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部局名：総 務 部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

(仮称)大豆島総合市民センター
建設事業

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

本庁舎施設改修

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

支所庁舎施設改修

1億404万1千円

大豆島支所・公民館の狭隘化と老朽化の解消及
びバリアフリー化と耐震化を図り、行政サービス
を向上させるため、支所及び公民館を併設した
（仮称）大豆島総合市民センターを、平成25年４
月の供用開始を目指し、建設する。
・事業期間
平成20年度～24年度
・平成24年度事業 建設工事、用地再取得（補
償費等）、初度調弁 ほか

(2億576万9千円)
△1億172万8千円

2,600万円

(2,600万円)

市役所第二庁舎及びその付属建物・機械設備・
衛生設備・駐車場設備等について、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、来庁者の安全性の確保及び利便性の向上を図
る。
・第二庁舎空調設備インバータ化工事
・第二庁舎受電設備変圧器取替工事
・第二庁舎中央監視端末装置更新工事
・第二庁舎空調機等修繕工事

0

1,273万8千円

支所庁舎及び付帯設備等について、市民サービ
ス提供の拠点として適切に管理運営するための施
設改修を行い、来庁者の安全性の確保及び利便性
の向上を図る。
・信州新町支所外壁診断と補修工事
・豊野支所伸縮ドア設置工事

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

篠ノ井市民会館等管理運営

(418万5千円)
855万3千円

4,237万8千円

篠ノ井市民会館、松代文化ホールにおいて、市
民が利用しやすい施設として管理運営を行う。
・指定管理業務委託

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

(5,228万3千円)
△990万5千円
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部局名：総 務 部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

篠ノ井市民会館等維持修繕

1,350万6千円

篠ノ井市民会館、松代文化ホールの施設改修・
修繕を行い、機能維持及び利用者の安全確保、利
便性の向上を図る。
・篠ノ井市民会館舞台機構設備修繕工事
・松代文化ホール舞台機構設備修繕工事
・松代文化ホール舞台照明設備修繕工事

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

情報公開

(865万円)
485万6千円

127万6千円

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:026-224-5160
E-mail:shomu-2@city.nagano.lg.jp

個人情報保護

(148万1千円)
△20万5千円

27万1千円

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:026-224-5160
E-mail:shomu-2@city.nagano.lg.jp

公文書館管理運営

(25万5千円)
1万6千円

2,587万1千円

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。
・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:026-232-8050
E-mail:shomu-9@city.nagano.lg.jp

(2,635万6千円)
△48万5千円
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部局名：総 務 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

住居表示実施

庶務課
TEL:026-224-5136
E-mail:shomu3@city.nagano.lg.jp

人事管理

1,388万9千円

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、住所をわ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。
・安茂里伊勢宮地区で住居表示が未実施の地区に
おいて新たに住居表示を実施

(432万6千円)
956万3千円

6,497万4千円

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。
・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

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

行政情報システム開発

(6,603万3千円)
△105万9千円

1,701万1千円

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（自主研修、職場研修、職場外研
修）に沿って、効果的・計画的に職員研修を行
う。
・自主研修(自己啓発への支援・職場風土づくり)
・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)

(1,740万2千円)
△39万1千円

7,794万円

法改正･制度改正に対応し正確かつ効率的な事
務処理を行うよう電算システムの改修を行う。
・外国人住民への住民基本台帳法適用に伴う関
連システム改修
事業期間
平成23年度～24年度

情報政策課
TEL:026-224-8805
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

(1億600万円)
△2,806万円
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・平成25年度からコンビニ収納・ペイジー収納
導入に伴う関連システム改修
事業期間
平成24年度～25年度

部局名：総 務 部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

電子市役所推進

2億8,225万8千円
【債務負担行為】
平成25年度まで
1億500万円

情報政策課
TEL:026-224-7506
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

統合型ＧＩＳ構築

情報通信技術を利活用して「市民の利便性向
上」、「業務効率化」及び「経費節減」を図るた
め、文書管理システムの構築、全庁ネットワーク
の更改計画策定を行う。
［文書管理システム構築］
・事業期間
平成24年度～25年度

（2億8,738万7千円）

△512万9千円

1億2,490万8千円

統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の運用、共
用空間データの更新を行う。
[データ更新]

情報政策課
TEL:026-224-7506
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

ネットワーク統合

情報政策課
TEL:026-224-7506
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

ケーブルテレビ施設管理

情報政策課
TEL:026-224-7506
E-mail:jouhou@city.nagano.lg.jp

・事業年次 平成23年度～25年度

平成24年度事業 ・共用空間データ更新
・財政・農政ＧＩＳ機能拡張
・建設ＧＩＳ更改

（5,276万6千円）
7,214万2千円

3,950万2千円

本庁と出先機関とを繋ぐ複数のネットワークを
統合して効率化する。
平成22年度に統合した電話回線（ＩＰ電話）・
基幹ネットワーク・全庁ネットワークの一部に、
残りの全庁ネットワークと教育ネットワークを統
合し、一つのネットワーク環境を構築する。

(0)
3,950万2千円

3,221万5千円

（1億2,579万2千円）

△9,357万7千円
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ケーブルにより供給されているテレビ信号が、
災害等による断線のため途絶えたときのバック
アップ用として、戸隠・鬼無里地区に地上デジタ
ル放送用アンテナ設備を設置する。

部局名：総 務 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

防災計画等作成

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

防災情報システム整備

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

3,871万5千円

合併による市域拡大への対応と東日本大震災を
踏まえ、平成23年度から見直しを行っている地域
防災計画の策定や防災マップの作成を行う。
また、土砂災害防止法に基づく土砂災害ハザー
ドマップを作成し、関係住民及び防災関係機関等
へ配布する。
・土砂災害ハザードマップ作成
… 鬼無里、中条地区

(1,223万円)
2,648万5千円

4,982万2千円

緊急・災害時において、災害情報の伝達を迅速
に行い市民が速やかに避難ができるよう、同報無
線屋外拡声子局（屋外スピーカー）を設置する
等、情報伝達体制の整備を図る。
・同報無線屋外拡声子局新設
・同報無線屋外拡声子局改修
・簡易無線整備
・同報無線操作卓改修

４か所
３か所

(2,909万4千円)
2,072万8千円

拡

災害応急対策

7,045万6千円

災害に備え、避難所運営に必要な緊急資器材・
食料など生活必需品の備蓄の充実と、避難場所の
整備を進める。
・生活用品・救急用品（毛布、簡易トイレ、避難
所間仕切り、担架 ほか）
・食料品（福祉避難所用非常用食料、飲料水）
・その他の衛生品（トイレットペーパー、下着類、
生理用品、紙おむつ ほか）

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

新型インフルエンザ対策

・その他（浄水器、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ、土のう作成 ほか）

(5,152万3千円)
1,893万3千円

95万5千円

新型インフルエンザの大流行（パンデミック）
に備え、感染拡大防止対策の実施に必要な感染予
防物品の整備を進める。
・感染予防物品
（ゴーグル、消毒液、消毒用エタノール ほか）

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

(97万8千円)
△2万3千円
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部局名：総 務 部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

141万6千円

行政改革

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

行政評価推進

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

外部監査事務

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

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、民間委託や指定管理者制度など
による民間活力の活用、公共施設の見直し、使用
料等の利用者負担の適正化等の行政改革を進め
る。

(150万4千円)
△8万8千円

40万6千円

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。

(54万4千円)
△13万8千円

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。

(1,305万円)
△5千円

拡

市役所第一庁舎建設事業

2億1,900万8千円

第一庁舎・長野市民会館建設事務局
TEL:026-224-7494
(8,526万4千円）
E-mail:city-hall
1億3,374万4千円
@city.nagano.lg.jp
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防災拠点機能を担うとともに、ワンストップサ
ービスやユニバーサルデザインの導入、市民交流
スペースの設置等、市民の利便性の向上を図り、
また、環境に十分配慮した施設として、平成26年
度内の竣工を目指して建設する。
・事業期間
平成22年度～27年度
・平成24年度事業 実施設計、庁舎オフィス構築
業務委託、旧長野市民会館解
体、市役所玄関棟解体 ほか

部局名：総 務 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

長野市民会館建設事業

2億4,706万7千円

第一庁舎・長野市民会館建設事務局
TEL:026-224-7494
(1億3,051万7千円)
E-mail:city-hall
1億1,655万円
@city.nagano.lg.jp
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文化芸術との出会いの場・文化芸術の育成の
場・長野を象徴する文化芸術拠点・にぎわい交流
拠点、を目指し「育む・楽しむ・創る・つなぐ」
の四つの役割を持つ施設として、平成26年度内の
竣工を目指して建設する。
・事業期間
平成22年度～27年度
・平成24年度事業 実施設計、劇場コンサルタン
ト業務委託、旧長野市民会館
解体、市役所玄関棟解体ほか

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

友好都市提携30周年記念事業

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

462万9千円

(939万5千円)
△476万6千円

ながのシティプロモーション事業

778万円

秘書課
TEL:026-224-5001
E-mail:hisyo@city.nagano.lg.jp

総合計画策定

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

過疎地域自立促進基金積立金

平成23年に中国石家庄市との友好都市提携30周
年を迎えた。長きにわたる良好な友好都市関係が
継続されてきたことを祝うとともに、今後の更な
る交流を促進するため、平成23年度は石家庄市か
ら友好代表団が来長した。平成24年度は、市長、
市議会議長、教育長ならびに公募による市民を、
石家庄市に派遣する。

本格的な高齢化社会・人口減少時代を迎える中
で、より活力ある地域づくりを進めるため、首都
圏をはじめ全国各地に本市の魅力を鮮明に発信し
続ける体制を構築し、本市の対外的な認知度や都
市イメージの向上を目指す。

(650万円)
128万円

153万1千円

第四次長野市総合計画後期基本計画（平成24年
度～28年度）の進行管理について、総合計画審議
会とともに実施していく。
また、未来を担う子どもたちに、郷土への愛着
を育み、将来まちづくりに主体的に参画してもら
えるように中学生を対象とした「生徒版」を作成
する。

(1,107万6千円)
△954万5千円

1億7,465万2千円

過疎地域自立促進特別措置法第12条第２項に規
定する過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）
に要する費用の財源に充てるため、過疎債を活用
して基金に積み立てる。
・事業期間 平成22年度～27年度

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

(1億7,230万1千円)
235万1千円
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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

地域振興基金積立金

10億1,054万2千円

市民の連帯強化や地域振興のための事業に要す
る財源に充てるため、合併特例債を活用して４か
年にわたって基金に積み立てる。
・事業期間 平成21年度～24年度
・総事業費 40億円

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

広報紙発行

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

広報広聴課
TEL:026-224-5004

(10億541万円)
513万2千円

1億114万8千円

(1億596万9千円)
△482万1千円

2,607万7千円

△171万5千円

長野市公共交通活性化・再生
協議会負担金

2億6,398万5千円

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

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、インターネットテレビを
通して広く市民等に情報を発信し、情報の共有化
を図る。

(2,779万2千円)

E-mail:kouhou-kouchou
@city.nagano.lg.jp

交通政策課
TEL:026-224-5012

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、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。
配布に係る地域の負担軽減を図り、月１回の発
行とする。

(3億1,333万1千円)
△4,934万6千円
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バス交通システムの再構築を目的に設置した
「長野市公共交通活性化・再生協議会」が、総合
連携計画に基づき各種事業を実施することに対し
負担金を支出する。
・バス共通ＩＣカードの導入
（システム開発、車載機器等整備）
・バス共通ＩＣカードの運営
・バス路線の増便、終発の繰り下げ（実証実験）
・バスガイドブックの作成、全戸配布 ほか

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

市バス等運行事業

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

路線バス維持活性化補助金

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

1億3,937万8千円

豊野地区、戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、
信州新町地区、中条地区において市バス等を運行
する。
老朽化した市バス等の車両６台を更新する。

(1億2,255万2千円)
1,682万6千円

5,156万1千円

(5,470万8千円)

廃止路線代替バス７路線、及び、不採算により
将来廃止のおそれのある路線バス４路線の運行事
業者に対して、一部補助金を交付する。
・廃止路線代替バス
篠ノ井新町線、川後線、市場線、原市場線、
赤柴線、金井山線、松代篠ノ井線
・一部補助路線
バードライン戸隠線、北屋島線、屋島線、
保科温泉線

△314万7千円

拡

コミュニティバス運行事業補助金

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

1億2,345万7千円

(2,807万円)

