
４　主要事業一覧

環　境　部

（千円）

1 信州環境フェア負担金 2,100

[050101]

環境政策課

  FAX 026-235-7491 [ 2,100 ]

  kankyo@pref.nagano.lg.jp

2 地球温暖化対策事業費 55,384

[050201]

【環境・エネルギー自立地域創造】

温暖化対策課

  FAX 026-235-7491 [ 40,251 ]

  ontai@pref.nagano.lg.jp

１　家庭の省エネサポート制度運営事業

　　省エネ・節電の取組を直接支援するため、民間

事業者（省エネサポート事業者）が県民と接する機

会を活用し、省エネアドバイス・省エネ診断を実施し

ます。

２　事業活動省エネサポート推進事業

  　事業活動に伴うエネルギー利用の効率化を図る

ため、新たな計画書制度に基づき、事業者に対する

省エネに関する助言や事業所への立入調査等を実

施します。

３　エネルギー配慮型住宅・建築物促進事業

  　新築建築物の省エネ化や自然エネルギー設備

導入を促す新たな検討制度を円滑に進めるため、

県内建築事業者に対して環境エネルギー性能評価

指標の取得講習会を実施します。

 *事業活動温暖化対策計画書提出事業者の温室

効果ガス排出削減量：前年度比１％以上

　地球温暖化防止や循環型社会の形成などに向け

た取組を推進し、持続可能な社会を構築するため、

経済団体等と連携して「信州環境フェア」を開催しま

す。

　また、地域で開催される環境イベントとの連携事業

を行います。

・事業主体　　信州環境フェア実行委員会

・補助率　　 　定額

*地域連携数：３地域以上

（別紙２）
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3 自然エネルギー推進事業費 445,314

[050202]

【環境・エネルギー自立地域創造】

【次世代産業創出】

温暖化対策課

  FAX 026-235-7491 [ 337,233 ]

  ontai@pref.nagano.lg.jp

4 資源循環システム構築事業費 1,294

[050601]

*1人1日あたり一般廃棄物排出量

廃棄物対策課 ：867ｇ(H23)→800ｇ（H29）

  FAX 026-235-7259 [ 2,926 ] 　産業廃棄物総排出量

  haikibut@pref.nagano.lg.jp :3,709千ｔ(H20)→3,600千t（H29）

5 47,237

[050603]

・　　産業廃棄物実態調査事業

廃棄物対策課

  FAX 026-235-7259 [ 34,487 ]

  haikibut@pref.nagano.lg.jp

　長野県廃棄物処理計画の策定に必要な基礎資料

とするため、県内の産業廃棄物の発生量や処理状

況等の調査を実施します。

　廃棄物の発生抑制や再資源化に向けた取組を推

進します。

１　「レジ袋削減県民スクラム運動」推進事業

　レジ袋削減協働アピールに基づき、マイバッグ等

持参率80％以上を目指し普及啓発を実施します。

２　食品リサイクルループ構築事業

　食品関連事業者から排出される食品廃棄物を再

生利用し地域循環圏を形成するため、リサイクル

ループ構築に向けた検討を行います。

３  信州リサイクル製品普及拡大事業

　県内で発生した循環資源を利用するため、県内の

事業所で製造加工されたリサイクル製品の普及拡大

を図ります。

産業廃棄物適正処理推進

事業費

　産業廃棄物の適正処理のための取組を推進し、

良好な環境の確保を図ります。

１　　　自然エネルギー地域発電推進事業

　固定価格買取制度を活用した自然エネルギーの

利用を促進するため、地域のNPOや中小企業等が

行う自然エネルギー発電事業に対して助成します。

２　地域主導型自然エネルギー創出支援事業

　自然エネルギーの利用を促進するため、市町村や

民間事業者が行う地域主導型の自然エネルギー事

業の創出に対して助成します。

３　公共施設等再生可能エネルギー導入推進事業

　公共施設や民間施設への自然エネルギー導入を

推進するため、避難所等の防災拠点への自然エネ

ルギーによる発電施設や蓄電池等の整備に対して

助成します。

４　　　自然エネルギーに係る知見の高度化・発信

　　　　事業（環境エネルギー戦略推進事業）

　自然エネルギーに係る知見を高度化し発信するた

め小水力発電キャラバン隊による支援等を実施しま

す。

（一部　自然エネルギー地域基金（仮称）活用事業・

グリーンニューディール基金事業）

*１村１自然エネルギープロジェクト登録件数：100件

（累積）
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6 廃棄物監視指導事業費 42,632

[050701]

廃棄物監視指導課

  FAX 026-235-7259 [ 39,050 ] ・廃棄物指導員及び不法投棄監視連絡員の配置

  kanshi@pref.nagano.lg.jp ・消防防災ヘリコプターによる廃棄物上空監視事業

7 水資源保全対策事業費 12,662

[050304]

