
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

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 30 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 31 日

平成１９年度当初予算の知事査定結果《速報(第３回)》について 



部　局　名：　商　工　部

1331万4千円

・ 総合支援コーディネーター ２人
・ 支援・育成目標 20プロジェクト

ビジネス誘発課
 FAX 026-235-7496 [0円]
 E-mail business@pref.nagano.jp

中小企業融資制度資金 602億7313万9千円

・ 融資目標額 930億円
・

ビジネス誘発課
 FAX 026-235-7496 ［577億6259万6千円］ ・ 経営健全化支援資金の充実
 E-mail business@pref.nagano.jp

産学官連携推進事業費
4382万5千円

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197
 E-mail mono@pref.nagano.jp

［4312万1千円］

2億831万8千円

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [1億2932万5千円]

 E-mail mono@pref.nagano.jp

予　　算　　額
［平成18年度予算額]

　きらりと光る元気な中小企業をプロジェクトチーム
により集中的に支援・育成し、地域経済の活性化を
図ります。

事　業　名

地域中小企業育成プロジェク
ト事業費

事　　業　　内　　容

　 産学官による研究開発体制を強化するため、(財)
長野県テクノ財団に対し人件費等を補助し、活力あ
るものづくり産業の振興を図ります。

　 県内企業の技術力高度化・国際競争力の強化を
推進し、成長が見込まれる産業分野への進出や新
たな事業化を支援するため、高機能・高精度な分析
評価機器の設置と精度管理を充実させて、依頼試
験・施設利用・先導的研究開発等の支援体制を強
化します。

　・　高精度電磁波ノイズ試験用オープンサイトの
　　充実

工業技術総合センター設備拡
充事業費

　 金融機関、長野県信用保証協会等と協調し、中
小企業者に低利な資金をあっせんするとともに、信
用保証料を一部補助します。

中小企業振興資金の限度額引き上げ、償還期
限の延長

新
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予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　業　名 事　　業　　内　　容

3709万6千円

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 ［4234万5千円］
 E-mail mono@pref.nagano.jp

187万9千円

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail mono@pref.nagano.jp

企業誘致推進強化事業費 4113万8千円

・ 名古屋、大阪事務所の設置、職員の増員
・ PR媒体の製作・情報発信

ビジネス誘発課
 FAX 026-235-7496 ［2220万1千円］ 　　 　
 E-mail business@pref.nagano.jp

ものづくり産業応援助成金 15億7780万円

・

ビジネス誘発課 ・
 FAX 026-235-7496 ［10億2140万円］
 E-mail business@pref.nagano.jp 　・ 助成率を一律10％から段階的５～15％に変更

中小企業技術開発促進事業
費

　産学官による共同研究や商品化への試作・技術
開発、販路開拓に助成し、成長が見込まれる産業
分野で付加価値の高い新製品・新技術を開発する
中小企業を支援します。

　 雇用の確保及び地域経済の活性化につながる高
い技術力を持つ企業等の工場、研究所の設置に助
成を行います。

成長産業分野キャッチアップ
事業費

　 市場が拡大している自動車産業等に対して、県
内製造業の独自技術や製品を売り込む訪問商談会
等を実施します。

　 雇用の確保及び地域経済の活性化を図るため、
企業誘致を強力に推進します。

県外からの大規模工場、研究所の新設を対象
とした助成制度を追加
県外からの新たな大規模投資の助成上限額を
設定　10億円　←　３億円

新
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予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　業　名 事　　業　　内　　容

　 起業意欲の醸成から準備、開業、成長まで段階に
起業支援事業費 4224万8千円 応じた支援を展開し創業を促進するとともに、創業後

のフォロー体制を充実することによって、県内に元気
な企業を増やします。

・ チャレンジ起業相談室の設置
ビジネス誘発課 ・ 制度融資「創業支援資金」の融資目標額を拡大
 FAX 026-235-7496 [4604万5千円] ・ 創業促進税制（県民応援減税）
 E-mail business@pref.nagano.jp ・ 創業企業フォローアップ診断事業を新たに実施

45億円

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

1076万2千円

・

ものづくり振興課 ・
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail mono@pref.nagano.jp ・

