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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

本庁舎施設改修

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

6,387万8千円

市役所第二庁舎施設や城山分室等について、
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。
・第二庁舎中央監視端末装置改修工事
・第二庁舎設備改修設計業務委託
・城山分室受電設備更新工事
ほか

(2,400万円)
3,987万8千円

4,479万4千円

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

篠ノ井市民会館等維持修繕

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

情報公開

(4,325万円)
154万4千円

1,246万3千円

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
ほか

(1,296万円)
△49万7千円

129万4千円

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

(127万6千円)
1万8千円
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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

個人情報保護

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

(27万1千円)
0

2,906万4千円

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

住居表示実施

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

人事管理

(2,611万7千円)
294万7千円

436万9千円

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。

(425万5千円)
11万4千円

6,336万6千円

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

(6,493万5千円)
△156万9千円
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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

職員研修

職員研修所
TEL:026-224-5008

1,623万5千円

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)

(1,650万6千円)

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

△27万1千円

基幹系システム再構築
【住民記録系・国民健康保険系】

4億7,548万円

拡

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

総合窓口支援システム整備

(1億2,272万円)

昭和60年に導入したホストコンピュータによる
住民記録データを共通利用する基幹系のシステム
を、順次、Ｗindowsサーバで稼動するオープン系
のパッケージシステムに移行し、再構築すること
により経費の節減及び業務の効率化を進める。
・事業期間 平成25年度～26年度
・対象業務 住民記録系(住民記録・印鑑登録)
国民健康保険系(国民健康保険・国
民年金）

3億5,276万円

1億1,655万円

新第一庁舎の総合窓口フロアの開設に伴い、ラ
イフイベントに関連のある申請等について、ワン
ストップサービスを提供できるよう、総合窓口支
援システムを導入する。
・事業期間 平成25年度～26年度

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

(6,137万9千円)
5,517万1千円

拡

電子市役所推進

3億8,562万4千円

情報通信技術を利活用して「業務効率化」及び
「経費節減」を図るため、全庁ネットワークシス
テムを更改し、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。
・全庁ネットワークシステム更改
・事業期間 平成25年度～26年度

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

（2億7,885万1千円）

1億677万3千円
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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

1,324万円

ケーブルテレビ施設管理

合併地区で構築されたケーブルテレビの管理運
営を行う。
・老朽化した無停電電源装置、バッテリー等の修
繕
・ケーブルの幹線・支線等の修繕

情報政策課
TEL:026-224-7506

（2,267万6千円）

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

△943万6千円

拡

総合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

災害応急対策

4億9,160万円

(9,840万円)
3億9,320万円

6,203万8千円

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

2,414万9千円
危機管理防災課
TEL:026-224-5006
E-mail:kikibousai
@city.nagano.lg.jp

同報無線等整備

防災情報や災害情報を的確かつリアルタイムで
収集・分析し、状況に応じた災害応急対策の意思
決定を支援するシステムを整備する。
システムを整備、充実することにより効率的な
業務処理、防災関連情報の庁内共有を図るととも
に、迅速な市民等への情報提供を行い、市民の生
命、身体の保護及び被害の軽減を目指す。
・事業期間 平成25年度～26年度
・平成25年度事業内容 システム設計
・平成26年度事業内容 システム整備

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を進める。
・生活用品・救急用品（簡易トイレ、車椅子用
簡易トイレ、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）

(7,647万1千円)
△1,443万3千円

1,520万円

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

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

(1,610万円)
△90万円
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２か所
６か所

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

新型インフルエンザ対策

64万2千円

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
防物品を備蓄する。
・感染予防物品
（手指消毒液、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

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

(98万6千円)
△34万4千円

907万4千円

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。
・公共施設白書に基づく公共施設マネジメント指
針の策定
・新庁舎総合窓口の構築

(1,184万6千円)
△277万2千円

22万1千円

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。

(40万6千円)
△18万5千円

1,304万5千円

(1,304万5千円)
0
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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。

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

市役所第一庁舎・長野市民会館
建設

110億876万9千円
【債務負担行為】
平成27・28年度まで
6億4,920万2千円

第一庁舎・長野市民会館建設事務局
TEL:026-224-7494
(19億6,491万8千円）
E-mail:city-hall
90億4,385万1千円
@city.nagano.lg.jp
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両施設の老朽化及び耐震化対応のため、平成26
年度の竣工を目指して建設する。
新市役所第一庁舎は防災拠点機能の強化と市民
の利便性向上が図れる施設とし、新市民会館は質
の高い文化芸術拠点とする。
・事業期間 平成23年度～28年度
・平成26年度事業内容 本体建設工事

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
新

姉妹都市提携55周年記念事業

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

国際交流事業補助金

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

773万7千円

本年、米国クリアウォーター市との姉妹都市提
携55周年を迎えた。半世紀以上にわたる良好な関
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、相互訪問による記念
事業を実施する。
平成26年度は、市長、市議会議長、教育長をは
じめ、市民で構成する親善訪米団を組織し、同市
に派遣する。

(0)
773万7千円

200万円

市民の手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。

(200万円)
0

拡

ながのシティプロモーション

秘書課
TEL:026-224-5023
E-mail:hisyo@city.nagano.lg.jp

4,710万9千円

より活力ある地域づくりを進めるため、緊急雇
用創出事業を活用した本市の魅力の掘り起こし等
を実施する他「ながのシティプロモーション実行
委員会」が行う事業に対して負担金を支払う等に
より、本市の対外的な認知度や都市イメージの向
上を目指す。

(1,633万9千円)
3,077万円

新

ウェルカム長野2015実行委員会
負担金

秘書課
TEL:026-224-5023
E-mail:hisyo@city.nagano.lg.jp

515万4千円

(0)
515万4千円
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新幹線延伸・善光寺御開帳を見据えて設立され
た実行委員会が行う事業に対して負担金を支出
し、おもてなしの向上とにぎわいづくり、観光地
としての長野の魅力の向上などに、関係団体と連
携して総合的に取り組む。

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

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

168万7千円

第四次長野市総合計画後期基本計画（平成24年
度～28年度）の着実な推進に向けて、総合計画審
議会とともに進行管理を行う。また、人口減少時
代に対応したまちづくりの方向性をまとめ、次期
総合計画策定時の骨子としていく。

(286万3千円)
△117万6千円

1億4,999万1千円

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

(1億3,663万4千円)
1,335万7千円

拡

ホームタウンながの推進事業

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

2,604万7千円

地域密着型スポーツチームである「ＡＣ長野パ
ルセイロ」への支援を通じて、ホームタウンとし
ての一体感の醸成や結束力の向上を図ることで、
スポーツを通じたまちの活性化を目指す。
・ＡＣ長野パルセイロへの出資
・ＡＣ長野パルセイロホームゲーム
平均観客3,000人プロジェクト事業
・スポーツ交流事業
など

(762万2千円)
1,842万5千円

9,612万1千円

(1億20万9千円)
△408万8千円
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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。

