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２月県議会定例会に提出する平成２３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 27 日（木）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７日（月）の部局長会議で決定した上で発表する予定です。 

長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース長野県（総務部）プレスリリース    平成平成平成平成 22223333 年（年（年（年（2020202011111111 年）１月年）１月年）１月年）１月 22228888 日日日日    

平成２平成２平成２平成２３３３３年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算案案案案の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報の知事査定結果《速報((((第２第２第２第２回回回回))))》について》について》について》について    



部　局　名 ： 健康福祉部

512,300

健康福祉政策課県立病院機構連携室

 FAX 026-235-7161 [ 2,050,200 ]
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.lg.jp

県立阿南病院耐震化整備事業費

407,100

健康福祉政策課県立病院機構連携室

 FAX 026-235-7161 [ 58,900 ]
 E-mail kenbyoin@pref.nagano.lg.jp

　救急搬送時間の短縮による救命率の向上、後遺症
ドクターヘリ運航事業費 316,534 の軽減やへき地における救急医療体制の強化等を

図るため、ドクターヘリの運航を支援します。

医療推進課
 FAX 026-223-7106 ・ 基地病院 佐久総合病院
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp 信州大学医学部附属病院

[ 188,846 ]

（長野県立病院機構施設整備
等資金貸付金）

　長野県立病院機構が実施する阿南病院耐震化
整備工事に必要な資金を貸し付けます。

　・既存棟仮設工事、旧本館棟の一部解体工事
　・本館棟建設工事
　　　　　　　　　　（工期：平成21年度～25年度）

　長野県立病院機構が実施するこころの医療セン
ター駒ヶ根整備の第２期工事に必要な資金を貸し
付けます。

　・第２期工事　デイケア棟、体育館等建設工事、
　　　　　　　　　　解体工事、外構工事
　　　　　　　　　（工期：平成22年度～23年度）

県立こころの医療センター
駒ヶ根整備事業費
（長野県立病院機構施設整備
等資金貸付金）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新

　小児・周産期医療体制の維持・確保のため、医療
小児・周産期医療体制整備 328,034 施設の運営に要する経費に助成を行う等、所要の
事業費 施策を実施します。

・ 医療機関等への運営費補助
1 夜間の小児初期救急医療施設
2 小児救命救急センター

医療推進課 3 地域療育支援施設
 FAX 026-223-7106 [ 155,071 ] 4 周産期母子医療センター
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 小児救急電話相談事業の実施

　看護大学において、特定の分野で高水準の看護
看護大学認定看護師養成 29,200 が実践できる「認定看護師」の養成を行います。
事業費

・ 開設予定 平成23年6月
・ 設置課程 ２課程（皮膚･排泄ケア、感染管理）

医療推進課 ・ 定員　　 各20人
 FAX 026-223-7106 [ 0 ]
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

　公共施設耐震診断の結果、耐震強度不足が判明
木曽看護専門学校移転事業費 9,980 した木曽看護専門学校について、遊休県有施設を

活用して移転します。

医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 0 ] ・ 移転先 県立木曽青峰高校　新開キャンパス
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp （旧木曽山林高校）

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

　地域医療の課題を解決するため、地域医療再生
地域医療再生事業費 1,788,841 計画に基づき事業を実施する上小医療圏、上伊那

医療圏に対して支援します。
（事業実施期間：平成21年度～25年度）

【平成23年度実施事業】
 <上小医療圏> 

 　・成人初期救急医療体制の整備　等

 <上伊那医療圏>
　・伊那中央病院の三次救急医療体制の整備
　・昭和伊南総合病院の地域医療支援リハビリテー

医療推進課
 FAX 026-223-7106 [ 577,935 ] 　・辰野総合病院の移転新築　等
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

  医師確保対策の推進、医師の勤務環境の改善、
医師確保等総合対策 593,077 産科･小児科医療等の確保に向けた各種事業を実
事業費 施します。

・ 医学生修学資金等貸与事業
　　将来県内の医療機関に勤務しようとする医
 学生等を対象に修学資金等を貸与
（新たに平成23年度からの医学部定員増関係
 分を追加）

