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【新規】
市制１２０周年記念式典事業

483万2千円

平成29年４月１日で市制120周年を迎えること
から、長野市芸術館において式典を開催する。
・開催日

平成29年4月27日（木）

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

(0)
483万2千円

【新規】
長野県情報セキュリティクラウド
負担金

1,384万9千円

情報セキュリティ強化対策として、インター
ネットリスクに対し個人情報等を保全し、流失
を防止するため、長野県が構築し運営する長野
県情報セキュリティクラウドを利用するための
負担金を支出する。

情報政策課
TEL:026-224-5005
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

(0)
1,384万9千円

【新規】
防災行政無線デジタル化事業

2,160万円

・事業期間 平成29年度〜34年度
・総事業費 約25億2千万円
・平成29年度事業内容 基本設計及び実施計画

危機管理防災課
TEL:026-224-5006
E-mail:kikibousai
@city.nagano.lg.jp

防災行政無線のうち、同報無線屋外拡声子局
（屋外スピーカー）に係る旧スプリアス規格の
アナログ式無線設備については、国の技術基準
の改正に伴い平成34年11月末で使用できなくな
ることから、設備のデジタル化整備を進めると
ともに、双方向通信機能も加えるなど情報伝達
機能の強化を図る。

(0)
2,160万円

【拡大】
公共施設マネジメント推進事業

1,698万1千円

行政管理課
TEL:026-224-8402
E-mail:gyousei
@city.nagano.lg.jp

（1,070万7千円)
627万4千円

施設保有量の最適化や長寿命化など、保有す
る公共施設等を最適に維持管理し、有効活用を
図る取組である「公共施設マネジメント」を全
庁的に推進する。また、公の施設における指定
管理者制度の適切な運用を図る。
・市民ワークショップ、市民シンポジウムの開
催
・啓発リーフレット、ニュースレターの発刊
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本庁舎施設改修事業

1億7,062万円

市役所本庁舎等について、ニーズに即した施
設改修を行い、事務効率の向上を図るととも
に、来庁者の安全性確保や利便性向上を図る。
・第二庁舎エレベータ改修工事
・第二庁舎冷温水発生機更新工事

ほか

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

松代文化ホール管理運営事業

(1億7,207万2千円)
△145万2千円

2,987万6千円

市民が利用しやすい施設として、松代文化
ホールの管理運営を行う。
・指定管理業務委託

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

情報公開

(4,667万9千円)
△1,680万3千円

101万円

行政情報の公開を積極的に推進し、行政の説
明責任を果たすとともに、透明で開かれた市政
の運営に努める。
・情報公開審査会の開催
・行政資料コーナーの管理運営

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

個人情報保護

(122万6千円)
△21万6千円

34万4千円

長野市が保有する個人情報の保護に関して適
切な取扱いを推進し、個人の権利利益の保護を
図る。
・個人情報保護審査会の開催

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

(41万5千円)
△7万1千円
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公文書館管理運営事業

2,747万9千円

・保存期間を経過した公文書等の選別・収集、
整理・保存
・公文書館講演会の開催

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

住居表示実施

歴史資料として重要な公文書その他の記録を
保存し、市民の利用に供するとともに、歴史資
料に関する調査研究を行い、後世に継承する。

(2,748万4千円)
△5千円

442万7千円

市街地において、地域の実情に応じ、「町名
＋地番」を用いる従来の住所表記を、住居表示
に関する法律に基づき「新町名＋街区符号＋住
居番号」へ変更し、住所を分かりやすくするこ
とにより、市民生活や経済活動上の利便性の向
上を図る。

庶務課
TEL:026-224-5002
E-mail:shomu@city.nagano.lg.jp

人事管理

(445万6千円)
△2万9千円

6,093万6千円

・職員採用試験の実施
・人事給与・庶務事務システムの保守・運用
・給与事務

職員課
TEL:026-224-5003
E-mail:shokuin
@city.nagano.lg.jp

職員研修

(7,601万1千円)
△1,507万5千円

1,547万5千円

職員研修所
TEL:026-224-5008
E-mail:kensyu@city.nagano.lg.jp

適材適所の人事配置、機動的・弾力的な組織
運営により行政運営の効率化と市民サービスの
向上を図る。

(1,549万9千円)
△2万4千円

市民の信頼と期待に応えられる職員を育成す
るため、研修体系（職場研修、職場外研修、自
主研修）に沿って、効果的・計画的に職員研修
を行う。
・職場研修
（職場での個別指導や職場単位の研修）
・職場外研修
（職場を離れて行う集合研修や研修機関等
への派遣）
・自主研修（自己啓発への支援）
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電子市役所推進事業

1億1,672万2千円

・全庁ネットワーク統合運用管理
・SIer支援 ほか

情報政策課
TEL:026-224-5005
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

ケーブルテレビ施設管理事業

ICTの進展やICT環境の変化に的確に対応しな
がら全庁ネットワークシステムを運用するとと
もに、より一層の情報セキュリティの向上を図
る事業などを行う。

(1億1,515万7千円)
156万5千円

1,694万2千円

合併地区で構築されたケーブルテレビ施設の
管理運営を行う。
・ケーブルの幹線・支線等の移設工事
・ケーブル等の障害に伴う復旧工事
・伝送路故障時予備機購入 ほか

情報政策課
TEL:026-224-5005

(2,189万円)

E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

△494万8千円

災害応急対策

6,881万7千円

・生活用品・救急用品（簡易トイレ、車椅子用
簡易トイレ、毛布、救護用テント、プライベ
ートルーム ほか）
・食料品
・その他（土のう作成 ほか）

危機管理防災課
TEL:026-224-5006
E-mail:kikibousai
@city.nagano.lg.jp

行政改革

(7,365万9千円)
△484万2千円

147万5千円

行政管理課
TEL:026-224-8402
E-mail:gyousei
@city.nagano.lg.jp

災害に備え、避難所運営に必要な緊急資機
材・食料など生活必需品の備蓄を進める。

(121万4千円)
26万1千円

長野市行政改革大綱に基づく実施計画の策定
及びその進行管理、民間活力の活用、使用料等
の利用者負担の適正化等の行政改革を進める。
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行政評価推進

19万5千円

市が行っている事務事業について、その目的
や目標、内容等を明らかにするとともに、成果
や費用対効果、手法の妥当性等の評価を行い、
事務事業の見直しや予算編成、総合計画の進行
管理との連携を図る。

行政管理課
TEL:026-224-8402
E-mail:gyousei
@city.nagano.lg.jp

外部監査事務

(34万1千円)
△14万6千円

1,304万5千円

専門性と独立性を有する外部監査人により、
市の事務執行の合規性や経済性、効率性、有効
性等についての財務監査を実施する。

行政管理課
TEL:026-224-8402
E-mail:gyousei
@city.nagano.lg.jp

市役所第一庁舎・長野市芸術館建
設事業

第一庁舎・長野市芸術館建設事務局
TEL:026-224-0345
E-mail:city-hall
@city.nagano.lg.jp

(1,304万5千円)
0

４億7,430万８千円

庁舎・芸術館の外構の整備等を行う。
・事業期間 平成23年度〜29年度
・平成29年度事業内容
旧第一庁舎解体、外構整備工事

（５億3,262万８千円）

△5,832万円

ほか
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【新規】
ふるさと応援寄附事業

4,967万円

ふるさと納税制度により、市内外の方にふる
さと ながの 応援していただきながら、寄附
者とのつながりを深めていく。寄附募集に当
たっては、ポータルサイトで長野市の魅力的な
事業やお薦めの特産品等をＰＲする。

企画課
TEL:026-224-5010
E-mail:kikaku@city.nagano.lg.jp

(0)
4,967万円

【拡大】
総合計画推進調査・研究事業

1,277万7千円

平成29年度を初年度とする第五次総合計画前
期基本計画の着実な推進に向けて、総合計画審
議会とともに進捗管理を行うほか、部局横断的
に対応する必要がある課題を解決するための事
業等に関する基礎資料の収集やアプローチの手
法等を調査・研究する。

企画課
TEL:026-224-5010
E-mail:kikaku@city.nagano.lg.jp

(680万7千円)
597万円

【拡大】
若者等移住・定住情報発信事業

461万円

小学生時から県外へ転出した若者層まで、そ
れぞれの年代に合わせたパンフレットの作成・
配布・活用やセミナーの開催等一連の事業を切
れ目なく、効果的に情報発信を行うことによ
り、地域への愛着やUターン・地元就職への意識
を高め移住・定住を促進する。

人口増推進課
TEL:026-224-8851
E-mail:jinkou@city.nagano.lg.jp

(199万7千円)
261万3千円

【拡大】
移住促進支援金事業

1,000万円

・移住者起業支援金
（上限100万円・補助率10/10以内）

人口増推進課
TEL:026-224-8851
E-mail:jinkou@city.nagano.lg.jp

50歳未満、移住して３年未満、３年以上定住
すること等を条件に、長野市への移住希望者の
うち、起業する者に対し、起業にかかる経費の
一部を補助する。

(500万円)
500万円
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【拡大】
鉄道軌道安全輸送設備等整備事業
補助金

4,256万4千円

交通政策課
TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

(4,071万1千円)

鉄道の安全で安定した運行を確保するため鉄
道事業者が行う、安全輸送設備等の整備事業に
対し、国、県及び沿線自治体と協調して補助金
を交付する。
・長野電鉄長野線
枕木、レールの更新 ほか
・しなの鉄道しなの鉄道線
変電所設備の更新
・しなの鉄道北しなの線
枕木、連動装置の更新 ほか

185万3千円

【拡大】
鉄道施設バリアフリー化設備整備
費補助金

7,033万2千円

交通政策課
TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

（仮称）後町ホール建設事業

(550万円)

1億4,807万8千円

TEL:026-224-5010

(2,755万9千円)

E-mail:kikaku@city.nagano.lg.jp

1億2,051万9千円

335万7千円

人口増推進課
TEL:026-224-8851
E-mail:jinkou@city.nagano.lg.jp

・ＪＲ東日本「川中島駅」本体工事
エレベーター、多目的トイレ整備等
・しなの鉄道「北長野駅」概略設計
エレベーター整備等
※30年度：詳細設計
31年度：本体工事予定

6,483万2千円

企画課

連携中枢都市圏移住促進事業

鉄道駅利用者の円滑で安全な移動を確保する
ため、鉄道事業者が実施するバリアフリー化事
業に対し、国・県と協調して補助金を交付す
る。

(452万円)
△116万3千円

平成30年４月の新県立大学開学にあわせ、旧
後町小学校跡地に、中部公民館の多目的ホー
ル、防災備蓄倉庫や地域の屋台（山車）展示・
保管庫を備えた（仮称）後町ホールを整備す
る。
・事業期間 平成28年度〜29年度
・総事業費 約3億7千万円
・平成29年度事業内容 建設工事

大都市圏での移住に関する合同相談会等の開
催や圏域への移住体験ツアーを、各市町村が連
携して行うことで、効率・効果を高めるととも
に、移住希望者及び移住者へのサービス向上を
図り、移住先として連携中都市圏の魅力のＰＲ
に努める。
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移住・定住促進事業

1,282万3千円

人口増推進課
TEL:026-224-8851
E-mail:jinkou@city.nagano.lg.jp

長野市空き家改修等補助金

(872万4千円)
409万9千円

1,120万円

人口増推進課
TEL:026-224-8851
E-mail:jinkou@city.nagano.lg.jp

広報紙発行事業

移住・定住に関する総合窓口として、住居・
就職・生活等に関する情報発信・相談対応のた
め、専門相談員の配置や空き家バンクの運営
等、移住希望者に対する支援を行う。
また、首都圏等で開催される移住フェア等へ
の出展や市主催セミナーの開催、ホームページ
やSNSの運営を通じ、移住先として本市の魅力を
伝え、移住希望者を本市へ誘致を図る。

(1,120万円)
0

9,001万6千円

長野市空き家バンクのうち、中山間地域の登
録物件利用者等に対し、改修費及び家財道具等
処分費の一部を補助する。
・空き家改修費の補助
限度額 100万円（補助
率2/3以内）ただし、扶養し同居する中学生以
下の子供１人につき10万円を加算（上限30万
円）
・家財道具等処分の補助 限度額 10万円(補助
率10/10)

市民との情報の共有化を図るとともに、行政
サービスの利用促進、市政への理解を深めるた
め、本市の施策や制度、行事・イベント情報な
どの市政情報を掲載した広報紙（広報ながの・
点字広報・広報冊子）を発行する。

広報広聴課
TEL:026-224-5004
E-mail:kouhou-kouchou
@city.nagano.lg.jp

インターネット広報事業

(9,266万6千円)
△265万円

2,051万1千円

広報広聴課
TEL:026-224-5004
E-mail:kouhou-kouchou
@city.nagano.lg.jp

(2,703万2千円)
△652万1千円

市政に対する理解を深めるとともに、市政へ
の関心や参加意識を高めるため、ホームペー
ジ、インターネット市政放送、SNSを通して広く
市民等に情報を発信し、情報の共有化を図る。
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5,899万3千円

路線バス維持活性化補助金

交通政策課

平成27年度3月補正予算分
6,127万4千円

TEL:026-224-5012

(0)

E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

コミュニティバス運行事業補助金

△228万1千円

6,549万7千円

交通政策課
TEL:026-224-5012

(7,931万2千円)

E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

・廃止路線代替バス
篠ノ井新町線、川後線、市場線、赤柴線、
金井山線、松代篠ノ井線、大豆島保科温泉
線
・その他対象路線
バードライン戸隠線、牟礼線

地域循環バス及び交通空白地域乗合タクシー
の運行事業者に対し補助金を交付する。
・地域循環バス（ぐるりん号）
中心市街地、東北、篠ノ井、茶臼山動物園
線
・乗合タクシー
若里・更北線、大室・松代西条線、綿内線、
横田塩崎線、長沼線、川中島線、篠ノ井共
和線、安茂里線、西長野・上松線、豊野３
線、松代観光地線

△1,381万5千円

1億2,633万7千円

市バス等運行事業

沿線地域の移動手段を確保するため廃止路線
代替バス等の運行に対して、補助金等を交付す
る。

戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、信州新町
地区及び中条地区において地域住民等の移動手
段を確保するため市バス等を運行する。
・老朽車両の更新 ３台
（戸隠、信州新町及び中条地区）

交通政策課
TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

中山間地域輸送システム運行費補
助金

交通政策課

(1億1,328万1千円)
1,305万6千円

1,600万円

平成27年度3月補正予算分
1,737万5千円

TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

(0)
△137万5千円

中山間地域において地域住民の移動手段確保
のため、各住民組織が運行する乗合タクシーに
対し補助金を交付する。
・運行地区（６地区）
芋井、七二会、浅川、小田切、信更、信里

部局名：企画政策部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

屋代線代替交通補助金

6,111万7千円

交通政策課
TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

千曲川新道活性化事業

(6,627万9千円)

E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

交通安全教育

9,072万9千円

E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

自転車利用促進事業

長野電鉄旧屋代線の沿線地域の活性化のた
め、旧線路敷を自転車道・遊歩道として整備す
るとともに、一部の駅舎の活用と駅周辺の整備
を行う。
・自転車道・遊歩道の整備
松代地区 0.2km
若穂地区 0.2km

(2億2,329万9千円)
△1億3,257万円

693万3千円

市民の交通事故を減少させるため、交通安全
教育の実施により交通安全意識の高揚を図る。
・交通安全教育講師による交通安全教室の開催
・新入学児童へのスクールキャップ等の配布
・高齢者事故防止啓発物品の配布
・街頭指導の実施 ほか

交通政策課
TEL:026-224-5012

・屋代線代替路線 須坂駅〜屋代駅
所要額のうち長野市負担66.8％
・長野市単独路線
長野駅〜綿内駅
松代駅〜須坂駅（高速便）

△516万2千円

交通政策課
TEL:026-224-5012

旧屋代線の沿線住民等の移動手段確保のため
運行する代替バスの運行事業者に対し、須坂
市・千曲市と協調して補助金を交付する。

(686万円)
7万3千円

475万円

鉄道駅やバス停周辺に設置した市営駐輪場の
利用環境を整備し利用促進を図る。
・防犯カメラ設置（今井駅東口駐輪場）
・駐輪ラック改修（長野駅駐輪場）

交通政策課
TEL:026-224-5012
E-mail:kotuseisaku
@city.nagano.lg.jp

(397万円)
78万円

部局名：企画政策部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

国際交流事業補助金

200万円

・補助率 2分の1以内
・補助限度額 50万円

秘書課
TEL:026-224-5447
E-mail:kokusai
@city.nagano.lg.jp

市民自らによる国際交流の推進を図るため、
「長野市国際交流基金」を活用し、市内の国際
交流団体等が行う国際交流事業に対し、補助金
を交付することにより、その活動を支援する。

(200万円)
0

＊国際交流基金活用事業

部局名：財 政 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
電子入札システムの改修に伴う負
担金

281万2千円

本市が共同利用している長野県市町村電子入
札システムについて、国より要請のあった「新
しい自治情報セキュリティ対策の抜本的強化」
に対応するため、県が行うシステム改修に係る
費用を負担する。