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

インターネット広報

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

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

旧屋代線代替交通補助金

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

2,790万8千円

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、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。

(2,719万1千円)
71万7千円

1億4,901万1千円

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。
また、老朽化したバス車両を更新する。

(1億1,566万6千円)
3,334万5千円

4,981万6千円

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３路線の運行事業者
に対して、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、保科温泉線

(4,887万4千円)
94万2千円

6,451万円

地域住民の移動手段を確保するため運行する、
長野電鉄旧屋代線の廃止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
長野駅～綿内駅
松代駅～須坂駅（高速便）

(7,977万5千円)
△1,526万5千円
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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

コミュニティバス運行事業補助金

交通政策課
TEL:026-224-5012

5,593万5千円

地域循環バス及び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、松代、茶臼山
・乗合タクシー
若里・更北線、大室線、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

(4,753万8千円)

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

839万7千円

中山間地域輸送システム運行費
補助金

1,450万円

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
シーの運行に対し、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

長野市公共交通活性化・再生協議
会負担金

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

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

(1,525万5千円)
△75万5千円

1,132万6千円

バス共通ＩＣカード「KURURU」の運営を行う長
野市公共交通活性化・再生協議会に対し負担金を
支出する。

(1億302万2千円)
△9,169万6千円

2,786万9千円

(4,594万8千円)
△1,807万9千円
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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㈱
レール重軌条化、マクラギのPC化、踏切保安
施設更新 等
・しなの鉄道㈱
車両改造、集中監視装置改良、列車無線中央
装置・遮断装置更新 等

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

北しなの線（長野以北並行在来線） 1億3,970万7千円
運行対策

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

(4,440万2千円)

北しなの線（長野以北並行在来線）が東日本旅
客鉄道株式会社から経営分離されることに伴い、
しなの鉄道株式会社が行う開業準備に要する経費
に対し、県・沿線自治体と協調して補助金を交付
する。
・車両改造
・システム(輸送・電力指令、乗車券発券)改修
・指令等設備分離
・長野駅出札窓口新設

9,530万5千円

拡

北しなの線（長野以北並行在来線）
新駅設置検討

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

1,250万円

北しなの線（長野以北並行在来線）の北長野・
三才駅間への新駅設置の合意形成に向け、平成24
年度の調査結果を基に、事業費見込額、利用者数
及び費用対効果等に係る詳細調査を行う。

(0)
1,250万円

拡

千曲川新道活性化

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

交通安全教育

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

2億3,783万8千円

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・遊歩道の詳細設計、路線測量
・自転車道・遊歩道の整備工事
・踏切道の測量設計
・綿内駅前ロータリー改良工事

(1億3,179万1千円)
1億604万7千円

735万6千円

市民の交通事故を減少させるため、交通安全教
育の実施により市民の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
等

(425万1千円)
310万5千円
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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

ふるさとＮＡＧＡＮＯ応援団事業

150万円

・市政に対する提言
・観光や特産品など本市の魅力の情報発信 等

東京事務所
TEL:03-3261-7252
E-mail:tokyo-j@city.nagano.lg.jp

首都圏で活躍されている本市に縁のある方々を
「ふるさとＮＡＧＡＮＯ応援団」のメンバーと
し、高度な専門知識、豊かな経験、広い人脈を基
に産業振興をはじめとして市政全般を応援してい
ただく。

(93万5千円)
56万5千円
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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

地域いきいき運営交付金

都市内分権課
TEL:026-224-7615

2億9,409万1千円

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、自らが使途を
決定できる交付金として住民自治協議会に対し、
交付する。

(2億9,326万円)

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

83万1千円

住民自治協議会自立支援（事務局
長雇用経費）補助金

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住民自治協議会が雇
用する経費に対し、補助金を交付する。
・１地区当たり 上限120万円×32地区

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

(3,840万円)
0

900万円

地区課題の解決に前向きに取り組む住民自治協
議会を支援するため、市民等からなる選考委員
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、補助金を交付する。
・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)
△100万円

新

支所発 地域力向上支援金

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

1,600万円

地域力（地域の活性化や課題解決に向けた住民
の総合力）の向上を図ることを目的に、地域で活
動している様々な団体に対し、支所長の裁量によ
り、機動的かつ臨機応変に対応するとともに、地
区の状況に応じてその活動を支援するため、補助
金を交付する。
・１地区当たり 上限50万円×32地区

(0)
1,600万円
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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

地域おこし協力隊

4,115万2千円

田舎暮らしを希望する都市住民を受け入れ、地
域おこし協力隊員として委嘱し、農林業の応援、
水源保全・監視活動、住民の生活支援など「地域
協力活動」に従事しながら、その地域への定住・
定着を図るもの。
・中山間地域の５地区で導入予定

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

やまざとビジネス支援補助金

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

やまざと支援交付金

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

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

(0)
4,115万2千円

2,316万5千円

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 1,000万円以内
・補助率
10分の8以内

（2,017万円)
299万5千円

2,340万円

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、信州新町及び中条地区

(2,340万円)
0

820万2千円

（820万2千円）
0
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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とともに、市民自ら
の地域の課題解決への取り組みを支援するため、
市民が構成する団体が企画・実施する活動を公募
し、その費用に対し、補助金を交付する。

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

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

2億9,420万7千円

(2億9,148万7千円)
272万円
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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。
・LED化推進期間 平成24年度～平成29年度
・平成26年度事業内容
防犯灯（更新） 6,454灯

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

1,321万5千円

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。

(1,583万7千円)
△262万2千円

1億4,650万円

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、電算システムの改
修や運用を行うことにより、適正かつ迅速な課税
体制の整備を図る。

(1億3,727万2千円)
922万8千円

1億2,398万6千円

固定資産税・都市計画税について、土地評価シ
ステム化、賦課事務に係る電算システムの整備・
改修及び共用空間データ更新・整備を行い、公平
かつ適正な課税の推進を図る。

(2億7,036万円)

E-mail:sisanzei@city.nagano.lg.jp △1億4,637万4千円

地方税共同化事務

2,565万3千円

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
する長野県地方税滞納整理機構へ移管することに
より、市税のさらなる収納向上を図る。
・機構運営費負担金
… 2,565万3千円
・平成26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

(2,200万円)
365万3千円
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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

39億889万2千円

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・松代新斎場建設工事
・
〃
工事監理
・
〃
初度調弁

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

ほか

(13億8,943万2千円)

25億1,946万円

拡

地域振興支援

6,800万円

大峰・松代両新斎場の建設合意協定に基づき、
地元区の地域活性化及び地域振興を図るため、事
業実施する。
・東寺尾公民館改修工事費補助
・松代新斎場 周辺住宅下水道工事負担

市民課
TEL:026-224-7193
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

(0)
6,800万円

155億6,720万円

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、経営健全化に一層努め
る。
手術件数の増加に対応するため、手術室１室の
増設工事を行う。

(144億3,070万円)
11億3,650万円

370億8,950万円

(369億1,720万円)
1億7,230万円
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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