・ 医師事務作業補助者導入推進事業

　　ションセンターの整備

 　・上田市産院の移転新築
   ・地域医療連携ネットワークシステムの構築

 （地域医療再生基金活用事業）

新新 ・ 医師事務作業補助者導入推進事業
　　病院勤務医の負担を軽減し医師確保の
 環境整備を図るため、医師事務作業補助者

医療推進課医師確保対策室  の病院への配置を推進
 FAX 026-223-7106

[ 510,518 ]

　患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善
医療施設・設備整備事業費 1,717,274 及び医療施設の耐震化を図るため、病院の施設、設

備の整備を支援します。

医療推進課 ・ 施設整備（医療施設耐震化含む)
 FAX 026-223-7106 　 病院、看護専門学校 15 か所
 E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp ・ 設備整備
健康長寿課    病院、診療所、看護専門学校 12 か所
 FAX 026-235-7170 [ 1,400,515 ]
 E-mail kenko-choju@pref. 　（一部　医療施設耐震化臨時特例基金活用事業）
　　　　　　nagano.lg.jp

 E-mail doctor@pref.nagano.
　　　　 　lg.jp

　（一部　地域医療再生基金、雇用基金活用事業）

新新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

285,000

地域福祉課
  FAX  026-235-7172

［300,000］

福祉人材確保対策事業費 1,063,823
　福祉人材の確保・定着を促進するため、次の事
業を長野県福祉人材研修センター及び介護福祉
士養成校等において実施します｡

地域福祉総合助成金交付事
業費

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

　市町村が行う地域福祉の充実に資する次の事業
に対し助成します。

　　・ 事業主体　市町村
　　・ 補助率　　　1/2以内
　　・ 事業内容
    　１　安心生活支援事業
　　　　　宅老所の整備・防災機能の強化、高齢者
　　　　や障害者の住宅のバリアフリー化　等
　
　　　２　障害者支援事業
　　　　　心身障害児（者）の介護者の負担を軽減
　　　　するための一時的な預かりや余暇活動の支
　　　　援　等
　　　　　　　軽度・中等度難聴児の補聴器購入へ
　　　　　　の助成

　　　３　子育て支援事業
　　　　　児童クラブや低年齢児保育事業所の運
        営、施設の代替職員の雇用や認可外保育
　　　　施設の整備・運営　等

　　　４　市町村提案事業
　　　　　地域の実状に応じて実施する福祉施策に
        対する支援

新

地域福祉課
  FAX  026-235-7172

［659,868］

　１　福祉・介護施設における労働環境の整備
　　　研修等に参加する際の代替職員を確保し、福
　　祉・介護施設の職員の資質向上を図ります。
　　　（雇用基金活用事業）

　２　キャリアアップの仕組みの構築
　　　養成校等が実施する事業所向けのスキルアッ
　　プ研修への助成やキャリアパス構築への支援、
　　キャリア支援専門員による求職者の職場開拓等
　　を実施します。
　　　（障害者自立支援対策臨時特例基金活用事
　　　業）

　３　多様な人材の参入の促進
　　　働きながらのホームヘルパー等の資格取得を
　　支援する介護雇用プログラムや就職希望者へ
　　の職場体験を実施するとともに、複数事業所が
　　連携して行う求人活動等への支援を行います。
　　　また、養成校等が実施する潜在的な有資格
　　者の再就業支援研修等への助成を実施しま
　　す。
　　　（一部　障害者自立支援対策臨時特例基金、
　　　雇用基金活用事業）

　４　県福祉人材研修センターの運営
　　　社会福祉施設従事者に対する必要な知識や
　　専門技術に関する研修、無料職業紹介事業な
　　どを実施します。  E-mail  chiiki-fukushi@pref.

　　　　　　nagano.lg.jp
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

8,994,811

１　創設、改築等
（老人福祉施設）

(安心こども基金事業一部再掲） 　・ 広域型特別養護老人ホーム等
　・ 認知症高齢者グループホーム等
（障害福祉施設）
　・ 障害者支援施設
　・ 障害者グループホーム
（児童福祉施設）
　・ 保育所
　・ 子育て支援センター
　・ 放課後児童クラブ室