契約課
TEL:026-224-7035
E-mail:keiyaku
@city.nagano.lg.jp

嘱託登記事務事業

(0)
281万2千円

1,189万3千円

市有財産の取得及び処分に係る不動産登記を
行うことにより、権利関係等の内容を明らかに
し、業務の一部を長野県公共嘱託登記司法書士
協会及び長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会へ委託するとともに、正確かつ迅速な登記を
行い、適正な財産管理を図る。

管財課
TEL:026-224-5016
E-mail:kanzai@city.nagano.lg.jp

個人市民税賦課事務事業

(1,256万5千円)
△67万2千円

1億1,781万8千円

個人市民税について、申告相談の実施、電子
申告及び国税との連携を推進し、電算システム
の効率的な運用により、迅速で適正かつ公平・
公正な課税体制の整備を図る。

市民税課
TEL:026-224-5017
E-mail:shiminzei
@city.nagano.lg.jp

資産税評価適正化事業

(1億3,895万1千円)
△2,113万3千円

8,709万1千円

資産税課
TEL:026-224-5018
E-mail:sisanzei
@city.nagano.lg.jp

(2億1,507万5千円)
△1億2,798万4千円

固定資産税・都市計画税について、土地評
価・賦課事務に係る電算システムの改修及び統
合型ＧＩＳの共用空間データ更新・整備を行う
ことにより、適正かつ公平・公正な評価及び課
税の推進を図る。

部局名：財 政 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

地方税共同化事務負担金

2,996万1千円

・平成28年度移管件数

収納課
TEL:026-224-5019
E-mail:syunou
@city.nagano.lg.jp

大口・処理困難な滞納案件について、共同で
滞納整理に当たるため県及び県内全市町村で組
織する長野県地方税滞納整理機構へ移管し、専
門的に徴収事務を行うことにより、収納率向上
を図る。

(2,531万7千円)
464万4千円

155件(前年同）

部局名：市民生活部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
（仮称）中条総合市民センター建
設事業

1,173万1千円

耐震化が必要な中条支所・中条会館などを、
現在の中条公民館の敷地に、新たに(仮称）中条
総合市民センター（中条支所、中条会館、公民
館、診療所等の機能を集約）として整備する。
・事業期間 平成29年度〜32年度
・平成29年度事業内容
地盤調査、用地測量 ほか

地域活動支援課
TEL:026-224-7615

(0)

E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

＊平成29年度予算額は、中条支所及び公民館分
を計上する。

1,173万1千円

【新規】

2,241万円

過疎地域高校生通学費補助金

地域活動支援課
TEL:026-224-7615

(0)

E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

人口減少及び少子高齢化が進行している過疎
地域での定住と、過疎地域と市街地を結ぶ公共
交通機関の維持存続、並びに過度に大きい過疎
地域から市街地への通学費の負担軽減のため、
一定額以上のバス通学費を支出している保護者
に対し、その一部を補助する。
・対象の定期は、自宅の最寄のバス停から市街
地の交通結節点までの月額定期の金額（割引
率がよい金額）が18,000円以上のもの。
・補助金額：上記のものに対し、18,000円を超
えた額のうち、月額1万円を上限に交付

2,241万円

【拡大】

1,711万8千円

一支所一モデル事業

地域活動支援課

各地区独自の課題や地域資源について、解決
や活用を図るため、地域のアイデアに基づいた
事業を実施することで、「この地域に住んでよ
かった」、「これからも住み続けたい」まちづ
くりに資する事業を実施する。

平成27年度3月補正予算分
3,503万3千円

TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

(0)
△1,791万5千円

【拡大】
消費生活相談業務広域連携事業

市民窓口課
TEL:026-224-6428
E-mail:shimado
@city.nagano.lg.jp

1,217万7千円

連携中枢都市圏事業による消費生活センター
の相談業務について、広域連携を平成30年１月
を目途に開始する。
・連携する市町村
長野市、高山村、信濃町、小川村、飯綱町
・連携する業務
消費生活相談、市民相談（法律相談等）

(1,173万4千円)
44万3千円

部局名：市民生活部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

地域いきいき運営交付金

3億7,137万2千円

住民自らが、地域の課題解決や住民福祉の増
進に取り組み、住民主体の地域づくりの推進を
図るうえで必要な費用を支援するため、住民自
治協議会に対し交付する。

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

更北支所耐震改修事業

(3億7,090万9千円)
46万3千円

1億2,645万8千円

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

やまざとビジネス支援補助金

(1億7,602万9千円)
△4,957万1千円

2,914万3千円

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

（仮称）篠ノ井総合市民センター
建設事業

(2,914万3千円)

建物の耐震性、安全性を確保することが必要
な更北支所庁舎について、改築工事を行うこと
により、市民が安心して利用できる施設として
整備する。
・事業期間 平成28年度〜30年度
・総事業費 約7億4千万円
・平成29年度事業内容
既存建物解体、建設工事

中山間地域の地域資源を活用したビジネス
（事業）を公募し、地域における雇用の創出や
地域内への経済波及効果、地域の課題解決など
地域の活性化につながることを目的として、地
域内外の個人や団体が実施する事業に対し、補
助金を交付する。
・１事業当たり
・補助率

1,000万円以内
10分の８以内

0

2,905万8千円

耐震化が必要な篠ノ井支所・公民館及び施設
が狭隘な篠ノ井老人福祉センターについて、一
体的な複合施設として整備する。
・事業期間 平成27年度〜31年度
・総事業費 約25億円
・平成29年度事業内容 監理委託 ほか
平成28年度〜29年度 実施設計
平成29年度〜30年度 建設等工事

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

(2,445万2千円)
460万6千円

＊平成29年度予算額は、篠ノ井支所及び公民
館、老人福祉センター分を計上する。

部局名：市民生活部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

2,568万9千円

やまざと支援交付金

地域活動支援課

平成27年度3月補正予算分
780万円

TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

地域きらめき隊活動費

(1,813万3千円)
△24万4千円

320万円

地域の互助機能の促進と中山間地域特有の課
題解決のための費用として、中山間地域を含む
住民自治協議会に対し、補助金を交付する。
・１地区当たり
180万円
・対象となる地区
13地区
浅川、小田切、芋井、篠ノ井（信里）、
松代(西条・豊栄)、若穂（保科）、
七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、
信州新町、中条

地域きらめき隊の地域おこし活動に必要な費
用を、新たに計上
・地域きらめき隊活動経費

1地区あたり10万円

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

地域おこし協力隊

(0)
320万円

1億1,039万1千円

田舎暮らしを希望する都市住民が地域に移り
住んで、農林業の応援、地域課題の解決に向け
た取組など「地域協力活動」に従事しながら、
地域への定住・定着を図る。
・隊員配置
・起業支援

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

防犯灯設置等補助金

(1億2,196万7千円)
△1,157万6千円

1億9,129万4千円

地域活動支援課
TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

平成29年度は任期満了となる隊員
を配置していた地区を中心に新た
に10名を配置予定
隊員1人あたり100万円を上限

(2億5,713万9千円)
△6,584万5千円

夜間における市民の通行の安全確保のために
区が設置する防犯灯の整備及び維持管理に要す
る費用に対し、補助金を交付する。
なお、地球温暖化対策及び省エネルギー対策
の推進を図るため、地域振興基金を活用し、補
助件数を拡大して、市内全域の防犯灯のＬＥＤ
化を進める。

部局名：市民生活部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

430万円

地域間交流事業補助金

地域活動支援課

中山間地域と市街地住民自治協議会の交流を
促し、相互の理解促進を図るとともに、地域の
活性化に向けた取組みを支援するため、取組み
を行なう住民自治協議会に対し、補助金を交付
する。

平成27年度3月補正予算分
420万円

TEL:026-224-7615
E-mail:chiiki@city.nagano.lg.jp

総合窓口管理運営事務

(0)
10万円

2,860万7千円

出生や転出等の住民異動に伴い必要となる複
数の手続きや案内を一ヶ所（総合窓口）で行え
るようにし、併せて各種証明書の交付を一括で
行うことで、市民の利便性の向上を図る。

市民窓口課
TEL:026-224-6428
E-mail:shimado
@city.nagano.lg.jp

非常勤職員賃金・共済費（市民窓
口従事者）

(2,264万7千円)
596万円

1億5,982万2千円

支所窓口及び本庁総合窓口業務に従事する非
常勤職員の労務管理を効率化するため一本化す
る。

市民窓口課
TEL:026-224-6428

(4,561万8千円)

E-mail:shimado
@city.nagano.lg.jp

1億1,420万4千円

戸籍住民基本台帳事務

4,064万5千円

戸籍・住民記録課
TEL:026-224-5020
E-mail:koseki@city.nagano.lg.jp

(5,420万7千円)
△1,356万2千円

戸籍法や住民基本台帳法などに基づく届出に
より、戸籍や住民基本台帳の記載を行うととも
に、適正な管理を行う。

部局名：市民生活部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

斎場管理運営

7,558万5千円

長野市斎場の指定管理者による管理、運営等
による市民サービスの向上を図る。
・大峰斎場
・松代斎場
・犀峡斎場

戸籍・住民記録課
TEL:026-224-5020
E-mail:koseki@city.nagano.lg.jp

人権教育啓発

(7,242万1千円)
316万4千円

1,357万3千円

人権・男女共同参画課
TEL:026-224-5032
E-mail:jinken-danjo
@city.nagano.lg.jp

男女共同参画推進活動

(1,612万4千円)

E-mail:jinken-danjo
@city.nagano.lg.jp

・人権教育指導員の活動支援
・啓発資料の作成･配布、ビデオの購入･貸出
・ＴＶ･ラジオ啓発番組制作・放送
・人権啓発ポスター･標語･作文コンクール

△255万1千円

167万4千円

人権・男女共同参画課
TEL:026-224-5032

すべての人が人間として尊重され、心豊かな
生活を送ることができる明るく住みよい社会の
実現を目指し、家庭・地域、学校、企業などと
連携を図りながら、教育・啓発事業を進める。

(158万7千円)
8万7千円

男女が互いにその人権を尊重しあい、性別に
かかわりなく、個性と能力を発揮できる男女共
同参画社会の実現を目指して、第三次長野市男
女共同参画基本計画を推進するとともに、平成
30年度を初年度とする第四次長野市男女共同参
画基本計画を策定する。
・男女共同参画に関するアンケート
・男女共同参画に関する情報収集、資料作成
ほか
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【拡大】
民生・児童委員協議会活動交付金

9,103万2千円

民生委員・児童委員の活動に関する費用を交
付する。
・民生・児童委員 定数875人
・一人当たりの活動費 1,600円増額

福祉政策課
TEL:026-224-5028
E-mail:fukushiseisaku
@city.nagano.lg.jp

【拡大】
30歳代健康診査事業

(8,928万円）
175万2千円

935万6千円

［国民健康保険特別会計(事業勘定)］

国民健康保険課
TEL:026-224-7241
E-mail:kokuho@city.nagano.lg.jp

福祉医療費給付事業

(762万2千円)
173万4千円

22億4,949万1千円

E-mail:fukushiseisaku
@city.nagano.lg.jp

戸隠授産施設整備事業

(22億2,178万1千円)

2,771万円

1億1,075万4千円

福祉政策課
TEL:026-224-5028
E-mail:fukushiseisaku
@city.nagano.lg.jp

子ども、障害者及びひとり親家庭を対象に、
健康の保持と生活の安定に寄与するため、福祉
医療費給付金を支給する。
・対象者
子 ど も
障害者(児)

福祉政策課
TEL:026-224-5028

特定健康診査の対象（40歳〜74歳）とならな
い30歳代を対象とした健康診査を行う。
若年期からの健康的な生活習慣を確立し生活
習慣病を予防するとともに、30歳代から継続的
に健康診査を実施することにより40歳以上の受
診率の向上を目指す。
従来、申請者のみに送付していた受診券を、
対象者全員に送付する。

(580万円)
1億495万4千円

0歳から中学３年生
身体障害者手帳１から４級、
療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１
特別児童扶養手当１、２級
など

身体上又は精神上の理由等で就業能力の限ら
れている者に対し、就労機会等を与え、自立助
長を図るため、老朽化した戸隠福祉企業セン
ターの移転・統合先となる戸隠老人福祉セン
ターの改修工事を行う。
・事業期間 平成28年度〜30年度
・平成29年度事業内容
耐震化、内部改修工事 ほか
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地域福祉推進事業補助金

2,415万円

福祉政策課
TEL:026-224-5028
E-mail:fukushiseisaku
@city.nagano.lg.jp

避難行動要支援者支援事業

・地域福祉ワーカー設置

E-mail:fukushiseisaku
@city.nagano.lg.jp

法定扶助事業

30地区

(2,784万5千円)
△369万5千円

326万7千円

「避難行動要支援者台帳」の整備を図り、地
域における災害発生時に備えた共助の取組みに
対する支援を行う。
・高齢者や障害者等、災害時の避難に支援を必
要とする「避難行動要支援者」の台帳を整備
し、同意を得られた要支援者の名簿を地域防
災関係者（避難支援等関係者）に提供する。

福祉政策課
TEL:026-224-5028

「第三次長野市地域福祉計画」に基づき、住
民・事業者・行政などが協働で地域の課題を解
決し、安心して心豊かに暮らすことができるよ
う、地域の特性に応じた支え合い活動を進める
住民自治協議会に対し、補助金を交付し支援す
る。

(157万2千円)
169万5千円

50億601万8千円

生活に困窮している世帯に、生活保護法に基
づく必要な保護を行い、生活の安定を図るとと
もに自立を助長する。

生活支援課
TEL:026-224-7529
E-mail:seikatsushien
@city.nagano.lg.jp

生活困窮者学習支援事業

(50億557万9千円)
43万9千円

300万円

生活支援課
TEL:026-224-7529
E-mail:seikatsushien
@city.nagano.lg.jp

(300万円)
0

生活困窮者世帯、生活保護世帯の児童生徒を
対象に、学習の場所・機会を提供し、基礎学力
の向上、進学及び中途退学防止のための学習支
援を行う。対象児童生徒の状況により、２形態
（施設型、派遣型）の委託により実施し、保護
者へ進学・修学に関しての助言を行う。
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老人ホーム入所措置事業

2億7,286万8千円

65歳以上の高齢者で、環境上の理由や経済的
理由により居宅での生活・養護が困難な人を養
護老人ホームへ入所措置し、入所者の心身の保
持と生活の安定を図る。

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

軽費老人ホーム事務費補助金

(2億7,517万2千円)
△230万4千円

2億6,293万4千円

家庭環境・住宅事情等により在宅生活が困難
な高齢者が、所得に応じた料金で軽費老人ホー
ムで生活できるようにするために、軽費老人
ホームを運営する社会福祉法人に補助金を交付
する。

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

おでかけパスポート事業補助金

(2億6,799万4千円)
△506万円

1億6,842万1千円

・利用者負担額
乗車区間に応じ最低110円〜上限200円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

高齢者生きがいづくり講座・グ
ループ活動育成事業

(1億8,385万8千円)
△1,543万7千円

1億6,009万7千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

高齢者の積極的な社会参加を促すため、70歳
以上のおでかけパスポート所持者が安価で市内
路線バス等を利用できるよう、バス事業者に対
し、負担金を交付する。

(1億6,538万3千円)
△528万6千円

老人福祉センター、ふれあい交流ひろばにお
いて、生きがいづくり講座の開催や自主グルー
プ活動の育成を行うとともに、地域における福
祉活動の場を提供し、健康の保持増進、教養の
向上、生きがいづくり、社会参加の促進など高
齢者福祉の向上と介護予防につなげる。
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介護保険関連サービス基盤整備
補助金

1億3,418万4千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

地域たすけあい事業補助金

(9億9,756万3千円)
△8億6,337万9千円

6,296万1千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029

・車両更新予定地区
△105万5千円

老人福祉センター・老人憩の家小
規模改修事業

5,166万7千円

高齢者福祉課

(2,012万3千円)

E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

3,154万4千円

独居高齢者等緊急通報システム設
置事業

2,588万1千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

長野市社会福祉協議会及び住民自治協議会が
実施する地域たすけあい事業（家事援助・福祉
自動車の運行）に対し、補助金を交付する。
また、福祉自動車の車両更新を予定している
２地区の住民自治協議会に対し補助金を交付
し、地域福祉の向上を図る。
大豆島地区、豊野地区

(6,401万6千円)

E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

TEL:026-224-5029

増加する介護サービス需要に対応し、介護保
険施設入所待機者の減少等を図ることを目的
に、第７次長野市高齢者福祉計画・第６期介護
保険事業計画「あんしんいきいきプラン21」に
基づき、介護保険関連サービス基盤を整備する
ため、小規模特別養護老人ホーム等の整備等を
実施する社会福祉法人等に補助金を交付する。
また、高齢者施設の安全性向上を図るため、
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業を行
う事業者に対し補助金を交付する。