地域循環バス、乗合タクシーの運行事業者に対
し、補助金を交付する。
老朽化した中心市街地循環バスの車両を更新す
るとともに１台増車する。
・追加路線
地域循環バス３路線（篠ノ井、松代、茶臼山
動物園）、乗合タクシー４路線（川中島、
安茂里、西長野・上松、篠ノ井共和）
・中心市街地ぐるりん号車両 ３台→４台

9,538万7千円

1,601万円

中山間地域の生活交通確保対策として、市内６
地区の運行組織が主体となって実施する乗合タク
シー運行に対し、補助金を交付する。
・対象地区
七二会地区、芋井地区、浅川地区、
小田切地区、信更地区､篠ノ井信里地区

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

(1,695万6千円)
△94万6千円

- 10 -

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

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業
補助金

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

1,266万9千円

長野電鉄株式会社、及び、しなの鉄道株式会社
が行う、鉄道施設整備に要する経費に対し、国・
県・沿線自治体と協調して補助金を交付する。
・長野電鉄㈱
枕木のPC（プレストレストコンクリート）化
ホーム嵩上げ
ほか
・しなの鉄道㈱
変電所遮断装置更新
ほか

(546万1千円)
720万8千円

新

屋代線代替交通補助金

交通政策課
TEL:026-224-5012

4,911万7千円

(0)

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

4,911万7千円

新交通システム調査研究事業

850万円

長野電鉄屋代線の廃止に伴い、地域住民の移動
手段を確保するため運行する代替バスの運行事業
者に対し、補助金を交付する。
・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 ３路線
長野駅～綿内駅
村山駅～綿内駅
松代駅～須坂駅（高速便）

新

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

次世代型路面電車システム（ＬＲＴ）を含め、
新交通システムの導入の可能性について調査・検
討を行う。

(0)
850万円

新

在来線新駅設置調査

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

677万円

(0)
677万円
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北陸新幹線の延伸に伴い、ＪＲから経営分離さ
れる長野以北並行在来線の利用促進の一環として
長野市区間における新駅について適地選定、利用
者想定等の調査を行う。

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

バス待機場等整備事業

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

交通事故防止対策

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

3億3,802万6千円

長野駅東口に、観光（貸切）バスの待機場及び
乗降場、特急・急行バスの待機場、駐輪場として
暫定的に平面利用するための整備を行う。

(992万3千円)
3億2,810万3千円

703万8千円

(685万円)
18万8千円
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市民の交通事故を減少させるため、各地区住民
自治協議会、交通安全協会等と連携し、市民参加
による啓発活動を実施するほか、交通環境等の点
検整備を実施する。

部局名：地域振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
新

住民自治協議会自立支援（事務局
長雇用経費）補助

都市内分権課
TEL:026-224-7615
E-mail:bunken@city.nagano.lg.jp

地域いきいき運営交付金

3,840万円

住民自治協議会の自立促進及び活動の継続性を
担保する上で、会の運営や活動の事務統括及び企
画・調整等を担う事務局長を設置することが有効
なことから、事務局長設置に対する将来的な財政
支援のあり方を検討するため、住民自治協議会が
事務局長を雇用する経費の一部を補助する。
・一地区当たり 上限120万円×32地区

(0)
3,840万円

2億9,284万3千円

住民自らが、地域の実情等に応じて使途を決定
できる交付金を交付することで、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。
・スポーツ事業補助金相当額を増額

都市内分権課
TEL:026-224-7615
E-mail:bunken@city.nagano.lg.jp

地域やる気支援補助金

(2億8,922万5千円)
361万8千円

1,000万円

市民からなる選考委員が、住民自治協議会から
提案された事業を審査し、選定された事業に対し
市が財政支援を行うことにより、より良いまちづ
くりの推進を図る。
・１地区当たり上限100万円

都市内分権課
TEL:026-224-7615
E-mail:bunken@city.nagano.lg.jp

（1,000万円)
0

拡

中山間地域支援事業

市民活動支援課
TEL:026-224-5033
E-mail:shiminkatudo
@city.nagano.lg.jp

2,639万4千円

(4,112万8千円)
△1,473万4千円
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中山間地域を含む住民自治協議会に対し、地域
の互助機能の促進と中山間地域特有の課題解決の
ための補助金を交付する。
また、現行の地域活性化推進員制度を見直し、
課題解決に向けた具体的な取組みに必要となる人
材を地域で雇用する経費に対し補助する制度に改
める。
・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、信州新町及び中条地区
・事業費分 一地区当たり上限 60万円
雇用経費分一地区当たり上限120万円(拡大分）

部局名：地域振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

ながのまちづくり活動支援

市民活動支援課
TEL:026-224-5033
E-mail:shiminkatudo
@city.nagano.lg.jp

820万2千円

市民公益活動団体の自立促進を図り、市民との
協働のまちづくりを推進するため、市民自らが地
域の課題解決に向けて企画・実施する活動を公募
し、補助金を交付する。

（830万円）
△9万8千円

拡

防犯灯設置等補助金

市民活動支援課
TEL:026-224-5033
E-mail:shiminkatudo
@city.nagano.lg.jp

9,887万4千円

(5,334万5千円)
4,552万9千円
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夜間における市民の通行の安全確保のため、区
が実施する防犯灯の設置及び維持管理に要する費
用に対し補助金を交付する。
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、市内全域の防
犯灯について、早期LED化を進める。
（平成24年度～29年度)
・平成24年度事業費
防犯灯設置
1,593灯
防犯灯の維持管理費

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

嘱託登記事務

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

個人市民税賦課事務

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

資産税評価適正化

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

地方税共同化事務

1,736万9千円

市有財産の取得及び処分に係る不動産登記業務
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
ることにより、正確かつ迅速な登記を行い適正な
財産管理を図る。

(1,754万8千円)
△17万9千円

1億4,897万2千円

個人市民税について、電子申告の推進や国税と
のデータ連携を行うことにより、適正かつ迅速な
課税体制の整備を図る。

(1億3,532万4千円)
1,364万8千円

1億7,365万6千円

固定資産税等の適正な評価・賦課事務を行うた
め、土地・家屋のシステム整備及び税制改正等に
対応した電算システム改修を行う。

(1億7,743万3千円)
△377万7千円

2,578万円

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
された長野県地方税滞納整理機構へ移管すること
により、市税の収納向上を図る。
・機構運営費負担金
… 2,578万円
・平成24年度移管件数 …
155件(前年同）

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

(2,719万4千円)
△141万4千円
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部局名：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
拡

斎場新設

11億6,480万1千円
【債務負担行為】
平成26年度まで
16億8,669万3千円

市民課
TEL:026-224-7193
E-mail:shimin@city.nagano.lg.jp

戸籍住民基本台帳事務

市民課
TEL:026-224-7949
E-mail:shimin@city.nagano.lg.jp

市民病院管理運営
［病院事業会計］

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）］

国民健康保険課
TEL:026-224-7225
E-mail:kokuho@city.nagano.lg.jp

既存施設の老朽化や今後予想される火葬件数の
増加に対応するため、大峰・松代両斎場をそれぞ
れ更新整備する。
・大峰新斎場造成工事
・
〃
建設工事
・松代新斎場建築設計
・
〃
用地購入 ほか

(1億8,260万5千円)
9億8,219万6千円

1億4,735万7千円

戸籍法に関する事務、住民基本台帳法に関する
事務のほか、印鑑証明書等の発行事務を行う。
住民基本台帳法が一部改正され、外国人住民も
住民基本台帳法の適用対象に加えられること等に
伴い、新たに外国人の住民基本台帳への登録事務
などを行う。

(1億6,986万3千円)
△2,250万6千円

138億5,280万円

(140億8,470万円)

地域の中核病院として、市民の健康を守るた
め、救急医療や「がん」の高度医療など政策的医
療の提供を行うとともに、公立病院改革プランに
従い、経営の健全化に一層努める。
また、救急医療や高度医療を維持・推進するた
め、必要な医療機器について計画的に整備する。
・心電図システム
・手術室機器一式
・眼科用断層撮影装置 ほか

△2億3,190万円

357億5,380万円

(346億4,250万円)
11億1,130万円
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国民健康保険は、国民皆保険の中核として、健
康保険や各種共済組合などの被用者保険の加入者
以外の者を対象とし、保険料と国庫負担金等の特
定の収入を財源に病気、けが、出産、死亡等に関
し保険給付を行う。
国民健康保険事業の安定的運営のため、保険料
の適正賦課と収納率の向上に努めるとともに、メ
タボリックシンドロームに着目した特定健診・特
定保健指導などの実施により、医療費の適正化を
図る。

部局名：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

男女共同参画推進活動

172万1千円

・男女共同参画に関するアンケート調査
・男女共同参画に関する情報収集、資料作成
ほか

男女共同参画推進課
TEL:026-224-5428
E-mail:danjo@city.nagano.lg.jp

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、第二次男女共同参画基本
計画を推進するもの。庁内関係各課と連携し、総
合的に施策を推進する。

(168万4千円)
3万7千円
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部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
拡

地域福祉推進事業補助金

3,105万円

・地域福祉活動計画策定
・地域福祉ワーカー設置

厚生課
TEL:026-224-5028
E-mail:kousei@city.nagano.lg.jp

９地区→10地区
27地区→29地区

(2,879万8千円)
225万2千円

生活保護支給

54億1,440万2千円

厚生課
TEL:026-224-7529

(52億5,993万9千円)

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

「第二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地域福祉基盤づくりを進める
住民自治協議会に対し、補助金を交付する。

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。

1億5,446万3千円

拡

福祉医療費給付

19億5,488万1千円

厚生課
TEL:026-224-7829

(19億8,680万3千円)

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

災害時要援護者支援

厚生課
TEL:026-224-5028
E-mail:kousei@city.nagano.lg.jp

△3,192万2千円

147万9千円

(464万6千円)
△316万7千円
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乳幼児等、心身障害者、父子・母子家庭の健康
の保持及び生活の安定を図るため、福祉医療費給
付金を支給する。また、子育て支援等の充実を図
るため、平成24年10月診療分から、乳幼児等及び
精神障害者について拡大を図る。
（拡大する内容）
・乳幼児等
小学４年生～６年生の入院・通院医療費
・精神障害者（２級）
通院医療費：外来全般
本人の所得制限：特別障害者手当準拠
（拡大に伴う扶助費）
・乳幼児等
5,231万1千円
・精神障害者
562万8千円

高齢者や障害者など、災害時の避難に支援を必
要とする「災害時要援護者」の情報を、庁内及び
地域防災関係者と共有するため、災害時要援護者
台帳システムを運用して「災害時要援護者台帳」
の整備を図るとともに、地域における個別の避難
支援計画の作成等につなげる支援を行う。

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

民生・児童委員協議会活動補助金

9,671万5千円

地域福祉の担い手の中心である、民生・児童委
員の活動の円滑化を図るため、民生・児童委員の
活動費及び民生児童委員協議会の運営費に対し、
補助金を交付する。
・民生・児童委員 857人（定員）

厚生課
TEL:026-224-5028
E-mail:kousei@city.nagano.lg.jp

ふれあい福祉センター等改修

厚生課
TEL:026-224-5028
E-mail:kousei@city.nagano.lg.jp

・地区協議会

37地区

(9,618万円)
53万5千円

3,510万3千円

(2,939万円)

ふれあい福祉センター５階ホールの空調設備及
び信州新町福祉センターのトイレなどが、経年劣
化に伴い不具合が生じていることから、設備の改
修工事を実施する。
・ふれあい福祉センター
５階ホール空調設備更新
・信州新町福祉センター
２階・３階トイレ改修
３階集会室床改修

571万3千円

拡

おでかけパスポート事業補助金

2億2,531万9千円

高齢者の積極的な社会参加を促し、70歳以上の
おでかけパスポート所持者が１回 100円でバスを
利用できるようにするため、バス会社２社に対
し、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

（2億1,361万4千円）

1,170万5千円

新

おでかけパスポート事業
（ＩＣカード化対応）

1,918万8千円

・新カードへの切替
期間
平成24年10月～平成25年３月
対象者 約52,000人
（70歳以上のうちカード所持者）

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

平成24年10月の長野市路線バスＩＣカードシス
テムの運用開始にあわせ、「おでかけパスポー
ト」のＩＣカード化を図り、利用者の利便性の向
上につなげる。

0
1,918万8千円
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部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
新