　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、
地域福祉課 　　安心こども基金活用事業）
  FAX  026-235-7172

２　耐震化・スプリンクラー整備
（老人福祉施設）

健康長寿課介護支援室 　・ 広域型特別養護老人ホーム等
  FAX  026-235-7394 （障害福祉施設）

　・ 障害者支援施設等
（児童福祉施設）

障害者支援課 　・ 児童養護施設
  FAX  026-234-2369 　・ 乳児院

（救護施設）
　・ 救護施設

こども･家庭課
  FAX  026-235-7390 　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、

1か所

社会福祉施設等整備事業
補助金

8か所

  E-mail  chiiki-fukushi@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

137か所

2か所

  E-mail  kaigo-shien@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

  E-mail　shogai-shien@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

2か所

9か所

3か所

1か所

1か所

社会福祉施設等の創設・改築等や、耐震化・ス
プリンクラー整備に対して助成します。

17か所
120か所

15か所

  FAX  026-235-7390 　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金、
［8,677,847］ 　　社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

　　活用事業）

　 予防、早期発見から治療、緩和ケアまで広範にわ
がん対策総合推進事業費 139,888 たるがん対策を行政、医療関係者、県民など幅広い

参画のもとに総合的に推進します。
・ がん検診受診率向上対策事業

　がん啓発・検診率向上等に向けた協定締結
企業等と連携してがん検診受診対象者に対す
る受診促進を図ります。

・ がん対策推進協議会（仮称）の設置
　がん患者・家族、医療関係者、学識経験者
等からなる第三者会議を新たに設置し、総合
的な施策について検討します。

・ がん医療提供体制の充実
健康長寿課 　がん診療連携拠点病院や、がん相談支援
 FAX 026-235-7170 センターに対して支援するとともに、がん診

[ 141,573 ] 療に携わる医師等の緩和ケア研修を実施し
ます。

　（一部　地域医療再生基金活用事業）

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

子宮頸がん等ワクチン接種 1,444,009
緊急促進事業費

・ 実施主体　市町村
・ 補 助 率　1/2
・ 対象ワクチン

　子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン
　ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン
　小児用肺炎球菌ワクチン

健康長寿課
  FAX　026-235-7170

[ 0 ]