218万円

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

(238万9千円)
△20万9千円
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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、庁内関係各課と連携し、
総合的に施策を推進する。
また、平成26年度をもって第二次男女共同参画
基本計画が満了するため、第三次長野市男女共同
参画基本計画（平成27～31年度）を策定する。

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

地域福祉推進事業補助金

2,900万3千円

・地域福祉活動計画策定
（計画策定済
・地域福祉ワーカー設置

厚生課
TEL:026-224-5028
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。
５地区
27地区）
28地区

(2,927万5千円)
△27万2千円

新

生活困窮者自立支援

厚生課
TEL:026-224-7529
E-mail:kousei@city.nagano.lg.jp

1,573万5千円

(0)
1,573万5千円

生活保護支給

53億8,888万1千円

厚生課
TEL:026-224-7529

(51億6,466万3千円)

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

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。

2億2,421万8千円

福祉医療費給付

20億5,788万2千円

厚生課
TEL:026-224-7829

(21億761万4千円)

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

生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施に
より、自立を助長する。
長野県と共同し、就労その他の自立に関する相
談支援、支援計画の策定等を行う。

△4,973万2千円
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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。

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

災害時要援護者支援

厚生課
TEL:026-224-5028

146万5千円

(142万6千円)

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

3万9千円

民生・児童委員協議会活動補助金

9,892万9千円

災害時要援護者台帳システムを運用した「災害
時要援護者台帳」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」の情報を庁内関係
機関で共有し、避難支援に備える。
・地域における要援護者個々の避難支援計画作成
のため、地域防災関係者に情報提供をする。

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 定数868人
・地区協議会
37地区

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

（1億218万8千円）
△325万9千円

490万円

ふれあい福祉センター３階女子トイレの一部を
改修し車椅子対応可能なトイレを設置する。
また、経年劣化に伴う汚れ等を除去するため、
空調ファンコイルユニットのクリーニング等改修
工事を実施する。

(1,895万5千円)
△1,405万5千円

新

臨時福祉給付金給付

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

9億6,400万円

（0）
9億6,400万円
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消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負
担の影響に鑑み、基準日（平成26年1月1日）にお
いて本市の住民基本台帳に記録されている平成26
年度分市町村民税（均等割）が課税されていない
者（市町村民税（均等割）が課税されている者の
扶養親族等及び生活保護等の受給者を除く）に、
臨時福祉給付金を支給する。
・給付額 一人につき 1万円
・加算措置（老齢基礎年金受給者等）
一人につき５千円を加算

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

おでかけパスポート事業補助金

1億6,192万2千円

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１回 100円で市
内路線バス等を利用できるよう、バス会社２社に
対し、負担金を交付する。

高齢者福祉課

（2億3,234万円）

TEL:026-224-5029
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

△7,041万8千円

3億5,140万円

特別養護老人ホーム等の入居待機者の減少を図
るとともに地域での在宅生活を支えるため、施設
を整備する社会福祉法人等に補助金を交付する。

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

・広域型特別養護老人ホーム改築（74床）１施
設
・（開設準備）小規模特別養護老人ホーム（29
床）３施設、認知症高齢者グループホーム
（18床）５施設、複合型サービス ２事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業導入
１事業所

介護保険関連サービス基盤整備
補助金

1億6,600万円

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029

（4億7,400万円）
△1億2,260万円

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

拡

老人ホーム入所措置

2億7,455万円

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

入所者数 149人→150人

（2億6,809万円）
646万円

2億4,024万6千円

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

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。
・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運営

高齢者福祉課
TEL:026-224-5029

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。
高齢者人口の増に伴う措置対象者の増加に対応
する。

（2億2,960万1千円）

1,064万5千円
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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

独居高齢者等緊急通報システム
設置

2,543万4千円

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。
コールセンターは、緊急時の通報対応のほか、
定期的な安否確認コールや健康相談等も行う。

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

地域たすけあい事業補助金

（2,569万1千円）
△25万7千円

6,516万円

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、３地区の住民自治協議会の福祉自動車の
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

（6,642万6千円）

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

△126万6千円

後期高齢者医療
［後期高齢者医療特別会計］

45億7,100万円

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:026-224-8767
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp

介護保険給付
［介護保険特別会計]

（40億9,600万円）
4億7,500万円

303億3,564万円

・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

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

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。

(287億3,329万5千円)

16億234万5千円
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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

介護予防
［介護保険特別会計]

１億2,861万7千円

高齢者福祉課
TEL:026-224-8929

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、栄養改善及び閉じ
こもり・うつ・認知症予防などのプログラムを行
う。
また、元気な高齢者を対象に、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。

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
(１億3,829万4千円)
E-mail:h-kenkou

△ 967万7千円
@city.nagano.lg.jp

総合相談支援
［介護保険特別会計]

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

2億9,319万5千円

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
・地域包括サブセンター
・在宅介護支援センター

17か所
3か所
8か所

(2億5,777万3千円)
3,542万2千円

新

認知症高齢者相談支援
［介護保険特別会計]

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

1,286万1千円

認知症の人やその家族からの相談に応じ、必要
な医療や介護サービス等が受けられるよう、関係
機関との連絡調整等の支援を行う。
・認知症相談会の開催
・認知症地域支援推進員の設置
・認知症初期集中支援チームの設置
・認知症カフェの支援

ほか

(0)
1,286万1千円

725万8千円

(899万5千円)
△ 173万7千円
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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

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

障害者(児)自立支援給付等

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

62億2,957万7千円

障害者総合支援法等に基づき、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
・障害者自立支援特別対策事業
・自立支援医療費
・障害者補装具費
・(拡大)障害児補装具費
ほか

(55億9,530万1千円)

6億3,427万6千円

拡

障害者地域生活相談支援

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

6,434万8千円

障害者(児）やその家族等が身近で相談した
り、必要とする情報を入手することができるよう
「長野市障害者相談支援センター」相談員を配置
する。
・各地区での一般相談員 ７人→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

(6,046万3千円)
388万5千円

拡

地域生活支援

4億3,566万円

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

子育てガイドブック編集

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

(4億2,764万3千円)
801万7千円

110万2千円

(113万4千円)
△3万2千円
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障害者総合支援法等に基づき、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。
・コミュニケーション事業
・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
・地域活動支援センター事業
・(拡大)障害者移動支援
ほか

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

子育て支援短期利用

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

30万円

（30万円）

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、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。
・ショートステイ
6施設
・トワイライトステイ 2施設

0

拡

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

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

病後児保育

1,993万6千円

(1,936万6千円)

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。
・おひさま広場 私立保育所 26園→28園
私立幼稚園 28園
・相談・交流型 私立保育所 3園
(地域子育て支援センター）

57万円

8,257万3千円

(8,245万9千円)

子育て中の親子の交流促進、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。

11万4千円

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

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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長野赤十字病院
病後児保育施設「ゆりかご」