老人憩の家耐震化

1,178万4千円

老人福祉施設を利用する高齢者の安全を確保す
るため、老人憩の家の耐震診断を実施する。
・若槻老人憩の家
・新橋老人憩の家

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

0
1,178万4千円

拡

老人ホーム入所措置

2億7,003万4千円

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する。
高齢者人口の増に伴う措置対象者の増加に対応
する。

高齢者福祉課
TEL:026-224-8929
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

老人福祉センター等管理運営

（2億6,738万8千円）

264万6千円

2億2,312万1千円

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

独居高齢者等緊急通報システム
設置

（2億3,058万8千円）

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

・老人福祉センターの管理運営
・ふれあい交流ひろばの管理運営
・老人憩の家の管理運営
・シニアアクティブルームの管理運営

△746万7千円

2,815万9千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-8929

高齢者の健康の保持増進、教養の向上、生きが
いづくりを図り、社会参加を促進するため、地域
における福祉活動の場を提供し、高齢者福祉の向
上と介護予防につなげる。

（2,756万円）
59万9千円
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ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を貸与
し、緊急時に通報を受けたコールセンターや協力
者等が援助等を行うことで、高齢者等の不安を軽
減し安全確保を図る。
コールセンターは、緊急時の通報対応に加えて
定期的な安否確認コールや健康相談等も行う。

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

地域たすけあい事業補助金

5,986万円

長野市社会福祉協議会及び地区住民自治協議会
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、福祉自動車の新規購入及び車両更新に対
し補助金を交付する。

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029

（7,271万4千円）

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

△1,285万4千円

後期高齢者医療
［後期高齢者医療特別会計］

40億9,200万円

75歳以上の後期高齢者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:026-224-8767
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

介護保険給付
［介護保険特別会計]

（38億4,770万円）
2億4,430万円

274億4,014万9千円

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

介護予防
［介護保険特別会計]

(263億155万9千円)
11億3,859万円

１億3,736万８千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-8929
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

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

健康課
TEL:026-226-9960

(1億4,343万9千円)
△ 607万1千円

E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp
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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に、要
介護者及び要支援者に対し必要な保険給付を行
う。
・居宅サービス費
・施設サービス費
・地域密着型サービス費
・高額介護サービス費
・特定入所者介護サービス費 ほか

生活機能の低下が予想される高齢者を対象に、
要介護状態等となることを予防するため、運動器
の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善、閉じこ
もり・うつ・認知症予防などのプログラムを行
う。
また、一般の高齢者を対象に、介護予防に自主
的に取り組むための知識の普及・啓発を行う。

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
拡

総合相談支援
［介護保険特別会計]

2億2,289万3千円

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らし
い生活を継続することができるよう、さまざまな
相談に応じ、適切なサービスや制度の利用につな
げるなど、専門的・継続的な支援を行う。
・地域包括支援センター 12か所 → 13か所
・在宅介護支援センター 14か所

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

介護保険特別対策

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

(2億1,723万1千円)
566万2千円

977万9千円

(1,017万5千円)

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の軽減
・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者への援護金
支給

△ 39万6千円

拡

アビリンピック開催事業

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

障害者自立支援給付等

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

3,110万円

(90万円)

障害者に対する社会の理解と雇用の促進等を図
るため、平成24年10月に長野市で開催される第33
回全国障害者技能競技大会（通称：アビリンピッ
ク2012）の大会運営組織及び地元支援組織を支援
します。
・期間 平成24年10月20日（土）～22日（月）
・会場 ホクト文化ホール
ビッグハット
ホワイトリング

3,020万円

48億8,456万8千円

障害者自立支援法に基づき、障害者(児)が自立
した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。
・介護給付費・訓練等給付費
・自立支援医療費
・補装具費
・障害者自立支援特別対策事業

(40億2,397万8千円)

8億6,059万円
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ほか

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

地域生活支援

4億9,476万7千円

障害福祉課

(4億8,763万8千円)
E-mail:shougai@city.nagano.lg.jp
712万9千円

TEL:026-224-5030

障害者自立支援法に基づき、障害者(児)が自立
した日常生活又は社会生活を送れるよう、地域の
特性やニーズに応じた各種事業を行う。
・相談支援
・コミュニケーション事業
・移動支援
・地域活動支援センター
・在宅障害者タイムケア
・身体障害者訪問入浴
・障害児自立サポート
・日常生活用具給付 ほか

新

発達支援センター整備補助金

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

2億1,530万円

障害児に関する、相談から療育までの総合的な
支援体制の充実を図るため、長野市社会事業協会
が行う発達支援センターの整備に対し、補助金を
交付する。
・建設場所 長野市若里 多目的広場
・構造 鉄骨造一部２階建
・延べ床面積 1,885.49㎡

(0)
2億1,530万円

拡

認定こども園保育所入所委託

1億4,981万5千円

保育所機能と幼稚園機能を併せ持つ「認定こど
も園」（幼保連携型）を設置し、入所児童に対し
て保育サービスを実施する。
・認定こども園

２園→３園

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

(1億846万4千円)
4,135万1千円

拡

公設民営保育所運営

2億7,613万8千円

保育の充実を図るため、公立保育所の民間委託
を行い、入所児童に対して保育サービスを実施す
る。
・公設民営保育所 ５園→６園
（平成24年度から川田保育園が移行）

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

(1億8,286万2千円)
9,327万6千円
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部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

私立保育所・幼稚園子育て支援
事業補助金

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

子ども手当支給

3,497万4千円

(3,703万8千円)

・全園型 私立保育所 37園
私立幼稚園 28園
・相談・交流型 私立保育所 ８園

△206万4千円

63億3,606万5千円

次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で
支援し、子育てに係る経済的な負担を軽減するた
め、子ども手当を支給する。
・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歳から小
学生までの第３子以降）
10,000円（３歳から小学生までの第
１子・第２子及び中学生）

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei

全ての子育て家庭に対する支援の充実を図るた
め、子育て親子の交流の促進や子育てに関する相
談の実施、子育て支援に関する情報の提供など、
私立保育所・幼稚園が行う子育て支援事業に対
し、補助金を交付する。

(85億4,239万5千円)

（平成24年２月現在、国会で審議中）
@city.nagano.lg.jp

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

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

子育てガイドブック編集

△22億633万円

8,188万円

(8,161万3千円)
267万円

126万円

保育家庭支援課
TEL:026-224-8032
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

子育て中の親子の交流の促進、子育てに関する
相談の実施、子育て支援に関する情報の提供等を
行うため、こども広場及び公立子育て支援セン
ターを運営するとともに、保護者と市民との地域
における相互援助活動を支援するため、ファミ
リー・サポート・センターを運営する。
公立子育て支援センター６か所と保育家庭支援
課に看護師を配置し、疾病予防や健康増進に必要
な保健上のアドバイスを行い、育児支援や妊娠期
からの支援を図る。

(115万7千円)
10万3千円
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母子保健や各種手当等の支援制度、保育園や幼
稚園の情報、子育てに関する相談窓口など、子育
て支援サービスを紹介する「子育てガイドブッ
ク」を作成し、出生や転入などの際に対象世帯に
配布する。

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

家庭児童相談員配置

516万円

急増する児童虐待等に速やかに対応し、未然防
止を図るため、家庭児童相談員を配置する。
・保育家庭支援課
１名
・厚生課篠ノ井分室 １名

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

子育て支援短期利用事業

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

私立保育所特別保育事業補助金

(512万3千円)
3万7千円

42万7千円

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、児童養護施設等において、当該児童を一定期
間預かるショーステイを実施する。
また、保護者が残業等の理由により、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、生活指導と夕食等の提供を行うトワイライト
ステイを実施する。

（42万7千円）
0

2億2,915万1千円

仕事と子育ての両立を容易にするとともに、子
育ての負担感の緩和を図るため、特別保育事業
（延長保育促進事業、休日保育事業、一時預かり
事業、障害児保育事業等）を実施する私立保育所
に対し、補助金を交付する。

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

病後児保育

(2億2,205万6千円)
709万5千円

640万円

病気の回復期にあり集団生活が困難な児童を、
専用の保育室で一時預かりする「病後児保育事
業」の実施機関に対し、補助金を交付する。
・実施場所 長野赤十字病院
病後児保育施設「ゆりかご」

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

(640万円)
0
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部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

私立幼稚園就園奨励費補助金

保育家庭支援課
TEL:026-224-8031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

養育支援訪問事業

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

母子家庭等自立促進対策

3億2,104万5千円

幼稚園児の保護者の所得階層などに応じて保育
料の減免を行う私立幼稚園に対し、補助金を交付
する。

(3億1,736万1千円)
368万4千円

108万円

本来児童の養育について支援が必要でありなが
ら、自ら支援を求めていくことが困難な状況にあ
る家庭に、過重な負担がかかる前に、保健師等が
訪問により養育に関する相談、指導、助言等を実
施する。育児及び家事支援が必要な場合は委託に
より支援員を派遣し支援を行う。

（48万円）
60万円

4,602万1千円

母子家庭の母の自立支援のため、就業に必要な
知識技能を修得させ、就業を促進する。
・自立支援教育訓練給付金
・高等技能訓練促進費

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

児童扶養手当支給

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

（4,136万7千円）
465万4千円

12億5,535万円

(12億1,649万4千円)

3,885万6千円
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ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図る
ため、本人及び同居親族の所得に応じて、児童扶
養手当を支給する。

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

ひとり親家庭児童通学費援護金
支給

保育家庭支援課
TEL:026-224-5031
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

保育所耐震診断・耐震改修

746万6千円

ひとり親家庭に対し、高等学校に通学する児童
の通学費援護金を支給する。

(748万7千円)
△2万1千円

1億3,911万円

保育所へ入所する児童の安全を確保するため、
耐震性の低い保育所の耐震補強工事等を行う。
・加茂保育園耐震補強工事（建築年：S56年）
・中央保育園耐震補強工事（建築年：S51年）
・共和保育園耐震診断（建築年：S55年）
・山王保育園耐震診断（建築年：S48年）

保育家庭支援課
TEL:026-224-7849
E-mail:hoikukatei
@city.nagano.lg.jp

隣保館等改修

(1億5,209万7千円)

△1,298万7千円

6,522万8千円

隣保館利用者の安全と利便性の向上を図るた
め、老朽化した施設・設備の改修を実施する。
・中央隣保館改修工事
受水槽取換、空調設備改修

人権同和政策課
TEL:026-224-5032
E-mail:jin-douwa
@city.nagano.lg.jp

ＮＰＯ長野犯罪被害者支援センター
補助金

人権同和政策課
TEL:026-224-5032
E-mail:jin-douwa
@city.nagano.lg.jp

（2,443万2千円)
4,079万6千円

75万円

（75万円)
0千円
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犯罪被害者等基本法第22条に基づき、犯罪被害
者等に対する支援活動を行っている特定非営利活
動法人長野犯罪被害者支援センターに対し、補助
金を交付する。
(センターの主な取組）
・電話相談、面接相談
・法廷傍聴付添い、病院付添い
・相談員(支援員）養成
・広報、啓発活動 など

部局名：保健福祉部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

人権同和教育啓発

人権同和政策課
TEL:026-224-5032
E-mail:jin-douwa
@city.nagano.lg.jp

1,602万6千円

（1,820万6千円)
△218万円
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すべての人が人として尊重され、心豊かな生活
を送ることができるよう、あらゆる差別のない明
るい社会の実現を目指し、地域・家庭・学校・企
業などとの連携を図りながら、教育・啓発事業を
進める。
・地区人権同和教育指導員活動支援
・啓発資料の作成、ビデオ等の配置・貸出
・ＴＶ、ラジオ啓発番組制作、放送
・人権啓発ポスター、標語コンクール

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

看護専門学校看護師養成課程増設
補助金

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

初期救急医療体制整備
（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）

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（医療相談
窓口）運営

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

4,130万円

看護師の養成と安定的な人材確保を図るため、
長野看護専門学校の３年制看護師養成課程（第１
看護学科）の設置・運営に対し補助金を交付す
る。
・設置場所 長野市若里七丁目１番５号
・課程定員 40名
・修業年限 ３年

(4,130万円)
0

6,951万2千円

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、休日当番医(歯科)

(6,770万3千円)
180万9千円

339万4千円

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)

(339万円)
4千円

拡

次期食育推進計画策定

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

107万7千円

(34万9千円)
72万8千円
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平成24年度末で計画期間が満了となる「長野市
食育推進計画」について、今までの計画実施に伴
う目標値の達成状況を検証するとともに、国・県
の食育推進施策の動向や市民の食をめぐる課題等
を踏まえて、食育に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため、次期食育推進計画を策定す
る。

