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見　直　し　事　業　一　覧　表

【歳出の削減】

H25年度予算額

572

H26年度見直し見込額

572

H25年度予算額

25,290

H26年度見直し見込額

2,845

H25年度予算額

26,165

H26年度見直し見込額

26,165

H25年度予算額

185,799

H26年度見直し見込額

28,554

H25年度予算額

9,032

H26年度見直し見込額

1,545

4

庁舎管理業務委託

縮小 　県庁及び合同庁舎の庁舎管理業務に

ついて、民間に委託しています。

　警備及び電話交換業務について、複

数年契約及び県庁と長野合庁との一括

契約により経費を縮減しました。

　複数年契約等の導入や仕様書の統一

の効果を検証し、次回契約の内容及び

方法について検討していきます。財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

5

借受不動産に係る借受料

縮小 　庁舎等を設置するため、土地や建物を

借り受けています。

　借受料が適正額となるよう相手方と協

議を行い、借受料を削減しました。

　引き続き、各財産管理者が契約の相

手方と協議を行い、借受料の適正化を

図っていきます。財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

3

ヘリコプター管理事業

廃止

県政ヘリコプターを所有し、災害対策

活動、緊急時の捜索・救助及び行政施

策に関する調査活動に活用しています。

災害や緊急時の活動が主であり、県警

ヘリコプターが１機増えることから廃止し

ます。

一般行政用としてヘリコプターの使用

が必要な場合は、民間機の借上げによ

り対応していきます。

なお、機体については、平成26年4月

以降に売却します。

代替手段として電子メール、電子申請

サービス等を活用します。

情報統計課

FAX : 026-235-0517

joho@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

1

2

庁内サーバ管理料

縮小 庁内各課が業務に必要な専用サーバ

を管理しています。

仮想化技術を用いた統合基盤サーバ

に集約し、導入・運用コストを削減しま

す。情報統計課

FAX : 026-235-0517

joho@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

長野県市町村行政情報サーバ利用事業

廃止

市町村、県等が接続したネットワーク

上で、共有書庫、電子会議室等の機能

を有するシステムを運用しています。

サーバの利用契約期間の満了をもっ

て廃止します。

年度ごとのシステム導入計画に基づ

き、順次サーバ統合を推進していきま

す。

（各課の管理料計）

1



予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

H25年度予算額

24,570

H26年度見直し見込額

235

H25年度予算額

178,876

H26年度見直し見込額

10,132

H25年度予算額

25,787

H26年度見直し見込額

5,660

H25年度予算額

4,000

H26年度見直し見込額

4,000

H25年度予算額

2,100

H26年度見直し見込額

2,100

H25年度予算額

1,910

H26年度見直し見込額

1,910

障害者支援課

FAX : 026-234-2369

shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

信濃学園運営費

縮小

障害児入所施設である信濃学園を運

営しています。（平成23年度から指定管

理制度を導入）

支援ノウハウが指定管理者に円滑に

継承され、職員の資質向上も図られてい

ることから、派遣している県職員のうち３

名を当初計画より前倒しして引き上げま

す。

研修等を通じた職員の資質向上などに

より、指定管理者による円滑な業務実施

を支援します。

農業政策課農産物マーケティング室

FAX : 026-235-7393

marketing@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

11

信州農産物マーケティング戦略推進事業

（信州農産物消費拡大事業補助金）

廃止

県産農産物等の消費拡大のため、全

国的イベント等において県内の農業関

係団体等が連携して行う品目別のＰＲ活

動を支援しています。

より効果的なＰＲを行うため、品目別の

PRを行う本事業は廃止します。

信州農畜産物の統一ブランドとしての

「おいしい信州ふーど（風土）」の認知度

を高め、ストーリー性のあるＰＲにより消

費拡大及び生産拡大を図っていきます。

ものづくり振興課

FAX : 026-235-7196

mono@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

9

産学官連携拠点発展型シーズ育成支援事業

廃止

新技術・新商品の早期事業化を図るた

め、産学連携により行う研究開発に係る

経費の一部を補助しています。

医療現場等の課題を解決する試作開

発を支援する方向に見直すため、本事

業を廃止します。

引き続き企業の研究開発への支援を

行っていきます。

6

中国帰国者地域生活支援事業

縮小

中国帰国者に対する生活支援のた

め、日本語教室の開催等を行っていま

す。

日本語教室の開催を参加者の多い地

域に集約することで、開催回数を減らし

ます。

中国帰国者に対する適切な支援を引

き続き行っていきます。

地域福祉課

FAX : 026-235-7172

chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

7

8

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査事業

縮小

食肉衛生検査所において、全月齢を対

象に牛海綿状脳症（ＢＳE)スクリーニング

検査を実施しています。

平成25年7月からBSE検査対象月齢を

48か月超に引き上げたことにより、と畜

検査補助員の勤務日数等を縮減しま

す。

引き続き効率的な検査体制の構築に

努めます。

食品・生活衛生課

FAX : 026-232-7288

shokusei@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

10

長野県メールマガジン「楽園信州」発行事業費

廃止

本県への訪問や県産品の購入につな

がる長野県ファンを獲得するため、メー

ルマガジンの発行をしています。

メールマガジンは情報量や発行時期に

