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多様な都市活動を支える快適なまち
【都市整備分野】

政策 6‑1

いきいきと暮らせるまちづくりの推進

コンパクトなまちづくりの推進
（611）
快適に暮らせるまちづくりの推進
（612）
良好な景観の形成（613）

秩序ある市街地の形成（611-01）
中心市街地の再生（611-02）
ユニバーサルデザインのまちづくり（612-01）
快適な住環境の整備（612-02）
良好な景観の誘導（613-01）
伝統的な景観の保全と形成（613-02）

政策 6‑2

まちを結ぶ快適なネットワークの形成

交通体系の整備（621）

公共交通機関の整備（621-01）
効率的な交通環境の整備（621-02）

道路網の整備（622）

広域道路網の整備（622-01）
生活道路の整備（622-02）

高度情報化の推進（623）

情報通信基盤の整備（623-01）
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基本施策 611 コンパクトなまちづくりの推進

（20 年度事業費 3,731,718 千円）

多機能で魅力ある中心市街地の再生を図るとともに、身近な生活圏を中心とした拠点地域
づくりとそれらを公共交通ネットワーク等で結び、相互に機能分担する、コンパクトで暮ら
しやすいまちを目指します。
アンケー
ト指標

魅力と賑わいがある中心市街地が整備されている

秩序ある市街地の形成
施策
611-01

H18 実績

H23 目標

32.3％

50〜70％

（20 年度事業費

577,049 千円）

目標：地域特性をいかした身近な生活圏の形成や合理的な土地利用の推進により、
外延的な市街地の拡大を抑制し、コンパクトで機能的なまちを目指します。
指

標

H17 実績

H23 目標

市街地再開発事業実施地区面積（累計）

3.04 ha

6.89 ha

土地区画整理事業施行済面積（累計）

738 ha

792.9 ha

【611-01 主要事業】
事

業

名

土地利用計画

H20 拡大

事 業 概 要
人口・産業・土地利用等の調
査を行い、市街化区域及び市
街化調整区域の区分の見直
し、用途地域の指定など都市
計画の決定（変更）を行う。

[都市計画課]

駅前広場の整備を行う。
豊野駅北ロー ・事業期間：H17〜H20
タリー整備
・施行面積：ロータリー工事
1,680 ㎡
[都市計画課]

国道 406 号と国道 19 号を結
古牧中部土地 ぶ都市計画道路高田若槻線
区画整理事業 の整備と、周辺地区の公共施
設及び宅地の整備を行う。
・事業期間：H12〜H21
[区画整理課]
・施行面積：8.5ha
組合が施行する土地区画整
組合施行土地 理事業に伴う道路・水路の築
区画整理事業 造等に対して補助するとと
もに、区域外の道路・水路等
を整備する。
[区画整理課]

（金額：千円）

平成 20〜22 年度の事業内容
地区の実態に沿った土地利用計画及び施設計画の策定
と建築規制や土地利用規制等の情報提供
・線引き見直し調査
・都市計画区域拡大（戸隠地区）検討基礎調査
・長野駅善光寺口顔づくり調査 ・都市計画基礎調査
・1/2,500 縦覧基本図修正 ほか
20 年度事業費
26,314 備考
20 年度 駅舎移転補償、ロータリー工事

20 年度事業費
118,306 備考 H20 終了、合併
市施行土地区画整理事業
20 年度 植栽工事、擁壁工事、区画道路築造工事、整
地工事、出来形確認測量、換地計画、建物移
転補償 ほか
21 年度 地区内整備工事、代位登記 ほか
20 年度事業費
120,686 備考 H21 終了
補助金の交付
20 年度 中氷鉋、瀬原田一丁田
21 年度 中氷鉋、瀬原田一丁田、水沢上庭
22 年度 中氷鉋、水沢上庭
地区界道路整備（中氷鉋、瀬原田一丁田、水沢上庭）
20 年度事業費
295,000 備考
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中心市街地の再生
施策

（20 年度事業費 3,154,669 千円）

目標：まちなか居住の促進、散策・回遊できる街並みの形成などの都市整備により、
人々が交流し、歩いて楽しめる中心市街地を目指します。

611-02

指

標

H17 実績

H23 目標

24,672 人（H18）

32,000 人

中心市街地（長野地区）に居住する人口

22,003 人

23,000 人

中心市街地交流拠点施設の年間利用者数

233,734 人

337,000 人

中心市街地（長野銀座地区）の歩行者通行量

【611-02 主要事業】
事

業

名

（金額：千円）

事 業 概 要
中心市街地の機能や街並み
中心市街地活 の整備推進、賑わいの創出等
性化推進
を通じて、中心市街地の活性
化を推進する。
[まちづくり推
進課]
山王栗田線