8020運動推進特別事業費 10,665

・ 8020推進ネットワークの構築
健康長寿課 ・ 各ライフステージにわたる口腔機能の育成向上
  FAX　026-235-7170 支援

[ 9,232 ] ・ 長野県歯科保健推進条例に基づく推進計画
の策定

子宮頸がんの発症や小児の髄膜炎などの重症
化を予防するため、市町村が行うワクチン接種に
対して助成します。

関係機関と連携しながら、社会的取組みとしての

（子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例
  基金活用事業）

県民の健康につながる口腔の健康管理を推進
するため、8020運動の普及啓発を行うとともに、歯
科保健事業の円滑な推進体制の整備を図ります。

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

新

自殺対策推進事業費 116,416

・ 自殺対策緊急強化事業の実施
・ かかりつけ医心の健康対応力向上研修の実施

健康長寿課 ・ 県自殺予防情報センターによる支援体制の整備
  FAX　026-235-7170 ・ うつ病の診療・支援基盤の強化

[ 68,507 ]
　（一部　自殺対策緊急強化基金活用事業）

精神科救急医療整備事業費 104,426

・ 精神科救急医療確保事業
　 精神科救急病院の運営費への助成　等

健康長寿課 　    対象　17病院
  FAX　026-235-7170 ・ 精神科救急情報センター事業

[ 65,734 ] 　 精神障害者等からの医療相談に24時間
体制で対応

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

関係機関と連携しながら、社会的取組みとしての
自殺対策を推進します。

精神科救急医療を実施する医療機関等に対し助
成を行うなど、休日や夜間に緊急に医療を必要と
する精神障害者に対する医療体制を確保します。

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

新

5



事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

53,560

・ 認知症施策推進会議等の設置
　医療・介護・福祉等の代表者による推進会議
や部会による検討

・ 認知症疾患医療センターの整備
　２か所（中南信）→３か所（東信を追加）

・ 市町村における見守り活動の実施
健康長寿課 　見守りネットワーク推進会議の開催や見守り
  FAX  026-235-7170 協力員の育成

［32,405］

2,811

障害者支援課 　・ 関係者による研究会の開催
  FAX  026-234-2369 　・ 当事者、支援者、事業者等からの意見の集約

［0］

64,882

　（一部　介護基盤緊急整備等臨時特例基金
　　活用事業）

障害者に対する差別を禁止する条例の制定に向
けて、規定すべき内容の研究及び当事者等からの
意見集約を行います。

障害者差別禁止条例（仮称）
制定事業費

  E-mail　kenko-choju@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

  E-mail　shogai-shien@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮
らすことができるよう、医療・介護・福祉の充実と連
携による総合的な支援を行います。

児童虐待防止強化事業費
児童虐待の相談体制の強化により、児童虐待の

未然防止、再発防止を図ります。

認知症対策総合推進事業費

新

新

新

64,882

(安心こども基金事業一部再掲）
　１　児童虐待対応職員研修事業

　２　児童虐待防止広報啓発事業

　３　児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　４　　　児童相談システム導入事業

こども･家庭課
  FAX  026-235-7390

［37,154］
（一部　安心こども基金活用事業）

392,047

こども･家庭課 　・ 移転先 旧公衆衛生専門学校
  FAX  026-235-7390 　・ 移転予定 平成23年度末

［0］
（一部　安心こども基金活用事業）

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

児童相談所移転改築事業費
中央児童相談所の相談機能の強化と一時保護

された児童の処遇改善を早急に図るため、移転改
築を行います。

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

児童虐待防止強化事業費

　相談業務及び事務処理の効率化のため、児
童相談業務を総合的に扱うシステムを導入し
ます。

未然防止、再発防止を図ります。

　児童虐待防止に関する県民意識の向上を
図るため、児童虐待防止推進月間を中心に広
報啓発活動を実施します。

　児童虐待の通告・相談のほか、ＤＶの通報や
相談に24時間・ 365日応じ、速やかに必要な
支援を行います。

　研修等の実施により市町村、児童相談所等
の関係職員の相談機能を強化します。

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

1,241,012

　１　民間保育所等の施設整備
　２　児童福祉施設職員等に対する研修事業
　３　地域子育て創生事業
　４　ひとり親家庭の就業支援
　５　児童養護施設等の緊急環境改善事業

こども･家庭課 　（安心こども基金活用事業）
  FAX  026-235-7390

［1,925,337］

4,721

　１　子どもへの広報及びアンケート

　２　有識者会議の開催
こども･家庭課
  FAX  026-235-7390

［0］
（安心こども基金活用事業）

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

  E-mail  kodomo-katei@pref.
　　　　　　nagano.lg.jp

子どもの権利条例（仮称）制定
事業費

　子どもに関わる様々な立場の関係者による
検討会を開催

安心こども基金事業費

（一部再掲）

子どもの権利条例制定に向けて、当事者である
子ども自身や関係者の意見を聴き、条例の方向性
や内容について検討します。

※このほかに、平成22年度１月補正予算において
　 2,475千円を前倒しして計上しています。

子どもを安心して育てることができるよう、市町村
が行う子育て支援の取組や、児童養護施設が行う
児童の生活環境の改善等に対して助成します。

　県内の小、中、高校生を対象にした広報及
びアンケートを実施

新

（安心こども基金活用事業）

1,121

食品・生活衛生課
 FAX 026-232-7288 ［0］
 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

食品の安全性を確保し、県民の食品に関する不
安を解消するため、食品安全・安心条例（仮称）制
定に向けた検討委員会を設置し検討を行います。

食品安全・安心条例（仮称）
制定事業費

　　　　　　nagano.lg.jp

新
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部　局　名 ： 観　光　部

　　 北陸新幹線延伸対策
事業費 8,000

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

15,000

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

スノーリゾート信州構築事業費 31,506

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 30,333 ]

