
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

総務部 財政課 

担当：黒田 和彦  鈴木 英昭 

電話：026-235-7039（直通） 

    026-232-0111（内線 2062） 

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２０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 29 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８日（金）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 20 年（2008 年）１月 30 日

平成２０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

　防災拠点設備等整備事業費 241万5千円 

・ 発電機の整備

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

　国と共同の国民保護実動 798万4千円 
　訓練実施事業費

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

　自治体消防制度60周年記念 302万4千円 
　事業費

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

　ＦＡＸサーバー更新事業費 567万円 

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

　県民の安心・安全な生活を確保するという消防使
命の重要性の再認識とさらなる消防防災体制の充
実・強化を図るため、自治体消防制度60周年を記
念して長野県大会の開催及び記念表彰を実施しま
す。

　気象業務法に基づく気象情報並びに行政文書
等を市町村役場、消防本部及び防災関連機関へ
ＦＡＸ送信している現システムを更新し、送信方法
の効率化と高速化により、防災情報等の的確な送
達と共有を図ります。

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

　災害時応急資機材の整備を進めることにより、庁
舎の耐震改修と相互に補完しながら、県合同庁舎
の防災拠点としての機能を確保します。

事　　　業　　　内　　　容

　県、市町村の国民保護計画の作成を受け、計画
の実効性を高めるため、国と共同の実動訓練を行
い、計画等の検証・確認を行うとともに、職員の対
処能力の向上と関係機関の連携を図ります。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

防災行政無線設備更新事業費 2億7222万8千円 

・ 無線通信装置更新　３か所
・ 直流電源装置更新　１か所

消防課
 FAX 026-233-4332 ［　1億1240万円］
 E-mail shobo@pref.nagano.jp

　災害時に安定した通信手段を確保するため、無
線通信装置及び直流電源装置を更新します。
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部　局　名：　生活環境部

163万7千円 

・ イベントやホームページを通じて実践行動への

環境政策課 ・
 FAX 026-235-7491 [　0円] るとともに優れた事例を表彰
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

36万円 

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［　40万円］
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

ＥＳＣＯ導入事業費 31万6千円 

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［　1004万2千円］
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

大気汚染防止対策事業費 2354万6千円 

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［　2078万4千円］
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　県民・企業・団体等に対し、日常の生活や事業活
動において環境に配慮した行動を実践する運動
「減ＣＯ２アクション」を広く呼びかけ、県民の地球温

暖化防止活動の促進を図ります。

参加を呼びかけ
様々な実践活動を募集し､その内容を紹介す

減ＣＯ２（げんこつ）アクション

キャンペーン事業費

信州省エネパトロール隊活動
支援事業費

(県有施設の省エネ改修導入
事業費)

  事業所における地球温暖化対策を推進するた
め、企業等のエネルギー設備の省エネ対策を診
断・指導する「信州省エネパトロール隊」の活動に
対して助成します。

　長野県の温暖化対策の率先実行のため、エネル
ギー消費量の多い県有施設へのＥＳＣＯ事業の導
入に向け、ＥＳＣＯ事業提案審査委員会を設置し、
事業候補者を選定します。

　大気汚染の状況を正確に把握することにより、大
気汚染物質による健康被害等を未然に防止しま
す。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

87万1千円 

環境政策課
 FAX 026-235-7491 [　0円]
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

信州環境フェア負担金 180万円 

環境政策課
 FAX 026-235-7491 ［　180万円］
 E-mail kankyo@pref.nagano.jp

水にやさしい人づくり事業費 16万4千円 

水環境課
 FAX 026-235-7366 [　0円]
 E-mail mizukankyo@pref.nagano.jp

278万3千円 

水環境課
 FAX 026-235-7366 [　0円]
 E-mail mizukankyo@pref.nagano.jp

長野県環境基本計画の改定事
業費

上川・宮川流域流出水負荷削
減技術研究事業費

  長野県環境基本条例に基づき、長野県の環境保
全に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進
するとともに、新たな社会情勢や直面する環境課
題に適切に対応するため、長野県環境基本計画を
改定します。

　持続可能な社会の実現に向けて、県民・事業者・
ＮＰＯ・行政がお互いの理解と協力のもと、環境に
配慮したライフスタイルを確立する契機とするた
め、経済団体等とともに実行委員会を組織し、信州
環境フェアを開催します。

　本県の清らかで豊かな水環境を将来にわたって
保全するため、第４次長野県水環境保全総合計画
に沿って、水環境保全に関する普及啓発を実施し
ます。

　汚濁負荷の大部分を占める市街地、農地等から
降雨に伴って流出する負荷（流出水負荷）の削減
技術の研究、成果の普及により、諏訪湖浄化対策
を推進します。
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

合併処理浄化槽整備事業費 2億907万9千円 

・ 事業主体 市町村
・ 補助率 事業費の公費負担分の1/3以内

生活排水対策課
 FAX 026-235-7399 ［　2億907万9千円］
 E-mail seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

149万6千円 

・ 保護回復事業計画の作成
・ 希少野生動植物保護監視員の委嘱

自然保護課
 FAX 026-235-7498 ［　2214万1千円］
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.jp 