(2,732万9千円)
△144万8千円

老人福祉センター、ふれあい交流ひろば、高
齢者生活福祉センター及び老人憩の家の利用者
の利便性向上を図るため、計画的な改修工事、
緊急的な修繕工事等を行う。
・鬼無里老人福祉センターほか空調設備設置
・氷鉋老人福祉センター駐車場用地取得
・老人憩の家畳の張替え修繕
・その他の緊急対応小規模工事

ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置、安
否確認センサー及び火災警報器を貸与し、急病
や火災等の緊急時に通報を受けたコールセン
ターが様態確認や協力者による処置の要請を行
い、高齢者等の不安の軽減及び安全確保を図
る。
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後期高齢者医療
［後期高齢者医療特別会計］

47億4,280万円

75歳以上の高齢者等に対し適切な医療給付等
を提供するため、後期高齢者医療保険の運営組
織である長野県後期高齢者医療広域連合と連携
し、後期高齢者医療保険料を徴収するととも
に、その他各種届出の窓口業務を行う。

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

介護保険
[介護保険特別会計]

(47億3,550万円)
730万円

343億3,130万円

介護保険法に基づき、介護や予防が必要な要
介護者、要支援者及びその家族が安心してその
人らしい生活を継続していくことができるよ
う、要介護者及び要支援者に対し必要な保険給
付を行うなど、介護保険制度の運営を行う。

介護保険課
TEL:026-224-6110
E-mail:kaigo@city.nagano.lg.jp

介護保険特別対策事業

(339億8,770万円)
3億4,360万円

665万4千円

介護保険課
TEL:026-224-6110
E-mail:kaigo@city.nagano.lg.jp

障害者（児）自立支援給付等事業

（722万2千円）
△56万8千円

70億22万9千円

障害福祉課
TEL:026-224-5030
E-mail:shougai@city.nagano.lg.jp

(66億8,290万6千円)

3億1,732万3千円

特に生計の維持が困難な低所得者が介護サー
ビスを円滑に利用できるよう、経済的負担を軽
減する。
・社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減措置
に対する助成
・訪問介護を利用する障害者の利用者負担軽減
・利用者負担を援護しなければ、生活保護法の
「要保護者」になると認められる人への援護
金支給

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、
障害者(児)が、基本的人権を享有する個人とし
ての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活が
送れるよう、必要な自立支援給付等を行う。
・障害者(児)介護給付費・訓練等給付費
・自立支援医療費
・障害者(児)補装具費
・高額障害福祉サービス費 ほか
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地域生活支援事業

3億9,938万8千円

障害福祉課
TEL:026-224-5030
E-mail:shougai@city.nagano.lg.jp

地域生活相談支援事業

(4億1,240万7千円)
△1,301万9千円

7,162万8千円

障害福祉課
TEL:026-224-5030
E-mail:shougai@city.nagano.lg.jp

障害者緊急通報システム設置事業

(7,111万7千円)
51万1千円

209万4千円

障害福祉課
TEL:026-224-5030
E-mail:shougai@city.nagano.lg.jp

市民病院運営費負担金

E-mail:iryo-ji@city.nagano.lg.jp

・障害者移動支援
・身体障害者訪問入浴
・在宅障害者タイムケア
・障害児自立サポート
・日常生活用具給付
・聴覚障害者支援
・地域活動支援センター

ほか

障害者（児）や家族等が身近で相談したり、
必要な情報を入手したりできるよう「長野市障
害者相談支援センター相談員」を配置する。
・各地区の一般相談員 8人
・発達に不安のあるこどもに関する相談員 1人
・障害者虐待防止等に関する相談員 1人
・障害者差別解消に関する相談員 1人
・(連携)地域移行支援に関する相談員 1人
・啓発活動 ほか

ひとり暮らしの重度身体障害者及び家族の就
労等により、日中ひとりで在宅となる重度障害
者に対して、緊急通報装置、安否確認センサー
及び火災警報器を貸与し、急病や火災等の緊急
時に通報を受けたコールセンターが様態確認や
協力者による処置の要請を行い、障害者の不安
の軽減及び安全確保を図る。

(234万2千円)
△24万8千円

14億8,851万6千円

地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独
立行政法人長野市民病院の事業の経費の一部を
負担する。
・負担する経費の内容
「地方公営企業繰出金について」（総務省通
知）に準ずる。

医療事業課
TEL:026-224-8499

障害者総合支援法（地域生活支援事業）に基
づき、障害者(児)が地域で充実した生活を過ご
すための各種事業を行う。

(15億4,096万円)
△5,244万4千円
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対前年度増減額

診療所 ［国民健康保険特別会計
(直診勘定)］

5億550万円

医療事業課
TEL:026-224-8499
E-mail:iryo-ji@city.nagano.lg.jp

国民健康保険 ［国民健康保険特
別会計(事業勘定)］

（4億8,830万円）
1,720万円

427億4,070万円

国民健康保険課
TEL:026-224-5025
E-mail:kokuho@city.nagano.lg.jp

(413億7,540万円)
13億6,530万円

国民健康保険法、地方自治法及び長野市国民
健康保険診療所設置条例に基づき市が設置して
いる国民健康保険直営診療所の管理・運営を行
う。
・診療所６施設
信里（歯科併設）、信更（歯科併設）、
戸隠（歯科併設）、鬼無里、大岡、中条
・歯科診療所２施設
鬼無里歯科、大岡歯科

国民健康保険法に基づき、被用者保険や後期
高齢者医療制度の加入者以外の者を対象に、疾
病、負傷、出産、死亡などに関し必要な保険給
付を行う。
国民健康保険事業の安定的運営のため、疾病
予防や適正受診勧奨等による医療費支出の適正
化、保険料の適正賦課と収納率の向上に努め
る。
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【新規】
糖尿病の発症・重症化予防シンポ
ジウム

325万2千円

糖尿病の発症メカニズム及び発症予防の正し
い知識を啓発するとともに、健全な食生活の実
践や運動・スポーツ習慣の定着に向けて、イン
センティブ（動機付け）の強化を図ることを目
的としたシンポジウムを開催する。
・開催日時
・会
・内

場
容

平成29年９月17日（日）
午前10時〜午後３時
長野市若里市民文化ホール
①基調講演 ②情報提供
③自主グループの活動発表
④パネルディスカッション
⑤テーマ別ブース（健康チェッ
ク、体力測定ほか）

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

(0)
325万2千円

【新規】
公的病院救急医療設備整備事業費
補助金

1,758万2千円

二次救急医療体制の充実を図るため、救急医
療に必要な医療機器の購入費を対象として補助
金を交付する。
・補助対象者
・補助条件

総務課
TEL:026-226-9941
E-mail:h-soumu
@city.nagano.lg.jp

(0)

病院群輪番制を実施している長
野市内の公的病院
長野県医療体制設備整備補助金
（病院群輪番制病院設備整備補助
金）の対象となった場合に交付す
る。

1,758万2千円

【新規】
健康情報管理システム化事業

3,311万3千円

（子育て・生活応援アプリの配信）

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

(0)
3,311万3千円

子育て支援の充実、健康寿命の延伸、マイナ
ンバー制度への対応及び情報管理の効率化を図
るため、健康情報管理システムを整備する。
子育て情報の発信や個々の予防接種スケ
ジュール及び健康管理等に有用な「子育て・生
活応援アプリ(スマホ向け）」を無料配信する。
・システム整備費
・システム保守費等
（※H28補正予算

26,018千円
7,095千円

1,080万円）

【拡大】
動物愛護対策事業

890万5千円

食品生活衛生課
TEL:026-226-9970
E-mail:h-seikatu
@city.nagano.lg.jp

(854万3千円)
36万2千円

動物飼育者に対する適正飼育の推進とマナー
向上、及び一般市民への動物愛護思想の普及啓
発の取組を、動物愛護センター設置によって強
化・推進する。
・講習会の定期開催、啓発リーフレットの作成
と配布、啓発DVDの作成と配布
・ボランティアとの共同による譲渡会の開催
・小学生を対象とした動物愛護教室の開催

部局名：長野市保健所
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
猫繁殖制限助成事業

360万円

猫の繁殖制限手術に助成を行い、多頭飼育や
野良猫の増加による生活環境の悪化を防止する
とともに、保健所での引取りの減少を図り、殺
処分ゼロを目指す。
・助成対象
・助成内容
・助成金額

食品生活衛生課
TEL:026-226-9970
E-mail:h-seikatu
@city.nagano.lg.jp

不妊治療費助成事業

(340万円)

繁殖制限手術を行う猫の飼育者
不妊及び去勢手術に係る費用につ
いて助成する
不妊手術4,000円
去勢手術2,500円

20万円

7,956万円

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受け
ている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治
療にかかる費用を助成する。
・助成対象

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

産後ケア事業

(7,288万5千円)
667万5千円

568万8千円

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

妻の年齢が43歳未満
夫婦の所得の合計730万円未満
・助成金額 初回上限30万円、２回目以降は15
万円
男性不妊治療は上限15万円
※回数及び治療内容により制限あり

(355万3千円)

出産後（退院後）特に保健指導を必要とする
産婦が、委託医療機関及び助産所に一定期間
ショートスティし、体調の回復及び育児手技、
知識の習得を図るための費用について、一部負
担する。
・公費負担
利用料金の７割
上限額 17,500円 (１日当たり)

213万5千円

（ながの版ネウボラ）

妊娠期から子育て期にわたるまで、母子の心
身のケアや育児のサポートに関する様々なニー
ズに対して、総合的な相談支援を行う「ながの
版ネウボラ」を推進する。

健康課

・保健センター（吉田・犀南）に専任の母子保
健コーディネーター各１名を配置
・子育て支援機関及び医療機関等との連携強化
を図り、切れ目ない支援を実施

妊娠・出産包括支援事業

TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

918万5千円

(780万5千円)
138万円

部局名：長野市保健所
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

妊婦健康診査事業

3億6,075万2千円

・公費負担
基本健診 14回
（血液検査５回、超音波検査４回を含む）

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

妊婦歯科健康診査事業

(3億4,802万5千円)
1,272万7千円

334万7千円

E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

妊産婦新生児訪問事業

(350万7千円)
△16万円

992万3千円

（はじめまして！赤ちゃん事業）

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

乳幼児健康診査事業

(995万5千円)

E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

生後３か月までの乳児がいる家庭に保健師又
は助産師が訪問し、母子保健にかかる助言等を
行うとともに、育児に関する不安や悩みの相
談、子育て支援に関する情報提供等を行い、支
援が必要な家庭については適切なサービスにつ
なげる。
訪問時に「エジンバラ産後うつ病質問票」等
を活用し、支援の必要な母親の早期発見・早期
支援を図る。

△3万2千円

5,610万4千円

健康課
TEL:026-226-9960

早産や低体重児出産の原因となりうる妊婦の
歯周病を防ぎ、母子共に健康を増進するため、
妊婦の歯科健康診査を実施する。
・受診推奨期間 妊娠20週頃まで
・受診者負担金 無料
・検診内容
問診、歯科検診、ブラッシング
実技を含む歯科保健指導

健康課
TEL:026-226-9960

妊娠週数に応じて適切に妊婦健診を受け、妊
婦及び胎児の健康の保持と安心して出産を迎え
ることができるよう健診費用にかかる経済的負
担の軽減を図る。

(5,707万7千円)
△97万3千円

乳幼児の発育状況等の確認及び疾病・障害等
の早期発見のため、成長過程の節目となる時期
に健康診査を実施する。
・対象者
４か月児（３〜５か月児）集団
乳児一般（３〜11か月児）個別
９か月児（９〜10か月児）個別
１歳６か月児(１歳６か月〜11か月児）集団
３歳児（３歳〜３歳11か月児）
集団

部局名：長野市保健所
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

がん検診事業

2億2,772万7千円

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

訪問保健指導事業

（2億5,160万8千円）

がんの早期発見と早期治療を促し、がんによる
死亡率を減少させることを目的に、各種がん検
診を実施する。
・対象者
肺がん検診（40歳以上）
胃がん検診（35歳以上）
乳がん検診（30歳以上）
子宮頸がん検診（20歳以上）
大腸がん検診（40歳以上）
前立腺がん検診（50〜74歳）

△2,388万1千円

662万8千円

糖尿病をはじめとする生活習慣病発症・重症
化予防を目的に、保健師・管理栄養士等専門職
が家庭に訪問し、相談に応じる。

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

予防接種事業

(647万2千円)
15万6千円

8億7,048万9千円

市民を感染症から守り、健康な生活を支える
ため、Ａ類疾病・Ｂ類疾病の定期予防接種を実
施する。
・Ａ類疾病：集団予防に重点
・Ｂ類疾病：個人予防に重点

12種類
２種類

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

自殺対策強化事業

（9億3,542万6千円）

△6,493万7千円

131万5千円

自殺対策として、自殺予防に関する知識の普
及・啓発、「ゲートキーパー」の養成及び専門
医による精神保健相談等を実施する。
※ゲートキーパー／自殺の危険を示すサインに
気づき、適切な対応をとることができる人

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

(124万7千円)
6万8千円

部局名：長野市保健所
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

公的病院医療施設整備費補助金

4,435万1千円

・補助対象
長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院
新病院整備事業（第Ⅰ期工事）

総務課
TEL:026-226-9941
E-mail:h-soumu
@city.nagano.lg.jp

医療安全支援センター運営事業

(4,435万1千円)
0

332万5千円

E-mail:h-soumu
@city.nagano.lg.jp

初期救急医療体制整備事業
（急病センター事業）
（在宅当番医制）
（歯科急患医療事業補助金）

(334万2千円)
△1万7千円

7,252万1千円

総務課
TEL:026-226-9941
E-mail:h-soumu
@city.nagano.lg.jp

栄養・食育事業

(7,304万3千円)
△522万円

840万5千円

健康課
TEL:026-226-9960
E-mail:h-kenkou
@city.nagano.lg.jp

医療の安全と信頼を高めるとともに、医療機
関における患者サービスの向上を図るため、医
療に関する患者、家族等からの苦情や相談に対
応し、医療機関への情報提供、助言等を行う。
・相談窓口専用電話：026-226-6000
・相談受付 月〜金曜日 ８時30分〜17時15分
(年末年始、祝祭日を除く。)

総務課
TEL:026-226-9941

本市南部地域における医療提供体制を整備・
充実させるため、地域の公的基幹病院である厚
生連篠ノ井総合病院の新病院整備事業に対し、
補助金を交付する。

（860万9千円）
△20万4千円

市民へ初期救急医療を提供するため、急病セ
ンター事業の委託、在宅当番医制・歯科急患医
療事業への補助等を実施する。
・初期救急医療体制
長野市民病院
厚生連篠ノ井総合病院
厚生連長野松代総合病院
在宅当番医（医科・歯科）

子どもの頃からの健康づくりと生活習慣病の
発症予防・重症化予防のため、乳幼児健康教
室、訪問栄養指導等における栄養相談を実施す
る。

部局名：こども未来部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
結婚支援事業
(若者のライフデザイン形成支援等)

829万4千円

・若者のライフデザイン形成支援
・結婚支援専用Webサイト構築
・結婚応援シンポジウムの開催 ほか

マリッジサポート課
TEL:026-224-8639
E-mail:marriage-s
@city.nagano.lg.jp

結婚を希望する市民の結婚活動を応援するた
め、関係団体等と連携を図りながら、結婚への
前向きな雰囲気づくりを推進する。

(0)
829万4千円

【新規】
母子・父子支援員配置事業
（ワンストップ相談会）

19万3千円

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

ひとり親家庭が抱えるさまざまな悩み・課題
を解決するため、専門の相談機関と連携してワ
ンストップ相談会を開催することで、生活支
援・就労支援を行いながら、ひとり親家庭の経
済的自立を促進する。
児童扶養手当現況届け提出の機会を捉え、８
月の日曜開庁日に開催予定

(0)
19万3千円

【新規】
皐月保育園改築事業

5億7,628万9千円

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031
E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

(0)
5億7,628万9千円

一般県道長野豊野線の道路改良事業に伴い、
移転を要請されている皐月保育園について移転
改築を行い、さらに信州型自然保育、研修・実
習機能を持たせた幼保連携型認定こども園とし
て設置する。
・敷地面積：約3,000㎡
・構
造：鉄骨造 平屋建て
・延床面積：約1,400㎡
（※H28補正予算

3,555万7千円）

【新規】
地域型保育給付金

8,781万1千円

・小規模保育事業
おはなし屋保育園（定員12名）
みらいく保育園（定員15名）
・事業所内保育所
レインボー保育園（定員15名）

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031
E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

認可を受けた「特定地域型保育事業所」に対
し、子ども・子育て支援法に基づき、地域型保
育給付費を支払う。

(0)
8,781万1千円

（※H28補正予算

2,871万2千円）

部局名：こども未来部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
放課後子ども総合プラン推進事業

9億9,722万4千円

・留守家庭児童の受入学年の拡大
・新たに希望児童の受入を開始

こども政策課
TEL:026-224-6796
E-mail:ko-seisaku
@city.nagano.lg.jp

放課後児童健全育成事業と放課後子供教室を
一体化し、放課後等の児童に安全で安心な居場
所及び多様な体験・活動の機会を提供する「放
課後子ども総合プラン」を推進する。
２小学校区
３小学校区