49万3千円

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

　 地域経済の活性化を図るため、基金を造成し、そ
の運用益により、中小企業等が行う地域資源を活か
した新事業展開や新商品開発等の取り組みに対し
助成するとともに、事業化までの継続的な支援を行
います。

地域資源活性化事業費

郊外への集客施設の立地のあり方や、中心市街
地への誘導策等に関しての有識者懇談会を開催し
ます。

地域ブランド商品開発支援事
業費

中心市街地活性化懇談会開
催事業費

伝統工芸品等の新商品開発、提案型展示への
補助、デザイン能力の育成

　 県内の主要産業の一つである食品、木工、繊維
等の生活関連産業の活性化とブランド力の強化を
図ります。

機能性食品等の開発、食品残渣リサイクルへの
補助
工業技術総合センター（食品技術部門）に任期
付研究員（１名）を配置

新
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予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　業　名 事　　業　　内　　容

小規模事業経営支援事業費 25億9531万3千円

産業政策課
 FAX 026-235-7496 [27億2658万2千円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

5293万5千円

雇用・人材育成課 ・ 講座数 170コース
 FAX 026-235-7328 [5681万1千円] ・ 受講予定者 延べ1,800人
 E-mail koyo@pref.nagano.jp

環境技術者養成事業費 143万3千円

ビジネス誘発課
 FAX 026-235-7４96
 E-mail business@pref.nagano.jp

ものづくり振興課
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail mono@pref.nagano.jp

ジョブカフェ信州運営事業費 5786万6千円

雇用・人材育成課
 FAX 026-235-7328 [6743万6千円]
 E-mail koyo@pref.nagano.jp

信州ものづくりスキルアップ事
業費

　 企業の競争力向上や社会的責任を果たすための
環境経営基盤を確立するため、企業の環境担当
者・技術者を対象にした環境対策講座を産業大学
校で実施します。

　 キャリア・コンサルティング、職業情報の提供等の
サービスをワンストップで行うジョブカフェ信州（若年
者就業サポートセンター）により、若年者の就業を支
援します。

　・　キャリア・コンサルティングの実施
　・　職業能力開発の支援
　・　職業紹介及び就職情報の提供
　・　若年者就労実体験チャレンジ事業の実施

小規模事業者の経営改善等を図るため、商工団
体（商工会、商工会議所等）が実施する経営改善普
及事業等に助成をするとともに、統合・連携を促進
することで商工団体の総合的なレベルアップを図り
ます。

　 企業や受講者のニーズに応じた実践的な「ものづ
くり人材」の育成を行うとともに、マッチングコーディ
ネーターを配置して、長年培った技術・技能を持つ
方々を講師人材として発掘し、県内企業に紹介する
ことにより製造業などの人材育成を支援します。
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予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　業　名 事　　業　　内　　容

障害者就業支援事業費 9214万6千円

雇用・人材育成課
 FAX 026-235-7328 [8445万6千円]
 E-mail koyo@pref.nagano.jp

129万円

産業政策課
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

4000万円

産業政策課
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

1450万円

産業政策課
 FAX 026-235-7197 [0円]
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

　 県が主体となって意欲ある温泉地やスキー場地
区を支援し、温泉宿泊者やスキー場利用者の増加
を図ることにより、長野県の基幹産業のひとつである
観光産業を再生します。

温泉地・スキー場地区再生モ
デル事業費

　 障害者の雇用の拡大を図るため、きめ細やかな
職業相談、求人開拓、職業紹介による就業支援を
行うとともに、職業能力開発の機会を拡大するた
め、障害者の能力・適性などに応じた多様な訓練を
ＮＰＯ法人や民間教育訓練機関等へ委託し、就業
支援の拡充を図ります。

　・　求人開拓員を地方事務所に10名配置
　・  委託訓練　20コース（予定者：延 280人）

　 観光の需要が多様化・個性化し、国内旅行者が
伸び悩む状況のもと、観光立県「長野」の再興を図
るため、平成20年度から24年度までを計画期間とす
る観光振興の基本計画を策定します。

観光振興基本計画策定事業
費

「信州キャンペーン」推進事業
費

　キャンペーンのテーマである「環境と健康」を基本
とした旅行商品の開発や、本県を主な舞台とした
NHK大河ドラマ「風林火山」の放送にあわせた誘客
活動などに取り組み、官民一体となった「信州キャン
ペーン」を推進します。