[都市計画課]

善光寺門前駐
車場整備
[都市計画課]

長野駅前Ａ−
３地区市街地
再開発事業補
助金
[まちづくり推
進課]
新田町地区優
良建築物等整
備事業補助金
H20 新規

[まちづくり推
進課]

もんぜんぷら
座改修
[まちづくり推
進課]

平成 20〜22 年度の事業内容
中心市街地活性化基本計画に基づく事業推進
・基本計画に設定した数値目標のフォローアップ調査
・暮らし・にぎわい再生事業計画の策定
・もんぜんパートナーシップ制度等によるまちづく
りへの参加と推進 ほか
20 年度事業費
11,847 備考
交通セル内で中央通りと国 街路事業
道 19 号を東西に結ぶ補助幹 20 年度 用地取得、道路改良
線道路を整備する。
21 年度 道路改良
・事業期間：H14〜H21
・Ｌ＝270ｍ、Ｗ＝15ｍ
20 年度事業費
230,779 備考 H21 終了
善光寺参拝客や市街地への 20〜21 年度
来訪者のための駐車場を整
用地取得、駐車場造成工事、維持管理 ほか
備する。
（駐車場運営は H17.11 開始）
・事業期間：H12〜H21
・駐車場 Ａ＝約 1,700 ㎡
20 年度事業費
116,300 備考 H21 終了
法定再開発事業に対し、補助 補助金交付
金を交付する。
20 年度 土地整備、補償、除却
・事業期間：H19〜H22
21 年度 共同施設整備、供給処理施設、駐車場調査
・SRC 造 地上 12 階建
設計計画
・敷地面積：約 1,200 ㎡
22 年度 完了清算、登記
・延床面積：約 9,000 ㎡
20 年度事業費
299,800 備考 H22 終了
民間事業者が施行する優良 補助金交付
建築物等整備事業に対し補 20 年度 調査設計計画、土地整備、共同施設整備
助金を交付する。
21 年度 共同施設整備、設計
・事業期間：H20〜H21
・RC 造 地上 13 階建
・敷地面積：約 1,700 ㎡
・延床面積：約 4,250 ㎡
20 年度事業費
68,400 備考 H21 終了
もんぜんぷら座の全館活用 未利用階（５〜８階）フロア改修
に向けて、未利用階の改修工
事等を行い、併せて会議室等
の増設を実施する。

20 年度事業費
194,300 備考 H20 終了
長野駅東口周辺地域におい 土地区画整理事業による都市基盤整備
長野駅周辺第
て、市施行による土地区画整 ・建物移転、上下水道・ガス等移設
二土地区画整
理事業を実施する。
・公共施設等の整備（都市計画道路、区画・特殊道路）
理
・事業期間：H５〜H28
ほか
・施行面積：58.2ha
[駅周辺整備局]
20 年度事業費
1,916,650 備考 H28 終了
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基本施策 612 快適に暮らせるまちづくりの推進

（20 年度事業費 796,321 千円）

公共施設等のユニバーサルデザイン化や快適な住環境の整備により、暮らしやすいまちづ
くりを推進し、住み続けたくなるまちを目指します。
公共施設や歩道は、すべての人にやさしく暮らしや
すいつくりとなっている

アンケー
ト指標

H18 実績

H23 目標

24.5％

25〜50％

ユニバーサルデザインのまちづくり
施策
612-01

（20 年度事業費 4,500 千円）

目標：ユニバーサルデザインを取り入れた公共施設の整備を推進するとともに、不
特定多数の人が利用する民間建築物等への指導・誘導を図り、だれもが安心して暮
らせる環境を目指します。
指

標

H17 実績

H23 目標

道路の交差部における歩車道の段差解消箇所数（累計）

97 か所

217 か所

民間建築物等への整備指導件数（累計）

863 件

1,337 件

【612-01 主要事業】
事

業

（金額：千円）

名

事 業 概 要
交差点などの歩道巻込み部 20 年度
あんしん歩行 や横断歩道に接続する歩車 21 年度
空間事業
道の段差を解消する。
22 年度
・事業期間：H15〜H24
[道路課]