(9億1,655万6千円)
8,066万8千円

【拡大】
ひとり親家庭子どもの生活・学習
支援事業

1,465万6千円

ひとり親家庭の小中学生を対象に、学習習慣
の定着を図るため、定期的な学習支援等を行
う。
継続児童については、フォローアップ支援を
行う。

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

(680万3千円)
785万3千円

【拡大】
こども広場・支援センター・ファ
ミリーサポートセンター運営事業

9,751万円

乳幼児が遊び、その保護者が相互交流を行う
場所を開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言その他の援助を行う。一部施設で
は、訪問型子育て支援事業（ホームスタート）
の充実を図る。
・こども広場 ２か所
・地域子育て支援センター（公立）

乳幼児や小学生を有する子育て中の保護者を
会員として、児童の預かり等の援助を受けるこ
とを希望する者と、援助を行うことを希望する
者との相互活動に関する連絡調整を行う。

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031
E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

６か所

(8,557万9千円)

・ファミリーサポートセンター

1,193万1千円

【拡大】
私立保育所施設整備事業補助金

3億2,475万円

・平成29年度対象施設概要
杉の子第２保育園
鉄骨造2F、定員280名
補助対象事業費：4億3,300万円

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031
E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

社会福祉法人等が実施する私立保育所の施設
整備に対して、保育所等整備交付金交付要綱に
基づき補助する。

(0)
3億2,475万円

部局名：こども未来部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

結婚支援事業

163万4千円

（結婚セミナーの開催等）

結婚を希望する市民の結婚活動を応援するた
め、多くの出会いの場の創出を支援する。
・結婚セミナーの開催
・「夢先案内人」制度

研修会開催

ほか

マリッジサポート課
TEL:026-224-8639
E-mail:marriage-s
@city.nagano.lg.jp

養育支援訪問事業

(300万円)
△136万6千円

439万円

一般の子育てサービスの利用が難しい家庭
で、母子保健事業等を通して市が養育支援が必
要と判断した家庭に対し、ヘルパー等を派遣し
て、育児及び家事の援助を行い、安定した児童
の養育ができるよう支援を行う。

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

子育て支援短期利用事業

(358万9千円)
80万1千円

133万円

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

出産・子育て応援メール配信事業

(146万2千円)
△13万2千円

238万円

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

(271万円)
△33万円

保護者の病気、出産、家族の介護等のため、
家庭において児童の養育が一時的に困難になっ
た場合に、児童養護施設等において一定期間預
かるショートステイを実施する。
また、保護者が仕事等の理由により、夜間等
に児童の養育が困難になった場合に、児童養護
施設で一時的に預かるトワイライトステイを実
施する。
・ショートステイ
・トワイライトステイ

５施設
３施設

妊産婦、子育て世帯等に対して、妊娠･出産や
子育ての不安や負担感を軽減するとともに、子
育てに喜びを感じてもらうことを目的に、妊
娠・出産から子育てに関する情報を、Eメールを
活用して提供する。

部局名：こども未来部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

発達支援あんしんネットワーク事
業

1,338万円

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

児童手当支給事業

(1,310万9千円)

子どもに関する総合相談窓口である「こども
相談室」を運営する。また、「こども相談室」
が中心になり、発達に何らかの支援を必要とす
る子どもやその保護者への支援を行う「発達支
援あんしんネットワーク事業」では、保育所等
への訪問を複数の専門職で行う｢にこにこ園訪問
事業」と、子どもに関わる様々な関係職員が集
まり支援方法を検討する｢地域発達支援会議」の
内容の充実を図る。子どもの情報を保護者と支
援者が共有できるツールである「はぐくまファ
イル」の活用を促進する。

27万1千円

60億5,620万6千円

子育て支援課
TEL:026-224-5031

(61億9,284万3千円)

E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

△1億3,663万7千円

母子家庭等自立促進対策事業
（高等職業訓練促進給付金等）

2,946万1千円

中学校修了までの児童を養育している家庭の
生活安定と、児童の健全育成を図るため、児童
手当を支給する。
・支給対象児童 中学校修了まで
・支給月額 15,000円(３歳未満及び３歳以上
小学生までの第３子以降)
10,000円(３歳以上小学生までの
第１子・第２子及び中学
生)
5,000円(所得制限世帯に属する
中学生までの児童)

ひとり親家庭の親が、就職に有利な専門性の
高い資格の取得のために養成機関に修学した場
合に支給する「高等職業訓練促進給付金」や教
育訓練講座を受講した場合に支給する「自立支
援教育訓練給付金」を支給し、生活の負担軽減
を図るとともに、経済的自立を図る。

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

ひとり親家庭児童通学費援護金支
給事業

(2,507万2千円)
438万9千円

1,019万5千円

高校に通学する児童を有するひとり親家庭の
経済的な負担の軽減を図る。
・バス・電車の通学定期券に相当する額の
1/2の額

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

(1,045万3千円)
△25万8千円

部局名：こども未来部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

児童扶養手当支給事業

12億2,872万9千円

ひとり親家庭等の、18歳に達した年度末まで
の児童等を監護する母、対象児童を監護し、か
つ、これと生計を同じくしている父、または養
育者に手当を支給する。
・支給月額
全部支給
一部支給

子育て支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:ko-shien
@city.nagano.lg.jp

幼稚園・認定こども園施設型給付
金

(12億2,030万5千円)

842万4千円

10億3,585万6千円

E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

特別保育事業補助金

E-mail:ko-hoiku
@city.nagano.lg.jp

９園
２園
２園

(8億4,990万2千円)
1億8,595万4千円

1億3,755万7千円

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031

「認定こども園」及び「幼稚園」に対し、国
基準による施設型給付費を支給し、入所児童の
適正な教育・保育の確保を図る。
・対象施設
認定こども園
幼稚園
管外委託園

保育・幼稚園課
TEL:026-224-8031

42,330円(第一子)
10,000円(第二子加算)
6,000円(第三子以降加算)
42,320円〜9,990円(第一子)
9,990〜5,000円(第二子加算)
5,990〜3,000円(第三子以降加算)

(1億6,722万6千円)
△2,966万9千円

地域子ども・子育て支援事業（一時預かり事
業、地域子育て支援拠点事業（私立保育所）、
延長保育促進事業（私立保育所）等）、及び保
育士等人材確保対策事業を実施する教育・保育
施設等に対して補助を行う。
・私立保育所
40園
・認定こども園
9園
・特定地域型保育事業所 3園

部局名：環 境 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
事業所向け温暖化対策啓発事業

353万6千円

・事業所向け温暖化対策支援サイトの構築
・事業活動におけるＣＯ２削減の手引き(パ
ンフレット)作成・配布

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

事業所における自発的な温暖化対策への支援
を行い、全市的な危機意識の醸成と低炭素行動
の促進を図る。

(0)
353万6千円

【拡大】
行政代執行による支障除去事業

6,791万9千円

廃棄物対策課
TEL:026-224-7320
E-mail:haitai@city.nagano.lg.jp

(472万円)

長沼穂保地区で実施した産業廃棄物支障除去
（行政代執行）後の土地の有効活用策として、
北側敷地に災害時の避難場所となる高台避難公
園を建設し、必要な防災設備を設置し地域住民
の安心・安全を図る。
・穂保高台避難公園概要
上部面積 約2,200㎡
防災倉庫
防災あずまや
災害時かまど付ベンチ

等

6,319万9千円

【拡大】
ごみ処理施設計画事業

5億6,494万4千円

・ごみ焼却施設周辺環境整備事業
事業期間
平成25年度〜平成32年度
平成29年度事業内容
複合施設建設工事費

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

長野広域連合が本市に整備している「広域ご
み焼却施設」の余熱を利用した「健康・レ
ジャー施設及び複合施設」を整備する。

(1億6,098万4千円)
4億396万円

【拡大】
長野広域連合負担金

16億6,918万円

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

(3億6,869万8千円)
13億48万2千円

長野広域連合が計画しているごみ処理施設
（焼却施設２施設・最終処分場１施設）の整備
に要する経費（建設工事費等）を負担する。

部局名：環 境 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

奥裾花自然園再生可能エネルギー
活用事業

6,130万円

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

温暖化防止企画・調査事業

・計画期間

平成27年度〜29年度

(5,200万円)
930万円

158万7千円

環境政策課
TEL:026-224-5034

無電化地域である奥裾花自然園（鬼無里地
区）において、小水力、太陽光、バイオディー
ゼル燃料の３つの再生可能エネルギーによる発
電設備と、蓄電池を組み合わせ一元的に電力の
需給管理を行う設備を整備し電源の確保を図
る。

地球温暖化対策に係る施策の効果的な実施を
図り、本市の特性に合った低炭素なまちづくり
を実現するため、「長野市地球温暖化対策地域
推進計画」に基づき、再生可能エネルギー等の
活用方法、導入可能性に関する調査・研究を行
う。
・耕作放棄地等の資源作物(ソルガム)活用調査

(626万8千円)

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

△468万1千円

太陽光発電システム普及促進事業
補助金

3,672万円

住宅に太陽光発電システムを設置した市民に
対して、設置費用の一部を補助する。（法人は
対象外）
・出力１kW当たり1万8,000円
（限度額：8万円）

環境政策課
TEL:026-224-5034

(4,600万円)

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

△928万円

太陽熱利用システム普及促進事業
補助金

585万円

住宅に太陽熱利用システムを設置した市民に
対して、設置費用の一部を補助する。（法人は
対象外）
・自然循環型
・強制循環型

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

(420万円)
165万円

１件当たり 5万円
１件当たり10万円

部局名：環 境 部
事

業
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予
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(前年度予算額)
対前年度増減額

小水力発電事業

61万7千円

再生可能エネルギーの利用を進めるため、大
岡浅刈小水力発電所の維持管理を行い、大岡
小・中学校の電源を確保するとともに、施設見
学等環境学習への活用を図る。

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

省エネ機器普及モニタリング事業

(61万6千円)
1千円

350万円

環境政策課
TEL:026-224-5034

(500万円)

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

△150万円

電気自動車（ＥＶ）充電設備設置
モデル事業

62万5千円

家庭における省エネルギー機器の普及を図る
とともに、意識啓発を一層進めるため、エネ
ファーム（家庭用燃料電池）を設置し、ガス・
電気の使用状況の情報を提供いただける市民を
対象として補助金を交付する。
提供された情報は、今後の機器の普及促進や
意識啓発活動に活用する。
・１件当り10万円
・実施予定期間 平成28年度〜30年度

電気自動車を始めとする次世代自動車の普及
促進を図るため、道の駅中条に設置した急速充
電設備等の維持管理を行う。
・電気自動車用急速充電設備

１か所

環境政策課
TEL:026-224-5034

(89万4千円)

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

△26万9千円

市有施設デマンド監視装置導入事
業

435万5千円

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

(427万9千円)
7万6千円

電気使用量の大きい市有施設にデマンド監視
装置を導入し、電力使用のピークを抑制するこ
とにより、業務用電力契約の適正化を図り、電
気料を抑制するとともに、省エネ効果の見える
化を図る。
・既設導入か所
・新規導入か所

95か所
1か所
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業
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(前年度予算額)
対前年度増減額

地球温暖化防止活動推進センター
補助金

850万円

地球温暖化対策の啓発拠点として指定した
「長野市地球温暖化防止活動推進センター」が
行う地球温暖化対策（啓発及び広報活動、相談
窓口、家庭のエネルギー使用実態調査など）に
対し、補助金を交付する。

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

希少動植物保護事業

(850万円)
0

246万3千円

・飯綱地区大谷地湿原保護対策調査
・アレチウリ等の特定外来生物の駆除

環境政策課
TEL:026-224-5034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

環境教育事業

(226万7千円)
19万6千円

297万9千円

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

環境汚染対策事業

(338万2千円)
△40万3千円

3,122万6千円

E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

大気、水質等環境汚染の実態調査を行い、事
業所等の排出源を監視するともに、改善又は防
止の措置を指導する。
・有害大気汚染物質測定
・ダイオキシン類測定
・大気常時監視

環境政策課
TEL:026-224-5034

持続可能な社会の構築のため、環境教育・環
境学習の機会を提供するとともに、環境学習
コーナーの運営を行う。
・環境学習会の開催
・環境教育指導者の養成
・環境学習コーナーの運営

環境政策課
TEL:026-224-5034

「大切にしたい長野市の自然」（長野市版
レッドデータブック）に登載されている動植
物、特徴的な地形・地質、湧水などを中心に、
関係団体、地域住民等と協働で必要な自然環境
の保全活動を行う。

(3,276万6千円)
△154万円

部局名：環 境 部
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(前年度予算額)
対前年度増減額

産業廃棄物処理監視指導事業

758万8千円

廃棄物処理に関する許可及び廃棄物処理業者
への立入検査を実施し、法基準の遵守を図ると
ともに、必要に応じ行政処分等を実施し廃棄物
の適正処理に取り組む。

廃棄物対策課
TEL:026-224-7320
E-mail:haitai@city.nagano.lg.jp

生ごみ減量啓発事業

(884万6千円)
△125万8千円

169万1千円

段ボール箱を使った「生ごみ自家処理実践講
座」の開催や生ごみ減量アドバイザーの派遣に
より、生ごみの減量や堆肥化を推進する。

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

資源回収報奨金

(163万4千円)
5万7千円

7,677万6千円

ごみの減量、再資源化を推進し、資源物の排
出機会の増加を図るため、再生利用可能な資源
物（古紙類、ビン類、缶類及び布類）の回収を
行った団体に対し、報奨金を交付する。
・１kg当り

６円

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

ごみ分別等啓発・指導事業

(7,921万5千円)
△243万9千円

3,353万2千円

・住民説明会の開催や出前講座
・「ながのゴミ通信」の発行
・ごみ・資源物に関する情報発信

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

環境への負荷をより一層軽減するため、市民
及び事業所に対して、積極的にごみの減量・分
別の徹底を指導啓発する。

(3,331万7千円)
21万5千円

など
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(前年度予算額)
対前年度増減額

ごみ収集運搬事業

11億5,569万4千円

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

不法投棄対策事業

集積所へ排出されたごみ及び資源物を適正か
つ円滑に収集し処理施設へ運搬する。
併せて、「サンデーリサイクル」として、日
曜日にスーパー等の駐車場で資源物（ビン・
缶・ペットボトル・紙・蛍光灯・廃食用油等）
の拠点回収を行う。
また、収集した剪定枝葉等について、資源化
処理を行い、リサイクルを推進する。

(11億5,578万2千円)

△8万8千円

547万6千円

監視カメラの設置や民間委託によるパトロー
ルを継続実施し、不法投棄の防止・啓発活動及
び投棄廃棄物の回収を行い、地域の生活環境や
自然環境の保全を図る。

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

し尿収集運搬事業

(559万2千円)
△11万6千円

3億2,254万3千円

し尿収集運搬・浄化槽汚泥処理及びし尿処理
手数料徴収事務を委託し、し尿の適正処理を図
る。

生活環境課
TEL:026-224-5035
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

ごみ処理施設改修事業

(3億251万1千円)
2,003万2千円

5億5,550万7千円

清掃センター
TEL:026-221-5316

（7億5,097万円）

E-mail:seiso@city.nagano.lg.jp

△1億9,546万3千円

安全かつ効率的にごみの焼却及び資源化を進
めるため、老朽化した設備の計画的な維持修繕
及び更新を実施するとともに、資源化施設につ
いては、広域連合焼却施設の稼働に向け、可燃
物移動方法の変更等により必要となる整備を実
施する。
また、埋立が終了した最終処分場は、最終覆
土や水処理施設補修等の工事を実施する。
・焼却施設主要設備オーバーホール工事
・資源化施設改修工事 ほか

部局名：環 境 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

焼却灰等外部処理委託事業

4億3,392万7千円

天狗沢最終処分場の埋立終了に伴い、焼却灰
等の全量を民間処理施設において委託処理す
る。
・外部処理搬出量（年間見込み）

13,250ｔ

清掃センター
TEL:026-221-5316
E-mail:seiso@city.nagano.lg.jp

公衆トイレ改修事業

（4億840万9千円）
2,551万8千円

1,770万8千円

ＪＲ今井駅公衆トイレの建築、機械、電気設
備の改修を行い、建物及び設備の老朽化による
不具合を解消し、施設の延命化を図る。
・構造
・建築面積

衛生センター
TEL:026-221-6746
E-mail:eisei@city.nagano.lg.jp

(1,967万5千円)
△196万7千円

鉄筋コンクリート造
94.44㎡

平屋建て

部局名：商工観光部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
ながので輝くおしごと応援事業

2,000万円

長野市の特色ある企業に魅力を発信する機会
を提供し、企業と雇用のマッチングを推進する
とともに、モデル事業として、求人数が求職者
数を大幅に上回る業種を対象に、採用時に従業
員が負担する移転費用の一部を助成するもの。

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

(0)
2,000万円

【新規】
地域伝統産業支援事業

400万円

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

(0)