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

子ども・子育て支援計画推進

1,540万6千円

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

私立保育所特別保育事業補助金

「子ども・子育て関連３法」に基づく、子ど
も・子育て支援新制度の下、質の高い幼児期の教
育・保育の提供や地域の子ども・子育て支援の充
実を目指すため、「長野市子ども・子育て支援事
業計画」を策定し、計画的かつ総合的に事業を実
施するもの。
さらに、支援新制度における業務をを円滑かつ
確実に行うための電子システムを構築・管理運用
するもの。

（0）
1,540万6千円

2億7,003万円

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

(2億5,745万2千円)
1,257万8千円

拡

認定こども園保育所入所委託

2億672万4千円

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

４園→６園

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

家庭児童相談員配置

(1億4,365万8千円)
6,306万6千円

528万5千円

児童養育等に悩み、問題を持つ家庭の相談を受
け、問題解決に向けて適切な指導を行うため、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

(519万4千円)
9万1千円
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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

養育支援訪問

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

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

141万9千円

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。

（108万円）
33万9千円

4億3,767万9千円

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。
・小学校１年生～３年生の兄・姉がいない場合、
幼稚園に同時就園する第２子以降は所得に関わ
らず補助対象
・小学校１年生～３年生の兄・姉がいる場合
所得に関わらず補助対象

(3億2,882万4千円)
1億885万5千円

新

子育て世帯臨時特例給付金給付

4億9,900万円

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

児童手当支給

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

４月施行の消費税率の引き上げに際し、子育て
世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の
消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置
を行うもの。
基準日（平成26年1月1日）において、児童手当
の受給者に対象児童一人につき1万円を１回限り
給付する。(児童手当所得制限世帯が該当する特
例給付の対象児童、臨時福祉給付金の給付対象者
及び生活保護等の受給者は除く。)

（0）
4億9,900万円

64億3,328万7千円

(64億1,492万2千円)

1,836万5千円
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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）

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

母子家庭等自立促進対策

1,963万3千円

母子家庭の母又は父子家庭の父に、就業に必要
な知識技能を習得してもらうことにより、経済的
自立支援を促進する。
・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

ひとり親家庭児童通学費援護金
支給

（3,488万5千円）
△1,525万2千円

897万9千円

ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、
高等学校に通学する児童の通学費援護金を支給す
る。(所得制限有）
・バス・電車の1ヶ月の通学費に相当する額の
1/2の額

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

（897万9千円）
0

13億401万円

（12億6,530万9千円）

ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図るた
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。
・支給月額
全部支給 41,020円(第一子)
5,000円(第二子加算)
3,000円(第三子以降加算)
一部支給 41,010円～9,680円(第一子)
5,000円(第二子加算)
3,000円(第三子以降加算)

3,870万1千円

新

婚活支援

514万9千円

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

（0）
514万9千円
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少子化対策の一環として、関係団体との協力、
連携を図りながら、出会いの機会や情報の提供及
び相談の場を広げるなど、結婚を希望する市民の
婚活支援に取り組む。

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

安茂里保育園建設

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

保育所耐震診断・耐震改修

2億3,205万4千円

老朽化の進んだ園舎（昭和49年3月建設）を改
築し、地震被害から生命・財産を守り、安全な保
育環境を確保する。
・事業期間
平成25年度～27年度
・事業費
約 5.5億円
・鉄骨造２階建
延床面積約1,300㎡
・定員
140人
・平成26年度事業
改築工事（平成27年5月竣工予定）等

(3,310万1千円)
1億9,895万3千円

1億4,832万円

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。
・共和保育園耐震補強工事（建築年：S55年）
（H25～26年度）
・豊野さつき保育園耐震補強工事（建築年：S50
年）

保育家庭支援課
TEL:026-224-7849
E-mail:hoikukatei
@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

人権教育啓発

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

(1億3,564万1千円)

1,267万9千円

75万円

犯罪被害者等に対する支援活動を行っている民
間団体（平成24年5月県公安委員会より早期援助
団体指定）に対し、犯罪被害者等基本法第22条に
基づき補助金を交付する。
(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

（75万円)
0千円

1,612万3千円

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。
・人権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

（1,576万7千円)
35万6千円
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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

公的病院医療施設整備費補助金

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

妊婦健康診査

4,435万1千円

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。
・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）

(4,435万1千円)
0

6,990万7千円

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）

(6,692万5千円)
298万2千円

316万8千円

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)

(316万2千円)
6千円

3億5,441万9千円

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、公費負担により14回の
妊婦健診を実施する。
（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

(3億5,714万円)
△272万1千円
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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

産後ケア事業

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

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

不妊治療費助成

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

162万5千円

出産後（退院後）の産婦及び新生児で特に保
健指導を必要とする母子が、委託契約した医療
機関または助産所に一定期間入院（入所）し、
母体の回復や育児不安の軽減を図る出産後のサ
ポートに対して公費負担を実施する。
（公費負担）
・利用料金の1/2（1日当たりの上限12,500円）
・原則７日間まで（最長14日間）

(156万3千円)
6万2千円

1,095万9千円

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に結
びつける。

(1,119万7千円)
△23万8千円

5,310万3千円

(5,676万円)

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）

△365万7千円

7,476万円

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
かかる費用の一部を助成する。
（助成対象及び内容）
・夫婦の所得の合計730万円未満
・治療１回当たりの助成限度額15万円
ただし、治療内容によっては７万５千円

(7,700万2千円)
△224万2千円
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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

2億5,407万1千円

がんの早期発見と早期治療を推進し、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）
・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）
（無料クーポン・受診勧奨）
大腸がん検診は、「40・45・50・55・60歳」
の方、子宮がん・乳がん検診は、「過去に無料
クーポンを配付したが未受診」の方などに無料
クーポンの配付や受診勧奨を実施することで、
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。

健康課
TEL:026-226-9960

(2億5,683万8千円)
E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp
△ 276万7千円

予防接種

7億7,224万2千円

健康課
TEL:026-226-9960

(8億2,599万2千円)
E-mail:h-kenkou@city.nagano.lg.jp
△5,375万円

自殺対策緊急強化事業

73万5千円

健康課
TEL:026-226-9960

(150万円)

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

△76万5千円

- 32 -

感染症の発生と感染拡大の予防、個人の発病
や重症化の防止のため、各種予防接種の公費負
担を実施する。
・ジフテリア、百日せき、破傷風及びポリオ
・ＢＣＧ（結核）
・麻しん及び風しん
・日本脳炎
・子宮頸がん
・インフルエンザ菌ｂ型
・小児用肺炎球菌
・インフルエンザ（65歳以上の高齢者）

平成21年度から国の地域自殺対策緊急強化事
業により全国の自殺者数は年々減少傾向にあ
る。
本市の自殺者数も減少しているが、引き続き
自殺のサインに「気づき」、専門相談機関に
「つなげる」等の対応ができる「ゲートキー
パー」の養成をはじめ、相談体制の整備や「こ
ころの健康」の正しい知識の普及啓発を進め
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

食品衛生監視指導

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

525万9千円

(848万6千円)
△322万7千円
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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。
・食品衛生ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、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
・きのこ鑑別相談の実施
・営業者に対する講習会の開催 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
拡