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

妊産婦新生児訪問
（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

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

妊婦健康診査

1,038万2千円

生後３か月までの乳児がいる家庭を保健師又は
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
家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけ
る。

(983万1千円)
55万1千円

5,750万9千円

(5,780万6千円)

乳幼児の疾病・障害を早期に発見するため、成
長過程の節目となる時期に総合的な健康診査を実
施する。
(対象者)
・４か月児（３～５か月児）
・乳児一般（３～11か月児）
・９か月児（９～10か月児）
・１歳６か月児（１歳６か月～１歳11か月児）
・３歳児（３歳～３歳11か月児）

△29万7千円

3億6,758万4千円

妊婦の健康管理及び健康診査にかかる経済的負
担の軽減を図るため、妊婦健診の公費負担（対象
回数14回）を継続して実施する。

健康課
TEL:026-226-9960

(3億8,174万7千円)
E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp
△1,416万3千円

不妊治療費助成

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

6,770万7千円

不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている
夫妻の経済的負担の軽減を図るため、治療にかか
る費用の一部を助成する。
・不妊治療１回当たりの助成限度額 15万円
・申請回数は、１年度に２回までで、通算５年で
計10回まで可能（ただし、初年度に限り３回ま
で）

(5,765万9千円)
1,004万8千円
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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

2億7,034万7千円

がんの早期発見・早期治療により、がんによる
死亡を減少させることを目的に、各種がん検診を
実施する。
また、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸が
ん検診については、一定の年齢に達したもの全員
に無料クーポン券等を送付し、検診の重要性につ
いて啓発するとともに、受診率の向上を図る。
（対象者）
・胃がん検診（35歳以上）
・子宮がん検診（20歳以上）
・肺がん検診（40歳以上）
・乳がん検診（30歳以上）
・大腸がん検診（40歳以上）
・前立腺がん検診（50～74歳）

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

子宮頸がん等ワクチン接種

健康課
TEL:026-226-9960

(2億7,120万4千円)
△85万7千円

3億2,414万円

(7億573万1千円)

（無料クーポン券対象者）
・子宮頸がん検診
20、25、30、35、40歳の方
・乳がん検診及び大腸がん検診
40、45、50、55、60歳の方

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ（インフルエン
ザ菌ｂ型）及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種に
かかる費用について、全額公費負担を実施する。
(対象者)
子宮頸がん：中学１年生～高校２年生に相当す
る女子（※高校２年生相当につい
ては、23年度中に接種を受けた者
が対象）
ヒブ・小児用肺炎球菌：生後２か月～５歳未満

E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp △3億8,159万1千円

定期予防接種

健康課
TEL:026-226-9960

5億9,210万1千円

感染症の発生やまん延の予防、個人の発病・重
症化の防止のため、ワクチン接種を行う。
・麻しん・風しん（二種混合）
・ポリオ（小児まひ）
・百日せき・ジフテリア・破傷風（三種混合）
・日本脳炎
・ＢＣＧ（結核）
・インフルエンザ（65歳以上の高齢者）

(7億983万7千円)

E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp △1億1,773万6千円
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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

自殺対策緊急強化事業

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

食品衛生監視指導

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

170万円

経済情勢などによる社会的要因、健康問題など
から、自殺者が全国で年間３万人を超える状況が
続いているため、うつ病の予防や対応など「ここ
ろの健康」の正しい知識の普及啓発をはじめ、相
談体制の整備や自殺予防ゲートキーパーの養成な
どを推進する。

(150万円)
20万円

929万円

(897万3千円)
31万7千円
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食品の安全を確保するため、食品営業施設等の
監視指導、流通食品の収去検査を実施する。ま
た、関係機関等との連携を密にし、食中毒防止
等、食品衛生思想の普及啓発、情報提供を行う。
・ミニシンポジウム、食品安全懇話会の開催
・一日食品衛生監視員の実施
・食品衛生推進員、きのこ衛生指導員の任命
・きのこ中毒防止展示会の開催
・営業者に対する講習会の実施 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

太陽光発電システム普及促進事業
補助金

環境政策課
TEL:026-224-7532

1億5,842万4千円

自ら居住する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。
店舗、事務所、工場等に事業者が設置した場合
も補助対象とする。
・出力４kW以下の部分
１kW当たり25,000円
・４kWを超え10kW以下の部分１kW当たり50,000円
（ただし、住宅は７kW・25万円限度、店舗等は
10kW・40万円限度。）

(1億3,795万円)

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

2,047万4千円

太陽熱利用システム普及促進事業
補助金

500万円

新

自ら居住する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。
・自然循環型
・強制循環型

環境政策課
TEL:026-224-7532
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

１件当たり 50,000円
１件当たり100,000円

(0)
500万円

新

市有施設デマンド監視装置導入

環境政策課
TEL:026-224-7532
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

264万6千円

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、電力使用のピーク抑制を行うこと
で、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。

(0)
264万6千円

拡

温暖化防止企画・調査

1,006万4千円

環境政策課
TEL:026-224-7532

(164万7千円)

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

841万7千円
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「長野市地球温暖化対策地域推進計画」に掲げ
た施策の効果的な実施を図るとともに、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、
再生可能エネルギーの研究開発の動向や活用方法
に関する調査・研究を行うほか、本市への導入可
能性調査を実施する。

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

地球温暖化防止活動推進センター
補助金

環境政策課
TEL:026-224-7532
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

バイオマス利活用

環境政策課
TEL:026-224-7532
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

小水力発電

環境政策課
TEL:026-224-7532
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

自然環境保全調査

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

900万円

地球温暖化対策の本市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」に
おいて、地球温暖化対策の重要性に関する啓発及
び広報活動、相談窓口、家庭のエネルギー使用実
態調査などを行う。

（900万円）
0

65万円

「長野市バイオマスタウン構想」の実現に向け
て、推進協議会を中心に地域のバイオマス資源を
積極的に利活用するための取組や啓発を行うとと
もに、未利用バイオマス利活用の調査検討を行
う。

（18万4千円)
46万6千円

110万4千円

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。

(36万8千円)
73万6千円

750万2千円

(626万6千円)
123万6千円
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自然環境の保全と復元のための基礎資料とする
ため、市町村合併により拡大した地域に対応した
「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）改訂版を作成する。
また、山林の植生管理手法確立のための実験林
事業、飯綱高原にふさわしい草木の種苗を育成し
て飯綱高原内での修景緑化に活用する原生種育成
畑事業を実施する。

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

環境汚染対策

2,355万6千円

大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の実態と状況
の調査を行い、事業場等の排出源等の状況を監視
し、改善又は防止の措置を指導する。
・有害大気汚染物質調査
・ダイオキシン類測定
・大気常時監視

環境政策課
TEL:026-224-8034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

合併処理浄化槽設置事業補助金

(2,366万2千円)
△10万6千円

465万円

公共用水域の水質汚濁防止と水洗化を促進する
ため、公共下水道計画区域のうち、公共下水道の
整備が相当期間を要する区域で、自己居住用の住
宅に合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付
する。
・補助金交付予定数 9基

環境政策課
TEL:026-224-8034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

産業廃棄物処理監視指導

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

生ごみ減量啓発

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

(545万円)
△80万円

1,212万8千円

(962万円)

産業廃棄物処理業や産業廃棄物処理施設の許可
審査、許可事業者や産業廃棄物処理施設に対する
監視・立入検査指導の実施、特定不適正保管事業
所施設内残留廃棄物搬出に向けて、法的手続き排
出事業者責任追及のための立入、並びに廃棄物焼
却施設・最終処分場等周辺のダイオキシン類濃度
の測定検査を行う。
また、産業廃棄物排出事業者への指導として、病
院・医院（医療系廃棄物）、建設解体現場（建設
系廃棄物）等に対する立入検査を行う。

250万8千円

194万9千円

(206万1千円)
△11万2千円
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段ボール堆肥講座の開催や生ごみ減量アドバイ
ザーの派遣により、生ごみの減量と堆肥化を推進
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

資源回収報奨金

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

長野広域連合ごみ処理施設整備
関係

生活環境課
TEL:026-224-6475
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

ごみ分別等啓発・指導

生活環境課
TEL:026-224-7635
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

9,962万6千円

(1億258万1千円)

・報奨金
１㎏につき６円
・加算金
資源物の引渡し額が、マイナス額の場合
は、品目ごとに上限を定めて交付する。
段ボール １㎏につき１円
雑
誌 １㎏につき２円

△295万5千円

１億697万4千円

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)についての環境影
響評価、施設基本計画作成及び測量地質調査等に
要する経費を負担する。
長野市としても、候補地の地域住民による先進
地視察等を実施するとともに、施設周辺の環境整
備について検討を進め、施設建設に関する理解醸
成に努める。

(9,975万9千円)
721万5千円

3,134万円

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。
地区別住民説明会の開催、「ながのゴミ通信」
の発行及びチラシの配布など、ごみ・資源物に関
する情報発信を行う。

(2,496万6千円)
637万4千円

ごみ収集運搬

10億8,972万3千円

生活環境課
TEL:026-224-7635

(10億6,160万9千円)

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

資源物の排出機会の拡大、ごみの減量・リサイ
クルの推進を図るため、再生利用可能な資源物
（古紙類、缶類、ビン類及び布類）の回収を行っ
た団体に対し、報奨金を交付する。

2,811万4千円
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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。豊野地区の一
部品目（直営収集）を除き委託により収集する。
また、資源物の拠点回収としてサンデーリサイ
クルでビン・缶・ペットボトル・紙・蛍光灯・廃
食用油等を回収する。

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

不法投棄対策

生活環境課
TEL:026-224-7635
E-mail:seikatukankyo
@city.nagano.lg.jp

し尿収集運搬

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

ごみ処理施設改修

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

し尿処理運搬業者合理化事業転廃
交付金

660万1千円

(691万4千円)
△31万3千円

3億5,968万3千円

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

し尿収集運搬・浄化槽汚泥処理及びし尿料金徴
収事務を委託する。

(4億3,634万2千円)
△7,665万9千円

7億2,132万6千円

(6億4,100万6千円)
8,032万円

4,306万円
【債務負担行為】
平成26年度まで
8,612万円

衛生センター
TEL:026－221-6746

監視カメラの設置や民間委託によるパトロール
を継続実施して、不法投棄監視パトロールによる
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。

ごみ処理施設（焼却施設、資源化施設、最終処
分施設）を安全かつ効率的に運用するため、老朽
化した設備の維持修繕及び更新を計画的に行う。
・焼却炉主要設備オーバーホール工事
・３号炉燃焼火格子梁外更新工事
・焼却施設クレーン設備修繕工事
・資源化施設主要設備オーバーホール工事
・資源化施設ごみ供給コンベア補修工事
・最終処分場水処理施設補修工事 ほか

し尿の適正な処理体制を確保するため、公共下
水道の普及により大きな影響を受けているし尿処
理運搬業者に対し「下水道の整備等に伴う一般廃
棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基
づき、合理化事業計画を策定し、必要な転廃及び
廃車等に対し資金援助を柱とする支援を行う。
・し尿収集運搬車両の減車 2台分

(8,700万円)
△4,394万円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

緊急雇用創出事業

1億4,060万2千円

震災等の影響により、離職を余儀なくされた非
正規労働者、中高年齢者等の失業者の生活の安定
を図るため、短期の雇用・就業機会を創出・提供
する。
・緊急雇用創出事業

31事業 雇用予定数100人

産業政策課
TEL:026-224-6859

(4億5,072万4千円)
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp △3億1,012万2千円

地域職業訓練センター改修事業

1,762万9千円

独立行政法人 雇用・能力開発機構から譲渡さ
れた長野地域職業訓練センターの空調設備に不具
合があるため、国の全額補助により改修工事を行
う。
・暖房用温水ヒーター、大会議室用パッケージ
エアコン、居室ファンコンベクター更新

産業政策課
TEL:026-224-6859
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp

中高年齢労働者福祉センター
改修事業

(0)
1,762万9千円

2,055万8千円

中高年齢労働者福祉センターの屋根漏水対策工
事を行う。
・外壁伸縮目地改修、タイルひび補修、天井
張替え
・タイル浮き部分改修
・屋根塗装、雨樋塗装、玄関庇防水改修

産業政策課
TEL:026-224-6859
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp

企業誘致活動

産業政策課
TEL:026-224-6859
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp

(120万円)
1,935万8千円

324万8千円

各種展示会に長野市の企業誘致ブースを出展す
るとともに、企業訪問等を展開し、長野市産業集
積・企業誘致戦略に基づいた、効果的な誘致活動
を推進する。
・「CEATEC（最先端IT・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ総合展）」、
「機械要素技術展」、「メッセナゴヤ」等
への企業誘致ブース出展
・企業誘致パンフレット作成とＤＭ発送