障害のある人や高齢者など
やさしいまち が安心して外出できるまち
づくり推進
となるよう、市有施設及び市
管理道路を整備する。
131‑03 掲載

[障害福祉課]

平成 20〜22 年度の事業内容
歩車道段差解消箇所 18 か所／年
歩車道段差解消箇所 20 か所／年
歩車道段差解消箇所 20 か所／年

20 年度事業費
4,500 備考 H24 終了
・点字ブロックの敷設
・歩道段差解消工事
・身体障害用トイレの設置
・手すり（スロープ）の設置
20 年度事業費

快適な住環境の整備
施策
612-02

(14,203) 備考

（20 年度事業費

目標：建築協定や地区計画等による市民主体のまちづくりの支援、住まいに関する
情報の提供や相談体制の充実などにより、だれもが快適に暮らせる環境を目指しま
す。
指

H17 実績

H23 目標

住宅に関する年間延べ相談件数

95 件

144 件

建築協定及び地区計画数（累計）

21 件

28 件

標

【612-02 主要事業】
事

業

791,821 千円）

名

事 業 概 要
多数の者が利用する建築物
アスベスト飛 に露出して吹き付けられて
散防止対策事 いるアスベスト等の分析調
業補助金
査・除去工事を行う所有者に
対し、費用の一部を助成す
[建築指導課]
る。

（金額：千円）

平成 20〜22 年度の事業内容
吹き付けアスベスト等の分析調査・除去に対する補助金
の交付
20 年度 分析調査事業（２件）
アスベスト等除去事業（２件）
20 年度事業費
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名

住宅情報提供

[住宅課]

住宅改修

[住宅課]
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事 業 概 要
平成 20〜22 年度の事業内容
住宅総合相談窓口の設置に ・住宅相談の実施
伴い、住宅の新築・リフォー ・住宅情報の提供
ム等の総合相談及び住宅関
連情報を提供する。
20 年度事業費
144 備考
住戸改善並びに下水道接続 既存市営住宅の環境整備
等の工事など既存市営住宅 ・下水道接続工事
の環境整備を行い、住環境の
（犀南団地）
向上を図る。
20 年度事業費
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基本施策 613 良好な景観の形成

（20 年度事業費

163,621 千円）

歴史や文化に育まれた建造物等を保存しながら、恵まれた自然環境と調和する、潤いと個
性ある景観を形成し、市民が誇りと愛着を感じられるまちづくりを目指します。
アンケー
ト指標

歴史的街並みや自然環境に調和した景観が整備され
ている

H18 実績

H23 目標

41.9％

50〜70％

良好な景観の誘導
施策
613-01

（20 年度事業費

目標：市民や事業者の景観意識の高揚を図るとともに、豊かな自然環境や眺望に配慮し
た、良好な景観形成の誘導を目指します。
指

標

景観形成市民団体の認定数（累計）

H17 実績

H23 目標

6 団体

8 団体

【613-01 主要事業】
事

業

（金額：千円）

事 業 概 要
長野市が有する、優れた自然
都市景観計画 環境や歴史的資産、伝統文化
に根ざした景観形成を推進
するとともに、景観に対する
[まちづくり推 市民意識の高揚を図る。
進課]

名

平成 20〜22 年度の事業内容
・長野市景観賞の表彰
・都市デザインフォーラム・表彰作品めぐりの実施
・大門南地区の連続立面図作成委託（20 年度）
・大規模行為の届出受理及び景観指導
・景観形成市民団体の指導及び育成
ほか
20 年度事業費
6,981 備考

伝統的な景観の保全と形成
施策
613-02

（20 年度事業費

標

景観重要建築物の指定数（累計）
街なみ環境整備事業の進捗率（累計）

【613-02 主要事業】
業

154,962 千円）

目標：地域の特色をいかした歴史ある街並みの保全・整備により、伝統と文化を感
じられる景観の形成を目指します。
指

事

8,659 千円）

H17 実績

H23 目標

5件

9件

6.4％

100％
（金額：千円）

名

事 業 概 要
良好な景観形成に重要な役
景観重要建造 割を果たしている建造物及
物補助金ほか び樹木を指定し、その保全に
努め、市民の景観意識の高揚
[まちづくり推 を図る。
進課]