971万円 

・ 霧ヶ峰(八ヶ岳中信高原国定公園)
・ 事業内容

防護柵の設置及び管理
自然保護課 ニホンジカの行動追跡
 FAX 026-235-7498 [　0円] 防護効果の検証（被害状況調査、ニホン
 E-mail　shizenhogo@pref.nagano.jp ジカ頭数調査）

133万1千円 

・ 信州リサイクル製品の普及促進
・ 過剰包装・レジ袋削減の推進
・ 事業系一般廃棄物削減への支援

廃棄物対策課 ・ リサイクル関連法等の円滑な推進
 FAX 026-235-7259 ［　181万4千円］
 E-mail haikibut@pref.nagano.jp

  長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護
回復事業計画の策定を進め、市町村、NPO、民間
団体等の幅広い連携により、実効性のある保護対
策に取り組みます。

  ニホンジカによる植生被害を防ぎ、生物の多様性
の確保及び自然公園の景観の維持を図るととも
に、今後の効果的な防護方法の実証を行います。

　長野県廃棄物処理計画（第２期）に基づき、廃棄
物の適正処理及び資源化推進に関する啓発活動
等を行います。

　河川等の水質汚濁を防止することを目的として、
市町村が実施する合併処理浄化槽整備事業への
補助金の交付を行います。

希少野生動植物保護対策事
業費

ニホンジカによる植生被害対策
事業費

資源循環システム構築事業費

実施箇所

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

382万2千円 

・ 一般廃棄物処理施設に対する指導
・ 市町村等に対する情報提供、技術的支援
・ 一般廃棄物処理実務セミナーの開催

廃棄物対策課
 FAX 026-235-7259 ［　382万2千円］
 E-mail haikibut@pref.nagano.jp

50万円 

廃棄物対策課
 FAX 026-235-7259 [　0円]
 E-mail haikibut@pref.nagano.jp

160万円 

廃棄物監視指導課
 FAX 026-235-7259 ［　328万2千円］
 E-mail kanshi@pref.nagano.jp

24万2千円 

生活文化課
 FAX 026-234-6579 ［　53万6千円］
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

  一般廃棄物の適正処理を推進するため、市町村
に対し、情報提供、技術的支援を行います。

　産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃
棄物処理技術に関する調査研究を行い、産業廃
棄物処理業者等に対する情報提供、技術的支援
を行います。

　産業廃棄物の大規模不法投棄の防止と抑止を
図るため、廃棄物監視員・指導員及び民間委託に
よる産業廃棄物運搬車両等に対する夜間監視を
実施します。

一般廃棄物適正処理推進事
業費

産業廃棄物処理に係る技術的
支援事業費

不法投棄防止夜間監視事業
費

総合的な消費者施策検討事業
費

　消費者施策の総合的な対策を目的とした「消費
生活条例（仮称）」の制定など消費者施策のあり方
について検討を行います。

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

多重債務者対策事業費 150万円 

生活文化課
 FAX 026-234-6579 [　0円]
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

101万4千円 

生活文化課
 FAX 026-234-6579 [　0円]
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

5400万円 

・ 期　 間 平成20年８月13日（水）～９月９日（火）
・ 会　 場 長野県松本文化会館（松本市）ほか
・ 公演数 13公演（予定）

生活文化課
 FAX 026-234-6579 ［　6000万円］
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

2400万円 

・ 期　 日 平成20年９月24日（水）
・ 会　 場 長野県県民文化会館（長野市）

生活文化課
 FAX 026-234-6579 ［　600万円］
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

2008サイトウ・キネン・フェスティ
バル松本開催事業費

ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団演奏会開催事業費
（県民文化会館開館25周年・
ウィーン楽友会館姉妹提携25
周年記念事業）

長野県文化芸術振興指針策
定事業費

　多重債務者を早期に発見し、相談機関へ導くた
めの広報・啓発を行い、県民の暮らしの安全・安心
を守ります。

　長野県の文化芸術施策の方向性を明らかにし、
計画的に施策を展開するため、「長野県文化芸術
振興指針」を策定します。

　2008サイトウ・キネン・フェスティバル松本を共催
します。

  県民文化会館の開館25周年及びウィーン楽友会
館との姉妹提携25周年を記念し、ウィーン・フィル
ハーモニー管弦楽団による演奏会を共催します。

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

文化施設改修事業費 1億9880万6千円 

生活文化課
 FAX 026-234-6579 ［　2億円］
 E-mail seibun@pref.nagano.jp

  県立文化施設の改修により、利用者が安全で快
適に文化芸術に親しむことができる環境を提供しま
す。
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部　局　名：　観　光　部

観光地景観対策研究費 70万3千円 

・
観光企画課 ・
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoki@pref.nagano.jp

3579万5千円 

・
・

観光振興課 [　0円] ・
 FAX 026-235-7257 ・
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp ・

580万9千円 

[　0円] ・
・

観光振興課
 FAX 026-235-7257 ・
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

417万円 

　