（333万8千円）
△9万円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

産業団地立地促進事業
[産業団地事業会計]

25億8,600万円

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、川合新田産業用地等の造成及
び分譲を実施する。
・用地買収
5㎡
・用地造成 16,906㎡
・用地売却 54,732㎡

産業政策課
TEL:026-224-6859
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp

(20億6,700万円)
5億1,900万円

拡

新規就農者支援事業

農政課
TEL:026-224-5037

3,151万6千円

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

（925万9千円）
2,225万7千円

野生鳥獣被害防除対策事業補助金

6,283万5千円

農業生産を支える人づくり、組織づくりが急務
であることから、新規就農者を市内外から広く募
り、新年度から実施予定の国の新規就農総合支援
事業も活用しながら、農業の担い手を確保・育成
する。
・新規就農予定者に対する研修費及び研修修了後
の営農資金の助成
・里親農家への助成
・農業機械導入に対する補助
・農地斡旋に要する経費
・農業法人新規就業者雇用への助成

拡

農政課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

地域奨励作物支援事業

農政課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

(3,528万5千円)

市内19地区に設置されている「有害鳥獣対策委
員会（協議会）」が行う、防除対策事業に対し補
助金を交付する。
・電気柵等防護柵の購入
・捕獲檻、わなの購入
・追払い業務委託
・猪の駆除、猿・ニホンジカの個体数調整
・小動物、鳥類等対策活動支援
・狩猟免許取得経費

2,755万円

3,359万2千円

（3,359万2千円）
0
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小麦・大豆・そばの栽培を奨励し、耕作放棄地
の増加防止や奨励作物の生産拡大により、地産地
消の推進及び食料自給率の向上を図るため、出荷
量に応じた奨励金を交付する。

部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

農地流動化助成金

農政課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

長野市農業公社事業

農政課
TEL:026-224-5037
E-mail:nosei@city.nagano.lg.jp

県営土地改良負担金

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

市単土地改良事業

707万9千円

農地の有効利用と耕作放棄地の増加防止し、農
業の担い手の育成や経営規模の拡大を図るため、
農業振興地域内で新たに農地の利用権を設定した
借受人に助成金を交付する。

（400万8千円）
307万1千円

7,332万2千円

本市の農業が抱える諸課題に対処するため、長
野市農業公社がその特徴と機能を活かして各種事
業を推進し、農業の再生を図る。
・農業支援事業（農作業支援、農業法人化支援）
・農地対策事業（農地流動化特別対策）
・マーケティング開発事業（ながのいのち推進、
特産品開発支援等）

（7,064万6千円）
267万6千円

1億2,771万円

農業生産基盤の整備をするため、県営事業を取
り入れて、生産性の向上と経営の安定化を図る。

・かんがい排水事業
２箇所
・ため池等整備事業
４箇所
・基幹水利施設ストックマネジメント事業
３箇所

(2億4,550万円)
△1億1,779万円

3億2,270万円

農業の生産性の向上と経営の安定化を図るため
農道改良、水路改修等を行う。

・農道改良、舗装 108箇所 Ｌ＝2,900ｍ
・水路改修等
104箇所 Ｌ＝3,100ｍ
・ため池等
27箇所
農業土木課
TEL:026-224-5039
E-mail:nodoboku
@city.nagano.lg.jp

（4億3,761万2千円）

△1億1,491万2千円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

排水機場整備事業

5,753万6千円

降雨災害に備え、19排水機場の整備、機器の更
新等を行う。
・平成24年度 主な事業内容
小森第二排水機場 非常用発電機更新１台
前川排水機場 水中ポンプ整備１台

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

農地・水・環境保全向上対策
共同活動支援交付金

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

浅川地区かんがい管水路整備事業

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

林道宮坂線開設事業

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

(1億9,482万1千円)
△1億3,728万5千円

296万9千円

地域ぐるみで実施する、農地や水を守る共同活
動に対して、支援交付金を交付する。
・実施期間 平成19年度～28年度
・実施地区 11地区
・対象面積 田 170.12ha
畑 133.71ha
計 303.83ha

（378万3千円）
△81万4千円

3,500万円

昭和36年から39年に施工された浅川地区の畑地
かんがい施設管水路について、石綿管の除去を行
い、塩ビ管に更新する。
・全体計画
期間 平成20年度～25年度
内容 管水路工 Ｌ＝6,700ｍ
・平成24年度事業内容
管水路工 Ｌ＝1,000ｍ

(3,500万円)
0

2,500万円

松代地域の林業生産性向上及び経営合理化を図
るため林道を開設する。
・全体計画
期間 昭和63年度～平成31年度
内容 開設 Ｌ=3.3km
Ｗ＝3.6m～4.0m
・平成24年度事業内容
開設 Ｌ=350m Ｗ＝4.0m

(1,000万円）
1,500万円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

林内路網整備事業

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

4,112万7千円

林業の生産性向上と経営合理化を図るため、林
道及び林業専用道（旧作業道）の開設・改良・舗
装等を行う。
・開 設
・改 良
・舗 装
・防護柵

２箇所（Ｌ=160m、Ｗ=3.0m）
２箇所（Ｌ=140m、Ｗ=3.0m～5.0m）
８箇所（Ｌ=920m、Ｗ=3.0m～4.0m）
６箇所（Ｌ=510m）

(2,334万円)
1,778万7千円

拡

林内路網維持管理事業

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

2,597万2千円

森林整備・保全に必要な既設林道の維持管理及
び林業専用道（旧作業道）の維持管理支援を行
う。
・林道草刈
・林道崩落土処理
・林道維持修繕工事
・林業専用道維持管理支援事業（新規）

(2,367万5千円)
229万7千円

新

緩衝帯維持管理支援事業

148万円

緩衝帯の機能を維持し、農作物等の野生鳥獣被
害を防止するため、緩衝帯の維持管理経費に対し
補助金を交付する。
・市が整備した緩衝帯の維持管理(草刈り、除
伐、伐採木の集積、搬出)
・補助率1/2以内

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

造林事業

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

(0)
148万円

5,154万2千円

市営林の健全な育成を行うため、市営林集約化
実施計画に基づき、造林保育事業を実施する。
また、適正な森林整備による公益的機能の向上
と森林資源の有効利用を促進するため、間伐事業
費に対し、補助金を交付する。
・市営林保育等
・間伐対策補助金

(4,954万7千円)
199万5千円
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60.7ha
135.0ha

部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

森のエネルギー推進事業補助金

100万円

地球温暖化の防止や森林資源の有効活用を目指
し、「木質バイオマス」の利用促進を図るため、
ペレットストーブ等購入経費に対し、補助金を交
付する。
・ペレットストーブ（上限 10万円×10台）

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

松くい虫被害防止事業

(100万円）
0

4,550万円

松くい虫被害木の伐倒駆除や地上薬剤散布を行
い、被害の拡大防止を図る。
・伐倒駆除材積 1,650㎥
・地上薬剤散布 27箇所 17.11ha

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

中小企業振興資金融資

（4,073万2千円）
476万8千円

85億608万円

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 ほか

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

(84億9,116万4千円)

1,491万6千円

新

表参道長野オリンピックメモリ
アルパーク関連事業
（門前大型バス駐車場実証実験）

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

2,274万3千円

門前に観光客を誘導する方法を検証するデータ
とするために、セントラル・スクゥエア内に｢大型
バス駐車場｣を整備し、旅行会社を通して観光バス
に駐車場を利用してもらう実証実験を行う。併せ
て、利用者等に対しアンケート調査を実施し、門
前の賑わい創出や商店街の活性化につなげる。
・門前大型バス駐車場実証実験等

(0)
2,274万3千円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
新

中心市街地賑わい創出事業負担金

商工振興課
TEL:026-224-5041

265万円

(0)

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

265万円

賑わい演出事業補助金
(中心市街地おもてなし演出事業）

265万円

中央通りの拡幅された歩道等の道路空間を活用
したテント市、お蔵市や軽トラ市の開催、飲食店
等が創意工夫しお客様をおもてなしする新たな取
組みとして「バル街」イベントを実施し、イベン
ト終了後のリピーターの確保につなげる事業な
ど、商業活動の活性化につながる活動を支援す
る。
・道路空間を活用した賑わい創出事業
・店舗を活用した賑わい創出事業

拡

買い物客や観光客等が歩いて楽しめる“まちな
み”につなげるため、のれん・手作り看板等オリ
ジナルの装飾物やイルミネーションの設置、花の
装飾など、商店街団体等が実施する店舗や通りを
演出する事業活動を支援する。
・中心市街地おもてなし演出事業 ほか

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

(238万円)
27万円

拡

商店街活性化事業補助金
（中心市街地空き店舗等活用
事業補助金）

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

イベント事業補助金

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

1,685万円

(1,011万9千円)

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。
・中心市街地空き店舗等活用事業補助金
空き店舗等活用事業
空き店舗創業等支援事業
・集客に役立つ施設等活用事業補助金
・商店街事務局職員雇用事業補助金
・まちづくり協議会活動事業補助金
・商店街マップ作成事業補助金 ほか

673万1千円

2,152万円

(2,142万円)
10万円
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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。
・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ﾊﾞﾙ
善光寺表参道秋まつり ほか
・商店街イベント事業補助金

部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

商店街環境整備事業助成金等

商工振興課
TEL:026-224-5041
E-mail:shoukou@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）

3,105万1千円

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。
・商店街街路灯の建替及び改修助成金（LED化）
補助率
6/10
・電灯料助成金
・電源設置助成金 ほか

(1,511万2千円)
1,593万9千円

2,825万円

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
・ものづくり共創塾の開催
・ものづくりサロンの開催 ほか

商工振興課
TEL:026-224-8343
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

(2,743万4千円)
81万6千円

新

ものづくり産業等活性化支援事業

1,751万2千円
【債務負担行為】
平成25年度まで
600万円

商工振興課
TEL:026-224-8343
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

工場用地等取得事業助成金等

商工振興課
TEL:026-224-8343
E-mail:shoukou@city.nagano.lg.jp

産学行金連携による企業コーディネートサポー
トチームを編成し相談体制の充実を図るととも
に、補助金、融資制度をセットとしたパッケージ
型の研究開発支援策を新設し、中小企業の新技
術・新製品の開発の取組みを促進する。
また、ながのブランド郷土食やものづくり人材
育成講座を開催するとともに、ものづくり・情報
通信関連産業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。

(750万円)
1,001万2千円

2億2,140万6千円

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】
平成27年度まで
3億2,300万円

・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 ほか

(2億2,514万5千円)
△373万9千円
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
新

エムウェーブ次世代エネルギー
パーク整備事業

2,050万円

市民等が太陽光発電、風力発電等の再生可能エ
ネルギーを身近に体験し、楽しみながら理解を深
められるよう、エムウェーブに次世代エネルギー
パークを整備する。
・基本計画策定業務委託
・実施設計業務委託

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

(0)
2,050万円

新

新1200万人観光交流推進補助金

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

3,900万円

平成24年度から28年度までの５か年計画として
策定した「新1200万人観光交流推進プラン」に基
づき、重点戦略として位置づけたテーマ別キャン
ペーンとして、24年度は「四季の彩り」をテーマ
としたキャンペーンを実施する。

(0)
3,900万円

拡

広域観光協議会負担金

観光課
TEL:026-224-8316

878万3千円

(313万７千円)

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

564万6千円

文化コンベンション施設整備事業

1億4,643万3千円

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

国の観光圏整備事業に基づき新たに設立した
「信越観光圏協議会」に対する負担金のほか、周
辺自治体等との連携により観光誘客を図る各種広
域観光協議会に対し負担金を支出する。

(6億253万8千円)
△4億5,610万5千円
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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15年以上が
経過し、経年劣化により設備が老朽化しているこ
とから、昨年度に引き続き、計画的に大規模改修
を行う。
・ビッグハット空調機整備(オーバーホール)
・ビッグハット正面玄関タイル張り替え
・若里市民文化ホール屋外階段タイル張り替え
ほか

部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

オリンピック記念アリーナ施設整
備事業

2億5,917万2千円

オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）は
開設から15年以上が経過し、経年劣化により設備
が老朽化していることから、昨年度に引き続き、
計画的に大規模改修を行う。
・照明設備改修
・ガスエンジンフルオーバーホール ほか