長年に渡り地域で育まれてきた地域伝統産業
の継承、保存等を支援することにより、当該地
域伝統産業の振興を図り、地域経済の発展を促
進するため、地域の住民等による団体が実施す
る地域伝統産業の振興に資する事業に要する経
費に対し、補助金を交付するもの。
・補助対象：地域伝統産業の振興に要する経費
・補助率 ：95％
・補助限度額：400万円
・平成29年度事業内容 戸隠竹細工

400万円

【新規】
信州デスティネーションキャン
ペーン関連事業

4,432万7千円

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

(0)
4,432万7千円

長野県、市町村、観光団体等で構成する信州
キャンペーン実行委員会とJRグループとの連携
による「信州デスティネーションキャンペー
ン」の実施に併せ、本市の魅力を発信すること
で、多くの観光客を誘致し、本市経済の活性化
を図る。
・トライアングルコンサート（善光寺界隈、戸
隠及び松代地区において、通常のコンサート
ホールとは違った場所で特別な音楽イベント
を開催するもの）
・牛に引かれて善光寺参り（実際の牛に引かれ
て善光寺参拝を行うもの）
・長野駅ウォール演出、真田邸ライトアップ及
び長野市の観光と物産展共催負担金 ほか
・開催期間 平成29年7月1日(土)〜9月30日(土)

部局名：商工観光部
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(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
象山地下壕施設改修事業

3,857万7千円

トイレの水洗化及び入口広場の整備を実施す
ることで、地下壕の見学者及び近隣住民の環境
改善を図る。
地下壕内の経年劣化した支保の天板等を交換
することで、見学者の安全確保を図る。

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

(0)
3,857万7千円

【新規】
若者未来創造スペース事業

1,900万円

・若者交流活動事業
・起業・就業等活動支援事業
・移住定住促進事業等

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

中心市街地に若者によるまちづくりの拠点を
つくり、地域への愛着を高め、移住・定住や就
業につながる活動を行う団体に対する補助。

(0)
1,900万円

（平成28年6月補正

2,600万円）

【拡大】
企業誘致活動事業

1,048万2千円

・各種産業フェアへの企業誘致ブース出展
・ICT産業誘致のためのプロモーション事業
・ICT企業向け開発合宿支援事業補助金

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

長野地域ＵＪＩターン就職促進事
業

(381万8千円)
666万4千円

1,830万3千円

E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

東京圏在住の学生や移住希望者などを対象
に、長野地域連携中枢都市圏の市町村が連携
し、東京圏でのワークショップや就職説明会を
開催し、企業の魅力とともに、長野地域で働く
魅力を発信することで、移住・定住の促進と、
東京圏からのＵＪＩターン就職を促進する。
・東京圏での各種イベントの企画・実施
・就職情報サイト「おしごとながの」と連携し
た情報発信

産業政策課
TEL:026-224-5041

首都圏などで開催される各種産業フェアに出
展するとともに、企業訪問等を展開し、本市の
特長の発信を図り、効果的な誘致活動を推進す
る。

(0)
1,830万3千円

（平成28年3月補正

2,115万4千円）

部局名：商工観光部
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就職支援事業

1,218万7千円

産業政策課
TEL:026-224-5041

(1,339万円)

E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

△120万3千円

中小企業振興資金融資事業

69億3,300万円

もんぜんぷら座４階「職業相談室」で職業相
談・労働相談を行うほか、平成26年度に立ち上
げた就職情報サイト「おしごとながの」は、平
成28年４月から長野地域連携中枢都市圏の８市
町村が加わり広域化し運営している。
・｢職業相談室｣管理・運営
・就職情報サイト｢おしごとながの｣システム改
修
・就職情報サイト｢おしごとながの｣管理・運営

中小企業者の経営安定と健全な発展を図るた
め低利の資金融資を円滑に行うとともに、融資
保証に対する保証料の一部を交付する。
・中小企業振興資金貸付預託金
・制度融資保証料交付金

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

商店街活性化事業補助金

（73億6,000万円）
△4億2,700万円

800万円

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

起業家支援事業

(810万円)

E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

・まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業
補助金
・商店街魅力アップ支援事業補助金
・商店街事務局職員雇用事業補助金
・商店街マップ作成事業補助金

△10万円

82万2千円

産業政策課
TEL:026-224-5041

商店街団体等が実施する商店街の活性化を図
る取組みに対して補助金を交付し、その活動を
支援する。

(82万2千円)
0

中心市街地の空き店舗等を活用して創業がで
きるよう、消費者ニーズに対応した商業活動を
実践できる人材育成を図る。

部局名：商工観光部
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(前年度予算額)
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産業振興事業

314万5千円

今後の産業振興のためのシンポジウム等を開
催するとともに、地域経営のアドバイザーによ
る調査・研究を実施する。また、産業振興のた
めの計画の運用、他市との情報交換、職員の研
修、講演会の開催などの事業を実施する。

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

イベント事業補助金

(796万円)
△481万5千円

2,032万円

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

商店街環境整備事業補助金

(2,032万円)
0

1,350万2千円

E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

産学行連携支援施設管理運営事業
（ものづくり支援センター）

E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

商店街団体が実施する商店街の環境整備事業
に対して支援を行い、魅力ある商店街環境の向
上を図る。

(996万3千円)
353万9千円

3,334万6千円

産学行の連携による新産業・新技術の開発を
支援するための拠点施設の管理運営を行う。
・レンタルラボ、交流室等の貸出
・企業訪問、相談業務
・ＵＦＯ長野共創塾の開催
・ものづくりサロンの開催 ほか

産業政策課
TEL:026-224-5041

・大規模イベント事業補助金
善光寺花回廊
長野七夕まつり
ながの大道芸フェスティバル
善光寺表参道秋まつり
・商店街イベント事業補助金

・商店街賑わい演出事業補助金
・商店街街路灯の改修助成金
・電灯料助成金 ほか

産業政策課
TEL:026-224-5041

商業の活性化につながる大規模で集客力のあ
るイベントや、商店街団体が行うイベントを支
援し商店街の活性化と賑わいの創出を図る。

(3,102万8千円)
231万8千円

部局名：商工観光部
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業
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ものづくり産業等活性化支援負担
金・補助金

1,872万4千円
【債務負担行為】
[ものづくり研究開発事業]

平成30年度まで
500万円
[新事業創出支援資金利子補給金]

平成36年度まで
95万4千円

中小企業の新技術・新製品の開発と販路開拓へ
の取組みや、ものづくり・情報通信関連産業等
の研修受講料補助を行い、企業の人材育成の取
組を支援する。
・企業コーディネートサポートチームによる新
技術・新製品の開発の取組への支援
・ものづくり研究開発事業補助金
・販路開拓応援等事業補助金
・人材育成事業補助金
・ながのブランド郷土食人材養成プログラム事
業負担金

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

工場等立地対策補助金

(2,092万7千円)
△220万3千円

4億2,468万4千円

工場用地等の取得や事業所等を設置する事業
者に対し助成金を交付する。

【債務負担行為】

・工場用地等取得事業助成金
・事業所等設置事業助成金
・環境整備事業助成金
・事業用地取得事業助成金(31年度まで)
・オフィス家賃等補助事業助成金(31年度まで)
ほか

[工場用地等取得事業]

平成31年度まで
8,042万6千円
[事業用地取得事業]
平成31年度まで
6,134万3千円
産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

観光振興計画推進事業

(5億6,304万1千円)
△1億3,835万7千円

4,000万円

・長野市観光振興計画実行委員会補助金

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

平成29年度からスタートする「観光振興計
画」に基づき、魅力的なコンテンツ開発、市内
を周遊する仕組みの構築、担い手の人材育成を
図りながら、全市横断的な誘客事業を実施す
る。

(0)
4,000万円

部局名：商工観光部
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業
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(前年度予算額)
対前年度増減額

インバウンド推進事業

783万7千円

（平成28年3月補正

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

観光まつり補助金

E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

新幹線延伸対策事業

2,714万6千円）

(0)
783万7千円

4,751万6千円

まつりの観光資源としての宣伝及び魅力の向
上、観光客の誘致、伝統文化の継承並びに観光
客に対するおもてなしの心の醸成、地域の活性
化を目的とし、該当するまつり・イベントの実
施に要する経費に対して補助金を交付する。
・長野灯明まつり負担金
・長野びんずる補助金

観光振興課
TEL:026-224-8316

インバウンド需要の高まりに対応するため、
受入環境整備として、公衆無線LAN（Wi-Fi)の整
備や受入対策研修会の実施、広域連携による海
外エージェント招請事業等を実施することで、
多くの外国人観光客の誘客を図る。

(4,891万6千円)

ほか

△140万円

721万3千円

北陸新幹線金沢延伸に伴い、首都圏からの誘
客強化と、北陸・関西方面におけるさらなる観
光市場の開拓を図る。
・新幹線沿線都市との連携による誘客事業
ほか

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

文化コンベンション施設整備事業

(757万3千円)
△36万円

7,275万3千円

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

(1億1,672万5千円)
△4,397万2千円

若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハッ
ト）及び若里市民文化ホールは、開設からおよ
そ20年が経過し、経年劣化により設備が老朽化
していることから、計画的に改修を行う。
・若里市民文化ホール特定天井改修工事設計委
託
・若里市民文化ホール調光卓更新工事
・ビッグハット熱交換器交換工事
ほか
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オリンピック記念アリーナ施設整
備事業

1億4,446万6千円

・中央監視装置リモートユニット更新工事
・アリーナ空調機コイル入替工事
ほか

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

観光・コンベンション事業助成金

(2億1,158万3千円)
△6,711万7千円

1億3,850万5千円

E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

鬼無里の湯木質バイオマスボイ
ラー整備事業

(公財)ながの観光コンベンションビューロー
及び地域の観光協会が行うコンベンション誘
致・支援活動及び観光振興活動に対し助成す
る。
・コンベンション事業補助金
・観光振興事業補助金
・地域観光協会補助金

観光振興課
TEL:026-224-8316

オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）
は開設からおよそ20年が経過し、経年劣化によ
り設備が老朽化していることから、計画的に改
修を実施する。

ほか

(1億4,019万7千円)
△169万2千円

3,240万円

バイオマス産業都市構想及び連携中枢都市圏
構想に位置付ける「地域木質バイオマス局所利
用推進事業」の需要先として、鬼無里の湯に薪
ボイラーを導入する。

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

産業団地立地促進事業
[産業団地事業会計]

(324万円)
2,916万円

12億6,800万円

市内の産業集積を図り、経済の発展と雇用の
増大につなげるため、豊野東部工業団地等の分
譲を実施する。
・用地売却 15,750㎡

産業政策課
TEL:026-224-5041
E-mail:sangyou
@city.nagano.lg.jp

(22億3,300万円)
△9億6,500万円

部局名：商工観光部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

飯綱高原スキー場運営事業
[飯綱高原スキー場事業特別会計]

9,250万円

・飯綱高原スキー場管理運営
・飯綱高原スキー場リフトオーバーホール整備

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

鬼無里大岡観光施設運営事業

飯綱高原スキー場の管理運営を行い、市民・
観光客に冬期におけるスポーツ・レクリエー
ションの場を提供するとともに、地域の活性化
を図る。

(1億80万円)
△830万円

1億5,330万円

[鬼無里大岡観光施設事業特別会計]

鬼無里・大岡地域の観光施設の環境を整え、
市民・観光客等に健全な野外活動と保健休養の
場を提供するとともに、地域の活性化を図る。
・鬼無里地域施設管理運営及び整備
・大岡地域施設管理運営及び整備

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

戸隠観光施設運営事業
[戸隠観光施設事業会計]

(7,540万円)
7,790万円

2億6,900万円

・戸隠スキー場リフトオーバーホール整備
・戸隠キャンプ場トイレ改修工事 ほか

観光振興課
TEL:026-224-8316
E-mail:kankou@city.nagano.lg.jp

戸隠の観光施設を利用して、市民・観光客に
スポーツ・レクリエーションの環境を提供し、
併せて地域の活性化に寄与するため、戸隠ス
キー場・キャンプ場の整備及び管理を行い、更
なる誘客を図る。

(2億6,490万円)
410万円

部局名：文化スポーツ振興部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
犀川南マレットゴルフ場増設事業

427万1千円

・平成29年度事業内容
調査・測量業務
河川占用許可申請業務
実施設計業務

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

利用者が多く、要望が寄せられている犀川南
マレットゴルフ場の増設について、予定地の調
査と河川占用許可申請を行う。

(0)
427万1千円

【新規】
スポーツ施設の環境改善事業

1,060万円

・平成29年度事業内容
トイレの水洗化、洋式化
卓球台、支柱等備品の更新
遮光カーテンの更新

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

利用料金の改定に伴い、増収分の一部を充
て、利用者にとって身近なスポーツ施設の環境
改善を行う。

(0)
1,060万円

【新規】
スポーツコミッション推進事業

55万3千円

・東京オリンピックの事前合宿誘致
・スポーツコンベンション等の誘致開催
・大会及び合宿の運営支援

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

スポーツを通じた交流人口の拡大や地域活性
化を図るため、事前合宿や国際大会などの積極
的な誘致活動を展開する。

(0)
55万3千円

【新規】
障害者スポーツ推進事業

87万8千円

・健常者を含めた体験会を開催
（ボッチャ、車イスバスケットボール、ブラ
インドサッカー等）

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

障害者のスポーツ参加の機会拡大と健常者の
障害者スポーツへの理解を促進するため、障害
者スポーツの体験会を開催する。

(0)
87万8千円

部局名：文化スポーツ振興部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
伝統芸能継承事業

644万3千円

文化芸術課
TEL:026-224-7504

(300万円)

E-mail:geijutsu
@city.nagano.lg.jp

344万3千円

次世代への伝統芸能の保存継承と世代や地域
を超えた交流により、地域への愛着を深め、ふ
るさと回帰を図るとともに、にぎわいづくりに
よる交流人口の増加を目指す。
・（新規）ながの獅子舞フェスティバル
開催日 平成29年５月４日（木・祝）
場 所 中央通り（末広町〜新田町）
内 容 市内各地の獅子舞披露、体験会、
神楽屋台展示、写真コンテスト等
・伝統芸能継承補助
補助率2/3、上限10万円

【拡大】
長野市芸術館運営事業

3億8,576万円
【債務負担行為】
平成30年度まで
6億4,340万円

文化芸術課
TEL:026-224-7504
E-mail:geijutsu
@city.nagano.lg.jp

(4億1,670万円)

指定管理者である長野市文化芸術振興財団と
ともに、長野市芸術館を拠点として、市民ニー
ズを踏まえた上質な文化芸術の提供と、市民や
子どもたちの利用を促進するとともに、長野市
ならではの個性を活かした文化を発信してい
く。
平成29年度から、子どもの文化芸術活動を総
合的に推進していくため、子ども料金の割引、
附属設備の割引を導入する。

△3,094万円

【拡大】
千曲川リバーフロントスポーツ
ガーデン改修事業

5,931万5千円

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

(3,853万1千円)

３面ある既存の芝生グラウンドは、需要に対
し面数が不足しているため、新たに２面を造成
して、スポーツ環境の改善を図る。
・事業期間 平成28年度〜29年度
・平成29年度事業内容
造成工事
植栽工事
芝生養生

2,078万4千円

【拡大】
総合レクリエーションセンター改
修事業

33億7,477万5千円

・事業期間 平成25年度〜29年度
・平成29年度事業内容
施設建設工事
施設建設工事監理業務委託

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

「ごみ焼却施設周辺環境整備事業」として、
これまでの「旧サンマリーンながの」に代わる
健康・レジャー施設を建設する。

（17億9,367万円）
15億8,110万5千円

部局名：文化スポーツ振興部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
松代マレットゴルフ場建設事業

2億6,293万9千円

・事業期間 平成25年度〜30年度
・平成29年度事業内容
建設工事（コース・クラブハウス）
水道管布設工事

スポーツ課
TEL:026-224-5083

（7,482万5千円）

E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

1億8,811万4千円

街角に芸術と音楽があるまちづく
り事業

1,197万7千円

文化芸術課
TEL:026-224-7504
E-mail:geijutsu
@city.nagano.lg.jp

芸術家滞在事業

（1,340万4千円）

E-mail:geijutsu
@city.nagano.lg.jp

スポーツ施設整備事業

100万円

(100万1千円)
△1千円

1億9,313万8千円

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

市民による文化芸術の発表機会を設け、街角
に芸術と音楽があるまちづくりを進めるもの。
・表参道芸術音楽祭
出演部門 平成29年4月29日(土)〜30日(日)
5月 3日(水)〜 6日(土)
展示部門
〃 4月29日(土)〜5月6日(土)
場 所 トイーゴ広場、生涯学習センター
・街角アート＆ミュージック
期 間 ６月〜12月 全14日
場 所 駅前広場、善光寺境内、
千歳公園、松代、戸隠 ほか