制約があり、「県民協働による事業改

善」でもブログやホームページに統合で

きるとの意見が出されたことも踏まえ、

本事業は廃止します。

長野県魅力発信ブログ等を充実しタイ

ムリーな情報発信を行うことにより、引き

続き長野県ファンの獲得を進めます。移住・交流課

FAX : 026-235-7257

iju@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

2



予算額及び

見直し見込額

（千円）

番号

区分

<見直し年度>

事業内容 見直し内容・理由 今後の方向性事　　業　　名

H25年度予算額

78,582

H26年度見直し見込額

136

H25年度予算額

36,846

H26年度見直し見込額

322

H25年度予算額

3,489

H26年度見直し見込額

490

H25年度予算額

410

H26年度見直し見込額

410

H25年度予算額

436,766

H26年度見直し見込額

12,264

H25年度予算額

550,113

H26年度見直し見込額

3,843

農村振興課

FAX : 026-235-7483

noson@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

13

農業経営基盤強化資金利子助成事業

縮小

経営感覚に優れた効率的・安定的な農

業経営体育成を図るため、資金を借り受

けた認定農業者に対して利子助成を

行っています。

低金利が継続する中で利子助成の効

果が低減していること、新たに国の金利

負担軽減措置が設けられたことから、平

成25年度利子助成承認分をもって利子

助成を廃止します。

市町村・農業者等に対し、国の金利負

担軽減措置（人・農地プラン対象者の当

初５年間実質無利子化）の活用を周知し

ていきます。

農村振興課

FAX : 026-235-7483

noson@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

12

農業近代化資金利子補給事業

縮小

農業近代化資金の貸付けについて、

融資機関に利子補給(1.25%)を行うほ

か、認定農業者向けの貸付けについて、

上乗せして利子補給を実施しています。

低金利が継続する中で上乗せ効果が

低減していることから、平成25年度利子

補給承認分をもって認定農業者向けの

貸付けに係る上乗せ措置を廃止します。

引き続き、利子補給(1.25%)を実施し、

担い手農業者に対する貸付けの金利負

担軽減を図っていきます。

交通規制課

FAX : 026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

17

交通安全施設維持管理経費

縮小 交通安全施設の維持管理を行ってい

ます。

道路交通情報の通信回線を見直すこ

とにより、距離に応じた回線使用料の削

減を図ります。

既存のネットワーク設備を活用するな

ど引き続き経費削減に努めます。

警察本部会計課・地域課

FAX : 026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

16

交番・駐在所再編整備事業

縮小 交番・駐在所の再編整備を行っていま

す。

交番・駐在所の再編整備を実施し、警

察力を強化しつつ維持管理経費の削減

を図ります。

　治安情勢や地域の意見を踏まえ、再編

整備を推進します。

河川課

FAX : 026-225-7069

kasen@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

15

河川占用許可台帳電算パンチ委託

廃止

河川占用許可台帳をホストコンピュー

タにより管理するため、許可情報のパン

チ入力業務を委託しています。

ホストコンピュータの廃止に伴い、河川

占用台帳許可システムを開発し、同シス

テムによる運用に移行するため、委託業

務を廃止します。

新たに開発した河川占用許可台帳シ

ステムにより、台帳管理を行います。

森林づくり推進課

FAX : 026-234-0330

shinrin@pref.nagano.lg.jp

<H26年度>

14

県民の森管理事業

縮小

県民が森林と身近に接することで、森

林の多面的機能やその重要性を普及啓

発するための拠点施設である「県民の

森」（美ヶ原、大平峠）の管理を行ってい

ます。

美ヶ原県民の森のキャンプ場について

は、利用者数の減少と近隣の類似施設

の設置状況を踏まえ、平成25年度末で

廃止します。

引き続き、適正な管理を行うとともに、

経費節減に努めます。

3



【歳入の確保】

農村振興課

FAX : 026-235-7483

noson@pref.nagano.lg.jp

5

4

農業大学校の研修受講料の改定

諸収入 874

道路施設へのネーミングライツ（命名権）導入の拡大

諸収入 100

道路施設（歩道橋）へのネーミングライツの導入を引き続き拡大していきま

す。道路管理課

FAX : 026-235-7369

michikanri@pref.nagano.lg.jp

1

県庁舎への広告掲出の拡大

諸収入

財産活用課

FAX : 026-235-7474

zaikatsu@pref.nagano.lg.jp

604

2

企業局が得た利益を自然エネルギー普及に活用

繰入金 20,188

企業局が再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT)を活用して電気事業

で得た利益を、自然エネルギーの普及や啓発に活用します。温暖化対策課

FAX : 026-235-7491

ontai@pref.nagano.lg.jp

県庁のエレベーターホールやエレベーター内壁面への広告掲出箇所を拡大

します。

農業大学校研修部の各種研修について、研修に係る実費相当額等を基に

受講料を算定し、受講者の負担の適正化を図ります。

見　直　し　事　業　一　覧　表

番号 事    業    名 歳入科目

H26年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

3

印刷物への広告掲載

諸収入 54 　旅券引換（受領）証に広告を掲載します。

国際課

FAX : 026-232-1644

kokusai@pref.nagano.lg.jp

4



番号 事    業    名 歳入科目

H26年度効果額

（見込）

（千円）

見　直　し　内　容

交通指導課

FAX : 026-232-1110

police-kaikei@pref.nagano.lg.jp

6

滞納金徴収のためのインターネット公売制度の導入

諸収入 1,435

インターネット公売システムを活用し、車両の放置違反にかかる滞納金を徴

収します。

5