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

(1億4,083万9千円)
1億1,833万3千円

観光・コンベンション事業助成金

1億3,506万8千円

（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事業及
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 ほか

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

(1億3,595万6千円)
△88万8千円

拡

大岡観光施設整備運営事業

観光課
TEL:026-224-8316

2,777万8千円

聖山パノラマスキー場廃止後の大岡地域の観光
振興を図るため、旧スキー場及びその周辺での誘
客のための施設整備を行い、大岡地域の住民も参
画しながら事業を実施する。
・遊歩道整備工事
・不要建物解体
・苗木購入
ほか

(471万7千円)

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

2,306万1千円

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]

9,580万円

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。
・飯綱高原スキー場の管理運営

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

(9,580万円)
0
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部局名：産業振興部

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

鬼無里大岡観光施設運営事業
[鬼無里大岡観光施設事業特別会
計]

6,840万円

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。
・鬼無里地域施設の管理運営及び整備
・大岡地域施設の管理運営及び整備

観光課
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]

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

(6,310万円)
530万円

2億2,610万円

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・牧場の整備及び管理を行い、更なる
誘客を図る。
・戸隠キャンプ場排水水路整備
・戸隠スキー場リフトオーバーホール整備
・戸隠スキー場やなぎらん施設改修 ほか

(2億9,710万円)
△7,100万円
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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

地籍調査

3,598万9千円

土地に係るトラブルの未然防止や土地取引の円
滑化を図るため、一筆ごと土地の境界を調査し面
積測量等を実施する。
・地籍調査
戸隠地区 外２地区
・地籍調査錯誤修正

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

道路新設改良

(3,258万7千円)
340万2千円

25億3,691万2千円

【債務負担行為】
平成27年度まで
5億5,500万円
道路課
TEL:026-224-5045
E-mail:douro@city.nagano.lg.jp

橋りょう新設改良

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

交通安全施設等整備

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

円滑な道路ネットワークの構築及び日常生活を
支える道路の機能性・利便性を高めるため、市道
の新設・改良事業を実施する。
・広域道路網整備
古里327号線
・生活道路網整備
畑山一ノ瀬線

外17事業
外41事業

(26億2,201万8千円)

△8,510万6千円

1,600万円

日常生活や緊急時に安心して通行ができるよ
う、橋りょうの架け替えを実施する。

(1,700万円)
△100万円

6億200万円

交通安全対策を推進するため、歩道整備、交差
点改良及び自転車走行環境整備などの交通安全施
設の整備や道路防災事業を実施する。
主な事業
・東福寺稲里線歩道整備
・長野南245号線交差点改良
・上松畑山線道路防災
外22事業

（5億6,500万円）
3,700万円
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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

通学路整備

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

河川水路改修

河川課
TEL:026-224-5046
E-mail:kasen@city.nagano.lg.jp

傾斜地保全対策

3,800万円

児童・生徒の通学時における通行の安全を確保
するため、通学路の舗装、防護柵等を整備する。

(3,800万円)
0

4億6,347万5千円

(5億3,401万7千円)
△7,054万2千円

8,265万円

浸水被害を防止するため、流出抑制を考慮した
総合的な雨水対策に基づいた河川水路を整備する
とともに、環境保全に配慮した良好な水辺空間の
整備を実施する。
・河川水路改修
（牛島排水路改修 外８事業）
・雨水貯留施設整備
（雨水貯留施設設置 外１事業）
・河川親水施設整備
（県補・千曲川桜づつみ 外２事業）

地すべり・がけ崩れ等から人命及び財産を守る
ため、傾斜地保全等の小規模な対策工事を実施す
る。
・地すべり対策
・危険渓流対策
・急傾斜地崩壊対策県工事負担金

河川課
TEL:026-224-5046
E-mail:kasen@city.nagano.lg.jp

除雪機械等整備

(5,275万円)
2,990万円

2,520万円

冬期間の道路交通を確保するとともに、除雪体
制の維持を図るため、市道除雪に使用する市所有
の除雪機械を計画的に更新する。
・８t級除雪ドーザー ２台（戸隠支所分）

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

（2,486万9千円）
33万1千円
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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

橋りょう安全点検管理

2,250万円

主要道路に架かる橋りょうの防災及び安全の確
保を図るため、橋りょうの劣化及び損傷箇所の補
修・補強を実施する。
・調査設計委託
・維持修繕工事

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

市営住宅等管理運営

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

長谷こ線橋 （篠ノ井）
家老橋 （鬼無里）

(7,320万円)
△5,070万円

2億4,969万3千円

入居者が安心して暮らせる環境の整備と、良質
な住宅の供給を推進するため、入居者の募集や修
繕など、市営住宅等の管理運営を実施する。

(2億4,913万8千円)
55万5千円

新

住宅リフォーム補助金

1億413万2千円

緊急経済対策として地元経済の活性化を図るた
め、市民が行う地元業者による住宅リフォーム工
事に対し、補助金を交付する。
・対象経費の15％、限度額15万円

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

(0)
1億413万2千円

拡

特定建築物等耐震診断補助金

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

1,243万円

(1,243万円)
0
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地震による建築物の倒壊被害を防止するため、
特定建築物及び非木造戸建住宅の所有者が行う耐
震診断に要する経費に対し、補助金を交付する。
特定建築物のうち「緊急輸送道路等沿道建築物」
については、補助金の上限額を現行の120万円から
200万円に増額する。
・多数の者が利用する
一定規模以上の建築物
・緊急輸送道路等沿道建築物
・非木造戸建住宅

5件
3件
5件

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

住宅耐震補強事業補助金

3,600万円

地震による住宅の倒壊被害を防止するため、個
人住宅の所有者が行う耐震補強に要する経費に対
し、補助金を交付する。
・耐震補強工事補助 60件

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

住宅耐震対策

(2,400万円)
1,200万円

1,133万7千円

地震に対する市民の意識高揚を図り、災害に強
いまちづくりを推進するため、昭和56年以前に建
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。
・簡易耐震診断
50件
・精密耐震診断 300件

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

(858万円)
275万7千円
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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

土地利用計画

210万円

区域区分や用途地域の見直しなど、地区の実態
に沿った土地利用計画を策定する。
・用途地域変更資料作成
・地域地区標識設置
・縦覧基本図修正

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

総合交通計画

(305万円)
△95万円

400万円

都市交通の将来像を示し、その実現を目指す総
合交通計画を策定する。
・都市計画道路網検討調査
・ごみ処理施設関連構想路線検討

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

中央通り歩行者優先道路化事業

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

長野駅善光寺口駅前広場整備事業

(690万円)
△290万円

1億7,335万3千円

・全体計画
期間 平成20年度～25年度
内容 Ｌ＝700ｍ Ｗ＝18ｍ
・平成24年度事業内容
道路改良工事 L=200m ほか

(2億590万6千円)
△3,255万3千円

3億9,100万円
【債務負担行為】
平成26年度まで
45億5千万円

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

善光寺の表参道である中央通りを、歩行者優先
型道路として整備する。

(5億277万円)
△1億1,177万円
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バリアフリーに対応した、利用者が使いやすく
交通結節点にふさわしい長野駅善光寺口駅前広場
を整備する。
・全体計画
期間 平成20年度～26年度
内容 駅前広場面積 Ａ＝6,800㎡
・平成24年度事業内容
整備工事 ほか

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

街路北部幹線（Ⅲ）改良

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

松代地区歴史的道すじ整備

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

古牧中部土地区画整理

区画整理課
TEL:026-224-5053
E-mail:kukaku@city.nagano.lg.jp

組合施行土地区画整理

16億7,800万円

(9億2,950万円)
7億4,850万円

1,230万円

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。
・全体計画
期間 平成19年度～29年度
内容 Ｌ＝1,240ｍ Ｗ＝22ｍ
・平成24年度事業内容
JR委託
１式
地下道土留工
道路築造工
雨水調整池１式
用地取得、移転補償 ほか

松代地区の活性化と歴史的環境保全を図るた
め、松代地区内の街路を整備する。
・全体計画
期間 平成８年度～24年度
内容 Ｌ＝4,060ｍ Ｗ＝４～10ｍ
・平成24年度事業内容
道路改良工事 代官町西条線 L=40m W=４m
松代西153号線 L=100m W=５m

(6,048万円)
△4,818万円

940万3千円

公共施設の整備改善と土地利用の増進を図るた
め、市施行の土地区画整理事業を実施する。
・全体計画
期間 平成12年度～24年度
面積 8.5ha
・平成24年度事業内容
換地処分 ほか

(1,375万9千円)
△435万6千円

9,000万円
公共施設の整備改善と土地利用の増進を図るた
め、組合施行の土地区画整理事業を支援する。
・水沢上庭土地区画整理
期間 平成22年度～28年度
面積 20.3ha

区画整理課
TEL:026-224-5053
E-mail:kukaku@city.nagano.lg.jp

(8,598万円)
402万円
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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

篠ノ井中央地区公園建設

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

2億55万3千円

(2億5,046万2千円)
△4,990万9千円

スポーツ・レクリエーション、文化活動等のほ
か、市民が花や緑に関する情報を学習したり、緑
化活動などを行う「緑育事業」を実践する場とな
る都市公園を整備する。
・全体計画
期間 平成13年度～26年度
面積 約 6.0ha
・平成24年度事業内容
修景施設工、園路広場整備工、防災備蓄倉庫
建築 ほか

拡

茶臼山動物園再整備

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

緑育推進事業

2億9,114万円

(750万円)
2億8,364万円

1,800万円

茶臼山動物園のバリアフリー化と利便性向上の
ため、北口駐車場から動物園北口までのモノレー
ルを設置する。また、茶臼山エリア全体の活性化
を目指し、動物園と自然植物園の一体的整備を図
るため、植物園の植栽と給水設備などを整備す
る。
・平成24年度事業内容
モノレール設置工及び地すべり対策工設計
モノレール設置工(L=130m)、地すべり対策工
植物園園路及び駐車場測量
植栽工、給水整備工 ほか

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。
・ながの緑育協会への補助

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

(1,364万9千円)

※「緑育」とは、「緑を育てる」という共通の
取組を通じて、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。

435万1千円

新

南長野運動公園総合球技場再整備

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

800万円

(0)
800万円
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ＡＣ長野パルセイロがホームスタジアムとして
使用している南長野運動公園総合球技場につい
て、Ｊリーグ基準を充たす座席数や諸室などの改
修に向け、全体計画の検討を行う。

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

権堂Ｂ－１地区市街地再開発事業

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

善光寺周辺地区街なみ環境整備

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

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

信州新町地区街なみ環境整備

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

8,325万6千円

(1億1,540万円)
△3,214万4千円

1億4,990万9千円

権堂駅前地区での土地の高度利用、都市機能の
更新及び中心市街地の活性化を図るため、都市計
画事業としての再開発事業に対し、補助金を交付
する。
・全体計画
期間 平成21年度～26年度
面積 約0.6ha
・平成24年度事業内容
事業計画作成、地盤調査、実施設計、権利変
換計画作成

善光寺門前町にふさわしい景観を整備・保全す
るため、電線類の地中化等を行い、街なみ環境を
整備する。
・全体計画
期間 平成13年度～27年度
面積 約13.5ha
・平成24年度事業内容
院坊通り電線類地中化工事

(1億147万7千円)
4,843万2千円

4,380万1千円

(7,458万4千円)

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。
・全体計画
期間 平成14年度～27年度
面積 約72ha
・平成24年度事業内容
殿町代官町線他道路美装化工事
旧松代藩鐘楼広場整備工事

△3,078万3千円

404万7千円

(741万9千円)
△337万2千円
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信州新町地区の特性を生かして、安全で明るく
ゆとりとうるおいのある住環境の整備と、伝統的
な街なみを保全したまちづくりを推進するため、
小公園整備及び修景助成等を行い、街なみ環境を
整備する。
・全体計画
期間 平成20年度～30年度
面積 約38ha
・平成24年度事業内容
小公園整備工事、住宅等の修景助成

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

戸隠地区街なみ環境整備

200万円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179

(0千円)

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

200万円

中心市街地歩行者用案内標識整備

250万円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179

(0千円)

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、地区内の伝統的建造物、工作
物などの基礎調査を実施する。

新

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

250万円
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中心市街地にある歩行者用案内標識について、
イメージ図・記号による施設表示や複数の言語に
よる表記など、すべての人が使いやすい案内標識
に更新、整備するための実施計画を策定する。

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

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

33億9,870万円

(29億9,911万2千円)

