
４　主要事業一覧

【新】

1

外国人にもわかりやすい案

内標識の整備事業費

[110302]

道路管理課

H31要求

【新】

2

サイクリングパラダイスＮＡＧ

ＡＮＯ構築事業費

[110302]

道路管理課 H31要求

3

大洪水対策推進事業費

[110501]

河川課 H31要求

[債務負担行為額]

【地】

4

河川環境整備事業費

[110501]

河川課 H31要求

[債務負担行為額]

（別紙２）

　　　※ 【新】：新規事業

 　　 　　【創】：しあわせ信州創造経費での要求事業

 　　 　　【地】：地域振興局長からの提案、意見等反映事業

建設部

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）

世界から選ばれ続ける観光地となるよう、初めて訪れる外国人も安心・安全・快

適に旅を楽しめるためのインバウンド受入環境として、訪日外国人にもわかりや

すい案内標識を整備します。

世界水準の山岳高原リゾートを実現する重要なコンテンツとして、自転車の活

用による地域づくりを進めるため、自転車通行空間を整備します。

13,000 H30当初 0

*延べ宿泊者数 1,780万人（2016年）→2,175万人（2022年）、

外国人延べ宿泊者数113.5万人（2016年）→300万人

*延べ宿泊者数 1,780万人（2016年）→2,175万人（2022年）、

外国人延べ宿泊者数113.5万人（2016年）→300万人

激甚化する豪雨災害等から県民のいのちを守るため、ハード・ソフト両面から防

災・減災対策を加速化します。

*河川整備計画作成 ５圏域(2019年度)、ダム再生計画作成 ２ダム(2019年度)、

想定最大規模降雨による浸水想定区域図の作成 ２河川(2019年度)、

危機管理型水位計の設置 50基(2019年度)

391,142 H30当初 476,059

322,150 H30当初 0

[120,000]

平成30年３月に策定された「諏訪湖創生ビジョン」に掲げられた「人と生き物が

共存し、誰もが訪れたくなる諏訪湖」を目指す取組を進めるため、水草除去等

による水質改善や湖面の利活用を図ります。

・水草除去などの水質浄化工法の実施

・防災船着き場の整備

*水草除去510t(2019年度)、環境調査一式(2019年度)、覆砂一式(2019年度)、

　防災船着き場整備１か所(2019年度)

264,736 H30当初 191,052

[210,000]



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】【創】

5

砂防ボランティアによる地域

での防災教育事業費

［110601］

砂防課 H31要求

6

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 H31要求

［債務負担行為額］

7

土石流発生時の流木対策

推進事業費

[110601]

砂防課 H31要求

［債務負担行為額］

【創】

8

信州地域デザインセンター

運営事業費

[110701]

都市・まちづくり課 H31要求

9

[110801]

都市・まちづくり課

全国都市緑化信州フェア推進室

H31要求

*市町村と協働のまちづくり実施件数　６件（2019年度）

地域防災力向上のため、砂防ボランティア協会との連携により”赤牛”先生（※）

を公民館等に派遣して、土砂災害・水害を「我が事として捉える防災意識」を醸

成するとともに、地区防災マップの作成等住民の自主的な防災活動を促進しま

す。

　（※）赤牛先生･･･各地に語り継がれる「赤牛伝説」は水に関係する話が多く、その地域特有の災

害への忠告であるともいわれていることから、防災教育の講師を”赤牛先生”と呼ぶことにしていま

す。

*公民館（本館）313箇所に5年間で防災教育を実施

*災害時住民支え合いマップとシンクロした地区防災マップの作成　77市町村 (2025

年度)

5,691 H30当初 0

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。

*2019年度　11施設着手

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の保全（全55施設）

　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

　　　（全143施設）

　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（全57施設）

1,122,800 H30当初 913,640

全国都市緑化信州フェア

推進事業費

緑豊かな潤いあるまちづくりを推進するため、松本市、大町市、塩尻市及び安

曇野市並びに長野県の主催による第36回全国都市緑化信州フェアを2019年4

月25日（木）から6月16日（日）まで開催します。

*フェアの来場者数：500,000人

451,077 H30当初 368,116

*要配慮者利用施設の保全完了数　45（2018年度）→48（2019年度）

*木造１階建て児童・老人福祉関係施設対策着手数　50(2018年度)→54(2019年度)

*避難所対策施設着手数　13（2018年度）→26（2019年度）

47,789 H30当初 736

信州地域デザインセンター（UDC信州）を設置し、市町村と協働でまちづくりを

行い、県内の魅力的な公共空間を創出し、まちづくり人材を育成します。

　１　専門家派遣によるまちづくり支援

　２　センター設置運営

5,569,200 H30当初 5,678,400

[4,555,000]

[740,000]