平成 20〜22 年度の事業内容

20 年度
・景観重要建造物への補助
３か所／年
・景観形成市民団体への補助 ２か所／年
21〜22 年度
・景観重要建造物への補助
４か所／年
・景観形成市民団体への補助 ２か所／年
20 年度事業費
11,050 備考
善光寺周辺地区の歴史的な 20 年度
善光寺周辺地 街なみ環境を保全・整備す ・道路美装化工事（善光寺南線）
区街なみ環境 る。
21〜22 年度
整備
・事業期間：H13〜H22
・案内板等整備、道路美装化、電線類地中化
[まちづくり推 ・地区面積：約 13.5ha
進課]
20 年度事業費
26,062 備考 H22 終了
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名

事 業 概 要
平成 20〜22 年度の事業内容
善光寺周辺地区の歴史的な ・住宅等修景助成
善光寺周辺地 街なみ景観の保全に向け、住
（20 年度 ８件、21 年度 16 件、22 年度 17 件）
区建物等修景 民による「街づくり協定」に ・協議会活動助成
助成金
基づき行われる住宅等の修
[まちづくり推 景に対して助成する。
進課]
20 年度事業費
24,800 備考 H22 終了
松代地区の歴史的な街なみ 20 年度
松代地区街な 環境を保全・整備する。
・道路美装化、防火水槽整備
み環境整備
・事業期間：H14〜H23
21〜22 年度
・地区面積：約 72ha
・道路美装化、電線類地中化、水路整備 ほか
[まちづくり推
進課]
20 年度事業費
74,250 備考 H23 終了
松代地区の歴史的な街なみ 20〜22 年度
松代地区建物 景観の保全に向け、住民によ ・住宅等修景助成（６件／年）
等修景助成金 る「街づくり協定」に基づき ・協議会活動助成（１件／年）
ほか
行われる住宅等の修景に対
[まちづくり推 して助成する。
進課]
20 年度事業費
18,800 備考 H23 終了
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基本施策 621 交通体系の整備

（20 年度事業費

576,796 千円）

市民・地域・事業者・関係団体・行政が一体となった交通体系の整備を推進し、交通環境
の円滑化を図り、市民や観光客が快適に市内を移動できる公共交通が充実したまちを目指し
ます。
アンケー
ト指標

利用しやすい公共交通機関が整備されている

公共交通機関の整備
施策
621-01

H18 実績

H23 目標

31.1％

50〜70％

（20 年度事業費

目標：地域や市民ニーズに合った公共交通システムの構築を図り、快適で利用しや
すい移動手段の確保を目指します。
指

標

市内路線バスの年間利用者数

H17 実績

H23 目標

1,000 万人

1,011 万人

【621-01 主要事業】
事

業

166,379 千円）

名

事 業 概 要
高齢者や子どもなどの移動
コミュニティ 手段を確保するため、地域の
バス運行事業 交通需要等に応じたコミュ
補助金
ニティバスや乗合タクシー
の運行に補助を行う。
[交通政策課]
高齢者や子どもなどの移動
市営バス運行 手段を確保するため、合併前
事業
の旧町村による町・村営バス
を引き継いで運行する。
[交通政策課]

中山間地域における地域住
中山間地域輸 民や来訪者の手段を確保す
送システム運 るため、長野市バス路線網再
行費補助金
編基本計画に基づき実施す
る乗合タクシーの運行の経
[交通政策課]
費に対する補助を行う。
北陸新幹線長野以北の建設
新幹線対策
促進を図るため、沿線市町村
等による協議会等への参画
や、通過予定地区の対策委員
会に対し補助を行う。
[交通政策課]

（金額：千円）

平成 20〜22 年度の事業内容
＜バス路線の無い地域＞
・小型バスまたは乗合タクシーの運行
＜地域内移動の需要が多い地域＞
・地域循環コミュニティーバスの運行
・中心市街地循環バスの運行
20 年度事業費
33,889 備考
・市営バスの運行
・運行内容の見直し
・路線等再編の実施
（豊野地区１路線、戸隠地区２路線、鬼無里地区６路線、
大岡地区４路線）
20 年度事業費
77,817 備考 合併・過疎
中山間地域５地区での乗合タクシー運行に対する補助
金交付（七二会、芋井、信更、小田切、浅川地区）
・事前予約制による運行
・小型タクシーによる乗合運行
・会員制による分かりやすい運行
20 年度事業費
14,423 備考
・協議会参画等事業推進（北陸新幹線関係都市連絡協議
会、北陸新幹線建設促進同盟会）
・北陸新幹線長野県沿線広域市町村連絡協議会負担金
・長野市北陸新幹線地区対策委員会補助金