3億9,958万8千円
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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。
・全体計画
期間 平成５年度～28年度
面積 58.2ha
・平成24年度事業内容
整備事業に関する移転
建物移転
78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＝1,235ｍ
区画・特殊道路整備工事 Ｌ＝1,445ｍ
街区整地工事
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

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

8,034万円

(6,359万9千円)
1,674万1千円

工事検査事務

1,003万3千円

検査課
TEL:026-224-5013

(350万1千円)

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

現金及び有価証券の出納・保管、支出負担行為
の確認、決算の調製を行うとともに、資金計画に
基づき、公金の安全確実な運用を行う。
また、トータル収納サービスを利用したコンビ
ニ納付及びペイジー納付の導入準備をする。

653万2千円
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1件100万円以上の請負工事などが長野市契約規
則等に沿って、設計図書どおりに適正に履行され
ているか確認するため、厳正かつ公正な検査を行
う。
また、建設工事における施工の適正化と施工技
術の向上を図るための工事評定システムについ
て、改修を行う。

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

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

1,553万円

(1,332万2千円)
220万8千円
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本会議録・委員会会議録を作成するとともに
本会議録を市ホームページ等へ掲載する。
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

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

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

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

農業委員会活動事務

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

911万6千円

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。

(737万3千円)
174万3千円

459万9千円

各種監査の実施、監査結果の報告及び公表をす
る。

(460万6千円)
△7千円

67万3千円

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。

(58万4千円)
8万9千円

5,092万3千円

(5,015万9千円)
76万4千円
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農業委員会等に関する法律及び農地法等に係る
業務を行う。

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

小・中学校耐震補強

15億5,672万6千円
【債務負担行為】
平成25年度まで
2億4,616万2千円

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

耐震性能を確保するため、耐震診断の結果に基
づき、校舎の耐震補強設計と耐震補強工事を実施
する。
・小学校耐震補強設計 １４棟
・小学校耐震補強工事 １１棟
・中学校耐震補強設計
４棟
・中学校耐震補強工事
１棟

(18億3,626万9千円)

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △2億7,954万3千円

三輪小学校校舎改築

2億670万7千円
【債務負担行為】
平成25年度まで
2億1,018万9千円

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

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 平成21年度～25年度
・事業費 11.1億円
・南校舎改築 木造2階建 1,095㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借・既存建物解
体・建築主体・電気設備・機械設備工事ほか

(5億2,376万3千円)

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △3億1,705万6千円

川中島小学校校舎改築

4億5,723万5千円

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 平成22年度～25年度
・事業費 約9億円
・北校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,093㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借・建築主体
電気設備・機械設備工事ほか

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

(2億8,118万1千円)
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp
1億7,605万4千円

青木島小学校校舎改築

9億1,604万3千円

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

(4億1,149万8千円)
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp
5億454万5千円
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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 平成22年度～25年度
・事業費 約13.6億円
・南校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,424㎡
・昇降口棟改築 鉄筋コンクリート造3階建
1,014㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借・建築主体
電気設備・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

昭和小学校校舎改築

5,342万7千円

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎の実
施設計等を実施する。

【債務負担行為】
平成25年度まで
1,857万4千円

・事業期間 平成23年度～27年度
・事業費 約12.2億円
・南校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建
2,390㎡
・平成24年度事業 実施設計・アスベスト分析調
査・敷地地盤調査・仮設校舎借料ほか

平成27年度まで
2億1,109万5千円
教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

松代小学校校舎改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

(609万円)
4,733万7千円

6億8,982万4千円

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。

【債務負担行為】
平成25年度まで
8億1,827万6千円

・事業期間 平成23年度～25年度
・事業費 約17.3億円
・南校舎改築 木造2階建 3,900㎡
・平成24年度事業 杭地業・受変電設備更新
建築主体・電気設備・機械設備工事ほか

(8,412万2千円)
6億570万2千円

新

西条小学校屋内運動場改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

通明小学校校舎改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

2,900万8千円

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場の実施設計等を実施する。
・事業期間 平成24年度～26年度
・事業費 約3.7億円
【既存建物】
・屋内運動場改築 鉄骨造1階建 549㎡
・平成24年度事業 実施設計・アスベスト分析調
査・敷地地盤調査

(0)
2,900万8千円

3億8,153万4千円

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。

【債務負担行為】
平成26年度まで
3,342万1千円

・事業期間 平成23年度～26年度
・事業費 約19.6億円
・北校舎・昇降口棟改築
鉄筋コンクリート造3階建 3,478㎡
・屋内運動場解体 鉄骨造1階建 967㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借・受変電設備更
新・既存建物解体ほか

(9,202万円)
2億8,951万4千円

- 63 -

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

吉田小学校校舎・屋内運動場改築

4億2,512万円
【債務負担行為】
平成25年度まで
2,256万3千円

平成27年度まで
5,034万9千円
教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

安茂里小学校校舎改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

櫻ヶ岡中学校校舎・屋内運動場
改築

・事業期間 平成22年度～27年度
・事業費 約25.4億円
・北校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,554㎡
・西校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建
657㎡
・屋内運動場改築 鉄筋コンクリート造2階建
2,744㎡
・平成24年度事業 実施設計・アスベスト分析調
査・仮設校舎賃借・受変電設備更新・既存建物
解体・杭地業ほか

(9,000万9千円)
3億3,511万1千円

2億3,335万4千円

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。

【債務負担行為】
平成25年度まで
3億5,578万1千円

・事業期間 平成22年度～25年度
・事業費 約6.5億円
・東校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 1,050㎡
・平成24年度事業 実施設計・アスベスト分析調
査・仮設校舎賃借・受変電設備更新・既存校舎
解体・杭地業・建築主体・電気設備・機械設備
工事ほか

(3,034万8千円)
2億300万6千円

3億4,847万7千円

【債務負担行為】
平成26年度まで
12億8,479万9千円
教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎・屋
内運動場の改築工事を実施する。

(8億592万5千円)

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎・屋
内運動場の改築工事を実施する。
・事業期間 平成20年度～26年度
・事業費 約31.4億円
<既存建物・2期工事>
・中校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,535㎡
・昇降口棟 鉄筋コンクリート造2階建 953㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借
既存校舎解体・杭地業・建築主体・電気設備
機械設備工事ほか

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △4億5,744万8千円

裾花中学校校舎改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

1,707万3千円

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 平成21年度～24年度
・事業費 約13.4億円
・中校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 1,514㎡
・南校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,099㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借

(10億5,606万4千円)

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △10億3,899万1千円
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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

東部中学校校舎改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

2億9,029万6千円

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 平成22年度～25年度
・事業費 約13.3億円
・西校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 3,030㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借・建築主体
電気設備・機械設備工事ほか

(4億5,149万1千円)

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △1億6,119万5千円

篠ノ井西中学校校舎・屋内運動場
改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

2,037万8千円

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎・屋
内運動場の改築工事を実施する。
・事業期間 平成20年度～24年度
・事業費 約12.7億円
・北校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,900㎡
・屋内運動場改築 鉄骨造2階建 1,400㎡
・平成24年度事業 仮設校舎賃借

(8億1,250万4千円)

E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △7億9,212万6千円

篠ノ井東中学校校舎・屋内運動場
改築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

3億2,453万8千円

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎・屋
内運動場の実施設計等を実施する。

【債務負担行為】
平成26年度まで
1億765万4千円

・事業期間 平成22年度～26年度
・事業費 約27億円
・北校舎改築 鉄筋コンクリート造2階建 2,312㎡
・中校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 2,640㎡
・屋内運動場改築 鉄筋コンクリート造2階建
1,183㎡
・平成24年度事業 実施設計・仮設校舎賃借
受変電設備更新ほか

(7,523万5千円)
2億4,930万3千円

新

川中島中学校校舎増築

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

2億6,518万5千円

生徒増及び35人学級編成に伴い教室が不足する
ため、校舎の増築工事を実施する。
・事業期間 平成23年度～24年度
・事業費 約2.9億円
・校舎増築 軽量鉄骨造2階建 582㎡
・平成24年度事業 実施設計・建築主体
電気設備・機械設備工事 ほか

(0)
2億6,518万5千円
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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

柳町中学校校舎・屋内運動場改築

4億2,513万8千円

耐震性能を確保するため、老朽化した校舎・
屋内運動場の改築工事を実施する。

【債務負担行為】
平成25年度まで
2,878万2千円

・事業期間 平成22年度～27年度
・事業費 約25.8億円
・南校舎改築 鉄筋コンクリート造3階建 4,470㎡
・屋内運動場改築 鉄骨造2階建 1,187㎡
・平成24年度事業 実施設計・アスベスト分析調
査・仮設校舎賃借・受変電設備改修・ポンプ室
建設・既存校舎解体・杭地業ほか

平成27年度まで
5,154万6千円
教育委員会総務課
TEL:026-224-5080
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp

(9,175万5千円)
3億3,338万3千円

拡

学校図書館運営

1億1,018万3千円

学校図書館の充実を図るため、図書館職員の手
当に対する補助金の交付や蔵書の購入を行う。
平成24年度は、学校図書館職員の手当に対する
補助金を増額する。
・24学級以下 1校当たり 67万2千円→ 84万円
・25学級以上 1校当たり 75万6千円→ 84万円

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

(9,875万7千円)
1,142万6千円

拡

情報教育推進

1億9,867万1千円

学校教育課
TEL:026-224-5081

(1億4,551万7千円)
E-mail:gakukyou@city.nagano.lg.jp
5,315万4千円

教育相談センター

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

2,322万3千円

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更新及び校務支援
システムの導入（拡大分）
・教育の情報化普及・定着
・光ファイバー回線使用料
・システム管理運営費
・メディアコーディネーター派遣

学校生活になじめない児童・生徒に関する教育
相談（来所相談、電話相談、学校訪問相談、家庭
訪問相談）を実施し、児童・生徒、保護者、学校
が抱える様々な悩みや不安を共感的に理解し、解
消に向け支援する。
・窓口（電話）相談指導員 ２名
・学校訪問相談指導員
７名
・家庭訪問相談員
７名

(2,327万1千円)
△48千円
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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

心の教育推進

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

2,691万4千円

(2,602万8千円)

不登校児童・生徒を対象の集団適応指導、学習
指導等を行う中間教室を運営する。また、不登校
となる児童・生徒は減少しているが、全国の構成
比と比較すると高い状況が続いており、その対策
が急務となっているため、児童・生徒の心理状態
や学級の状態を的確に捉えるため、全小・中学校
で実施の「Ｑ-Ｕ調査」の分析を外部委託し、速や
かに調査結果を得て、その予防に取り組む。
・中間教室の設置運営
・Ｑ－Ｕ調査事業（１回分の分析を事業者委託）

88万6千円

新

スクールソーシャルワーカー
活用事業

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

特別支援教育推進

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

118万4千円

不登校の原因にもなっている家庭が抱える悩み
等に対して、家庭や学校に社会福祉士又は精神保
健福祉士の資格を持つスクールソーシャルワー
カーを派遣し、相談や助言、関係機関との連携に
よる支援などを行う。

(0)
118万4千円

1億747万9千円

障害等により、特別な支援を必要とする児童・
生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、個に
沿った適切な就学の機会を確保するとともに、障
害等による学習上又は生活上の困難を克服できる
よう、相談・支援体制等の環境を整備する。
・心身障害児就学指導委員会
・特別支援教育支援員の配置
・学校巡回相談の実施

(1億598万2千円)
149万7千円

狭隘で老朽化した公民館を改築する。
大豆島公民館建設

2億7,148万9千円
・事業期間 平成22年度～24年度
・事業費 約11.2億円（支所含む。）
・平成24年度事業 建設工事

生涯学習課
TEL:026-224-5082
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

（1億6,515万1千円）

1億633万8千円
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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

狭隘で老朽化した公民館を改築する。
川中島町公民館建設

2億6,102万6千円
【債務負担行為】
平成25年度まで
2億8,451万5千円

生涯学習課
TEL:026-224-5082
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

地域公民館建設事業補助金

・事業期間 平成23年度～25年度
・事業費 約6億円
・鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）２階建1,245㎡
・平成24年度事業 解体工事、建設工事

（4,745万円）
2億1,357万6千円

3,462万5千円

地域公民館建設事業に要する経費に対し、予算
の範囲内で補助する。
・新築（２件）補助金
・増改築・補修補助金

生涯学習課
TEL:026-224-5082
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

(8,132万7千円)
△4,670万2千円

拡

放課後子どもプラン推進

生涯学習課
TEL:026-224-5082

6億3,438万9千円

放課後における安全で安心な子どもたちの居場
所として、既存施設の管理運営を行うとともに、
できるだけ早く全56小学校区において校内施設
（子どもプラザ）の設置など拡充を図り、「長野
市版放課後子どもプラン」を推進する。
平成24年度は、現行の44校区に加え、新たに７
校区で校内施設等を拡充する。また、開館時間の
延長については、４月から有料で実施する。