新

新
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予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　業　名 事　　業　　内　　容

2800万円

産業政策課
 FAX 026-235-7197 ［2500万円］
 E-mail sansei@pref.nagano.jp

500万7千円

産業政策課 ・ 体験観光の推進
 FAX 026-235-7197 ［393万6千円］ ・ 二地域居住・移住の促進
 E-mail sansei@pref.nagano.jp ・ 移住希望者への相談窓口の充実

　長野県で“田舎暮らし”を希望する団塊の世代を
はじめとする多くの都市圏生活者を、官民が一体と
なって長野県に誘引し、地域の活性化と全国の長
野県ファンの増加を図ります。

田舎暮らし「楽園信州」創造事
業費

　長野県観光の活性化を図るため、新たな観光客
層である中国や韓国、豪州など海外からの誘客を
推進します。

　・　修学旅行、スキー客の誘致促進
　・　海外商談会等ツアー造成支援

ＮＡＧＡＮＯ・ハートオブジャパ
ン・ワールドプロモーション事
業費

6



部　局　名：　農　政　部

新規就農者支援事業費 3777万6千円 

農村振興課
 FAX 026-235-7483 ［　4294万9千円］
 E-mail noson@pref.nagano.jp

中山間集落営農づくり支援事業 2600万円 
費

・ 事業主体 集落営農組織
・ 補助率 1/2以内

農村振興課
 FAX 026-235-7483 [　0円]
 E-mail noson@pref.nagano.jp

信州こだわり食肉生産推進事業 5324万2千円 
費

・ 事業主体　　 県、市町村、農協、生産者団体
・ 補助率 定額または1/2以内

畜産課
 FAX 026-232-0764 ［　1563万5千円］
 E-mail chikusan@pref.nagano.jp

環境にやさしい農業総合対策 4482万1千円 
事業費

・ 事業主体　　県、市町村、
生産者団体、営農集団等

農業技術課 ・ 補助率 定額または1/2以内
 FAX 026-235-8392 ［　6023万8千円］
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　 農業後継者、新規参入者、団塊の世代からの
定年帰農者等多様な新規就農者を確保、育成す
るため、就農相談活動の充実、農業技術研修の実
施、新規就農里親制度による研修等、円滑な就農
を支援します。

　 生産者のこだわりが見える信州産食肉の生産・
供給体制を強化するため、全国トップクラスの繁殖
雌牛の導入など食肉の生産基盤の強化を図るとと
もに、高い飼養技術の継承と普及を支援します。

　 持続的に農業を発展させるため、化学肥料・農
薬の低減など環境にやさしい生産方式を導入する
生産者等を支援するとともに、エコファーマー認定
や農産物表示認証の拡大を図ります。

　 中山間地域等における地域農業の維持を図る
ため集落営農の組織化と、経営展開に向けた活
動及び農業用機械・施設等の整備を支援します。

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

安全・安心畜産サポート事業費 460万5千円 

畜産課
 FAX 026-232-0764 ［　495万5千円］
 E-mail chikusan@pref.nagano.jp

強い園芸産地育成事業費 5195万5千円 

園芸特産課
 FAX 026-235-7481
 E-mail entoku@pref.nagano.jp

・ 事業主体 県、生産者団体、営農集団
農業技術課 ・ 補助率 １/2以内
 FAX 026-235-8392 [　0円]
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

きのこ農業緊急支援対策事業 4429万6千円 
費

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ・ 事業主体 生産者団体、
 E-mail entoku@pref.nagano.jp (財)長野県野菜生産安定基金協会

・ 補助率 １/2以内、定額
農村振興課 ［　3181万4千円］
 FAX 026-235-7483
 E-mail noson@pref.nagano.jp

6億7839万5千円 

・ 事業主体 (財)長野県野菜生産安定基金協会
・ 補助率 定額

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ［　10億9884万6千円］

 E-mail entoku@pref.nagano.jp （一部再掲）

野菜等の経営を下支えする価
格安定事業補助金

　農家の経営安定と農作物の安定供給を図るた
め、価格低落時に価格差補給交付金を交付する
ための資金造成等を支援します。

　 参加農場への衛生管理指導やＤＮＡ鑑定によ
る信頼性の高い牛肉のトレーサビリティシステムに
より、県内産牛肉の安全・安心に関する情報を消
費者に提供します。

　 新品種の導入支援等により、消費者に愛される
多様な園芸産地を育成するとともに、実需者の要
望に応えられる流通改革を進めるための施設・機
械等の整備への支援や果樹に係る試験研究等を
充実します。