20 年度事業費
638 備考
鉄道事業者が行う鉄道軌道 補助金交付
鉄道軌道近代 近代化設備整備費に対し、沿 20 年度対象事業者：長野電鉄
化設備整備費 線市町村と協調し補助金を
補助金
交付する。市町村の交付によ
り、国及び県としても補助対
[交通政策課]
象となるもの。
20 年度事業費
3,252 備考
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効率的な交通環境の整備
施策
621-02

（20 年度事業費

目標：効果的な交通需要マネジメント施策等の導入により、様々な交通手段が円滑
に機能し、だれもが効率的に移動できる交通環境の整備を目指します。
指

標

市街地への 1 日当たりの流入乗用車両数
一人乗りマイカー率

【621-02 主要事業】
事

業

410,417 千円）

名

[都市計画課]

H23 目標

30,585 台

29,800 台

79.2％

77％
（金額：千円）

事 業 概 要
善光寺周辺や中心市街地の
パ ー ク ・ ア ン 交通渋滞緩和策として、郊外
ド・バス・ライ の臨時駐車場でシャトルバ
ド・システム
スに乗り換えるパーク・アン
ド・バス・ライドを実施する。
[交通政策課]
総合交通計画

H17 実績

平成 20〜22 年度の事業内容
パーク＆バスライドの実施（ゴールデンウィーク）
・シャトルバス運行
・案内パンフレット作成、配布
・交通規制
交通量調査の実施（春・秋の２回実施）
20 年度事業費
4,845 備考
道路や公共交通機関の利便 長野都市圏パーソントリップ調査に基づく都市計画道
性の向上を図り、利用者に安 路の見直し等
全で快適な交通環境を提供 ・都市計画道路優先整備路線の検討
する。
・中央通り歩行者優先道路の実現化計画
・中央通り歩行者交通量調査
20 年度事業費
6,094 備考
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基本施策 622 道路網の整備

（20 年度事業費

4,858,502 千円）

都市機能を支える体系的な道路ネットワークを形成するとともに、市民に身近な生活道路
の整備・改善を図り、歩行者や車が安全で円滑に移動できるまちを目指します。
日常生活において、使いやすい道路が整備されてい
る

アンケー
ト指標

広域道路網の整備
施策

H18 実績

H23 目標

40.8％

50〜70％

（20 年度事業費

目標：広域幹線道路をはじめ、市内の幹線道路網を体系的に整備することにより、
円滑な道路ネットワークの確立を目指します。

622-01

指

標

都市計画道路の整備率

H17 実績

H23 目標

51.7％

54％

【622-01 主要事業】
事

業

名

栗田安茂里線

[都市計画課]

返目浅川線

[都市計画課]

事 業 概 要
長野駅東口線と東通りを東
西に結び、周辺に集積する各
種施設にアクセスする幹線
道路を整備する。
・事業期間：H９〜H21
・Ｌ＝370ｍ、Ｗ＝16ｍ
北部住居地域と中心市街地
を結ぶ北部幹線に結節する
補助幹線道路を整備する。
・事業期間：H12〜H21
・Ｌ＝67ｍ、Ｗ＝12ｍ

市北部地域と中心市街地を
北部幹線
結ぶとともに、市街地を囲む
外環状線を形成する地域高
規格道路として整備する。
・事業期間：H19〜H24
[都市計画課]
・Ｌ＝1,200ｍ、Ｗ＝22ｍ
県が施工する街路事業に対
街路整備県工 し、その事業費の一部を負担
事負担金
する。
[都市計画課]

浅川東条と台ヶ窪を結ぶ浅
浅川東条台ケ 川西部の幹線道路を整備す
窪線
る。
・事業期間：S63〜H23
・Ｌ＝6,520ｍ、Ｗ＝７ｍ
[道路課]
若槻 474 号線

[道路課]

2,039,947 千円）

主要地方道長野荒瀬原線と
JR 三才駅周辺を結ぶ幹線道
路を整備する。
・事業期間：H20〜H24
・Ｌ＝1,300ｍ、Ｗ＝11ｍ

（金額：千円）

平成 20〜22 年度の事業内容
街路事業
20 年度 用地取得、道路改良
21 年度 道路改良

20 年度事業費
250,000 備考 H21 終了
街路事業
20 年度 道路改良（橋台工事）
21 年度 道路改良（橋梁工事）

20 年度事業費
49,000 備考 H21 終了
街路事業
20 年度 用地取得、設計
21 年度 用地取得、道路改良
22 年度 用地取得、道路改良
20 年度事業費
708,045 備考 H24 終了、合併
都市計画街路負担金支出
20 年度 丹波島村山線、北長野通り線、高田若槻線