【環境・エネルギー自立地域創造】

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 19,688 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

8 水道施設整備促進事業費 103,421

[050306]

水大気環境課 ・

  FAX　026-235-7366 [ 122,661 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp *事業体ビジョンの策定率：25％

9 68,603

[050305]

【誇りある暮らし実現】

・

・

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 46,769 ] *湖沼環境基準(COD)達成状況：53.3%

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp *地下水環境基準（概況調査)達成状況：95.0%

10 合併処理浄浄化槽整備事業費 168,161

[050401]

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 164,743 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

　安心・安全な水道を将来にわたり持続することによ

り、県民の健康被害の未然防止と生活基盤の維持

を図るため、水道施設の耐震化、災害対応など水道

事業者に対する補助や指導等を行います。

・　上伊那広域水道用水企業団補助金事業

・　水道水源確保支援事業

事業体による水道ビジョン策定への支援

諏訪湖貧酸素対策調査研究事業

第５期野尻湖水質保全計画策定事業

　快適な生活環境と良好な水環境保全のため、市町

村が実施する合併処理浄化槽整備事業に助成しま

す。

・事業主体　市町村

・補助率　 　事業費の公費負担分の1/3以内

*汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→97.7%(H26)

*保全が必要な水源の水資源保全地域指定率：15％

河川・湖沼等水質保全対策

推進事業費

　良好な水環境の保全を図るとともに、健康被害等

を未然に防止するため、県内の河川、湖沼及び地

下水の汚濁状況の常時監視、工場・事業場への監

視・指導を行います。

　また、関係機関・団体と連携して諏訪湖、野尻湖の

環境改善に取り組みます。

・　主要河川・湖沼、河川上流域、水道水源ダム湖

及び地下水の水質常時監視事業

・　排出源監視指導事業

・　諏訪湖環境改善対策事業

　排出事業者及び処理業者に対する監視指導を行

うことにより、廃棄物の適正処理を推進して、安全・

安心な生活環境を確保します。

　また、市町村と連携した監視や防止活動により、不

法投棄の減少を目指します。

・産業廃棄物排出事業者及び処理業者等への立入

検査及び指導の実施

　県民共有の貴重な財産である水資源を将来にわ

たって保全していくため、県内の水資源の実態を把

握するとともに、特に保全が必要な地域を指定して

土地の取引等の事前届出制を推進します。

・　水資源実態調査事業
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11 大気汚染防止対策事業費 68,146

[050301]

水大気環境課

  FAX　026-235-7366 [ 39,020 ]

  mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

12 民間との協働による山岳 8,400 　

環境保全事業費

[050501]

【農山村産業クラスター形成】

【誇りある暮らし実現】

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 16,400 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

13 　自然公園魅力発信事業費 11,497

[050503]

【農山村産業クラスター形成】

自然保護課

  FAX 026-235-7498 [ 0 ]

  shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

14 補助公共事業費 4,425,780 補助公共事業費

[050402]及び[050403]

債務負担行為

（2,016,000）

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 4,244,225 ] *汚水処理人口普及率：96.6%(H24)→97.7%(H26)

  seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

15 県単独公共事業費 33,390 県単独事業費

[050403]

生活排水課

  FAX　026-235-7399 [ 33,390 ]

  seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

計 33,390千円

計 4,425,780千円

区　　　分 予算要求額

下　水　道 33,390千円

　本県の自然公園について、優れた自然資産の価

値を再認識し魅力を発信するため、各種大会等を

開催します。

・　自然公園の魅力を発信する機会の拡充

・　県内で開催される国立公園記念事業やユネスコ

エコパーク、ジオパークに係るイベントの支援等

*自然公園利用者数：3,520万人

区　　　分 予算要求額

下　水　道 4,192,000千円

農業集落排水 233,780千円

　大気汚染物質による健康被害等を未然に防止す

るため、大気の汚染状況を常時把握するとともに、

ばい煙等発生源への監視・指導を行います。

*大気環境基準（長期的評価）の達成状況：100％

　民間からの寄付金を活用し、山岳環境保全に関す

る取組を支援するとともに、山岳環境連絡会(仮称)

を設置し、登山道等の、今後の方向性を検討しま

す。

・　市町村が実施する登山道、山岳環境保全施設

（シカ柵等)の整備への支援

・　山小屋関係者が実施する登山道の補修作業に

必要な資材等に対する支援

・　山岳環境連絡会（仮称）を設置し今後の登山道

や山岳環境について検討

・事業主体　　市町村、山小屋関係者

・補助率　　 　10/10

*事業実施個所：13か所
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