　 きのこ生産農家の経営安定を図るため、新たな
販路開拓、新品目や複合作物の導入、経営診断
の実施、生産安定資金造成等への支援や営農負
債の借り換えに対する利子助成等を行います。

・特産花き生産出荷安定資金造成事業
・野菜価格安定対策事業
・きのこ生産安定資金造成事業

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　 果樹産地の競争力強化を図るため、集出荷施設
果樹産地整備促進事業費 4億7124万6千円 の整備を支援します。

・ 事業主体 生産者団体
・ 補助率 １/2以内

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ［　1586万5千円］
 E-mail entoku@pref.nagano.jp

　 野菜産地の構造改革を推進するため、集出荷施
野菜産地体制強化緊急整備 6212万9千円 設の整備を支援します。
事業費

・ 事業主体 生産者団体
・ 補助率 １/2以内

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ［　7258万1千円］
 E-mail entoku@pref.nagano.jp

農政試験研究関係経費 5億3161万7千円 

農業技術課
 FAX 026-235-8392
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ［　4億9096万3千円］
 E-mail entoku@pref.nagano.jp

農業改良普及費 7424万3千円 

農業技術課
 FAX 026-235-8392 ［　7263万8千円］
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

　　3420万5千円

1億2147万9千円
研　究　費 3億7593万3千円

　 農政関係試験場では、環境と共生する農業技
術の開発や、消費者に愛される信州ブランドづくり
に役立つ新品種の開発などを行います。

区　　分 予　算　額
運　営　費

施設整備費

　 常時現場において直接農業者に接し、農業経
営、技術等に関する普及活動を通じて、自主的に
農業経営と農村生活の改善に取り組む農業者を
育成します。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

長野県原産地呼称管理制度 1382万2千円 
運営事業費

農業政策課
 FAX 026-235-7393 ［　1565万7千円］
 E-mail nosei@pref.nagano.jp

　 県産の農畜産物の魅力を県内外の消費者、流通
県産農産物消費拡大・販売 528万5千円 業者等に周知し、消費と販路を拡大するため、流通
促進事業費 情報の収集や生産情報の発信、ＰＲイベントなどを

行います。

農業政策課
 FAX 026-235-7393 ［　420万円］
 E-mail nosei@pref.nagano.jp

　 県産農産物の海外市場展開を図るため、「信州
信州農産物輸出支援事業費 325万円 ブランドを海外へ」推進実行委員会に参加しながら、

相乗効果が期待できる物産や観光などとタイアップ
し、海外でのＰＲを行います。
　 また、テスト輸出などの輸出販路開拓のための市
町村の取組みを支援します。

農業政策課 ・ 事業主体　　県、市町村、生産者団体
 FAX 026-235-7393 ［　362万円］ ・ 補助率　　　　1/2以内
 E-mail nosei@pref.nagano.jp

140万円 

農業技術課
 FAX 026-235-8392 ［　555万円］
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

地財（地域財産）を知財（知的
財産）で活かす信州農産物知
的財産戦略事業費

　長野県が開発した品種・技術等を権利化・保護
し、海外での許諾など積極的に活用することによ
り、信州ブランドを守り・創ります。

　 信州農産物のブランド化を確立するために創設
した長野県原産地呼称管理制度の運営や広く制
度を周知するためのＰＲを実施します。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　「地産地消」を県民運動として推進するとともに、
地産地消運動推進事業費 207万円 食育等に取り組む市町村等を支援し、「地産地消」

のネットワークの拡大、地場農産物供給力向上等
を図ります。

農業政策課
 FAX 026-235-7393 [　0円]
 E-mail nosei@pref.nagano.jp

信州オリジナル食材ブランド化 453万7千円 
推進事業費

農業政策課
 FAX 026-235-7393 [　0円]
 E-mail nosei@pref.nagano.jp

　 伝統野菜の継承発展と地域振興を図るため、信
信州伝統野菜認定・支援事業 59万5千円 州伝統野菜の認定や生産者等によるネットワーク会
費 議、伝統野菜料理コンクールを行います。