20 年度事業費
79,211 備考
幹線市道新設改良
20 年度 用地取得
21 年度 用地取得、建物補償、道路改良
22 年度 用地取得、建物補償、道路改良
20 年度事業費
30,000 備考 H23 終了
幹線市道新設改良（三才若槻北部線の一部）
20 年度 用地取得、道路築造 Ｌ＝100ｍ
21 年度 道路改良
22 年度 道路改良
20 年度事業費
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名

事 業 概 要
平成 20〜22 年度の事業内容
市北東部と JR 三才駅周辺を 幹線市道新設改良（三才若槻北部線の一部）
古里 327 号線
結ぶ幹線道路を整備する。
20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
・事業期間：H20〜H23
Ｌ＝200ｍ
・Ｌ＝400ｍ、Ｗ＝12ｍ
21 年度 測量設計、用地取得、道路改良
22 年度 測量設計、用地取得、道路改良
[道路課]
20 年度事業費
110,000 備考 H23 終了、合併
小田切中央部の幹線道路の 幹線市道改良
矢平保玉線
拡幅改良を行う。
20 年度 測量設計、用地取得、道路改良 Ｌ＝90ｍ
・事業期間：S62〜H25
21 年度 道路改良
・Ｌ＝2,910ｍ
22 年度 道路改良
Ｗ＝５〜７ｍ
[道路課]
20 年度事業費
50,000 備考 H25 終了
国道 406 号と主要地方道長野 幹線市道改良
百瀬岩戸池平 戸隠線を結ぶ芋井中央部の 20 年度 用地取得、道路改良 Ｌ＝50ｍ
線
幹線道路の拡幅改良を行う。 21 年度 道路改良
・事業期間：S62〜H24
22 年度 道路改良
・Ｌ＝3,010ｍ、Ｗ＝７ｍ
[道路課]
20 年度事業費
20,000 備考 H24 終了
国道 406 号と主要地方道長野 幹線市道改良
影山岩戸線
戸隠線を結ぶ芋井中央部の 20 年度 用地取得、道路改良 Ｌ＝170ｍ
幹線道路の拡幅改良を行う。 21 年度 用地取得、道路改良
・事業期間：H６〜H26
22 年度 用地取得、道路改良
・Ｌ＝3,240ｍ、Ｗ＝７ｍ
[道路課]
20 年度事業費
60,000 備考 H26 終了、合併
市道今井田牧線を西へ延長 幹線市道新設改良
共和今井線
し、県道犀口下居返線までの 20 年度 用地取得、道路改良 Ｌ＝170ｍ
東西幹線道路及び共和小学 21 年度 用地取得、道路改良
校への南北線を新設する。
22 年度 用地取得、道路改良
・事業期間：H15〜H22
[道路課]
・L=1,030ｍ、W=12〜16ｍ
20 年度事業費
90,000 備考 H22 終了
大岡地区と篠ノ井地区を結 幹線市道改良
田野口小田原 ぶ主要路線の拡幅改良を行 20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
線
う。
Ｌ＝300ｍ
・事業期間：H17〜H26
21 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
・Ｌ＝6,400ｍ、Ｗ＝6.5ｍ
22 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
[道路課]
20 年度事業費
140,000 備考 H26 終了、合併
戸隠地区の中央部である豊 幹線市道新設改良
中村田頭線
岡と栃原を結ぶ主要路線の 20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
拡幅改良を行う。
Ｌ＝700ｍ
・事業期間：H12〜H26
21 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
・Ｌ＝7,581ｍ、Ｗ＝７ｍ
22 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
[道路課]
20 年度事業費
123,000 備考 H26 終了、合併・過疎
大岡地区の中心部と国道 19 幹線市道改良
椛内大八橋線 号を結ぶ主要路線の拡幅改 20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
良を行う。
Ｌ＝240ｍ
・事業期間：H16〜H26
21 年度 測量設計、物件補償、道路改良
・Ｌ＝5,785ｍ、Ｗ＝5〜7ｍ 22 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
[道路課]
20 年度事業費
80,000 備考 H26 終了、合併・過疎
中心市街地から国道 18 号東 幹線市道新設改良
古牧朝陽線
バイパスへ接続する幹線道 20 年度 設計、用地取得
（下河原地区） 路の拡幅改良を行う。
21 年度 用地取得
・事業期間：H19〜H23
22 年度 用地取得、道路改良
・Ｌ＝400ｍ、Ｗ＝12ｍ
[道路課]
20 年度事業費
30,000 備考 H23 終了
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事 業 概 要
豊野地区から新幹線側道を
豊野穂保線
通過し、長野市街地北部を結
ぶ補助幹線道路の拡幅改良
を行う。
・事業期間：H19〜H23
[道路課]
・Ｌ＝1,330ｍ、Ｗ＝９ｍ
県道の整備促進により渋滞
県道道路新設 緩和や主要幹線のネットワ
改良負担金
ーク化を図るため、県事業に
よる県道の改良等の費用の
一部を負担する。
[道路課]