希少動植物保護

301万2千円

良好な生態系の保全復元を目指し、市内の自然
や生態系の実態をまとめた「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）に登載
されている、大切にしたい動植物、特徴的な地
形・地質、湧水等を中心に、特に保全が必要なも
のについて、関係団体、地域住民等と協働で自然
環境の保全活動を行う。
・飯綱地区大谷地湿原保護対策調査事業

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

(33万7千円)
267万5千円

拡

奥裾花自然園再生可能エネルギー
活用事業

4,700万円
【債務負担行為】
平成28年度まで
9,000万円

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

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

太陽熱利用システム普及促進事業
補助金

無電化地域である奥裾花自然園において、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、これらと蓄電
池を組み合わせ一元的に電力の需給管理を行うマ
イクログリッドについて順次整備し、平成27年度
からの電源の確保を図る。
・事業計画

(1,554万円)
3,146万円

1億900万円

自ら居住する住宅又は店舗、事務所、倉庫等に
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。
また、自ら営む事務所又は事業所等に法人が設
置した場合も補助対象とする。
・出力１kW当たり20,000円
（ただし、個人は4.5kW・9万円限度、法人は
10kW・20万円限度）

(1億4,214万円)
△3,314万円

500万円

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

平成24年度～28年度

(500万円)
0
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１件当たり 50,000円
１件当たり100,000円

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

温暖化防止企画・調査

678万2千円

「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、
本市への導入可能性に関する調査・研究を行う。
・耕作放棄地の資源作物活用基本計画策定

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

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

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

小水力発電

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

（1,329万7千円)
△651万5千円

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」
（運営主体：一般社団法人長野県環境保全協会）
が行う地球温暖化対策の重要性に関する啓発及び
広報活動、相談窓口の設置、家庭のエネルギー使
用実態調査などの事業に対し、補助金を交付す
る。

（900万円）
0

381万8千円

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。

・既設導入箇所
・新規導入箇所

80箇所
5箇所

(347万円)
34万8千円

94万7千円

(61万円)
33万7千円
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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。

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

環境教育

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

環境汚染対策

352万8千円

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、こどもエコクラ
ブなどの環境活動を支援する。
・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
・こどもエコクラブ活動支援

(364万6千円)
△11万8千円

2,839万8千円

大気汚染及び水質汚濁等の環境汚染の実態調査
を行い、事業場等の排出源を監視し、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:026-224-8034
E-mail:kankyo@city.nagano.lg.jp

合併処理浄化槽設置事業補助金

(2,417万5千円)
422万3千円

170万円

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

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

３基

(270万円)
△100万円

1,119万2千円

(1,127万円)
△7万8千円
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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、法基準の周知を図るととも
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。

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

生ごみ減量啓発

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

資源回収報奨金

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

長野広域連合負担金

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

ごみ処理施設計画

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

158万8千円

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、生ごみの減量化を推進する。

(164万6千円)
△5万8千円

9,142万3千円

(9,518万8千円)

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。
・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

△376万5千円

１億6,278万9千円

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、施設整備計画作成及び測量調査等に
要する経費を負担する。

(1億5,004万9千円)
1,274万円

8,186万8千円

長野広域連合が建設を計画するごみ焼却施設の
余熱を利用した「健康・レジャー施設」をはじめ
「複合施設」、「公園施設」を整備する。
・ごみ焼却施設周辺環境整備事業
事業期間
平成25年度～32年度
平成26年度事業 複合施設実施設計業務費等
（8,026万円）

(5億6,913万2千円)
△4億8,726万4千円
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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

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

3,193万5千円

(2,963万2千円)
230万3千円

ごみ収集運搬

11億3,492万4千円

生活環境課
TEL:026-224-7635

(10億9,135万3千円)

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

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

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や「ながのゴミ通信」
の発行、チラシの配布など、ごみ・資源物に関す
る情報発信を行う。

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。
また、「サンデーリサイクル」として、資源物
（ビン・缶・ペットボトル・紙・蛍光灯・廃食用
油等）をスーパー等の駐車場で拠点回収を行い、
リサイクルを推進する。

4,357万1千円

582万7千円

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。

(640万9千円)
△58万2千円

3億3,154万6千円

(3億3,430万6千円)
△276万円
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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

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

焼却灰等外部処理委託

8億5,025万7千円

(8億1,142万2千円)
3,883万5千円

3億7,758万1千円

ごみ処理施設の焼却及び資源化施設を安全かつ
効率的に運用するため、老朽化した設備の維持修
繕及び更新と、最終処分場の施設終了に向け、整
備を計画的に行う。
・焼却炉主要設備オーバーホール工事
・１号炉燃焼前面壁耐火物更新外修繕工事
・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
・最終処分場振替水路建設工事
・最終処分場法面保護工事
ほか

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へ処理委託する。
・外部処理搬出量（年間）

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

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

13,424ｔ

(3億4,937万8千円)
2,820万3千円

4,306万円

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

(4,306万円)
0
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2台分

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
拡

就職支援

1,684万4千円

・「職業相談室」管理・運営
・就職支援サイト作成

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

企業誘致活動

(1,133万6千円)
550万8千円

316万7千円

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

産業団地立地促進事業
[産業団地事業会計]

（322万2千円）
△5万5千円

21億円

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

中小企業振興資金融資

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分譲を
実施する。
また、事業用地として若里６丁目の土地
（3,313㎡）を取得する。
・用地売却 37,524㎡
・用地取得 3,313㎡

産業政策課
TEL:026-224-5041

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。
・「コールセンター／ＣＲＭデモ＆コンファレン
ス2014ＩＮ東京」、「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・ポスター作成

産業政策課
TEL:026-224-5041

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、若者の就職支援に取り
組む。特に、進学等で県外に流出した若者に市内
企業等の採用情報等を提供し、市内企業等への就
職を促進する。

(19億9,900万円)
1億100万円

83億9,000万3千円

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

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

(84億2万円)
△1,001万7千円
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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

商工団体育成補助金

1億433万1千円

・長野商工会議所運営費補助金
・長野市商工会運営費補助金
・信州新町商工会運営費補助金
・中条村商工会運営費補助金
・長野商店会連合会運営費補助金

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

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

イベント事業補助金

9万8千円

1,183万円

△440万2千円

2,030万6千円

TEL:026-224-5041

(2,162万円)

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

△131万4千円

1,331万4千円

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

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
・商店街イベント事業補助金

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。
・商店街賑わい演出事業補助金
・商店街街路灯の改修助成金（LED化）
補助率
6/10
・電灯料助成金
・電源設置助成金 ほか

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。
・(新規)まちなかパワーアップ空き店舗等活用促
進事業補助金
・(新規)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 ほか

(1,623万2千円)

産業政策課

商店街環境整備事業補助金

ほか

(1億423万3千円)

産業政策課
TEL:026-224-5041

商工業を指導する団体の運営費等に対して支援
する。

(2,298万1千円)
△966万7千円
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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