園芸特産課
 FAX 026-235-7481 ［　84万4千円］
 E-mail entoku@pref.nagano.jp

　 地産地消や米の消費拡大を推進するため、長野
学校給食米粉パン導入事業費 319万9千円 県産米を使用した米粉パンを給食へ導入する学校

と納入製パン業者を支援します。

・ 事業主体　　小中学校、学校給食施設等
　　　　　　　製パン業者等

・ 補助率　　　　定額
農業技術課
 FAX 026-235-8392 [　0円]
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

　 県開発・認定の優れた食材のＰＲとブランド化を
推進するため、取扱店舗の登録と情報発信を行う
とともに、オリジナル料理の創作や有名料理店へ
の売り込み等を行います。

新

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

農地・水・環境保全向上対策 1億2347万9千円 
事業費

農業技術課
 FAX 026-235-8392 ・ 事業主体　
 E-mail nogi@pref.nagano.jp 　　　　　    
農地整備課 　　　　　　　
 FAX 026-233-4069 [　0円] ・ 補助率 1/4以内
 E-mail nochi@pref.nagano.jp

中山間地域農業直接支払 19億3187万4千円 
事業費

・ 事業主体　　市町村・協定締結集落
・ 負担割合　　

農村振興課
 FAX 026-235-7483 ［　19億4113万5千円］

 E-mail noson@pref.nagano.jp

山村等振興対策事業交付金 5401万5千円 

・ 事業主体　　市町村、農協等
農村振興課 ・ 交付率　　　 1/2以内
 FAX 026-235-7483 ［　3820万円］
 E-mail noson@pref.nagano.jp

遊休農地再生活用総合対策 2399万4千円 
事業費

・ 事業主体　　市町村、農協、生産者団体等
農村振興課 ・ 補助率 1/2以内
 FAX 026-235-7483 ［　2409万円］
 E-mail noson@pref.nagano.jp

　 遊休農地の解消と有効活用を図るため、地域の
実情に即した多様な主体の参加による農業上の
利用や、多面的機能の増進など、農地を適正に維
持・管理する環境を整える活動や土地条件整備を
支援します。

　 中山間地域において、耕作放棄地の発生を防
止し、農業・農村の持つ多面的機能を確保するた
め、集落の話し合いに基づく将来に向けた積極的
な農業生産活動を支援します。

　 山村等中山間地域の振興を促進するため、自
然環境等地域の特性を活かした多様な産業振興
や山村・都市交流と地域の担い手の確保に重点を
置いた地域振興を支援します。

国1/2　県1/4　市町村1/4　ほか

　農村地域における農地・水・環境の良好な保全と
質的向上を図るため、地域ぐるみで行う共同活動
と化学肥料や農薬の５割低減など農業者の先進
的な営農活動を支援します。

地域協議会及び活動組織（農業
者、生産者団体、非農業者、地
域住民団体等により構成）

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

バイオマス信州推進事業費 330万円 

・
・

農業技術課
 FAX 026-235-8392 [　0円]
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

　 野生鳥獣による農作物被害を防止するため、防
野生鳥獣被害総合対策事業 5087万5千円 護柵の設置等を支援します。
費

・ 事業主体　　県、市町村等
・ 補助率 1/2以内

農業技術課
 FAX 026-235-8392 ［　2760万円］
 E-mail nogi@pref.nagano.jp

信州心のふるさと交流事業費 3億3566万3千円 

・ 事業主体　　県、市町村、団体等
・ 交付率　　　　1/2以内

農村振興課
 FAX 026-235-7483 ［　2701万2千円］
 E-mail noson@pref.nagano.jp

　 都市農村交流の推進による農山村地域の活性
化を図るため、推進体制づくりや活動促進、交流
拠点施設等の整備を支援します。

　 生物由来の有機性資源（バイオマス）の利活用
促進に向けた取組みを支援します。

事業主体
補助率

市町村、生産者団体等
1/3以内

新
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部　局　名：　警　察　本　部

警察官増員事業費 1億2454万4千円 

警務課
 FAX 026-232-1110 ［　1億691万3千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

