
４　主要事業一覧

　　　　　　　　　　　　　※ 事業名の末尾に＊を付したものは地域振興局長の要望・提案反映事業

1

道路照明灯LED化事業費

[110301]

道路管理課 H30要求

[債務負担行為額］

【新】

2

総合流域防災事業費(効果

促進事業)

[110501]

河川課 H30要求

3

河川環境整備事業費

[110501]

河川課 H30要求

【新】

4

県単河畔林整備事業費

[110501]

河川課 H30要求

事　業　名

［事業改善シート番号］

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30年度は、交換済み以外の全県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）：30,644千円／年

63,290 H29当初 25,859

[1,420,594] [債務負担行為額］ [397,339］

洪水時に倒木・流出し被害を発生させる恐れのある一級河川沿い(民地)の河畔林を除

間伐するとともに、市町村が管理する準用河川での除間伐を支援することで、洪水被

害の防止・軽減を図ります。

（新）・一級河川区域外の除間伐及び準用河川等における市町村の除間伐支援

*河畔林の除間伐　県管理河川概ね９箇所/年　市町村管理河川概ね15箇所/年　

(森林づくり県民税基金活用事業）

112,500 H29当初 0

191,052 H29当初 191,052

建設部

諏訪湖は、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定を受け、水質改善に取組んでいま

すが、基準は未達成の状況で水質改善を進める必要があり、平成29年度に策定する

「諏訪湖創生ビジョン」に基づく「人と生き物が共存し、誰もが訪れたくなる諏訪湖」を目

指した取組を進めていくため、水草除去等の水質浄化工法を実施し、水質改善を図り

ます。

  ・水草除去などの水質浄化工法の実施

*水草除去510t(H30)、植生水路300m(H30)、沈殿ピット3,000m3(H30)、覆砂 一式(H30)

想定最大規模降雨での「洪水浸水想定区域図」を作成し区域を指定・公表することで、

市町村等関係機関と水害リスクを共有し、市町村による新たな洪水ハザードマップの策

定やタイムラインの策定を支援するとともに、避難行動のきっかけとなる情報をリアルタ

イムで提供できるよう水位計を増設し、水位周知河川数の増加を図ります。

　・洪水浸水想定区域図の作成

　・水位計の増設

*洪水浸水想定区域図の作成　10河川(H30)、水位計の増設　５箇所(H30)

104,000 H29当初 0

（別紙２）



事　業　名

［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

5

要配慮者利用施設・避難所を

守る土砂災害対策事業費

[110601]

砂防課 H30要求

6

土石流発生時の流木対策

推進事業費

[110601]

砂防課 H30要求

7

住民主導で作る地域の防

災マップへの支援事業費

［110601］

砂防課 H30要求

【新】

8

まちなかの緑地整備事業費

[110702]

都市・まちづくり課 H30要求

9

全国都市緑化信州フェア推

進事業費

[110801]

H30要求

都市・まちづくり課全国都市

緑化信州フェア推進室

1,139,800 H29当初 968,400

　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守るた

め、ハード対策とソフト対策の両面から土砂災害対策を推進します。

　１）土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設保全（完了）

　２）土砂災害警戒区域内の木造1階建ての児童・老人福祉関係施設の保全

（着手）

　３）土砂災害対策特別警戒区域内に指定された避難所の保全（着手）

*１）：55施設、２）：143施設、3）：57施設

施設数：１）31（Ｈ29）→45（Ｈ30）　2)46(H29)→50(H30)　3)3（H29）→13(H30)

　土砂災害から人命を守るため、関係部局と連携を図りつつ、危険箇所の把

握と、地域で過去に発生した災害等の伝承も取り込みながら、地域の特性を

踏まえた警戒避難体制の構築（地域の防災マップ）を支援します。

*平成30年度　８村作成

　平成29年7月九州北部豪雨を教訓とした、土石流発生時の流木流出による

被害拡大を防止するため、砂防施設による流木対策を推進します。

*平成30年度　12施設着手

5,678,400 H29当初 5,539,880

全国都市緑化信州フェアを契機に、市街地における木々に親しめる緑地の整

備を集中的に推進するため、市町村及び民間団体が行う緑地の整備に対して

補助します。

　・事業主体　　市町村、ＮＰＯ等民間団体

　・補助率　　 　１/２（市町村）、１/３（ＮＰＯ等）

*市街地の緑地整備箇所数：0箇所(H28)→4箇所(H30)

（森林づくり県民税基金活用事業）

4,000 H29当初 0

23,920 H29当初 16,120

392,892 H29当初 82,567

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会場整備や実施運営に向けた各種準備業務を行

うとともに、広報宣伝活動等の実施により、県民参加による開催機運の醸成を

図ります。

*フェアの来場者数：500,000人（H31.6月）



事　業　名

［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

【新】

10

環境配慮型住宅普及促進

事業費

[110901]

建築住宅課 H30要求

[債務負担行為額]

11

住宅・建築物耐震改修総合

支援事業費

[110902]

建築住宅課 H30要求

12

空き家適正管理促進事業

費

[110901]