産学行連携支援施設管理運営
（ものづくり支援センター）

3,060万1千円

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

ものづくり産業等活性化支援負担
金・補助金

(2,803万円)
257万1千円

1,927万2千円
【債務負担行為】
［ものづくり研究開発事業］

平成27年度まで
400万円
［新事業創出支援資金利子補給金］

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

産学行金連携による企業コーディネートサポー
トチームの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
開発支援策の活用により、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。

平成33年度まで
513万7千円

(2,178万1千円)
△250万9千円

5億1,362万7千円

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］

平成29年度まで
1億5,293万3千円
［事業用地取得事業］

・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（27年度まで）
・オフィス設置事業助成金（27年度まで）
ほか

平成29年度まで
産業政策課
6,700万2千円
TEL:026-224-5041
(4億1,540万1千円)
9,822万6千円
E-mail:sangyou@city.nagano.lg.jp
拡

新1200万人観光交流推進補助金

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

6,630万円

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、「善光寺表参道キャンペーン」を実施する
とともに、翌年に開催される善光寺御開帳の誘客
ＰＲを全国的に展開する。
・「善光寺表参道キャンペーン」実行委員会
補助金
・善光寺御開帳対策補助金

(3,900万円)
2,730万円
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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

善光寺表参道誘客対策

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

広域観光協議会負担金

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

321万2千円

善光寺表参道ガイド協会を支援し、NAGANO検定
合格者から募集したボランティアガイドを育成
し、善光寺御開帳に向け「おもてなし」の心で観
光客をお迎えする体制を整える。
・まち歩きガイドツアー作成経費
・観光交流情報発信経費
・ガイド及びコーディネーター研修費
・大学連携による調査事業費 ほか

(299万7千円)
21万5千円

780万1千円

周辺自治体等との連携により滞在促進型の観光
誘客を図るため、「信越観光圏協議会」をはじめ
とする各種広域観光協議会に対し負担金を支出す
る。

(745万6千円)
34万5千円

拡

新幹線延伸対策

557万3千円

新幹線金沢延伸に伴い、首都圏からの誘客強化
と、北陸・関西方面における新たな観光市場の開
拓を図る。
・金沢市との共同キャンペーン事業
・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

(145万円)
412万3千円

拡
新

長野駅観光情報センター再整備

1億2,860万円

新幹線金沢延伸に伴い、ＪＲ長野駅の観光情報
センターにおけるサービス内容の充実を図るた
め、機能強化とフロア拡張整備を行う。
・観光情報センター拡張工事
・自由通路壁面改修工事（マルチビジョン設置）
ほか

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

（735万円)
1億2,125万円
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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

文化コンベンション施設整備

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

1億2,125万7千円

(1億2,383万3千円)
△257万6千円

オリンピック記念アリーナ施設整備 2億1,241万1千円

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。
・ビッグハット中央監視制御用リモートユニット
交換
・ビッグハットブラインド交換
ほか

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、計画的に改修を実施
する。
・プレート熱交換器改修
・消防設備機器交換
ほか

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

(2億2,681万3千円)
△1,440万2千円

観光・コンベンション事業助成金

1億4,619万9千円

（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

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

戸隠観光施設整備

(1億3,506万8千円)
1,113万1千円

5,153万4千円

戸隠地区内の観光施設整備を実施することによ
り、観光地としてのイメージアップを図る。

・奥社参道脇公衆トイレ建替工事 1棟 ほか

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

(7,200万円)
△2,046万6千円
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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]

9,840万円

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
[鬼無里大岡観光施設事業特別会
計]

(9,570万円)
270万円

7,250万円

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]

(7,690万円)
△440万円

2億3,170万円

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。
・戸隠スキー場リフトオーバーホール整備 ほか

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

(1億8,400万円)
4,770万円

- 45 -

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
拡

中山間地域農業対策事業補助金
（ケール試験栽培ほか）

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

360万円

中山間地域の耕作放棄地等の復元や利活用を推
進するために、遊休農地活性化委員会等が行う事
業を支援し、中山間地域農業の活性化を図る。
・地区活性化委員会の運営・活動支援
・遊休農地の抜根・整地
・振興作物の導入
・実験農場の運営（ケールの新品種を「無農薬及
びビニールハウスで栽培する場合の経費を追加）

(370万円)
△10万円

拡

農地流動化助成金

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

果樹振興補助金

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

売れる農業推進事業

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

642万円

農地の利用権設定を促進し、担い手農家の経営
規模拡大を図るため、農業振興地域内の農用地に
おいて新たに設定を受けた者（借受人）に対し支
援を行う。
特に、中山間地域の活性化を図るため、中山間
地域に限り、要件緩和及び交付金の増額を実施す
る。

(630万円)
12万円

828万円

主力農産物である果樹生産の振興を図るため、
りんご新わい化やぶどう新品種の導入を促進す
る。
・りんごわい化栽培導入
・りんご新わい化栽培推進
・ぶどう新品種推進
・振興果樹等苗木導入
・果樹共同営農化支援

(845万円)
△17万円

1,045万8千円

生産者側が消費者ニーズをつかみ積極的に農産
物を売り込んでいく農業へ転換し、「売れる農
業」、「儲かる農業」の実現に向けた施策を進め
る。
・大消費地に向けた長野市産農産物情報の発信
・長野市インターネットショッピングモールを活
用した農産物等の販売促進

(1,320万円)
△274万2千円
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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

市民菜園開設補助金

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

農業者育成

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

野生鳥獣被害防除対策事業補助金

農業政策課
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

250万円

(500万円)
△250万円

1億2,383万5千円

（9,296万5千円）

住民自治協議会を母体とする法人等が行う「市
民菜園」の開設を支援し、市民が農作業に親しむ
場の提供により、農業への理解と関心を高めると
ともに、増加する遊休農地の解消にも繋げる。

・客土、抜根・整地等経費
・測量、区画割経費
・土壌改良剤等購入費
・広報宣伝等諸経費

農業生産を支える人づくり、組織づくりのた
め、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。
・青年就農給付金の支給（国庫補助事業）
1億125万円
・新規就農者への研修費・営農費の支給
（市単独事業）
・就農促進奨励金の支給
・農業機械導入に対する補助
・「人・農地プラン」の作成 など

3,087万円

5,794万7千円

（5,911万円）

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・防護柵等の購入
・捕獲檻、わなの購入
・追払い業務委託
・猪・ハクビシンの駆除、猿・ニホンジカの
個体数調整
・狩猟免許取得経費 など

△116万3千円

1億7,142万5千円

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
１箇所
・ため池等整備事業
２箇所
・中山間地域総合農地防災事業 ２箇所
・地域用水環境整備事業
１箇所
・基幹水利施設ストックマネジメント事業
４箇所

(1億1,177万円)
5,965万5千円
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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

市単土地改良

3億1,177万円

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
91箇所 Ｌ＝2,330ｍ
・水路、ため池改修等 109箇所 Ｌ＝3,210ｍ
農業土木課
TEL:026-224-5039
E-mail:nodoboku
@city.nagano.lg.jp