子ども安全総合対策事業費 1722万9千円 

・ スクールサポーターの配置

少年課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

ＤＮＡ型鑑定施設増設事業費 4293万2千円 

・ DNA型鑑定用クリーンルーム増設工事
・ DNA型鑑定用機器等整備

科学捜査研究所
 FAX 026-232-1110 ［　351万4千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

生活道路事故防止対策事業費 1015万2千円 

・ 外周発光装置付き標識板　

交通規制課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

54か所

　 現代捜査で、犯人特定のため必要不可欠とされ
ているＤＮＡ型鑑定をより迅速かつ正確に実施す
るため、鑑定施設等の拡充整備を行います。

   生活道路における交通事故の危険性の高い交
差点に、外周発光装置付き標識板を新規に設置
します。

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　 危機的状況にある治安回復に向け、パトロール
の強化及び身近な知能犯罪・来日外国人犯罪等
の捜査力強化を図るため、警察官６０人を増員しま
す。

   全国的に多発している子どもが被害者となる犯
罪に対し、多面的かつ総合的な対策を展開し、少
年の非行防止や立ち直り支援、子どもの安全確保
対策を行います。

７人

新

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

438万8千円 

交通企画課
 FAX 026-232-1110 ［　377万8千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

926万3千円 

交通企画課
 FAX 026-232-1110 ［　2173万4千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

交通安全施設整備事業費 15億5182万7千円 

・ 交通管制システムの充実
・ あんしん歩行エリアの整備
・ 交通信号機の新設

交通規制課 ・ 交通信号機の改良
 FAX 026-232-1110 ［　13億9654万7千円］ ・ 道路標識・標示の整備等
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

総合指揮システム整備事業費 1億8879万6千円 
（通信指令室の移転改修）

地域課
 FAX 026-232-1110 ［　255万5千円］
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

   国道19号（木曽路）における交通事故を防止す
るため、通行車両の誘導や駐留警戒などの業務を
警備会社に委託し、交通安全対策車両「木曽かめ
君」を運行します。

　 総合指揮システム整備計画の一環として、老
朽・陳腐化している通信指令システム更新に伴
い、通信指令室の移転改修及び大型表示装置の
整備等、高度化を図ります。

　 高齢者の交通事故を抑止するため、地域の高
齢者を集め、運転免許センターにおいて体験型機
器を活用した交通安全教育を行い、地域のセーフ
ティーリーダーの育成を行います。

　交通環境を改善し、交通の安全と円滑化を図る
ため、交通信号機、道路標識、道路標示等の整備
を行います。

信州いきいきセーフティー事業
費

木曽路交通事故抑止対策事業
費
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成18年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

留置業務支援員配置事業費 733万1千円 

・ 留置業務支援員配置 ７人

監察課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

諏訪警察署建設事業費 3762万円 

・ 平成19年度 地質調査、実施設計
債務負担行為
(3億1957万5千円)

警務課・会計課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

交番・駐在所建設事業費 2億5873万1千円 

・ 交番（２か所）
上田署染谷交番、岡谷署岡谷駅前交番

・ 駐在所（６か所）
地域課・会計課 長野中央署小川村駐在所、望月署山部駐在所
 FAX 026-232-1110 ［　2億8074万8千円］ 茅野署原村駐在所、駒ケ根署中沢駐在所
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp 飯田署松尾駐在所、木曽署野尻駐在所

1090万2千円 

・ 平成19年度 基本設計、実施設計

会計課
 FAX 026-232-1110 [　0円]
 E-mail police-kaikei@pref.nagano.jp

長野中央警察署大規模改修事
業費

   耐震安全性が極めて低く、かつ、老朽化した諏
訪警察署の移転建替えを行います。

　老朽化している交番・駐在所について、生活安
全センターとしての交番機能の強化を図りながら、
建替えを行います。

   耐震性が低く、老朽化している長野中央警察署
について、大規模改修により建物の延命化を図り
ます。

　 留置場収容人員の増大に伴い、被留置者の人
権確保、事故防止等を図るため、新たに留置業務
支援員を配置します。

新

新

新
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