△142万7千円

文化芸術課
TEL:026-224-7504

「長野市松代新斎場建設に関する協定書」に
基づき、松代地区にマレットゴルフ場を建設す
る。

(2億7,966万5千円)
△8,652万7千円

中山間地域の魅力を引き出し活性化を図るた
め、芸術家が中条地区で暮らし、地域住民や
小・中・高校等と交流する中で、芸術作品を創
造する。
また、中条音楽堂の有効活用を図るため、市
民向けワークショップ等を開催する。
・芸術家滞在費･制作費補助 ２人
・ワークショップ、長野市芸術館での展示会開
催

施設の計画的な改修、オープン前整備及び緊
急的な修繕を実施し、市民がスポーツを楽しむ
ことができる環境を整備する。
・水泳場、庭球場、運動場、河川敷運動場、
社会体育館改修
・真島総合スポーツアリーナ改修
・ボブスレー・リュージュパーク改修
・長野運動公園総合運動場改修
・南長野運動公園総合運動場改修

部局名：文化スポーツ振興部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

国際競技大会等負担金

5,183万2千円

スポーツ課
TEL:026-224-5083

(5,685万円)

E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

△501万8千円

ホームタウンながの推進事業

536万3千円

スポーツ課
TEL:026-224-5083
E-mail:sports@city.nagano.lg.jp

（546万6千円）
△10万3千円

オリンピック施設等を活用した国際的、全国
的な競技大会の運営費等の一部を負担する。
・長野マラソン大会
・オリンピックデーラン長野大会
・日中友好中学生卓球大会
・平昌オリンピックスピードスケート日本代表
選考競技会
・JOCジュニアオリンピックカップ大会ジュニア
スピードスケート選手権大会
・アジアリーグアイスホッケー大会
・なでしこジャパン国際試合 など

地域密着型プロスポーツチームであるＡＣ長
野パルセイロへの支援を通じ、ホームタウンと
しての連帯感の醸成を図ることで、スポーツを
通じた長野市の活性化を目指す事業。
ＡＣ長野パルセイロと連携することによりス
ポーツ振興と交流人口の増加が図れる事業に集
中した支援を行う。
・スポーツ交流事業
・ホームゲーム活性化事業

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
ジビエ肉処理加工施設整備事業

1,309万5千円

いのしか対策課
TEL:026-224-8470
E-mail:inoshika
@city.nagano.lg.jp

(0)
1,309万5千円

有害鳥獣駆除等で捕獲されたイノシシ・ニホ
ンジカを有効活用し、新たな地域資源として中
山間地域の活性化を図るため、「長野市ジビエ
振興計画」に基づき、ジビエ肉処理加工施設の
整備とジビエの振興を推進する。
・事業期間 平成29年度〜30年度
・平成29年度事業内容
用地測量、地盤調査、設計、処理加工技能
職員の雇用・育成

【新規】
農業研修センター管理運営事業

1,069万9千円

農業政策課
TEL：026-224-5098
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

(0)

平成29年４月に開設する農業研修センターに
おいて、農業の新たな担い手として、多様な人
材(定年帰農者、農業に関心のある市民・企業
等)を育成・支援することで、農業の担い手不足
解消や耕作放棄地の削減を図る。
・講座の開設、運営
・研修施設維持管理
・ほ場維持管理等

1,069万9千円

【新規】
エゴマ栽培の普及促進事業

60万円

健康に効果があり、野生獣害にも強いエゴマ
栽培を中山間地域で普及するため、栽培研修な
どを支援する。
・地区遊休農地活性化委員会等への補助
（エゴマ栽培普及のための研修費など）

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

(0)
60万円

【新規】
荒廃農地等利活用促進交付金

826万7千円

・荒廃農地の再生利用活動への支援
・荒廃農地の発生防止への支援
・施設等の整備への支援

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

荒廃農地等において、作物生産を再開する農
業者や農地中間管理機構等が行う再生作業、土
壌改良、営農定着、加工・販売の試行、施設等
整備について国の交付金により支援する。

(0)
826万7千円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
広葉樹林造成モデル事業

217万円

・地ごしらえ
・植栽
・下刈り

森林整備課
TEL：026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

成長した針葉樹（人工林）を木材として活用
するため伐採し、跡地について広葉樹林化を進
めるためのモデル事業を行う。

(0)
217万円

【拡大】
ワイン用ぶどう産地形成事業

890万円

農業政策課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

（430万円）
460万円

中山間地域に存する遊休農地を復元し、地域
農業の活性化を推進するため、信更地区でモデ
ル事業として実施しており、他の中山間地域へ
も拡大し、ワイン用ぶどうの産地を形成する。
・信更地区⇒中山間地域
・地区遊休農地活性化委員会等への補助金
（ワイン用ぶどう苗・柵の購入と設置）
・長野市農業公社補助金
（農地再生、アドバイザー委嘱）

【拡大】
地産地消推進事業

225万6千円

地元農産物を地元で消費する地産地消を推進
するため、地産地消協力店の拡大とPR活動、地
元農産物や加工食品を対象としたマッチング商
談会を開催する。

農業政策課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

農業者育成事業

(169万円)
56万6千円

9,434万2千円

農業政策課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

(1億1,930万2千円)
△2,496万円

農業の担い手を確保・育成するため、新規就
農者に対し、研修資金及び営農資金等を支給す
る。
・国:農業次世代人材投資事業（青年就農給付
金）
年間最大150万円
・市:新規就農者支援事業助成金
研修費助成 年間最大120万円
営農資金助成 新規就農者 年間120万円
（農家子弟は年間60万円）
・市:就農促進奨励金
一時金5万円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

多面的機能支払交付金

4,053万4千円

農地の多面的機能を支える共同活動（農道の
草刈・水路の泥上げなど）を支援するため交付
金を交付する。
・対象面積

855ha

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

中山間地域等直接支払制度

(4,103万4千円)
△50万円

8,111万5千円

平地との生産条件の格差がある傾斜農地を対
象として集落協定を結んだ耕作者に対して交付
金を交付する。
・対象面積

482ha

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

農地流動化助成金

(9,586万1千円)
△1,474万6千円

861万8千円

・農地流動化助成金（農地の受け手）
・農地中間管理機構集積協力金（農地の出し
手）

農業政策課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

農業機械化補助金

(850万2千円)
11万6千円

2,689万5千円

E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

農業機械の導入に対して補助金を交付するこ
とにより、農作業の受委託の推進、地域リー
ダーの育成、中山間地域の農地の遊休荒廃化の
防止を図る。
・個人及び共同利用農業機械化補助金
・経営体育成支援事業

農業政策課
TEL:026-224-5037

認定農業者などの農業の担い手への農地の集
積を促進するため、農地の出し手及び受け手に
対して助成金等を交付する。

(1,725万円)
964万5千円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

果樹振興補助金

709万円

・振興果樹等苗木導入
・ぶどう新品種推進
・りんごわい化栽培導入

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

地域奨励作物支援事業

(698万円)
11万円

3,864万2千円

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

めん羊振興事業

(3,825万5千円)

E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

都市農村交流推進事業補助金

農地の遊休荒廃化の防止と地産地消を推進す
るため、小麦、大豆、そば及び枝豆の栽培を奨
励し、出荷量に応じ奨励金を交付する。
小麦
大豆
そば
枝豆

中山間地域
50円/㎏
220円/㎏
150円/㎏
100円/㎏

平地
25円/kg
110円/kg
75円/kg
50円/kg

38万7千円

974万6千円

左右牧場を平成29年度末で廃止するため、牧
柵、畜舎を撤去する。移転先は平成28年度信州
新町大原地区で整備しためん羊ふれあい広場に
加え、大原地区緑地周辺の市有地を活用し、柵
の設置及び避難舎の整備を行う。
・避難舎牧柵整備
・全体面積約2ha

農業政策課
TEL：026-224-7274

本市農業の主力である果樹栽培における新品
種への転換や作業の効率化、多収化に繋がる新
しい栽培技術の導入を支援し、収益性の向上を
図る。

（805万7千円）
168万9千円

223万2千円

都市と農村の交流を推進するため、中山間地
域の農業者を中心とした団体の行う活動を支援
し、中山間地域の活性化を進めるもの。
・小中学生農家民泊事業
・農業体験交流事業

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

(248万2千円)
△25万円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

売れる農業推進事業

598万6千円

農産物加工施設等へ補助金を交付し、6次産業
化の取組を支援する。また、県外の消費地にお
いて、本市農産物の消費宣伝及び販売促進活動
を実施する。

農業政策課
TEL：026-224-7274
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

県営土地改良負担金

(639万9千円)
△41万3千円

1億6,892万5千円

農業土木課
TEL:026-224-5039
E-mail:nodoboku
@city.nagano.lg.jp

市単土地改良事業

(1億5,575万円)

農業生産基盤を整備するため、県営事業を取
り入れて、生産性向上と経営安定化を図る。
・農村地域防災減災事業
・中山間地域総合整備事業
・かんがい排水(ストマネ)事業
・湛水防除事業
・経営体育成基盤整備事業
・農道整備事業

３か所
１か所
３か所
１か所
１か所
１か所

1,317万5千円

2億349万2千円

農業の生産性向上と経営安定化を図るため、
農道改良、水路改修等を行う。
・農道改良、舗装
・水路改修等

農業土木課
TEL:026-224-5039
E-mail:nodoboku
@city.nagano.lg.jp

排水機場整備事業

(2億6,073万円)
△5,723万8千円

3,722万円

豪雨災害等に備え、管理する排水機場の整備
及び機器の更新等を行う。
・主な事業
真島排水機場 発電装置更新等
大道橋排水機場 ポンプ修繕

農業土木課
TEL:026-224-5039
E-mail:nodoboku
@city.nagano.lg.jp

(4,006万3千円)
△284万3千円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

市営林保育事業

2,363万2千円

市営林の健全な育成を行うため、市営林施業
計画に基づき、造林保育事業を実施する。
・間伐、除伐、下刈等 25ha
・森林作業道維持修繕工事

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

森林整備・木材活用事業

（2,609万8千円）
△246万6千円

1,329万4千円

・間伐事業 補助率8/10
・間伐材等の未利用材の搬出事業 補助率1/2
・伐採跡地の植林事業 補助率1/2

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

里山整備事業

（1,650万6千円）
△321万2千円

301万1千円

E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

松くい虫被害防除事業

一支所一モデル事業として、七二会地区、浅
川地区の森林整備の促進と間伐材等の搬出によ
る木材の有効活用を図るため、地区の森林整備
を行う団体の活動に対して補助金を交付し支援
を行う。
・資機材整備費
・研修費

森林整備課
TEL:026-224-5040

健全な森林づくりと木材の有効活用を推進す
るため、林業事業体、森林所有者及び地域の団
体等が行う森林整備活動等に対して補助金を交
付する。

(0)
301万1千円

3,433万8千円

松くい虫被害の拡大防止のため、松くい虫被
害木の伐倒駆除や地上薬剤散布を行う。
・伐倒駆除材積
・地上薬剤散布

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

など

(4,667万9千円）
△1,234万1千円

1,045
29か所

16.93ha

部局名：農 林 部
事

業
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(前年度予算額)
対前年度増減額

ペレットストーブ等導入補助金

150万円

森林資源の有効活用及び地球温暖化の防止を
図るため、ペレットストーブ・ペレットボイ
ラーの購入経費等に対して補助金を交付する。
・補助率

購入・設置費用の1/2以内
（上限10万円）

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

鬼無里地区薪ストーブ等導入補助
金

（150万円）
0

70万円

鬼無里地区をモデル地区として、里山の整備
と森林資源の有効活用を図るため、薪ストー
ブ・薪ボイラーの購入経費等に対して補助金を
交付する。
・補助率

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

林道すずり石線開設事業

（100万円）
△30万円

946万3千円

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

市単林内路網整備事業

(0)

E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

戸隠地区の林業の生産性向上と経営合理化を
図るため林道を開設する。
・全体計画
平成28年度〜33年度
計画延長距離 1.4km
・平成29年度事業内容
Ｌ＝280m
Ｗ＝3.5m

946万3千円

3,674万5千円

林業の生産性向上及び経営合理化を図るた
め、林道、林業専用道（旧作業道）の改良・舗
装等を行う。
・改良 ８か所 Ｌ=360m(法面及び路肩改良等）
・舗装 ４か所 Ｌ=240m
・道路安全施設等の設置

森林整備課
TEL:026-224-5040

購入・設置費用の1/2以内
（上限10万円）

(3,274万2千円)
400万3千円

部局名：農 林 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

林内路網維持管理事業

2,249万1千円

森林整備及び保全に必要な林道、林業専用道
（旧作業道）の維持管理を行う。
・林道等崩落土処理
・林道等維持修繕工事
・林道草刈

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

林道大川線橋梁修繕事業

(2,297万1千円)
△48万円

2,788万4千円

林道大川線に架かる８橋梁の長寿命化を図る
ため、保全に係る点検及び調査を実施し、その
結果に基づき補修補強工事を行う。
・補強修繕工事

１橋梁

森林整備課
TEL:026-224-5040
E-mail:shinrin
@city.nagano.lg.jp

野生鳥獣被害防除対策事業補助金

(749万9千円)
2,038万5千円

9,415万4千円

いのしか対策課
TEL:026-224-8470
E-mail:inoshika
@city.nagano.lg.jp

(8,259万2千円)
1,156万2千円

市内21地区の「有害鳥獣対策協議会(委員
会)」が行う、野生鳥獣による農作物被害防除対
策事業に対し補助金を交付する。
・わな・檻設置、追払い
・駆除・個体数調整
・防護柵・電気柵設置
・新規狩猟免許取得
・ニホンジカ集中捕獲事業
・ニホンジカ及びサル対策の先駆的モデル地区
支援事業

部局名：建 設 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
土木事務所新規設置事業（５ヶ
所）

11億7,200万円

維持課
TEL:026-224-7034
E-mail:iji@city.nagano.lg.jp

(11億5,900万円)

南部分室のみだった事務所機能を市内５か所
に拡大し、道路・河川水路の維持補修などの地
域からの要望や災害警戒時の対応が迅速に行え
るよう現場体制の充実を図る。
・土木業務執行体制の強化
・決裁権限付与による事務処理迅速化
・道路、水路の維持補修業務や災害時におけ
る迅速な対応

1,300万円

【拡大】
返目団地全面改善・建替事業

4億1,437万円
【債務負担行為】
平成30年度まで
5億2371万5千円

住宅課
TEL:026-224-5127
E-mail:jutaku@city.nagano.lg.jp

(2億5,336万5千円)
1億6,100万5千円

建設が古く、現在の生活様式に適さず空き部
屋が多いなど課題のある既存建築物を活用し、
エレベーター設置・間取り変更・設備更新など
の全面改善を行い、建物の長寿命化・団地の再
整備を行う。
・事業期間 平成26年度〜36年度
・全面改善 ６棟 RC造 延床面積＝8,405.03㎡
・解
体 ２棟 RC造 延床面積＝2,826.3㎡
・平成29年度事業内容
全面改善 ２棟 RC造 延床面積＝3,269.44㎡

【拡大】
危険空家等対策事業

建築指導課
TEL:026-224-5076

541万6千円

(160万3千円)
381万3千円

E-mail:shidou@city.nagano.lg.jp

適切な管理が行われていない空家等の所有者
等に対し、関係法令に基づく行政指導などを進
め、地域住民の生活環境の保全を図ることで、
安心・安全なまちづくりを目指すとともに、空
家等対策計画を作成し、空家等の適正管理や利
活用などの様々な施策を総合的かつ計画的に推
進する。
・事業期間 平成28年度〜33年度
・平成29年度事業内容
危険空家等に対する行政指導等の促進
「長野市空家等対策計画」の作成
緊急安全措置工事費 ４件
ほか

【拡大】
住宅耐震改修事業補助金

1億1,200万円

建築指導課
TEL:026-224-6753
E-mail:shidou@city.nagano.lg.jp

(6,000万円)
5,200万円

大規模地震により建築物の倒壊被害を防ぐた
め「長野市耐震改修促進計画」に基づき、旧耐
震基準の住宅所有者が行う耐震改修工事に要す
る経費に対して支援を行う。
・対象者 既存木造住宅の所有者
・補助率 工事費の２分の１（上限100万円）
・低所得者対象上乗せ補助
・対象者 上記の対象者で所得金額200万円以下
の者
・補助率 工事費の10分の１（上限20万円）
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業
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(前年度予算額)
対前年度増減額

地籍調査事業

3,842万3千円

・地籍調査
戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条地区
・地籍調査実施済区域の地籍図・地籍簿の修正

監理課
TEL:026-224-8704
E-mail:kanri@city.nagano.lg.jp

道路新設改良事業

(4,255万8千円)
△413万5千円

14億7,944万円

E-mail:douro@city.nagano.lg.jp

交通安全施設等整備事業

(19億1,047万円)
△4億3,103万円

9億2,903万円

E-mail:douro@city.nagano.lg.jp

通学路整備事業

交通安全対策として、歩道整備、交差点改
良、自転車走行環境整備など交通安全施設の整
備や道路防災事業を実施する。
・市道東福寺稲里線歩道整備
・市道長野南245号線交差点改良
・市道上松畑山線道路防災