(5億8,011万5千円)

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

5,427万4千円

子どものための文化芸術プログラム

1,538万8千円

新

生涯学習課
TEL:026-224-7504
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

(0)
1,538万8千円
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子どもたちの心を育むため、親子で気軽に参加
できる鑑賞会・講演会などを開催するとともに、
長野児童合唱団・ジュニアコーラスを育成するた
めにワークショップの開催や発表機会の確保を図
る。
・音楽鑑賞会 2回
・演劇鑑賞会 2回、講演会1回
・ジュニア団体育成事業
合同ワークショップと発表会

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

文化芸術活動による地域の活性化
事業

生涯学習課
TEL:026-224-7504
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

211万2千円

学術機関と連携して、本市の音楽ホールを中心
とした文化環境の実情調査を行い、文化芸術の発
信地となるホールの活性化や地域の活性化につな
げるための研究を行うとともに、学術機関と市内
文化芸術団体のネットワーク作りについて、将来
的な方向性を探求する。

(0)
211万2千円

拡

街角に音楽があるまちづくり事業

280万円

多くの市民が集まる長野駅コンコースや中心市
街地で市民による合同コンサートを開催し、団体
の発表の機会と市民が気軽に鑑賞できる機会を確
保することにより、「まちなか」に音楽を通した
賑わいづくりを行う。
年12回開催

生涯学習課
TEL:026-224-7504
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

(137万円)
143万円

拡

野外彫刻ながのミュージアム

生涯学習課
TEL:026-224-7504
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

新御殿跡保存整備

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

2,151万2千円

日本有数の野外彫刻都市として、新たに中心市
街地に3作品を設置する。
・製作委託料、設置工事費
・野外彫刻めぐりの実施
・野外彫刻写真コンテストの実施
・野外彫刻賞選考会及び授賞式
・既設作品維持管理

(955万3千円)
1,195万9千円

2,171万3千円

破損の著しい国史跡新御殿跡（真田邸）を修理
復元し、史跡の歴史的価値を高め、生涯学習や観
光の拠点として積極的に公開活用する。
・事業期間 平成15年度～24年度
・事業費 約10.6億円
・平成24年度事業 四番・五番土蔵修理、鳥居
修理工事、事業報告書作成

（1億3,598万2千円)
△１億1,426万9千円
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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

大室古墳群保存整備

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

寺町商家保存整備

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

旧文武学校保存整備

6,141万8千円

(8,872万9千円)

平成９年に国史跡に指定された大室古墳群及び
周辺環境を保存整備し、公開の場として積極的に
活用することを目指して、入口部の史跡整備事業
を行う。
・事業期間 平成９年度～25年度
・事業費 約5.3億円
・平成24年度事業 古墳保存修理工事、環境整備
工事、遺構確認調査、遺構復元整備ゾーン基
礎調査

△27,311万円

8,259万7千円

松代城下町寺町の商家は貴重な歴史的建造物で
あり、「歴みち」の沿道に位置することから、歴
史的な街なみ景観を保存すると共に、明治時代の
貴重な町屋建造物として保存整備する。
・事業期間 平成23年度～26年度
・事業費 約3.8億円
・平成24年度事業 第一期工事(主屋棟、店舗棟
など)、実施設計(第二期・第三期工事)

（132千円）
8,246万5千円

2,358万4千円

破損の進む国史跡の旧文武学校の保存整備事業
を実施する。
・事業期間 平成23年度～28年度
・事業費 約3.9億円
・平成24年度事業 文庫蔵保存修理工事、文学
所等保存修理工事実施設計 ほか

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

国際競技大会等負担金

体育課
TEL:026-224-5083
E-mail:taiiku@city.nagano.lg.jp

(2,059万7千円）
298万7千円

5,375万円

（5,825万円）
△450万円
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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。
・長野オリンピック記念長野マラソン大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
・全日本スピードスケート選手権大会
・ジャパンカップスピードスケート競技会
・オリンピックデーラン
・全国高等学校総合体育大会（卓球・相撲）
・小中学生全国空手道選手権大会

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

冬季競技振興基金積立金

体育課
TEL:026-224-5083

2,565万1千円

オリンピックムーブメントを継承するととも
に、オリンピック施設の利用促進を図るため基金
を積み立て、長野市内で開催する冬季競技大会、
冬季スポーツ選手の育成、長野オリンピック記念
イベント等への助成を行う。

4,128万3千円

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

△1,563万2千円

（仮称）北部スポーツ・
レクリエーションパーク建設事業

3億942万6千円

拡

体育課
TEL:026-224-5083
E-mail:taiiku@city.nagano.lg.jp

市民がスポーツに親しみながら交流し、緑の中
で憩うことのできる施設を三才地籍に建設する。
・事業期間 平成15年度～25年度
・事業費 約22億円
・平成24年度事業
四季型屋内運動場、管理棟、多目的グラウンド
アクションスポーツ広場 ほか

(1億4,889万7千円)
1億6,052万9千円

社会体育館の新設・改修を行う。
社会体育館改修

体育課
TEL:026-224-5083
E-mail:taiiku@city.nagano.lg.jp

体育施設整備

体育課
TEL:026-224-5083
E-mail:taiiku@city.nagano.lg.jp

1億7,800万9千円
・更北体育館建設負担金
事業期間 平成23年度～25年度
事業費 約4.3億円
鉄筋コンクリート造２階部分 約1,000㎡
平成24年度事業 県建設負担金
・篠ノ井体育館水洗化工事

（5,931万3千円）
1億1,869万6千円

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。
・水泳場改修、庭球場改修
・運動場、河川敷運動場改修
・総合レクリエーションセンター改修
・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
（1億9,847万5千円） ・南長野運動公園総合運動場改修
△5,536万3千円

1億4,311万2千円
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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

配水管布設替事業
（水道事業）
［水道事業会計］

配水管理課
TEL:026－224-5073
E-mail:haisui@city.nagano.lg.jp

水源・浄水場等施設整備
（水道事業）
［水道事業会計］

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

配水管布設替等事業
（簡易水道事業）
［水道事業会計］

14億7,351万5千円

老朽化した送配水管の更新整備について、対象
地区を拡大して事業を推進し、赤水発生の解消と
水の安定供給を図る。そのほか、漏水や赤水が頻
発する配水管や他事業に関連して支障となる配水
管の布設替を行う。

(16億9,000万円)
△2億1,648万5千円

8億9,812万3千円
【債務負担行為】
平成26年度まで
7億6,000万円

水源や浄水場の老朽化した施設の整備及び更新
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。
・川合新田水源、西沖水源等施設整備
・犀川浄水場、夏目ヶ原浄水場、寺尾浄水場等施
設整備

(8億5,786万1千円)
4,026万2千円

8億8,917万円

老朽化した簡易水道送配水管の更新整備を行
い、漏水の解消と水の安定供給を図る。そのほ
か、簡易水道事業の水道事業への統合に向け、水
源対策や浄水場の整備、次亜塩素注入機や流量計
等の設置を行う。

配水管理課
TEL:026－224-5073
E-mail:haisui@city.nagano.lg.jp

サービスセンター
TEL:026－241-1132
E-mail:servicec@city.nagano.lg.jp

公共下水道事業
（東部処理区）
［下水道事業会計］

下水道建設課
TEL:026-224-5074

(6億5,489万9千円)
2億3,427万1千円

9億4,097万円
【債務負担行為】
平成25年度まで
7,400万円

E-mail:g-kensetsu
@city.nagano.lg.jp

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

(8億3,162万3千円)
1億934万7千円
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主に長野市街地及びその周辺地区の汚水及び雨
水管渠の整備を行うほか、東部終末処理場（東部
浄化センター）の処理施設等の更新及び整備を行
う。

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事業
（下流・上流処理区）
［下水道事業会計］

下水道建設課
TEL:026-224-5074
E-mail:g-kensetsu
@city.nagano.lg.jp

特定環境保全公共下水道事業
（飯綱・下流・戸隠高原・豊岡・
鬼無里・新町・中条処理区）
［下水道事業会計］

40億5,914万円

下流処理区では主に古里・長沼・朝陽地区の汚
水管渠、朝陽・柳原・若穂地区等の雨水管渠及び
北堀雨水調整池・堀中島雨水ポンプ場の整備を、
上流処理区では主に更北・川中島・篠ノ井・松代
地区の汚水及び雨水管渠の整備を行う。
汚水は県の千曲川流域下水道終末処理場（下
流・クリーンピア千曲、上流・アクアパル千曲）
に流入し処理される。

(39億3,780万円)
1億2,134万円

5億560万円

下水道建設課
TEL:026-224-5074

飯綱処理区（上ヶ屋地区）、下流処理区（若
穂・松代地区）の汚水管渠の整備を行う。
汚水については、飯綱処理区は東部終末処理場
（東部浄化センター）に、下流処理区は県の千曲
川流域下水道終末処理場（クリーンピア千曲）
に、戸隠高原・豊岡・鬼無里・新町・中条処理区
は当該地区の処理場にそれぞれ流入し処理され
る。

E-mail:g-kensetsu
@city.nagano.lg.jp

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

戸別浄化槽事業
［下水道事業会計］

下水道建設課
TEL:026-224-5074
E-mail:g-kensetsu
@city.nagano.lg.jp

(5億9,070万円)
△8,510万円

7,895万2千円

(1億789万2千円)
△2,894万円
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公共下水道事業及び農業集落排水事業の排水区
域外の区域に合併浄化槽を設置する。

部局名：消 防 局

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額
拡

大規模災害緊急整備事業
自主防災組織強化
防災資機材等購入費補助金

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

1,073万6千円

「東日本大震災」を踏まえ、大規模災害をはじ
め各種災害発生時における消防体制の強化と、自
主防災組織の育成支援を図る。
・災害対応マニュアルの作成
（消防職員・消防団員へ配布）
・衛星携帯電話の更新、災害用モバイルPCの整備
・防災指導員の育成強化と防災マップの作成支援
・防火防災訓練補助金の増額

(752万7千円)
320万9千円

拡

消防職員研修

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

消防車両整備
広域消防車両整備
飯綱・七二会分署消防車両整備

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

消防救急無線デジタル化整備

通信指令課
TEL:026-226-0119
E-mail:tuushin@city.nagano.lg.jp

2,502万1千円

（2,505万円）

各種災害も複雑多様化、大規模化してきている
ため、高度な技術、専門知識を有する職員を育成
する。
また、特に増大する救急需要に対し、迅速かつ
的確に対応するため、救急隊員資格者を独自に養
成し、救命率の向上を図る。
・消防大学校等への派遣研修
・各種資格者の養成
・長野市救急隊員養成研修の実施

△2万9千円

2億4,260万8千円

（1億4,325万1千円)
9,935万7千円

7,089万9千円

計画に基づいた消防車両の更新・整備を行い消
防体制の強化を図るとともに、高度救命処置用資
機材を導入し、高規格救急車として運用すること
により、救命率の向上を図る。
・高規格救急車、
消防ポンプ車の新規配置（東部分署）
・高規格救急車の更新（中央消防署）
・救助工作車の更新（篠ノ井消防署）
・タンク工作車の更新（信濃町分署）
・高度救命処置用資機材の導入（七二会分署）

災害対応における重要手段である消防救急無線
について、現行のアナログ形式からデジタル形式
に変更するとともに、大規模災害にも対応できる
通信手段を確保することにより、消防救急体制の
充実を図る。
・平成24年度
東北信7消防本部共同による実施設計

(4,300万円）
2,789万9千円
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部局名：消 防 局

事

業

名

予 算 額

事 業 内 容

(前年度予算額)
対前年度増減額

（仮称）東部分署整備

2億3,265万3千円

各種災害における被害の軽減、救命率の向上を
目指し、消防施設整備計画に基づき、第二東部工
業団地内に消防分署を新設し、消防体制の充実強
化を図る。
・平成24年11月業務開始予定

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

(2億3,558万4千円)
△293万1千円
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市の花「リンゴの花」

市 民 憲 章

市の木「シナノキ」

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

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 026-224-5067
E-mail zaisei@city.nagano.lg.jp
URL http://www.city.nagano.nagano.jp/