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）

10

環境配慮型住宅普及促進

事業費

[110901]

建築住宅課 H31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 H31要求

12

空き家適正管理促進事業費

[110901]

建築住宅課 H31要求

13

信州木のある暮らし推進事

業費

[110901]

建築住宅課 H31要求

*新　　　築：161件（2016年度）→150件（2019年度)

*リフォーム：124件（2016年度）→238件（2019年度)

住宅や避難施設となる建築物等の耐震化を促進するため、市町村と協調し、住

宅・建築物所有者が行う耐震診断・改修へ補助するとともに、耐震改修に関す

る技術力向上のため、施工者及び設計者向けの講習会を実施します。

　・戸建住宅等の耐震診断、耐震改修（限度額100万円）への補助

　・耐震化普及・啓発を実施する市町村への補助と県主体の出張講座の実施

　・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

93,736 H30当初 91,149

171,060 H30当初 188,760

[31,000]

持続可能な脱炭素社会を構築するため、自然エネルギーなどを活用した快適

で環境にやさしい環境配慮型住宅の新築やリフォームへの支援を実施します。

１　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

　　・助成額　30万円～80万円

２　省エネルギー化リフォームへの補助

　　・助成率：助成対象工事費の1/5

　　・助成額上限：50万円

　　・自然エネルギー導入等へ補助額を加算

*住宅の耐震診断：896件(2016年度)→1,008件(2019年度)

*住宅の耐震改修：168件(2016年度)→262件(2019年度)

増加する空き家の適正管理と円滑な流通を促進するため、市町村に技術的な

支援を行う専門家派遣等を実施するとともに、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

2,995 H30当初 2,867

*既存住宅現況検査件数：30件（2019年度)

*売買瑕疵保険加入件数：20件（2019年度）

H30当初 3,066

“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（2016年度）→80人（2019年度）

5,443



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）

【地】

14

克雪住宅普及促進事業費

[110902]

建築住宅課 H31要求

【新】

15

信州の多様な住まい方検討

事業費

[110901]

建築住宅課 H31要求

16

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 H31要求

[債務負担行為額]

*居住ニーズに適した施策への反映

豊かな自然や美しい景観、地域の歴史や文化に根ざした信州らしい多様な住

まい方を検討します。

　・ワークショップの開催

　・アンケート調査の実施

　・長野県住宅審議会専門部会の開催

豪雪地帯の雪下ろしの負担を軽減し、作業中の転落事故を未然に防ぐため、

市町村が行う住宅の克雪化改修の支援に対し、県がその費用の一部を補助し

ます。

【新】・対象に雪下ろし型（改修のみ）を追加

　　　　（転落事故防止対策）

【拡】・地域の実情に即した自然落雪型の勾配基準を追加

【拡】・高齢者世帯等に対する補助の嵩上げを実施

*克雪住宅整備戸数：30戸（2019年度）

7,454 H30当初 3,150

*建替戸数：24戸（2019年度着手）

*中高層住宅入浴設備設置住戸：80.7％（2017年度）→87.4％（2019年度）

*子育て世帯向けリノベーション整備戸数：6戸（2019年度）

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　270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）

　　　・リニューアル戸数　10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）　45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　170戸、除却　131戸

2,291,011 H30当初 1,642,341

1,462 H30当初 0

[320,368]



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）

17

公共施設耐震対策事業費

[111101]

施設課 H31要求

18

中央新幹線活用地域振興

事業費

[111101]

リニア整備推進局 H31要求

【新】【創】

19

建設産業の次世代を担う人

づくり推進事業費

[110102]

建設政策課技術管理室 H31要求

20

補助公共事業費

（一部再掲）

建設政策課 H31要求

震災時の応急活動等に必要な施設を継続して使用できるようにするため、防災

上重要な拠点等となる県有施設の耐震性能を強化します。

県民の安心・安全を確保するため、避難施設の吊り天井等を耐震化します。

　・耐震診断 17棟、設計 ４棟、工事・監理 28棟

2,159,479 H30当初 2,210,059

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、取組を進めます。

9,651 H30当初 4,485

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。

産学官の連携強化により、建設産業の次世代を担う人材の確保・育成を推進し

ます。

　・ 建設系学科高校生等が建設産業の魅力を体感するため、

　　 測量・設計・工事のプロセスを自ら実践する学びのフィールドを提供

　・ 担い手の育成と就業後の離職防止を図るため、資格取得を支援する

　　 試験準備講座を実施

2,381 H30当初 0

*土木・建築系学科高校生の建設産業への就職割合：69%(2017年度)→75%(2019年

度)

52,469,125 H30当初 50,415,830



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）

21

県単独公共事業費

（一部再掲）

建設政策課 H31要求

16,241,395 H30当初 16,203,114

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。


