
    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

総務部総務部総務部総務部    財政課財政課財政課財政課    

課長：課長：課長：課長：平木万也平木万也平木万也平木万也        担当：小池広益担当：小池広益担当：小池広益担当：小池広益    

電話：電話：電話：電話：026026026026----235235235235----7039703970397039（直通）（直通）（直通）（直通）    

                026026026026----232232232232----0111011101110111（内線（内線（内線（内線 2062206220622062））））    

FAXFAXFAXFAX：：：：026026026026----235235235235----7475747574757475    

EEEE----mailmailmailmail：：：：zaisei@pref.nagano.lg.jpzaisei@pref.nagano.lg.jpzaisei@pref.nagano.lg.jpzaisei@pref.nagano.lg.jp    

２月県議会定例会に提出する平成 25 年度当初予算案について､現在知事

査定を行っています。 

１月 29日（火）に行った知事査定で内容が固まった事業の概要は別紙のと

おりです。 

今後、知事査定結果を速報として随時お知らせしますが､当初予算案全体

の概要は、２月８日（金）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 

長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース    平成平成平成平成 22225555 年（年（年（年（2012012012013333 年）１月年）１月年）１月年）１月 30303030 日日日日    

平成平成平成平成 22225555 年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報年度当初予算案の知事査定結果《速報((((第１回第１回第１回第１回))))》について》について》について》について    



危機管理部

（千円）

「長野県合同災害支援チー 1,928

ム」体制整備事業費

危機管理防災課 ・装備品の整備（通信機器、活動用備品）

 FAX 026-233-4332 [ 0 ]

 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp

原子力災害対策推進事業費 1,917

消防課

 FAX 026-233-4332

 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp ・原子力災害対策作業部会の開催

危機管理防災課 [ 313 ] ・原子力防災講座の実施

 E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp 新 ・消防学校放射線対応訓練の実施、資機材の整備

防災行政無線設備更新 515,778

事業費

債務負担行為

（ 380,361 ）

消防課

 FAX 026-233-4332 [ 10,437 ] ＊更新箇所数：県庁局１か所

 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp

消防団充実強化支援事業費 5,746

消防課

 FAX 026-233-4332 [ 5,746 ] ＊消防団協力事業所表示制度の認定事業所数

 E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp 　 ：1,180事業所

事　業　名

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

　消防団協力事業所に対する顕彰制度の創設な

ど、地域防災の要である消防団の充実強化を支援

するとともに、消防団の魅力を発信します。

　 原発事故対策の具体化、市町村における地域防

災計画策定等の支援を進めるとともに、実動的な対

応に当たる消防士の知識・技術の向上を図るため、

資機材の整備を行います。

・消防ポンプ操法等県大会の開催、地区大会への

　支援

予　算　額

［平成24年度予算額]

　 災害時に安定した通信手段を確保するため、地

域衛星通信ネットワークを利用した衛星系無線通信

装置を更新します。

　県外における大規模災害発生時に県と市町村に

よる合同チームを派遣し、迅速かつ的確な支援を行

うため、必要な装備品の整備を行います。

新
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総　務　部

※ 【　】は長野県総合５か年計画（仮称）原案のプロジェクト関連事業

（千円）

地方事務所長総合調整 5,000

推進費

市町村課

 FAX 026-232-2557 [ 5,000 ]

shichoson@pref.nagano.lg.jp

市町村合併特例交付金 770,000

交付対象市町村

長野市、松本市、上田市、飯田市、伊那市、中野市、

大町市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、

市町村課 佐久穂町、長和町、阿智村、木曽町、筑北村、飯綱町

 FAX 026-232-2557 [ 770,000 ]

shichoson@pref.nagano.lg.jp 　*合併市町村への交付金交付：18市町村

栄村復興基金事業費 500,000

【誇りある暮らし実現】

市町村課

 FAX 026-232-2557 [ 0 ]

shichoson@pref.nagano.lg.jp

私立学校教育振興費補助金 5,888,365

情報公開・私学課

 FAX 026-235-7370 [ 5,769,623 ]

kokai@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

　地方事務所が地域における県行政の総合調整機

能を最大限に発揮し、地域の活性化に向けた取組

を迅速かつ柔軟に実施します。

　*地域課題の解決に向けた事業件数：10件以上

　合併市町村の均衡あるまちづくりを支援するた

め、合併に伴い生じた地域格差等の行政課題を解

消するための事業に対し、交付金を交付します。

　私学教育の振興と保護者負担の軽減を図るため、

学校法人が設置する私立学校の経常経費に対して

助成します。

・補助率　定額

　　私立高等学校（全日制）　　3,094,635千円

　　私立高等学校（通信制）　　　　30,043千円

　　私立中等教育学校　　　　　　　98,152千円

　　私立中学校　　　　　　　  　　　289,577千円

　　私立小学校　　　　　　　　　　　148,116千円

　　私立幼稚園　　　 　　　　　　2,170,568千円

　　私立専修学校　　　　　　　　　　54,838千円

　　私立外国人学校　　　　　　　　　2,436千円

　　＊私立高校全日制定員充足率：90％以上

　栄村が震災からの早期復興を目指し策定した「栄

村震災復興計画」に基づき実施する事業に対し、当

面必要と見込まれる額を交付金として一括交付する

ことにより、復興事業の計画的かつ柔軟で迅速な執

行を支援します。
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（千円）

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額]