平成24年1月に迎える長野県スキー発祥100周
年をスキー人口拡大の大きな好機と捉え、県内ス
キー関係者が一体となったプロモーションを行うと
ともに、スキー場経営の体質強化に向けた支援を
行います。
　　・長野県スキー発祥100周年プロジェクト
　　　　　大きな節目を迎えるため、関係者が一体と
　　　　なり誘客キャンペーンを実施

平成22年度の信州デスティネーションキャンペー
ンを契機とした地域の取組をさらに発展させ、「宿
泊滞在型」、「県内周遊型」観光の進展を図るた
め、「未知を歩こう」をテーマに全県的な観光キャン
ペーンを実施します。

　　・誘客宣伝事業
　　・受入体制整備事業

　　 「未知を歩こう。信州2011」
観光キャンペーン実施事業費

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

平成26年度の北陸新幹線長野・金沢間開業に
向けて、市町村、観光事業者、経済団体等官民が
連携し、北陸地域からの観光客誘致や県内の受
入体制の整備を行い、広域観光の促進を図りま
す。

　　・新幹線沿線地域観光連携会議の開催
　　・北陸地域の観光動向・意向の調査、誘客促進
　　・新幹線延伸に向けた観光振興の気運醸成

　（雇用基金活用事業）

新

新

新

 FAX 026-235-7257 [ 30,333 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

　　 信州まつもと空港と連携した
周遊観光推進事業費 4,133

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

54,261

観光振興課
 FAX 026-235-7257 [ 28,758 ]
 E-mail kankoshin@pref.nagano.lg.jp

中国河北省経済交流推進
事業費 2,400

国際課
 FAX 026-232-1644 [ 2,800 ]
 E-mail kokusai@pref. nagano.lg.jp

本県の友好提携先である中国河北省との経済交
流を更に推進するため、トップセールスによる観
光・農業の分野における誘客促進、販路拡大を図
ります。

　・観光・特産品現地プロモーション（仮称）の開催

訪日外国人旅行者を県内へ積極的に誘致する
ため、成長著しい中国をはじめ東アジアや東南ア
ジア、冬季観光客を主なターゲットに誘客活動を
強化するとともに、受入環境の整備を促進します。
　１　 外国人旅行者の誘致推進
　　　 本県の強みである山岳景観、スキー、教育
　　旅行などを生かした誘客を展開
　２　 外国人旅行者受入地域促進モデル事業
　　　 モデルとなる観光地区を設定し、受入環境の
　  整備を促進
　　　・事業主体　関係者が設立する協議会
　　　・補助率　　 1/2以内

外国人旅行者戦略的誘致
推進事業費

信州まつもと空港から定期便が就航している福
岡で長野県の観光ＰＲを行うことにより県内観光地
の認知度アップと本県への誘致拡大を図ります。

　　・誘客イベントの開催
　　・商談会の開催

　　　　なり誘客キャンペーンを実施
　　・スキー場経営支援会議

新

新

新

新

新
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部　局　名 ： 農　政　部

子ども農業体験活動支援 1,399
事業費

・子ども農業体験活動実施団体のﾈｯﾄﾜｰｸ化
　の推進
・新たな取組団体への活動支援

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

信州農産物販売促進事業費 10,254

農業政策課農産物マーケティング室

 FAX 026-235-7393
 E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

農業技術課 ・　　　シナノゴールド欧州商業栽培許諾の推進
 FAX 026-235-8392 [ 2,920 ]
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp ・県外市場トップセールス（関西、東京）

食品産業タイアップ産地育成 58,566
事業費

これまでの市場流通に加え、顧客との契約取引
に対応できる産地を創出し、本県農業の生産力強
化を図るため、産地の魅力発信や顧客との契約取
引の推進及び生産体制づくりを支援します。

大消費地や海外において県産農産物の認知度
向上を図り、販売促進につなげるとともに、県育成
品種の海外での知的財産権の活用を図るため、知
事自ら国内外でトップセールスを展開します。