施策
622-02

名

平成 20〜22 年度の事業内容
幹線市道新設改良
20 年度 用地取得、物件補償、道路改良 Ｌ＝250ｍ
21 年度 用地取得、道路改良
22 年度 測量設計、用地取得、道路改良
20 年度事業費
県工事負担金支出

50,000 備考 H23 終了、合併

20 年度事業費

42,400 備考 合併・過疎

生活道路の整備

（20 年度事業費 2,818,555 千円）

目標：生活道路の拡幅改良等の整備を図り、日常生活を支え、安全で安心して利用
できる道路環境を目指します。
指

標

生活道路の整備延長（市道）
歩道の整備延長（市道）

【622-02 主要事業】
事

業

名

事 業 概 要
東外環状線長野東バイパス
東外環状線関 と交差する市道の拡幅改良
連事業
等を行う。
・事業期間：H15〜H27
・Ｌ＝2,620ｍ
[道路課]
・Ｗ＝５〜12ｍ
豊野地区から飯綱町の主要
豊野平出線
地方道長野荒瀬原線を結ぶ
道路の拡幅改良を行う。
・事業期間：H12〜H25
・Ｌ＝2,620ｍ、Ｗ＝7m
[道路課]
善光寺街道線

[道路課]

参宮線

[道路課]

馬場大久保線

[道路課]

国道 18 号から豊野のつつじ
山公園を通り、豊野平出線に
通じる道路の拡幅改良を行
う。
・事業期間：H13〜H25
・Ｌ＝2,000ｍ、Ｗ＝4ｍ
戸隠地区の中心部国道 406 号
を結ぶ主要道路の拡幅改良
を行う。
・事業期間：H14〜H28
・Ｌ＝1,600ｍ、Ｗ＝7ｍ
戸隠地区の中心部と県道戸
隠高原浅川線を結ぶ道路の
拡幅改良を行う。
・事業期間：H17〜H26
・Ｌ＝2,200ｍ、Ｗ＝７ｍ

H17 実績

H23 目標

1,763 ㎞

1,797 ㎞

280 ㎞

290 ㎞
（金額：千円）

平成 20〜22 年度の事業内容
生活道路新設改良
20 年度 測量設計、用地取得
21 年度 測量設計、用地取得
22 年度 測量設計、用地取得
20 年度事業費
100,000 備考 H27 終了
生活道路改良
20 年度 用地取得、道路改良 Ｌ＝70ｍ
21 年度 用地取得、道路改良
22 年度 道路改良
20 年度事業費
31,000 備考 H25 終了
生活道路改良
20 年度 用地取得、踏切拡幅工事（ＪＲ委託）
21 年度 設計、踏切拡幅工事（ＪＲ委託）
22 年度 道路改良
20 年度事業費
60,000 備考 H25 終了
生活道路改良
20 年度 道路改良 Ｌ＝100ｍ
21 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
22 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
20 年度事業費
30,000 備考 H28 終了、合併・過疎
生活道路改良
20 年度 測量設計、物件補償、道路改良 Ｌ＝240ｍ
21 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
22 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
20 年度事業費
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名