事　　業　　内　　容

(＊は各事業の成果目標）

私立高等学校授業料等軽減

事業補助金 104,108

情報公開・私学課

 FAX 026-235-7370 [ 89,932 ]

kokai@pref.nagano.lg.jp

639

行政改革課

 FAX 026-235-7030 [ 0 ]

gyokaku@pref.nagano.lg.jp

参議院議員通常選挙費 1,249,451

市町村課

 FAX 026-232-2557 [ 0 ]

shichoson@pref.nagano.lg.jp

　私立高等学校に在籍する生徒の保護者負担の軽

減を図るため、学校法人が生徒の授業料又は入学

金を軽減した場合に、当該軽減額に対して助成しま

す。

　（一部　高校生修学支援基金活用事業）

　　＊授業料滞納率：0.4％以下

　指定管理者制度導入施設の管理運営状況につ

いて第三者による評価を行い、指摘、意見を公表す

るとともに、施設の管理運営に活かします。

指定管理者制度導入施設

第三者評価実施事業費

　平成25年7月28日任期満了に伴う参議院議員通

常選挙において、選挙公報の発行や選挙啓発等を

行うとともに、候補者への選挙公営費や市町村への

選挙執行経費を交付します。
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※ 【　】は長野県総合５か年計画（仮称）原案のプロジェクト関連事業

地域高規格道路整備事業費 30,000

道路建設課

  FAX　026-235-7391 ［51,000］

  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

1,913,335

住宅課

  FAX　026-235-7486 ［1,873,386]

  E-mail jutaku@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 3,004,223

債務負担行為

(1,546,098)

施設課

　ＦＡＸ　026-235-7477 ［2,687,784］

　E-mail shisetsu@pref.nagano.lg.jp

854

建設政策課

  FAX　026-235-7482 ［958］

  E-mail kensetsu@pref.nagano.lg.jp

建  設  部

事　　　　業　　　　名

予　算　額

［平成24年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　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。

　意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備

を進めるため、優良技術者・若手技術者の表彰や

新技術・新工法の活用促進などにより、建設産業

における技術力の向上を支援します。

  ・優良技術者・若手技術者の表彰

  ・新技術・新工法の活用支援

建設産業技術力向上支援事業

費

　「県有施設耐震化整備プログラム」に基づき、県

有施設の耐震改修を計画的に実施します。

  ・耐震改修工事　　　 　10施設14棟

　　　継続：県庁本館棟・議会棟、飯田合同庁舎等

  　　新規：上田合同庁舎、伊那合同庁舎

県営住宅管理事業費

  ・管理戸数　15,393戸

　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、入居者の生活の安定を図ります。
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警　察　本　部

（千円）

大規模災害対策強化事業費 570,413

債務負担行為

　会計課・警備第二課 ほか (564,851)

　 FAX 026-232-1110 ［ 46,373 ］

 　E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

交番・駐在所再編整備事業費 214,504

　地域課・会計課

　

　 FAX 026-232-1110 ［ 141,906 ］

 　E-mail police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

適正捜査推進事業費 4,568

　刑事企画課

　 FAX 026-232-1110 ［ 0 ］

 　E-mail police-keijikikaku@pref.nagano.lg.jp

県民のための警察推進事業費 22,313

　警務課・生活安全企画課

　 FAX 026-232-1110 ［ 21,983 ］

 　E-mail police-keimu@pref.nagano.lg.jp

事　業　名

予　算　額

［平成24年度予算額］

　有事即応体制を維持し、地域安全センターと

しての交番・駐在所機能強化を図ります。

事　　業　　内　　容

（＊は各事業の成果目標）

　大規模な災害に備え、災害対策拠点である警

察施設（松本警察署等）の強化や、捜索・救助

活動のための装備資機材を整備するなど、災害

警備対策を推進します。

＊ 県民を守るゆるぎない体制の確立と災害発生時に

おける即時対応

　県民の立場に立ち、被害等の不安に困り苦し

む人に応えるため、警察安全相談体制を強化し

ます。

＊ 警察安全相談の組織的管理による不適正事案の

絶無

＊ 交番・駐在所再編整備を推進し、地域の治安基盤

機能を強化

　県民の安全・安心を図り、適正な事件捜査を

実施するため、真実の究明と的確な犯人検挙・

処罰に欠くことのできない証拠品の適正管理を

推進します。

＊ 証拠品管理に起因する不適正捜査の絶無

新
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