建築住宅課 H30要求

[30,500千円]

「長野県耐震改修促進計画（第Ⅱ期）」に基づき、住宅、避難施設となる建築

物及び多数の者が利用する建築物等の耐震化を進めるとともに、耐震化に向

けた積極的な取組を行う市町村について総合的な支援を行い、耐震化を加速

させます。

　　　・戸建住宅等の耐震診断、耐震改修（限度額100万円）への補助

（新）・耐震シェルター・耐震ベッド設置への補助

（新）・耐震化普及・啓発を実施する市町村への補助と県主体の相談会の実施

（新）・改修事業者の技術力向上のための講習会や改修事業者のリスト化

*住宅の耐震診断：896件(H28)→1,008件(H30)、耐震改修：168件(H28)→250件(H30)

住宅ストックが量的な充足を迎えているなか、既存住宅の活用をはじめ、再生

可能エネルギーや再生可能な地域資源である県産木材を活用した、快適で

環境にやさしい環境配慮型住宅の普及により、持続可能で良質な住まいづくり

を促進するとともに、地域工務店や県産木材の活用など地域住宅関連産業の

体制強化を誘導し、環境面でも経済面でも持続可能な脱炭素社会を住まいか

ら構築します。

[新築]・省エネ基準を満たし、県産木材を活用した新築住宅への補助

　　　　・再生可能エネルギー導入、子育て世帯へは補助額を加算

　　　　・助成額　30万円～80万円

[ﾘﾌｫｰﾑ]・省エネルギー化リフォームへの補助

　　　　　・再生可能エネルギー導入へは補助額を加算

　　　　　・助成率：助成対象工事費の1/5

　　　　　・助成額上限：一般型(40万円)、移住促進型・(新)脱炭素型(50万円)

*新　　　築：150件（H28）→155件（H30)

*リフォーム：移住促進型：11件（H28）→16件（H30）、脱炭素型：（184件)（H30）

191,160 H29当初 126,180

市町村が取り組む空き家対策に専門家を派遣するなどの技術的な支援を行う

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） ・空き家DIY改修ワークショップに取り組む市町村へ専門家を派遣

（新） ・空き家所有者に活用・放置防止の啓発冊子を配布

*既存住宅現況検査件数：30件（H30)、売買瑕疵保険加入件数：20件（H30)

8,078 H29当初 2,867

101,615 H29当初 81,733



事　業　名

［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

13

信州木のある暮らし推進事

業費

[110901]

建築住宅課 H30要求

【新】

14

古民家を活用した観光・交

流拠点整備事業費

[110901]

建築住宅課 H30要求

15

県営住宅『５R』プロジェクト

推進事業費

[111001]

建築住宅課公営住宅室 H30要求

[債務負担行為額]

5,728 H29当初 11,362

“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モデルプランの拡充

*コンパクト住宅プレゼンテーション来場者数：62人（H28)→100人（H29)

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、子育て世帯が安心して住める県営住宅

　としてリノベーション

　　　・リノベーション戸数　６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　500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）

　　　・リニューアル実施設計

　《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　190戸、除却　151戸

*建替戸数：21戸（H30着手）

*中高層住宅入浴設備設置住戸：78.0％（H28）→86.2％（H30）

*集約・移転戸数：190戸（H30）

貴重な観光資源・地域資源となりうる一方で、人口減少に伴う空き家の増加や

建物の老朽化等により減少する古民家等の歴史的資源の活用を促進し、伝統

的木造建築物の維持・継承を図るとともに、地域活性化を図ります。

　　　・古民家再生工事への補助

　　　・古民家データベースの整備

*古民家再生工事補助件数：4件（H30)

25,400 H29当初 0

2,500,652 H29当初 1,896,761

[359,862] [債務負担行為額] (693,447)



事　業　名

［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

16

第二期公共施設耐震対策

事業費

[111101]

施設課 H30要求

[債務負担行為額]

17

中央新幹線活用地域振興

事業費

[111201]

リニア整備推進局 H30要求

18

建設産業活力向上支援事

業費

[110102]

建設政策課技術管理室 H30要求

19

補助公共事業費

建設政策課 H30要求

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 48棟　・設計 69棟　・工事、監理 45棟

2,416,848 H29当初 1,273,516

4,693 H29当初 4,419

[382,408]

リニア中央新幹線の整備効果を広く県内に波及させ、地域の振興を図るため、

関係自治体や有識者、経済界等の意見を広く取り入れながら、リニア関連構

想の実現に向けた検討を進めます。

意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境を整備するため、県発注工事で優

れた工事等を実施した技術者及び企業を表彰します。

　・優良技術者表彰（一般部門、若手部門）

*優良技術者表彰申請者数：505名(H28)→500名以上(H30)

928 H29当初 967

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。

50,415,830 H29当初 48,945,086



事　業　名

［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）

(＊は成果目標）

20

県単独公共事業費

建設政策課 H30要求

16,203,114 H29当初 16,149,007

観光地周辺の道路整備や土木施設の修繕など、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。