事 業 概 要
平成 20〜22 年度の事業内容
鬼無里地区の東部と主要地 生活道路新設改良
戸隠東線
方道信濃信州新線を結ぶ道 20 年度 道路改良 Ｌ＝80ｍ
路の拡幅改良を行う。
21 年度 道路改良
・事業期間：H16〜H21
・Ｌ＝1,659ｍ、Ｗ＝5ｍ
[道路課]
20 年度事業費
80,000 備考 H21 終了、合併・過疎
国道 406 号から各集落を経由 生活道路改良
上平線
し主要地方道信濃信州新線 20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
を結ぶ道路の拡幅改良を行
Ｌ＝150ｍ
う。
21 年度 用地取得、物件補償、道路改良
・事業期間：H９〜H21
[道路課]
・Ｌ＝1,820ｍ、Ｗ＝5ｍ
20 年度事業費
18,000 備考 H21 終了、合併・過疎
鬼無里地区南部の集落から 生活道路改良
当村線
地区中心部へのアクセス道 20 年度 測量設計、用地取得、物件補償、道路改良
路の拡幅改良を行う。
Ｌ＝150ｍ
・事業期間：H12〜H21
21 年度 用地取得、物件補償、道路改良
・Ｌ＝1,180ｍ、Ｗ＝5ｍ
[道路課]
20 年度事業費
20,000 備考 H21 終了、合併・過疎
主要地方道丸子信州新線と 生活道路改良
芦ノ尻御曹子 国道 19 号を結ぶ道路の拡幅 20 年度 物件補償、道路改良 Ｌ＝250ｍ
橋線
改良を行う。
21 年度 物件補償、道路改良
・事業期間：H１〜H26
22 年度 物件補償、道路改良
・Ｌ＝3,963ｍ、Ｗ＝５ｍ
[道路課]
20 年度事業費
70,000 備考 H26 終了、合併・過疎
比較的小規模な箇所の改良 ・市道改良小規模（現道の拡幅改良）
市道小規模
工事を行う。
・市道舗装小規模（砂利道の舗装や傷んだ舗装の更新）
・市道側溝小規模（側溝の新設や老朽化した側溝の改
修）
[道路課]

20 年度事業費
1,007,100 備考 合併・過疎
橋長 10ｍ以上・幅員４ｍ以上 20 年度 補修工事３橋
橋りょう安全 の橋について、点検検査、補 21 年度 調査委託７橋、補修工事４橋
点検管理
強・補修工事を実施する。
22 年度 補修工事４橋
[維持課]

20 年度事業費
49,900 備考 H22 終了
建築基準法に基づき、狭あい ・所有権移転等事務
狭あい道路整 道路の後退用地を道路形状 ・道路形状整備
備
に整備する。
[建築指導課]

歴史的環境の保全や個性あ
松代地区歴史 ふれるまちづくりを行うた
的道すじ整備 め、車と歩行者の調和を考慮
事業
した道路の整備を行う。
・事業期間：H８〜H28
[都市計画課]
・Ｌ=4,450ｍ、Ｗ=４〜10ｍ

20 年度事業費
207,263 備考
街路事業（歴史的道すじの道路整備）
20 年度 道路改良
21 年度 道路改良
22 年度 道路改良
20 年度事業費
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60,000 備考 H28 終了

３

主要事業

（6.多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】）

基本施策 623 高度情報化の推進

（20 年度事業費 129,236 千円）

日常生活の中で、だれもが情報通信技術の利便性を受けることができる環境を整備し、高
度情報化に適応したまちを目指します。
高速インターネットなどの情報通信サービスを利用
できる環境が整っている

アンケー
ト指標

情報通信基盤の整備
施策
623-01

35.9％

50〜70％

（20 年度事業費

標

長野市公式ホームページのトップ・ページへの年間アク
セス件数

【623-01 主要事業】
業

H23 目標

129,236 千円）

目標：地域の情報格差の解消や市民の情報活用能力の向上を図り、日常生活の中で
だれもが情報通信技術の利便性を等しく受けることができる環境を目指します。
指

事

H18 実績

H17 実績

H23 目標

136 万件

200 万件
（金額：千円）

名

事 業 概 要
平成 20〜22 年度の事業内容
地域情報化の拠点としてパ ・無料インターネット体験コーナーの設置
フルネットセ ソコンをはじめとする情報 ・各種パソコン教室の開催
ンター活用
通信機器を設置し、施設の活 ・高度情報通信機器、映像系機器等の維持管理
用を図る。
[情報政策課]

など

20 年度事業費
51,528 備考
電子市役所構築に向け、第二 20 年度 人事給与システム・庶務事務システムの要件
電子市役所推 次長野市高度情報化基本計
定義・仕様検討、IT ガバナンスの強化
進事業
画に基づき、情報流通基盤の 21 年度 人事給与システム・庶務事務システムの整備、
整備等を実施する。
情報流通基盤の要件定義・仕様検討
051-01 掲載
22 年度
情報流通基盤の整備、新無線ＬＡＮ構築等
[情報政策課]
20 年度事業費
(204,678) 備考
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