（イタリア）

事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

年間を通じた農業体験により、食を大切にする心
や自ら汗して働く大切さ、農作業の楽しさなどを学
ぶ「体験的食育」を推進します。

新

新

新

農業政策課農産物マーケティング室

農業技術課 ・魅力発信コーディネーターの配置
園芸畜産課 ・契約取引等の情報管理支援員の配置
 FAX 026-235-8392 ・契約生産のための産地づくり支援員の配置
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp [ 0 ] 　　（雇用基金活用事業）

「果樹農業振興戦略」推進 38,420
事業費

１　県オリジナル品種長期出荷体制確立事業
２　りんごフェザー苗供給体制構築事業

園芸畜産課 ３　果樹産地戦略総合サポート事業
 FAX 026-235-7481 [ 0 ] ４　果樹園地継承円滑化モデル事業
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　　（一部　雇用基金活用事業）

口蹄疫等家畜伝染病危機管理 14,177
体制強化事業費

園芸畜産課 ・獣医師の確保と防疫演習の実施
 FAX 026-235-7481 [ 0 ]
 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp 　　（一部　雇用基金活用事業）

口蹄疫侵入防止の強化と万一発生した場合の初
動防疫を迅速に実施するため、必要な人員及び
資材の確保等を行います。

生産力の減少が著しい果樹農業を再構築するた
め、県オリジナル品種の新たな出荷時期への挑戦
やりんご新わい化栽培の普及、果樹園地の円滑な
継承等を支援します。

引の推進及び生産体制づくりを支援します。

新

新

新

新

新
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事　　　　業　　　　名
予　算　額

［平成22年度当初予算額]
　　　　　　　　（千円）

事　　　業　　　内　　　容

野生鳥獣被害総合対策 790,837
事業費

農業技術課 ・事業主体　　市町村、市町村協議会等
 FAX 026-235-8392 [ 349,831 ] ・補助率 1/2以内、定額
 E-mail nogi@pref.nagano.lg.jp 　　（一部　雇用基金活用事業）

新規就農支援関連事業費 259,893

１　就農サポート事業
２　信州農業入門事業
　　信州農業体験会、信州農業ゼミの開催

農村振興課 ３　農業雇用支援事業
 FAX 026-235-7483 [ 84,115 ] ４　新規就農里親支援事業
 E-mail noson@pref.nagano.lg.jp (一部 安心こども基金活用事業､雇用基金活用事業)

新規就農者の確保・育成に向け、県外向けの就
農相談や農業体験会など受入活動の充実を図る
とともに、段階に応じた研修を実施し、地域の受入
体制を強化します。

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、被
害地域への支援体制を整備し、侵入防止柵設置
や集落の環境整備等の地域ぐるみによる被害対
策を総合的に支援します。

また、新たな課題に対応するため、対策技術の
研究開発や現地実証を行います。

新
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部　局　名 ： 建　設　部

橋梁長寿命化修繕事業費 1,301,000

道路管理課
 FAX　026-235-7369 ［1,206,300］
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

130,000

道路管理課
 FAX　026-235-7369 ［50,000］
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

緊急輸送路重点整備事業費 8,164,200

道路建設課
  FAX　026-235-7391
  E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

道路管理課
  FAX　026-235-7369 ［8,897,000］
  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

道路の長寿命化修繕計画策定
事業費

トンネルやコンクリート吹付け法面、舗装、消雪施
設など道路の主要な構造物について、それぞれの
性質に応じた適切な維持・管理を行うために必要
な計画を策定し、道路の維持管理費の平準化とラ
イフサイクルコストの縮減を図ります。