排水機場整備

（3億円）
1,177万円

6,363万9千円

降雨災害に備え、23排水機場の整備、機器の更
新等を行う。
・平成26年度 主な事業内容
小森第二排水機場 ポンプ設備分解整備
真島排水機場
真空ポンプ更新

農業土木課
TEL:026-224-5039

(5,162万2千円)

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

1,201万7千円

浅川地区かんがい管水路整備

4,000万円

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

林道宮坂線開設

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

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～27年度
内容 管水路工 Ｌ＝6,816ｍ
・平成26年度事業内容
管水路工 Ｌ＝700ｍ

(4,000万円)
0

1,609万円

(1,529万円）
80万円
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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。
ルート変更に伴う延長距離短縮により、平成27
年度で事業を終了するもの。(当初計画平成31年
度事業終了）
・全体計画
期間 昭和63年度～平成27年度
内容 開設 Ｌ=2.1km
Ｗ＝3.6m～4.0m
・平成26年度事業内容
開設 Ｌ=170m Ｗ＝4.0m

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

林業専用道権田山線開設

1,620万円

信更地域の林業生産性向上及び経営合理化を図
るため林業専用道を開設する。
・全体計画
期間 平成26年度
内容 開設（拡幅） Ｌ=2.2km

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

林内路網整備

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

林内路網維持管理

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

緩衝帯整備

(0)
1,620万円

3,988万円

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

１箇所
７箇所
６箇所
３箇所

Ｌ=80m、Ｗ=3.0m
Ｌ=140m、Ｗ=3.0m～5.0m
Ｌ=750m、Ｗ=3.0m～4.0m
Ｌ=150m

(3,998万4千円)
△10万4千円

2,453万円

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
・林道等崩落土処理
・林道等維持修繕工事
・林業専用道維持管理支援事業

(2,485万8千円)
△32万8千円

930万円

農作物等の野生鳥獣被害を防止するため、緩衝
帯の整備を行うとともに、緩衝帯の維持管理経費
に対し補助金を交付する。
・緩衝帯整備 16.6ha
・緩衝帯の維持管理支援
補助率1/2以内 12.5ha

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

Ｗ＝3.5m

（1,188万円）
△258万円
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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

造林事業

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

森のエネルギー推進事業補助金

4,070万3千円

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

40ha
82ha

(3,790万3千円)
280万円

140万円

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、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。
・補助額 上限10万円（14台分）

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

(120万円）
20万円

4,348万9千円

松くい虫被害木の伐倒駆除や予防のための地上
薬剤散布を行い、被害の拡大防止を図る。
・伐倒駆除材積 1,530㎥
・地上薬剤散布 33箇所 20.72ha

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

（4,239万5千円）
109万4千円
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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

4,283万3千円

地籍調査

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

(3,389万円)

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

894万3千円

25億3,994万3千円

道路新設改良

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
市道古里327号線改良
・生活道路網整備
市道畑山一ノ瀬線改良

道路課
TEL:026-224-5045

外16事業
外38事業

(21億5,669万円)

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

3億8,325万3千円

5,900万円

橋りょう新設改良

道路課
TEL:026-224-5045

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。

(2,000万円)

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

3,900万円

7億6,407万円

交通安全施設等整備

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。

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

4,000万円
道路課
TEL:026-224-5045
E-mail:douro@city.nagano.lg.jp

（5億9,014万円）
1億7,393万円
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主な事業
・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
外18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

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

4,500万円

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。

(4,500万円)
0

5億1,130万8千円

(4億2,170万円)
8,960万8千円

8,280万円

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９事業）
・雨水貯留施設整備
（雨水貯留施設設置 外２事業）
・河川親水施設整備
（県補・千曲川桜づつみ 外１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

(6,300万円)
1,980万円

5,442万1千円

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
・３t級除雪ドーザー １台
・凍結防止剤散布専用車（2㎥級）1台

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

（5,773万4千円）
△331万3千円
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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

1億円

橋りょう安全点検管理

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。

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

5,002万円
維持課
TEL:026-224-7034
E-mail:iji@city.nagano.lg.jp

・橋梁長寿命化修繕計画事業
調査設計業務委託、補修・補強工事
平三水橋外6橋

(1億2,500万円)
△2,500万円

新

(仮称)中山間地域における住宅建
設補助

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

市営住宅等管理運営

住宅課
TEL:026-224-5127

200万円

過疎化や高齢化が進行し、世帯数の減少が著し
い中山間地域へのＵターン促進を図り、地域力の
維持・強化と定住・定着を支援するため、複数世
代が同居する住宅の建設費用の一部を補助する新
たな制度創設に向けた、調査・分析を実施しま
す。
・補助制度策定に関わる調査業務委託

(0)
200万円

2億7,841万4千円

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

(2億5,630万2千円)
2,211万2千円

市営住宅返目団地全面改善・建替

857万7千円

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。

新

現在の生活様式に適合しないなど、多くの課題
を抱え、近隣の市営住宅に比べて空き家率の増加
や募集倍率の低下が著しい返目団地の全面改善等
を行い、併せて、エレベーターを設置する等のバ
リアフリー化を図り、団地全体の再整備を行う。
・期間

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

(0)
857万7千円
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平成26年度 ～ 平成36年度（11年間）

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

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

住宅耐震補強事業補助金

5,184万8千円

(857万2千円)
4,327万6千円

4,800万円

地震による建築物の倒壊被害を防ぐため、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
に対して補助金を交付する。
・多数の者が利用する
一定規模以上の建築物
4件
・避難路沿道建築物
2件
・要緊急安全確認大規模建築物 3件
・避難路沿道建築物（義務対象）5件
・非木造戸建住宅
2件

地震による住宅の倒壊被害を防ぐため、個人住
宅の所有者が行う耐震補強工事に要する経費に対
して補助金を交付する。
・耐震補強補助 80件

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

住宅耐震対策

(0)
4,800万円

1,107万3千円

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。
・精密耐震診断 300件 ほか

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

住宅耐震補強促進リフォーム補助金

(180万円)
927万3千円

800万円

個人住宅の耐震化を促進するため、「住宅耐震
補強事業補助金」を活用した補強工事と併せて行
う住宅リフォーム工事に要する経費に対して補助
金を交付する。
・対象経費の15％以内、限度額10万円
・住宅リフォーム補助 80件

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

(800万円)
0
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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

310万円

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
・長野市都市計画マスタープラン改定調査
・縦覧基本図修正
・地域地区標識設置

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

総合交通計画

(1,890万円)
△1,580万円

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
・大豆島地区構想路線検討

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

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

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

(400万円)
0

2,545万3千円

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。
・全体計画
期間 平成20年度～26年度
内容 Ｌ＝700ｍ Ｗ＝18ｍ
・平成26年度事業内容
道路改良工事 L=25m ほか

(2億7,541万3千円)
△2億4,996万円

26億8,742万4千円

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26年度事業内容
整備工事 ほか

(18億4,438万5千円)

