
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

担当：関 昇一郎  鈴木 英昭 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2052） 

FAX：026-235-7475 

E-mail：zaisei@pref.nagano.jp 

２月県議会定例会に提出する平成１９年度当初予算案につきまして､現在

知事査定を行っております。 

１月 26 日に行った知事査定で内容が固まった事業の概要を別紙のとおり

お知らせいたします。 

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６日（火）の部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 平成 19 年（2007 年）１月 29 日

平成１９年度当初予算の知事査定結果《速報(第１回)》について 



部　局　名：危機管理局

　消防広域化推進事業費 54万5千円 

消防課
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.jp [　0円]

　消防団充実強化支援事業費 549万3千円 

消防課
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.jp ［　524万円］

  ヘリコプター用防災行政無線 2億1814万2千円 
　設備更新事業費

消防課
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.jp ［　1億3174万4千円］

  衛星携帯電話導入事業費 1478万3千円 

消防課
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.jp [　0円]

・地区消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会への
支援
・事業所向け・女性向け啓発パンフレット作成

　 防災行政無線に対する国の周波数割当の変更
（平成19年12月1日）に伴い、変更対象となるヘリコ
プター用防災行政無線設備を更新します。

　 消防体制の充実強化等を図るため、消防広域
化推進委員会を開催し、消防組織法に基づきさら
なる市町村の消防の広域化を進めます。

   より一層安心・安全な長野県を構築するため、
地域防災の要である消防団の充実・強化を支援し
ます。

・県消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会の開催

・女性消防団員意見発表会・研修会の開催

事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

　平成19年度中に一部使用出来なくなる地上系の
無線設備に代わり、災害時の非常通信手段を確
保するため、県機関へ衛星携帯電話の導入を図り
ます。
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

　

　防災行政無線設備整備 1億1240万円 
　事業費

消防課
 FAX 026-233-4332
 E-mail shobo@pref.nagano.jp [　0円]

　自主防災活動支援事業費 39万5千円 

危機管理防災課
 FAX 026-233-4332
 E-mail bosai@pref.nagano.jp [　0円]

　地震体験車更新事業費 4610万1千円 

危機管理防災課
 FAX 026-233-4332
 E-mail bosai@pref.nagano.jp [　0円]

　国と共同の国民保護図上 490万4千円 
　訓練実施事業費

危機管理防災課
 FAX 026-233-4332
 E-mail bosai@pref.nagano.jp [　0円]

　 地域防災力の向上を図るため、市町村、県と連
携して自主防災活動を支援する　「自主防災アド
バイザー」を養成し、自主防災組織の立ち上げや
活動の活性化に向けて、支援を強化します。

　 老朽化した現有車両を最新の機能を搭載した
車両に更新し、過去の大地震等を体験していただ
くことにより、地震に対する意識の高揚と地域防災
力のアップを図ります｡

　 国民保護法及び長野県国民保護計画に基づ
き、避難、救援、被害の最小化などの国民保護措
置について、関係職員の理解、対応能力の向上、
県対策本部の組織的な活動能力の向上を図るた
め、国と共同で図上訓練を実施します。

   災害時に安定した通信手段を確保するため、老
朽化した直流電源装置及び無線通信装置を更新
します。

　・直流電源装置更新
  　諏訪合庁

　・無線通信装置更新
    県庁－美ヶ原
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部　局　名：　企　画　局

中期総合計画策定事業費 1177万円 

　・
　・
　・

企画課
  FAX　026-235-7471 [　0円]
  E-mail　kikaku@pref.nagano.jp

少子化対策連携促進事業費 123万8千円 

　・

企画課
  FAX　026-235-7471 [　0円]
  E-mail　kikaku@pref.nagano.jp

198万7千円 

企画課
  FAX　026-235-7471 [　0円]
  E-mail　kikaku@pref.nagano.jp

地域ブランド化支援事業費 109万5千円 

　・

企画課 　・
  FAX　026-235-7471
  E-mail　kikaku@pref.nagano.jp ［　81万円］

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

　今後の長野県づくりを計画的、総合的に推進す
るため、平成20年度から５か年を計画期間とする
中期総合計画を策定します。

　少子化・人口減少の現状を踏まえ、市町村、経
済団体、労働団体等と連携を図りながら少子化対
策に取り組みます。

少子化対策懇談会等の設置

総合計画審議会の開催
地域懇談会等県民意見の聴取
計画書の作成

事　　　業　　　内　　　容

長野県ロゴ＆メッセージ作成
事業費

　信州発のブランドを創出するために、産学官の
連携を強化し、ブランド化を切り口とした地域の振
興・経済の活性化を図ります。
　

信州ブランドフォーラム等の開催

　県内外に対する長野県のイメージアップを図るた
め、長野県のロゴマークとキャッチフレーズを一般
公募により作成します。

「ブランドづくりネットワーク信州」が実施する
地域ブランドづくりに資する事業への支援
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

705万2千円 

　・
交通政策課 　・
  FAX　026-235-7396 ［　225万円］
  E-mail　kotsu@pref.nagano.jp

地方鉄道設備整備費補助金 3912万3千円 

　・

　・
交通政策課
  FAX　026-235-7396 ［　2499万4千円］
  E-mail　kotsu@pref.nagano.jp

2970万円 

　・
　・

交通政策課
  FAX　026-235-7396 ［　5015万円］
  E-mail　kotsu@pref.nagano.jp

437万8千円 

　・
人権・男女共同参画課 　・
  FAX　026-235-7389 ［　437万8千円］
  E-mail　jinken-danjo@pref.nagano.jp