・
観光振興課
 FAX 026-235-7257 ［　163万4千円］ ・
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

信州エコ"泊"覧会の実施
プロモーションの展開

事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

　観光地の景観対策に係る研究会を設置して、解
体撤去されずに残されている廃屋など、観光地の
景観に悪影響を及ぼしている事例の解決方法を検
討し、観光地の良好な景観の保持、育成を推進し
ます。

廃屋等の解体撤去に係る施策の検討

「信州道楽」誘客促進事業費

信州「食」の魅力向上事業費

ホスピタリティ向上事業費
　観光産業従事者をはじめ、地域のホスピタリティ
の底上げと向上を図るための講座や、地域課題や
時代の要請等からレベルアップが必要な分野を対
象とした研修会等を開催し、訪れたお客様の満足
度を向上させ、リピーターの増加を図ります。

信州「食」の魅力向上講座の開催

信州おもてなしカレッジ（宿泊事業者向け講
座）の開催

観光地の良好な景観の保持、育成に係る施策
の検討

　信州キャンペーンの「環境と健康」というテーマを
継承し、長野県の特性を生かした旅行商品づくり
やプロモーションなどにより、訪れたお客様に「もう
１か所」「もう１泊」と思われるような新たな旅の魅力
を創造、発信します。

分野別カリキュラム研修会の開催

信州"道楽"周遊事業

　県内各地で取り組まれている地域の旬の食材を
活用するなど、地産地消を推進し、訪れたお客様
に注目される地域色豊かで多彩な信州の食文化
の魅力向上を図るとともに、メディアへの情報発信
を行います。
　また、伝統料理や地域の食材を使ったメニューを
組み込んだ旅行商品づくりを支援します。

旅行商品コンテンツの開発

おいしさ三つ星の誕生会（しなの食大学成果
発表会）の開催
おいしいもの発信を具体化する取組への支援

「信州・天地人」のＰＲ

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

248万4千円 

・
・

観光企画課 ・
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoki@pref.nagano.jp

3201万3千円 

・
・

観光振興課 ・
 FAX 026-235-7257 [　0円] ・
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

5259万8千円 

・
・

観光振興課
 FAX 026-235-7257 ［　1450万円］
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

441万9千円 

・
・

観光振興課
 FAX 026-235-7257 ［　500万7千円］
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

観光事業者経営力強化支援
事業費

　観光事業者の経営力強化のため、研修を通じた
人材育成や経営支援のための情報提供の充実な
どに取り組み、観光産業の持続的発展をめざしま
す。

経営力強化支援のための検討委員会の設置

スノーリゾート信州に関するプロモーションの
展開

温泉地・スキー場地区再生モ
デル事業費

スノーリゾート信州構築事業費

　地域の観光事業者、関係団体及び地域住民と連
携・協働して意欲的に温泉地やスキー場地区の再
生に取り組む市町村を支援し、温泉宿泊者やス
キー場利用者の増加を図ります。

スキー振興のための研究会の設置
スノーリゾート信州を具体化する取組への支援

　長野県での“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
の長野県ファンの拡大を図ります。

　「田舎暮らし案内人」の配置

具体的施策に対する市町村への補助
観光振興アドバイザーの派遣

観光事業経営者向け研修講座の実施

　信州の冬の最大の魅力となるスキー振興に加
え、新たな冬の信州の楽しみ方をトータルで提案
し、冬の信州への誘客を図ります。

索道事業者研修会の開催

都市圏住民に対する長野県での田舎暮らしの
ＰＲ

田舎暮らし「楽園信州」創造事
業費

観光事業者向け経営支援パンフレットの作成

新

新
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事　　　　業　　　　名 予　　算　　額
［平成19年度予算額]

事　　　業　　　内　　　容

264万4千円 

・
・

観光企画課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoki@pref.nagano.jp

3833万2千円 

・
・

観光振興課 [　0円] ・
 FAX 026-235-7257
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

866万6千円 

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [　0円]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.jp

シーズンマガジン発行事業費

外国人旅行者戦略的誘致推
進事業費

　長野県の四季折々の魅力、旬な観光情報、イベ
ント情報等を盛り込んだシーズンマガジンを年４回
発行し、長野県への旅行のより具体的な動機づけ
を図り、誘客を促進します。

　県内地方事務所の10エリアごとに、市町村、観光
関連団体、観光事業者など関係者が協議する場を
設け、各関係者が連携し、地域特性を生かして取り
組む観光振興を推進します。

地域振興アドバイザーバンクの設置

　諸外国・地域の特性に応じた戦略的な誘客活動
を展開し、長野県を訪れる外国人旅行者数の増加
を図ります。
　また、外国人旅行者の皆様が県内での滞在を十
分満喫でき、観光地の正確な情報を入手できるよ
う、受入基盤の整備を進めます。

戦略的な外国人旅行者の誘致推進
外国語サイトの改訂

エリア別観光戦略会議の設置

エリア10観光振興プロジェクト
事業費

外国人旅行者向け観光案内所の機能充実な
どに関する「長野県版行動計画」の策定と普
及

新

新

新
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