、プロジェクトの具体化に向けた検討を進

めます。

地震から県民の生命及び財産を保護するため、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　　68棟

　・設計　　    　 46棟

　・工事、監理　56棟

1,281,263 H28当初 1,576,242

2,714,272 H28当初 1,247,501

[729,941] [債務負担行為額] (562,038)

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、

県営住宅プラン2016に基づく『５R』プロジェクトを推進し、県営住宅の整備充実

を図ります。

  　県営住宅『５R』プロジェクトの推進

　《Renovation》

　老朽化した中高層住宅を活用し、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

　　・リノベーション戸数　４戸

　《Reform》

　入浴設備のない中高層住宅の浴室をリフォーム（ユニットバスや浴槽等を設

置）

　　・入浴設備設置　505戸

　《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）

　　・リニューアル　20戸

　《Reconstruction》

　　将来の市町村移管の協議が整った団地の建替え

　　・建替（建設着手含む）　78戸

　《Restructuring》

　居住環境の整った団地への集約・移転の促進、老朽化した住宅の除却と土地

の有効活用

　　・集約・移転　180戸、除却　188戸

*建替戸数：57戸（H29着手）

*中高層住宅入浴設備設置住戸：75.2％（H27）→83.3％（H29）

*集約・移転戸数：180戸（H29）

“信州の木”のある暮らしの魅力を発信するため、木造建築物の表彰、木造建築

の担い手確保に向けた啓発及び二地域居住者向けコンパクト住宅の普及促進

を実施します。

　　　・優良な木造建築物への「“信州の木”建築賞」表彰

　　　・中学校への大工技能者の派遣実習の実施

　　　・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への補助

（新）・映像コンテンツ等による二地域居住者向けコンパクト住宅の魅力発信

*コンパクト住宅プレゼンテーション来場者数：45人（H27)→50人（H29)

14,431 H28当初 11,376



事　業　名

［事業改善シート番号］

【しあわせ信州創造プランのプロジェクト名】

<信州創生戦略の基本方針名(一部略記)>

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

14

[110102]

建設政策課技術管理室 H29要求

15

補助公共事業費

建設政策課 H29要求

16

県単独公共事業費

建設政策課 H29要求

建設産業活力向上支援事

業費

16,084,407 H28当初 16,064,369

観光地周辺の道路整備や土木施設の長寿命化に対応した修繕など、喫緊の課

題に対応するため、県単独の予算による事業を行います。

48,945,086 H28当初 48,027,555

安全・安心な県土づくりを進めるとともに持続可能な地域づくりを実現するため、

国の予算を活用した補助公共事業を行います。

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。

将来の担い手となる建設系学科高校生への就労促進事業として、地域の魅力

ある建設現場で、高校生が自らの手で設計して構造物を造る“自分たちでつく

ろうプロジェクト”を展開します。

　　  ・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）・建設系学科高校生の就労促進事業「自分たちでつくろうプロジェクト」

*優良技術者表彰申請者数：446名(H27)→470名(H29)

2,238 H28当初 967