長野以北並行在来線対策
協議会負担金

　北陸新幹線の延伸に伴い、ＪＲ東日本から経営
分離される並行在来線（信越本線　長野～直江津
間）のあり方を検討するため、「長野以北並行在来
線対策協議会」が行う長期収支予測等の調査に
対して、必要な経費を負担します。

長野～妙高高原調査区間
3/4

生活交通システム構築支援
事業補助金

負担率

補助対象 調査・検討費、システム導入費

　県内鉄道の保安度及び利便性の向上のため、
ホームの嵩上げや重軌条化等の設備投資に対し
て助成します。

松本電鉄㈱　長野電鉄㈱

補助率  1/3以内（補助限度額500万円）

補助対象

みんなですすめる人権尊重プ
ログラム支援事業費

県民

　県民から様々な人権問題に関する事業プログラ
ムを募集し、参加者が積極的に参加・体験でき、
人権尊重意識を高める効果の高い優秀なプログラ
ムに対して、その実践に要する経費を支援しま
す。

補助対象

　廃止路線代替バス補助金の対象市町村が、新
たな交通システムの構築に取り組む場合、その移
行に必要な経費を助成します。

上田電鉄㈱　 しなの鉄道㈱

補助率  2/3以内

補助率  2/10以内
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

5506万7千円 

　・
　・

人権・男女共同参画課
  FAX　026-235-7389 ［　192万7千円］
  E-mail　jinken-danjo@pref.nagano.jp

1355万9千円 

　・
　・
　・

ＮＰＯ活動推進課
  FAX　026-232-2234 ［　1648万4千円］
  E-mail　npo@pref.nagano.jp

1億9247万9千円 

　・

情報政策課
  FAX　026-235-0517 [　0円]
  E-mail　joho@pref.nagano.jp

県・市町村共同電子申請・届
出サービス提供事業費

ＮＰＯの活動推進・自立促進の
ためのステップアップ事業費

男女共同参画センター大規模
補修事業費

ホール棟入口インターロッキング補修

平成19年４月運用開始予定

　住民サービスの向上を図るため、市町村と共同
して、利便性の高い電子申請・届出サービスを提
供します。

ネットワーク形成･マネジメントの支援事業
ＮＰＯ活動振興資金利子補給事業

　新たな公益サービスの担い手であるＮＰＯの自
立を支援するため、活動環境の整備を図ります。

ＮＰＯ活動助成事業

　男女共同参画社会づくりの総合的拠点施設とし
ての機能を維持するため、老朽化の著しい設備を
改修します。

冷温水機改修
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部　局　名：　総　務　部

未利用県有地有効活用事業費 1億798万5千円  

・ 新規売却
長野県学生寮（埼玉県さいたま市）以下31箇所

管財課
 FAX 026-235-7474 ［　1億7907万9千円］
 E-mail kanzai@pref.nagano.jp

コンビニ収納導入事業費 2319万6千円 

税務課
 FAX 026-235-7497 [　0円]
 E-mail zeimu@pref.nagano.jp

広報事業費 1億9630万8千円 

1 新聞 毎月第4土曜日に「広報ながのけん」
を新聞に掲載して、県の施策やお知
らせをお伝えします。

2 ﾃﾚﾋﾞ 広報番組やお知らせを毎週放送しま
　・ﾗｼﾞｵ す。
3 ｹｰﾌﾞﾙ 広報番組や車座集会の番組を放送し

広報課 　 ﾃﾚﾋﾞ ます。
 FAX 026-235-7026 ［　2億2265万2千円］ 4 ﾎｰﾑ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで県の施策やお知らせを
 E-mail koho@pref.nagano.jp 　ﾍﾟｰｼﾞ お伝えします。

市町村合併特例交付金 5億7807万円 

・ 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、東御市、

市町村課 安曇野市、佐久穂町、長和町、阿智村、
 FAX 026-232-2557 ［　6998万円］ 木曽町、筑北村、飯綱町
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

　県の施策等を県民の皆様に理解してもらうため、
様々な媒体を活用して効果的に広報活動を行い
ます。

事　　　業　　　内　　　容

　 県が所有する土地や建物で、今後利用する見
込みのないものについて、売却を促進するなど、
有効活用を図ります。

　納税方法を拡充し、納税者の利便性の向上を図
るため、自動車税について平成20年度課税分から
コンビニエンスストアで納付ができるよう収納システ
ムを導入します。

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

　合併に伴い懸念される事項を解消し、合併市町
村の新しいまちづくりを支援するため、交付金を交
付します。

新
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事　　　業　　　内　　　容事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

地域発　元気づくり支援金 10億82万7千円 

市町村課
 FAX 026-232-2557 [　0円]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

参議院議員通常選挙費 13億1811万4千円 

市町村課
 FAX 026-232-2557 [　0円]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

県議会議員選挙費 8億9563万7千円 

市町村課
 FAX 026-232-2557 [　0円]
 E-mail shichoson@pref.nagano.jp

行政機構審議会開催事業費 187万円 

行政改革推進課
 FAX 026-235-7030 [　0円]
 E-mail gyokaku@pref.nagano.jp

　豊かさが実感でき、活力あふれる輝く長野県づく
りを進めるため、市町村や公共的団体が住民とと
もに、自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取
り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性
のある事業に対して、支援金を交付します。

　平成19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、候補者への
選挙公営費の交付、市町村への執行経費の交付
及び投開票事務等を行ないます。

　平成19年４月８日に執行予定の県議会議員一般
選挙において、候補者への選挙公営費の交付、
市町村への執行経費の交付及び投開票事務等を
行ないます。

　行財政改革プランに基づく行政改革を推進する
ため、県組織の役割やあり方、外郭団体見直しの
進捗状況の検証、民間等との協働の推進等につ
いて検討することを目的として行政機構審議会を
開催します。
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