道路課
TEL:026-224-5045

円滑な道路ネットワークの構築と日常生活を
支える道路の整備を目的に、市道の新設・改良
事業を実施する。
・広域道路網の整備
（市道若槻474号線改良 外12事業）
・生活道路の整備
（長野西723号線改良 外17事業）

道路課
TEL:026-224-5045

課税の適正化、災害復旧の迅速化、公共事業
の整備促進、土地取引の円滑化等を図るため、
一筆ごとの土地の境界や面積を調査し、法務局
の登記簿、公図を更新する。

外24事業

(8億5,549万円)
7,354万円

4,500万円

児童・生徒の通学時の安全を確保するため、
通学路の舗装、防護柵等を整備する。
・通学路点検結果に基づき実施予定

道路課
TEL:026-224-5045
E-mail:douro@city.nagano.lg.jp

(4,500万円)
0
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河川水路改修事業

5億713万円

・河川水路改修
（薪引堰改修 外11事業）
・雨水貯留施設整備
（雨水貯留施設設置補助金）

河川課
TEL:026-224-7646
E-mail:kasen@city.nagano.lg.jp

傾斜地保全対策事業

(6億6,322万9千円)
△1億5,609万9千円

7,700万円

E-mail:kasen@city.nagano.lg.jp

橋りょう安全点検管理事業

(6,950万円)
750万円

3億20万円

維持課
TEL:026-224-7034
E-mail:iji@city.nagano.lg.jp

特定既存耐震不適格建築物等耐震
診断事業補助金

(3億1,224万円)

E-mail:shidou@city.nagano.lg.jp

市道に架かる橋りょうの通行の安全確保を図
るため、橋りょうの劣化及び損傷か所の補修・
補強及び定期点検を実施する。
・橋梁長寿命化修繕計画事業
事業期間 平成25年度〜
橋りょう 1,820橋のうち215橋が修繕対象
・橋りょう安全点検
事業期間 平成26年度〜30年度
・平成29年度事業内容
補修・補強工事（平三水橋外10橋）
点検（434橋の点検）

△1,204万円

688万9千円

建築指導課
TEL:026-224-6753

地すべり・土砂災害等から人命及び財産を守
るため、小規模な傾斜地保全対策等工事を実施
する。
・地すべり対策
・危険渓流対策
・急傾斜地等整備補助金
・急傾斜地崩壊対策県工事負担金

河川課
TEL:026-224-7646

浸水被害を防止するため、流出抑制を考慮し
た総合的な雨水排水計画による河川水路の整備
を進める。

(888万9千円)
△200万円

大規模地震により建築物の倒壊被害を防ぐた
め「長野市耐震改修促進計画」に基づき、多数
の者が利用する一定規模以上の建築物及び非木
造戸建住宅等の所有者が行う耐震診断に要する
経費に対して支援を行う。
・対象者 特定既存耐震不適格建築物等の所有者
・補助率 工事費の３分の２
（上限額8.9万円〜200万円※建物区
分により上限額が異なる。）

部局名：建 設 部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

住宅耐震対策事業

1,958万9千円

・対象者
・補助率

建築指導課
TEL:026-224-6753
E-mail:shidou@city.nagano.lg.jp

耐震対策への市民の意識高揚を図り、大規模
地震による住宅の倒壊被害を防ぐため「長野市
耐震改修促進計画」に基づき、旧耐震基準で建
設された木造戸建住宅を対象に、建物の耐震診
断を実施する。

(1,835万円)
123万9千円

既存木造住宅を所有かつ居住者等
無料で耐震診断士を派遣

部局名：都市整備部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
城山公園再整備事業

2,744万8千円

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

(0)
2,744万8千円

県信濃美術館の全面改築に伴い、敷地の城山
公園を併せて再整備し、文化、観光、レクリ
エーションの拠点として、まちの魅力向上を図
る。
・事業期間 平成29年度〜32年度
園路整備工、修景施設工、防災施設工
駐車場整備工、植栽工ほか
・平成29年度事業内容
公園基本設計、公園実施設計 面積=1.5ha

【新規】
長野市緑を豊かにする計画改定事
業

427万7千円

上位計画である「長野市都市計画マスタープ
ラン」が平成29年４月の改定に伴い、本計画も
改定を行う。
・緑被率の集計・分析業務等

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

(0)
427万7千円

【拡大】
茶臼山動物園再整備事業

1,950万円

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

(0)

園内施設の老朽化及びバリアフリー対策につ
いて、施設の更新、展示施設の改善、アクセス
機能の改善などにより魅力ある施設へ再整備し
活性化を図る。
・事業期間 平成20年度〜42年度
・事業内容
展望広場整備 面積＝1,500㎡
動物展示施設整備 ６か所
園路バリアフリー化 ほか
・平成29年度事業内容
展望広場整備工事 面積＝1,500㎡

ほか

1,950万円

【拡大】
中心市街地歩行者用案内標識整備
事業

1,800万円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179

(40万円)

E-mail:machi@city.nagano.lg.jp

1,760万円

中心市街地にある歩行者用案内標識につい
て、記号による施設案内や複数の言語による表
記など、長野市公共サインガイドラインに基づ
き、すべての人が使いやすい案内標識を整備す
る。
・事業期間 平成24年度〜30年度
総設置数 58基（新規36基、改修22基）
・平成29年度事業内容
設置数 23基（新規７基、改修16基）

部局名：都市整備部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

小さな拠点づくり事業

200万円

・事業期間 平成28年度〜30年度
・事業内容 モデル地区 大岡地区１か所
・平成29年度事業内容
プランの検討、運営体制の構築

都市計画課
TEL:026-224-5050
E-mail:toshikei
@city.nagano.lg.jp

街路「北部幹線」（Ⅲ）改良事業

(200万円)
0

6億9,710万円
【債務負担行為】
平成31年度まで
13億円

都市計画課
TEL:026-224-5050
E-mail:toshikei
@city.nagano.lg.jp

街路「川中島幹線」改良事業

(13億4,152万円)

２億3,400万円

都市計画課
１億7,400万円

街路「山王小柴見線」改良事業

3億1,000万円
【債務負担行為】
平成33年度まで
5億9,400万円

都市計画課
E-mail:toshikei
@city.nagano.lg.jp

・事業期間 平成19年度〜32年度
・事業内容 Ｌ＝1,240ｍ Ｗ＝22ｍ
・平成29年度事業内容
アプローチ区間築造工
道路築造工
用地取得、移転補償

篠ノ井駅周辺地域と中心市街地を結ぶ幹線道
路として、川中島幹線を整備する。
・事業期間 平成26年度〜34年度
・事業内容 Ｌ＝600ｍ Ｗ＝16ｍ
・平成29年度事業内容
用地取得、移転補償

(6,000万円)

E-mail:toshikei
@city.nagano.lg.jp

TEL:026-224-5050

北部地域と中心市街地を結ぶ幹線道路とし
て、北部幹線を整備する。

△6億4,442万円

【債務負担行為】
平成34年度まで
27億500万円
TEL:026-224-5050

人口減少・高齢化が進む中山間地域等での住
民の日常生活（生活サービス、地域活動等）を
支える拠点の形成を推進する。

(2億8,200万円)
2,800万円

周辺市街地と中心市街地を結ぶ放射街路網整
備の一環で、特に市西部地区からのアクセス
性、通勤通学者の安全性と利便性の向上を図る
ため、山王小柴見線を整備する。
・事業期間 平成27年度〜33年度
・事業内容 Ｌ＝340ｍ Ｗ＝16ｍ
・平成29年度事業内容
用地測量、用地取得、移転補償

部局名：都市整備部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

県庁緑町線沿線地区整備事業

4億9,335万円
【債務負担行為】
平成32年度まで
8億1,200万円

市街地整備課
TEL:026-224-5053
E-mail:shigaichi
@city.nagano.lg.jp

南石堂Ａ−１地区優良建築物等整
備事業補助金

沿道整備街路事業により、都市計画道路県庁
緑町線の未整備区間とその沿線地区を整備す
る。
・事業期間 平成28年度〜32年度
・事業内容 Ｌ＝147ｍ Ｗ＝9ｍ
・平成29年度事業内容
用地取得、移転補償、実施設計委託

(1億4,545万円)
3億4,790万円

1億1,180万円

まちなか居住と魅力あるまちづくりのため、
市街地環境の向上と良質な市街地住宅の整備を
図る民間事業に対し助成を行う。
・事業期間
・事業内容
・対象者
・補助率

市街地整備課
TEL:026-224-5053
E-mail:shigaichi
@city.nagano.lg.jp

予定地区計画調査事業（再開発事
業等）

ほか

(5,120万円)

平成28年度〜31年度
地上11階、延床面積16,000㎡
主要用途 商業・住宅
権利者法人
３分の２
（内負担率：国1/2・県3/20・
市7/20）

6,060万円

1,487万2千円

中心市街地の活性化を図るため、再開発事業に
関する調査・整備計画の検討等、地元の初動期
支援を行う。

市街地整備課
TEL:026-224-5053

(990万円)

E-mail:shigaichi
@city.nagano.lg.jp

497万2千円

都市公園安全安心対策緊急総合支
援事業

5,410万円

・事業期間 平成26年度〜36年度
・事業内容 都市公園施設の更新
・平成29年度事業内容
茶臼山自然植物園修景施設更新工事
南長野運動公園修景施設更新工事 ほか

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

都市公園の施設の改善や遊具の撤去・更新を
行い、安全で安心な公園の整備を推進する。

(4,010万円)
1,400万円

部局名：都市整備部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

総合公園等維持管理事業

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

ながの緑育協会補助金

1億9,246万円
【債務負担行為】
平成33年度まで
5億3,313万3千円
(城山公園外７施設
管理運営事業費)
(1億9,243万8千円)
2万2千円

3,000万円

城山公園外７施設の公園、及び篠ノ井中央公
園外２施設が安全快適に利用利用されるよう維
持管理を行う。
・指定管理業務委託２件

篠ノ井中央公園を拠点に、「長野市緑を豊か
にする計画」の基本方針のひとつである「緑
育」を推進する経費に対して補助する。
・対象者

公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

善光寺周辺地区街なみ環境整備事
業

(3,521万円)
△521万円

7,841万8千円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179
E-mail:machi@city.nagano.lg.jp

松代地区街なみ環境整備事業

（9,040万6千円)

E-mail:machi@city.nagano.lg.jp

一般財団法人ながの緑育協会

※「緑育」とは、「緑を育てる」という共通の
取組みを通じて、市民相互のつながりが生ま
れ、花や緑を大切にする文化や人間性が育まれ
ていくこと。

善光寺門前町にふさわしい景観を整備・保全
するため、電線類地中化及び道路美装化等を行
い、街なみ環境を整備する。
・事業期間 平成13年度〜32年度
・面積＝約27.5ha
・平成29年度事業内容
長野北99号線外道路美装化工事
測量設計

△1,198万8千円

2,546万円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179

ほか

（2,106万1千円)
438万9千円

真田十万石の城下町として栄えた松代にふさ
わしい景観を整備・活用するため、道路美装化
及び小公園整備等を行い、街なみ環境を整備す
る。
・事業計画 平成14年度〜32年度
・面積＝約81ha
・平成29年度事業内容
松代西35号線外１路線道路美装化工事

部局名：都市整備部
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

戸隠地区街なみ環境整備事業

1,759万7千円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179
E-mail:machi@city.nagano.lg.jp

（1,610万6千円)
149万1千円

戸隠神社とその門前に発達した宿坊群などの
歴史的・文化的建造物や街なみをいかした景観
を整備・保全するため、道路美装化及び修景助
成等を行い、街なみ環境を整備する。
・事業期間 平成25年度〜34年度
・面積＝約126ha
・平成29年度事業内容
景観重要建造物への修景助成
耐震性貯水槽整備

部局名：駅周辺整備局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

長野駅周辺第二土地区画整理事業

16億2,828万2千円

駅周辺整備局
TEL:026-224-5194
E-mail:ekiseibi@city.nagano.lg.jp

(21億2,688万1千円)

△4億9,859万9千円

長野駅東口周辺を機能的で住み良いまちにす
るため、道路や宅地を整備する。
・事業期間 平成５年度〜30年度
・面積＝58.2ha
・平成29年度事業内容
整備事業に関する移転
建物移転 23棟 上下水道・ガス等移設
公共施設等の整備
都市計画道路整備工事 Ｌ＝372ｍ
区画道路整備工事
Ｌ＝290ｍ
近隣公園等 ３か所 業務委託 ほか

部局名：会 計 局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

会計事務

8,424万7千円

公金に係わる支出負担行為及び支出命令の審
査、収入事務、支払い並びに物品管理、決算な
どの会計管理事務。また、トータル収納サービ
スを利用したコンビニ納付・ペイジー納付の運
用を行う。

会計課
TEL:026-224-5055
E-mail:kaikei@city.nagano.lg.jp

工事検査事務

(8,244万7千円)
180万円

895万8千円

検査課
TEL:026-224-5013
E-mail:kensa@city.nagano.lg.jp

(600万5千円)
295万3千円

請負工事の中間検査・竣工検査及び優良工事
表彰を行う。

部局名：議会事務局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

議会事務

1,545万7千円

総務議事調査課
TEL:026-224-5056
E-mail:gikai@city.nagano.lg.jp

(1,678万7千円)
△133万円

本会議会議録・委員会会議録を作成し、市
ホームページへ掲載する。
また、議会活動上必要となる資料等を作成す
る。

部局名：行政委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

選挙管理委員会事務局運営事務

1,090万4千円

選挙管理委員会の開催、選挙人名簿の調製な
ど公職選挙法等に係る事務、明るい選挙推進啓
発事業を実施する。

選挙管理委員会事務局
TEL:026-224-5058
E-mail:senkan@city.nagano.lg.jp

市長選挙

(1,122万1千円)
△31万7千円

8,908万円

長野市長選挙（任期満了：平成29年11月10
日）を管理・執行する。

選挙管理委員会事務局
TEL:026-224-5058
E-mail:senkan@city.nagano.lg.jp

監査委員事務局運営事務

(0)
8,908万円

452万6千円

各種監査の実施（例月現金出納検査、定期監
査、随時（工事）監査、財政援助団体等監査、
決算審査、健全化判断比率等審査など）をす
る。
監査結果の報告及び公表をする。

監査委員事務局
TEL:026-224-5059
E-mail:kansa@city.nagano.lg.jp

公平委員会事務局運営事務

(480万6千円)
△28万円

51万8千円

公平委員会事務局
TEL:026-224-8883
E-mail:kouhei@city.nagano.lg.jp

(60万5千円)
△8万7千円

職員に対する不利益な処分についての不服申
立てに関する裁決又は決定などの業務を行う。

部局名：行政委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

農業委員会活動

5,239万9千円

農業委員会等に関する法律に基づき、農地法
等に係る業務を行う。

農業委員会事務局
TEL:026-224-5060
E-mail:nougyou@city.nagano.lg.jp

農地利用最適化活動

(5,226万7千円)
132千円

1,147万2千円

農業委員会事務局
TEL:026-224-5060
E-mail:nougyou@city.nagano.lg.jp

(1,857万7千円)
△710万5千円

農地利用の最適化（担い手への集積・集約
化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の
促進）を推進する。

部局名：教育委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【新規】
重要伝統的建造物群保存地区保存
整備事業

3,862万6千円

・平成29年度事業内容
修理事業３件に対して補助金を交付
防災計画策定調査を実施

文化財課
TEL:026-224-7013
E-mail:bunka@city.nagano.lg.jp

戸隠伝統的建造物群保存地区の保存のため、
所有者が実施する修理･修景事業に対して補助金
を交付する。また、防災計画策定に向けた調査
を行う。

(0)
3,862万6千円

【新規】
中学校市費教員管理事業

509万1千円

平成29年４月に開校する市立長野中学校にお
いて、常勤教員及びパート教員を配置する。
・常勤教員 １人
・パート教員３人

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

(0)
509万1千円

【拡大】
芹田小学校校舎改築事業

3億6,186万5千円

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎の
改築工事を実施する。
・事業期間
・総事業費
・建設建物

総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu
@city.nagano.lg.jp

(1億9,318万4千円)
1億6,868万1千円

平成25年度〜29年度
約16億円
東校舎 RC造３階建 1,679㎡
（平成27年完成）
多目的棟 鉄骨造2階建 1,193㎡
・平成29年度事業内容
多目的棟建築主体工事、電気設備工事、
機械設備工事 ほか

【拡大】
篠ノ井東小学校特別教室棟増築事
業

2億1,238万8千円

児童数増加による教室不足を解消するため、
特別教室棟の増築工事を実施する。
・事業期間

総務課
TEL:026-224-5080

(2,095万7千円)

E-mail:kyosoumu
@city.nagano.lg.jp

1億9,143万1千円

平成28年度〜29年度
（今年度国庫負担金事業）
・総事業費
約2.4億円
・建設建物
軽量鉄骨造2階建 585㎡
・平成29年度事業内容
建築主体工事、電気設備工事、
機械設備工事 ほか