大規模地震等の災害時に緊急輸送路を確保す
るため、道路の維持管理と建設の両面から、緊急
輸送路の整備を重点的に実施します。

  ・道路改築
  ・道路法面防災
　・橋梁耐震補強

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 64,500千円を前倒しして計上しています。

予　算　額
［平成22年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）

「長野県橋梁長寿命化修繕計画」（平成20年6月
策定）に基づき、老朽化が急速に進む橋梁につい
て、損傷が大きくなる前に計画的な修繕工事を実
施します。

※このほかに、平成22年度1月補正予算において
　 53,000千円を前倒しして計上しています。

事　　　　業　　　　名 事　　　業　　　内　　　容

  E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp

高速交通網整備事業費 10,083,900

道路建設課
 FAX　026-235-7391 ［7,988,800］
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

地域高規格道路整備事業費
51,000

道路建設課
 FAX　026-235-7391 ［51,000］
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp

道路見える化事業費
4,556,400

道路建設課
 FAX　026-235-7391
 E-mail michiken@pref.nagano.lg.jp ・要対策箇所数 イライラ 30か所
道路管理課 ハラハラ 16か所
 FAX　026-235-7369 ・事業内容 道路改築
 E-mail michikanri@pref.nagano.lg.jp ［6,056,000］ 交通安全対策
都市計画課 街路整備 
 FAX　026-252-7315
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

渋滞損失時間や、死傷事故率等の客観的デー
タに基づき、利用者の意見も反映させて抽出した
要対策箇所の「イライラ（移動性阻害）か所」及び
「ハラハラ（安全性要対策）か所」の解消を図りま

地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の整備に
向けた調査･検討を進めます。

１　北陸新幹線の整備促進
　　　鉄道・運輸機構、関係市町村と連携し、長野・
   金沢間開業に向け円滑な整備を促進します。

２　高規格幹線道路の整備促進
      国・関係市町村と連携し、県内の高規格幹線
　　道路網の早期完成を促進します。
　　　・中部横断自動車道
　　　・三遠南信自動車道
　　　・松本波田道路

　 64,500千円を前倒しして計上しています。
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予　算　額
［平成22年度当初予算額]

　　　　　　　　（千円）
事　　　　業　　　　名 事　　　業　　　内　　　容

治水ダム建設事業費 2,600,000

債務負担行為
（780,000）

河川課
 FAX　026-225-7069 ［2,900,000］
 E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

広域河川改修事業費 2,508,653

債務負担行為
（90,000）

河川課
 FAX　026-225-7069 ［2,100,000］
 E-mail kasen@pref.nagano.lg.jp

放射・環状道路整備事業費 3,164,290

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［2,822,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

放射道路や環状道路の整備により、市街地と高
速道路や郊外へのアクセス機能の向上、及び市街
地の通過交通に対するバイパス機能を高め、渋滞
緩和、交通円滑化を図ります。
 
　・実施箇所
       高田若槻線（長野市）　他３か所

浅川における治水専用ダム建設及び松川ダムの
再開発を推進します。

過去発生した大規模な浸水被害等への対応や市
街地における被害防止・軽減を目的とし、一連区
間の改修を計画的に推進します。

・矢出沢川（上田市）　［平成22年災害対応］
・犀川（長野市）　［昭和58年災害対応］　他13か所

危険な踏切解消事業費 466,850

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［730,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

14,000

都市計画課
 FAX　026-252-7315 ［14,000］
 E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

公共施設耐震対策事業費 1,549,942

債務負担行為
（1,608,602） ・耐震改修設計　　高校　２棟

施設課
 FAX　026-235-7477 ［1,535,549］
 E-mail shisetsu@pref.nagano.lg.jp

「県有施設耐震化整備プログラム」に基づき、県
有施設の耐震改修を計画的に実施します。

遮断時間の長い踏切や歩道が狭くて危険な踏切
について、道路と鉄道の立体交差化や歩車道拡
幅等により、交通渋滞や踏切事故の解消、及び歩
行者の安全性の向上を図ります。

　・実施箇所
       出川双葉線（松本市）　他２か所

老朽化が進む公園施設について、公園利用者
の安全・安心を図りながら将来の改築に係るコスト
を低く抑えるために、「公園施設長寿命化計画」を
策定します。

・耐震改修工事　　高校　８棟
　　　　　　　　　　　　県庁（本館棟・議会棟）

公園施設長寿命化計画策定
事業費
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