部局名：教育委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
鬼無里中学校特別教室棟増築事業

2億6,586万6千円
【債務負担行為】
平成30年度まで
1億2,600万円

総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu
@city.nagano.lg.jp

(2,677万円)
2億3,909万6千円

平成26年発生の長野県神城断層地震により被
災した鬼無里中学校の機能回復のため鬼無里小
学校敷地へ特別教室棟の増築工事を実施する。
・事業期間
平成28年度〜30年度
・総事業費
約4.9億円
・建設建物
特別教室棟 木造平屋 602㎡
・平成29年度事業内容
建築主体工事、電気設備工事、
機械設備工事 ほか

【拡大】
学校教育管理事業

5,976万円

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

(5,534万3千円)
441万7千円

地域で子育てをしている母親と小中学生の定
期的な交流を通して、人間の成長や親の愛情、
命の大切さを実感を伴って理解し、自己肯定感
を高め、他者を思いやる心を育てる学習プログ
ラムを市内小中学校で実施する。
「夢をもつことやそれに向かって努力するこ
との大切さ」を伝えるＪＦＡによる「こころの
プロジェクト夢の教室」を実施する。
・「赤ちゃん先生プロジェクト」の実施
対象…小学校30学級、中学校30学級
・「夢の教室」の実施
対象…小学校３校 ５学級

【拡大】
学校教育関係大会出場補助金

3,599万4千円

・東京方面社会見学交通費補助

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

校外学習在り方検討委員会の報告を受け、高
原学校・臨海学校を選択制とし、東京方面社会
見学を１泊２日に拡充し実施する。平成29・30
年度を移行期間として、平成31年度から完全実
施する。

(2,152万9千円)
1,446万5千円

【拡大】
学校図書館運営事業

1億1,528万2千円

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

(1億1,005万4千円)
522万8千円

学校教育における基礎的設備であり、読書セ
ンター・学習センター・情報センターとしての
機能をもつ学校図書館の利活用により、児童生
徒の豊かな人間性や確かな学力を育成する。
学校司書については、従来の学校長との個別
の契約を改め、教育委員会が非常勤職員として
任用し、各学校に配置することとした。
・学校司書賃金
・図書購入費

部局名：教育委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
第一学校給食センター改修事業

1億5,090万8千円
【債務負担行為】
平成30年度まで
5,357万8千円

保健給食課
TEL:026-224-8913
E-mail:kyushoku
@city.nagano.lg.jp

(7,076万8千円)

第一学校給食センターの全面改築を行うこと
で、安全安心かつ安定的な給食の提供を行うと
ともに、全市域でのアレルギー対応食の提供を
目指す。
・事業期間
平成28年度〜31年度
・総事業費
約39億円
・平成29年度事業内容
設計、解体工事

8,014万円

【拡大】
（仮称）芹田総合市民センター建
設事業

80万円
【債務負担行為】
平成30・31年度まで
7億4,081万9千円

家庭・地域学びの課
TEL:026-224-5082
E-mail:manabi@city.nagano.lg.jp

老朽化した芹田公民館について、芹田支所と
合築した総合市民センターを建設することによ
り、生涯学習環境の整備を進めるとともに地域
コミュニティの活性化を図る。
・事業期間 平成27年度〜31年度
・平成29年度事業内容
アスベスト含有調査

(444万5千円)
△364万5千円

【拡大】
移動図書館管理運営事業

1,654万8千円

市内全域を巡回して図書の貸出を行っている
移動図書館車について、老朽化した１台を更新
する。
・図書積載量

約3,500冊

南部図書館
TEL:026-292-0143
E-mail:library-south
@city.nagano.lg.jp

情報教育推進事業

(186万8千円)
1,468万円

1億8,848万9千円

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

(1億9,232万8千円)
△383万9千円

児童・生徒の情報活用能力向上とＩＣＴを活
用した効果的な授業実現を目的に、情報環境を
整備し、サポート事業及び普及・定着のための
事業を実施する。
・教育ネットワークシステム管理運営
・教育の情報化普及・定着
・光ファイバー回線使用料
・メディアコーディネーター派遣
（ＩＣＴを活用した授業支援）

部局名：教育委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

地域発
事業

活力ある学校づくり推進

2,134万1千円

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

通学援助事業

(2,141万4千円)

E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

心の教育推進事業

6,016万6千円

E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

特別支援教育体制整備推進事業

登下校に公共交通機関の利用ができない地域
の児童・生徒を対象として、児童・生徒の身体
的負担及び保護者の経済的負担を軽減するた
め、スクールバス等の運行及びタクシーの借上
げを行う。
・スクールバス運行委託
・スクールタクシー借上

(5,482万4千円)
534万2千円

2,519万5千円

学校教育課
TEL:026-224-5081

・事業期間 平成27年度〜30年度
連携推進ディレクターを配置（８人）
活力ある学校づくり検討委員会
(平成30年6月答申予定）

△7万3千円

学校教育課
TEL:026-224-5081

少子・人口減少社会に対応した「活力ある学
校づくり」を推進し、児童・生徒が集団で学び
あえる豊かな教育環境の構築と学力向上を目指
す。連携推進ディレクターを、小中連携や小中
一貫した教育をモデル的に推進する中学校区に
配置し取組を進める。また、活力ある学校づく
り検討委員会で小中学校の将来像を検討する。

(2,337万3千円)

不登校児童・生徒を対象とした集団適応指
導、学習指導等を行う中間教室の運営及びス
クールカウンセラーによる通室児童生徒へのカ
ウンセリングと適応指導員等への助言を行う。
また、全小中学校で意識調査を行い、不登校の
未然防止に取り組む。
・中間教室の設置運営（８教室）
・８教室を巡回する巡回適応指導員の配置
(３人）
・スクールカウンセラーの配置（１人）

182万2千円

2,790万1千円

障害のある者と障害のない者が共に学ぶこと
ができるよう、インクルーシブ教育システムの
構築を推進する。
・特別支援教育巡回相談員の派遣
・医療的ケアを行う特別支援教育支援員の配置

学校教育課
TEL:026-224-5081
E-mail:gakukyou
@city.nagano.lg.jp

(546万円)
2,244万1千円

部局名：教育委員会
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

旧文武学校保存整備事業

6,138万6千円

文化財課
TEL:026-224-7013
E-mail:bunka@city.nagano.lg.jp

(2,722万4千円)
3,416万2千円

破損・劣化が進行している国史跡の旧文武学
校について、建造物の保存修理とともに、便益
施設等の環境整備を実施し、観光や生涯学習の
拠点としての利活用促進を図る。
・事業期間 平成23年度〜31年度
・事業費 約6.9億円
・平成29年度事業内容
弓術所外保存修理工事（建築・電気設備）
工事監理

部局名：上下水道局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

老朽管解消事業

21億1,645万3千円

［水道事業会計］
【債務負担行為】
平成30年度まで
1億6,720万円
水道整備課
TEL:026-224-5073
E-mail:suiseibi
@city.nagano.lg.jp

他事業関連配水管布設替等事業

水の安定供給を図るため、老朽化した送配水
管の更新を行う。併せて管路の耐震化を進め、
災害に強い水道を整備する。
・基幹管路更新 高田外４か所
・配水支管等布設替 平柴外35か所
・舗装復旧 東和田外30か所
・詳細設計 ほか

(20億504万5千円)
1億1,140万8千円

4億2,461万5千円

［水道事業会計］

他事業の実施に伴い支障となる配水管の布設
替等を行う。
・公共下水道関連
・区画整理事業関連
・道路事業関連 ほか

水道整備課
TEL:026-224-5073
E-mail:suiseibi
@city.nagano.lg.jp

水道維持課
TEL:026-241-1132
E-mail:suidouiji
@city.nagano.lg.jp

浄水課
TEL:026-227-0669
E-mail:josui@city.nagano.lg.jp

浄水場整備事業

(6億4,190万5千円)
△2億1,729万円

8億1,802万1千円

［水道事業会計］
【債務負担行為】
平成30年度まで
7億800万円
浄水課
TEL:026-227-0669
E-mail:josui@city.nagano.lg.jp

(6億2,708万9千円)
2億714万3千円

浄水場の施設整備及び更新を行い、災害に強
い施設づくりや水質管理の徹底を図り、安全で
おいしい水の安定供給体制を維持する。
・夏目ケ原浄水場
・寺尾浄水場
・犀川浄水場

急速ろ過池付帯設備更新
非常用発電機設備設置工事
取水施設更新工事 ほか

部局名：上下水道局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

東寺尾配水池整備事業

2億7,259万3千円

［水道事業会計］

新たな松代水運用計画に基づき、東寺尾配水
池の更新事業を行う。
・東寺尾配水池用地取得、詳細設計
・寺尾−東寺尾送水管布設工事

浄水課
TEL:026-227-0669
E-mail:josui@city.nagano.lg.jp

旧簡易水道整備事業

(8,814万3千円)

1億6,823万9千円

3億17万2千円

［水道事業会計］

旧簡易水道地区の水の安定供給を図るため、
老朽化したポンプ設備、機器等の更新並びに送
配水管路の整備を行う。
・設備、機器の更新
・送水管整備
・道路事業関連送配水管布設替
・老朽管解消 ほか

水道整備課
TEL:026-224-5073
E-mail:suiseibi
@city.nagano.lg.jp

水道維持課
TEL:026-241-1132
E-mail:suidouiji
@city.nagano.lg.jp

公共下水道整備事業

(8億9,085万7千円)
△5億9,068万5千円

13億4,416万円

［下水道事業会計］

下水道整備課
TEL:026-224-5074
E-mail:gesuiseibi
@city.nagano.lg.jp

下水道施設課
TEL:026-221-6456
E-mail:gesisetu
@city.nagano.lg.jp

(14億3,350万1千円)

△8,934万1千円

主に中心市街地やその周辺地区の汚水及び雨
水管渠等の整備を行うほか、東部浄化センター
の設備の更新及び整備を行う。
下水道施設全体の改築更新計画や維持管理の
方針を定める「長野市下水道ストックマネジメ
ント計画」の策定を行う。
既にテニスコート、ゲートボール場等として
利用している東部浄化センター未利用地に、運
動広場等を再整備する。
・末広、西部処理分区下水道長寿命化工事
・大豆島７号雨水幹線
・東部浄化センター水処理棟
機械設備・電気設備更新
・長野市下水道ストックマネジメント計画策定
・東部浄化センター運動広場等整備 ほか

部局名：上下水道局
事

業

名

予

算

額

事

業

内

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

流域関連公共下水道整備事業

15億2,610万円

［下水道事業会計］

下水道整備課
TEL:026-224-5074
E-mail:gesuiseibi
@city.nagano.lg.jp

特定環境保全公共下水道整備事業

(23億3,860万円)
△8億1,250万円

9,810万円

［下水道事業会計］

上流処理区では篠ノ井・松代・川中島・更北
地区の汚水及び雨水管渠等の整備を行う。下流
処理区では古里・若槻地区等の汚水管渠、朝
陽・若槻地区等の雨水管渠等の整備を行う。ま
た、地震対策として、長野運動公園にマンホー
ルトイレ整備等を行う。
・松代４号系汚水準幹線
・篠ノ井中央６号雨水幹線
・朝陽７号汚水幹線系下水道管地震対策
・浅川３号雨水幹線 ほか

飯綱処理区（上ヶ屋地区）、下流処理区（若
穂地区）の汚水管渠の整備を行う。
また、豊岡・鬼無里・信州新町の各浄化セン
ターストックマネジメント計画を策定する。

下水道整備課
TEL:026-224-5074
E-mail:gesuiseibi
@city.nagano.lg.jp

下水道施設課
TEL:026-221-6456
E-mail:gesisetu
@city.nagano.lg.jp

戸別浄化槽設置事業

(9,020万円)
790万円

3,864万円

［下水道事業会計］

公共下水道事業及び農業集落排水事業の排水
区域外の地域に合併処理浄化槽を設置して、し
尿と生活雑排水を併せて処理する。
・設置予定数

下水道整備課
TEL:026-224-5074
E-mail:gesuiseibi
@city.nagano.lg.jp

(3,864万円)
0
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部局名：
事

業

名

予

算

額

事

業

内

消防局

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

【拡大】
消防団装備整備事業

1,798万5千円

消防局警防課
TEL:026-227-8002
E-mail:keibou@city.nagano.lg.jp

消防車両整備事業
広域消防車両整備事業

（2,204万4千円）
△405万9千円

1億5,010万9千円

E-mail:keibou@city.nagano.lg.jp

防災市民センター消防庁舎整備
事業

△9,780万4千円

1億4,743万2千円

TEL:026-227-8000

(2億5,365万円)

E-mail:shoubou
@city.nagano.lg.jp

△1億621万8千円

1,703万8千円

E-mail:keibou@city.nagano.lg.jp

中央消防署の新築移転に併せ、中心市街地に
おける消防体制を再編し、現在地における消防
サービスの維持と災害対応力の強化を図るた
め、旧長野市防災市民センターを消防庁舎に改
修する。
また、現中央消防署庁舎を解体し、敷地内の
整備を図る。
・事業期間 平成27年度〜29年度
・鉄骨造 地上4階 面積：1,126.59㎡
・平成29年度事業内容
現中央消防署庁舎解体工事、車庫棟改修他

年々増加する救急需要に対し、救急救命士の
養成、医療機関との連携、地域住民等への応急
手当の普及啓発を行い、救命率の向上を図る。
・救急救命士の養成
・医療機関との合同研修会の開催
・普通救命講習会等の開催
・救命講習会用資機材の整備

消防局警防課
TEL:026-227-8002

車両更新計画に基づき消防・救急車両の更
新・整備を行い、消防救急体制の維持と救命率
の向上を図る。

(2億4,791万3千円）

消防局総務課

救急高度化事業

・災害活動用長靴、手袋、雨衣等の配備
・活動系無線機の配備
・無線資格取得 ほか

・45mはしご車の検査整備（中央消防署）
・高規格救急車の更新
（篠ノ井消防署・信濃町分署）
・水槽付消防ポンプ車の更新（鳥居川署）

消防局警防課
TEL:026-227-8002

消防団員が安全に迅速・的確な災害対応を行
えるよう、活動系無線機や雨衣等の装備の充実
強化を図る。
加えて平成29年度から、災害活動用の長靴や
手袋を拡大配備するほか、活動系無線機の資格
取得についても計画的に行う。

(1,927万7千円)
△223万9千円

部局名：
事

業

名

予

算

額

事

業

内

消防局

容

(前年度予算額)
対前年度増減額

消防水利整備事業
消火栓工事負担金

4,958万1千円

・耐震性貯水槽60
１基
・既存防火水槽の維持補修
・消火栓の整備

消防局総務課
TEL:026-227-8000
E-mail:shoubou
@city.nagano.lg.jp

消防団管理運営事業
消防団交付金
消防団員公務災害補償
消防団員報酬・退職報償金

（5,154万1千円）
△196万円

2億9,917万6千円

E-mail:keibou@city.nagano.lg.jp

非常備消防装備整備事業

地域における消防・防災体制の中核である消
防団の運営及び消防団活動での不測の事態に対
する補償等により、活力ある消防団組織をの構
築を図る。
・消防団員の退職報償金・年報酬
・各種出動手当等
・消防団員等公務災害補償等共済基金掛金ほか

消防局警防課
TEL:026-227-8002

消火栓や防火水槽などの消防水利の維持管理
及び整備をすることにより、震災による大規模
災害発生時や火災発生時における被害の軽減に
努める。

（3億3,273万7千円）

△3,356万1千円

1,550万1千円

消防団に配置している小型動力ポンプ及び小
型動力ポンプ付積載車を更新して、消防団装備
の充実を図る。
・小型動力ポンプ付積載車
・小型動力ポンプ

消防局警防課
TEL:026-227-8002
E-mail:keibou@city.nagano.lg.jp

(1,550万1千円)
0
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市の花「リンゴの花」

市の木「シナノキ」

市 民 憲 章

市 歌
昭和62年12月21日制定

信濃の国の
歴史と伝統のあるまちで
私たち長野市民は
すぐれた自然と文化を愛し
平和を願い
ひとの尊厳を大切にし
国際人としての資質を高め
ともに力を合わせて
豊かに
発展する未来へ向けて
羽ばたく

昭和42年３月29日制定
大いなる 日本の屋根の かなめなる 理想の県都
呼び合いて ひとは集まり とどろきて 産業のびゆく
長野 長野 大長野市よ 躍進の 歌声おこる
むらさきの 家並は映えて 春風に 花咲くあんず
秋風に りんご色づき ゆたかなる 希望に和して
長野 長野 大長野市よ 新しき 文化はひらく
若き鳩 はばたき群れて 若き鮎 きらめくところ
みおしえの法燈ひとすじ 風雪を 永久に凌ぎて
長野 長野 大長野市よ 繁栄の 鐘鳴りわたる

長野市大字鶴賀緑町1613番地
長 野 市 役 所
財政部財政課
TEL

026-224-5014 (直通)

FAX

026-224-8764

E-mail

zaisei@city.nagano.lg.jp