8億4,303万9千円
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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

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

7億4,464万円

(13億8,060万円)
△6億3,596万円

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26年度事業内容
JR委託
１式
橋梁下部工
道路築造工
用地取得、移転補償 ほか

新

街路「川中島幹線」

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

500万円

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。
・全体計画
期間 平成26年度～34年度
内容 Ｌ＝600ｍ Ｗ＝16ｍ
・平成26年度事業内容
地形・路線測量、概略測量設計

(0)
500万円

新

豊野駅南口広場整備

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

組合施行土地区画整理

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

460万円

公共交通の利用促進と地域の活性化を目的に、
豊野駅の南口に広場と駐車場を整備する。
・全体計画
期間 平成26年度～30年度
内容 駅前広場面積 A=4,500㎡
・平成26年度事業内容
詳細設計

(0)
460万円

1億1,750万円

(1億427万円)
1,323万円
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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。
・組合施行水沢上庭土地区画整理事業
期間 平成22年度～28年度 面積 20.3ha
・組合施行瀬原田一丁田土地区画整理事業
期間 平成８年度～28年度 面積 45.2ha
・平成26年度事業内容
水沢上庭土地区画整理組合助成金
水沢上庭土地区画整理地区界道水路整備
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

2,000万円

予定地区計画調査

都市計画道路県庁緑町線の未整備区間を中心
に、面的整備に係る区画整理事業計画調査
・全体計画
期間 平成24年度～26年度
調査範囲 Ａ＝3.5ha
・26年度事業内容
調査業務委託

市街地整備課
TEL:026-224-5053

（4,050万円)
△2,050万円

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

6億1,500万円

権堂Ｂ－１地区市街地再開発

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

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。

4,500万円
市街地整備課
TEL:026-224-5053

(6億2,400万1千円)
△900万1千円

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

－円

権堂地区市民交流施設整備

H25年度3月補正予算へ前倒し

・全体計画
期間 平成21年度～26年度
面積 約0.6ha
・平成26年度事業内容
建築工事

中心市街地の賑わい再生や地域コミュニティ活
動の促進を図るため、権堂Ｂ－１地区市街地再開
発事業で整備する区域内に、市民交流施設並びに
広場を整備する。

4億2,000万円
市街地整備課
TEL:026-224-5053

(2億円)

・全体計画
期間 平成25年度～26年度
面積 市民交流施設 730㎡、広場 1,400㎡
・平成26年度事業内容
施設並びに広場の整備

△2億円

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

2,181万2千円

篠ノ井中央地区公園建設

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

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。

1億2,400万円
公園緑地課
TEL:026-224-5054
E-mail:kouen@city.nagano.lg.jp

(7,123万1千円)
△4,941万9千円
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・全体計画
期間 平成13年度～26年度
面積 約 6.0ha
・平成26年度事業内容
修景施設工、園路広場整備工 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

2億 126万円

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

(2億3,215万8千円)
△3,089万8千円

2,811万2千円

緑育推進

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、植物園上部
の広場等に球根や宿根草などの植物を植栽し、園
路のバリアフリー化を図るほか、トイレや四阿な
どの施設を整備する。また、行楽シーズンにおけ
る周辺道路の渋滞緩和を図るため、新たに動・植
物園に対応する駐車場の整備を図る。
・平成26年度事業内容
修景施設工、園路広場整備工、トイレ及び
四阿建築、駐車場整備
用地取得 Ａ＝21,000㎡ 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

(2,205万円)

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

南長野運動公園総合球技場整備

※「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。

606万2千円

51億5,342万4千円

南長野運動公園総合球技場を、Ｊ１の試合も開
催できる１万５千人収容のスタジアムへ改修す
る。

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

5億6,040万円
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

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

・平成26年度事業内容
監理業務委託
本体整備工事
駐車場整備工事

(0円)
51億5,342万4千円

1億7,088万8千円

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。
・全体計画
期間 平成13年度～26年度
面積 約13.5ha
・平成26年度事業内容
院坊通り道路美装化工事

(2億399万7千円)
△3,310万9千円
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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

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

戸隠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

1,310万円

・全体計画
期間 平成14年度～27年度
面積 約72ha
・平成26年度事業内容
松代西36号線道路美装化工事

(4,260万円)
△2,950万円

105万円

(258万4千円)
△153万4千円

1,646万3千円

(308万7千円)
1,337万6千円

中心市街地歩行者用案内標識整備

3,550万円

まちづくり推進課
TEL:026-224-7179

(500万円)

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

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。

3,050万円
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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、
小公園整備及び道路美装化等を行い、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26年度事業内容
新町中央線道路美装化工事

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。
・全体計画
期間 平成25年度～34年度
面積 約126ha
・平成26年度事業内容
景観重要建造物等への修景助成
まちづくり団体への助成

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、公共サインガイドラインに基づ
き、すべての人がわかりやすい案内標識に更新、
整備する。

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

25億4,954万9千円

(29億9,925万円)

E-mail:ekiseibi@city.nagano.lg.jp △4億4,970万1千円
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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～30年度
面積 58.2ha
・平成26年度事業内容
整備事業に関する移転
建物移転
49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＝410ｍ
区画・特殊道路等整備工事 Ｌ＝1,170ｍ
街区公園
2箇所
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

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

工事検査事務

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

8,930万4千円

庁内共通の消耗品や備品の購入、支払いに伴う
支出命令等の審査、公金の適正な管理・運用及び
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。

(8,533万1千円)
397万3千円

310万円

(317万3千円)
△7万3千円
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１件100万円以上の全ての請負工事の検査、１
件100万円未満の工事のうち抽出により検査課が
実施する検査及び契約額５千万円以上の工事につ
いて完了前に行う中間検査並びに優良工事表彰を
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

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

1,756万8千円

(1,765万1千円)
△8万3千円
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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、議会報告会等の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

県知事・県議会議員一般選挙

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

821万3千円

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。

(828万3千円)
△7万円

1億2,126万円

任期満了に伴う、県知事選挙の執行及び県議会
議員一般選挙の準備を執行する。

（0）
1億2,126万円

475万2千円

各種監査の実施、監査結果の報告及び公表をす
る。

(454万9千円)
20万3千円

65万1千円

(42万2千円)
22万9千円
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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

農業委員会活動事務

5,346万4千円

農業委員会事務局
TEL:026-224-5060

(5,356万円)

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

△9万6千円
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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

1億5,683万1千円

小・中学校大規模改造

学校からの要望または市の方針に基づき、現地
調査を行った上で、必要な改造工事を実施する。
・朝陽小学校ほか３校 ひる石除去
・加茂小学校ほか１校 プールろ過装置改修
・鍋屋田小学校ほか３校 保健室冷房設備設置
・犀陵中学校ほか２校 キュービクル更新
・東条小学校 プール壁面改修工事 ほか

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

(1億2,186万9千円)
3,496万2千円

1億9,447万2千円

小・中学校耐震補強

耐震性能を確保するため、耐震診断の結果に基
づき、校舎の耐震改修設計と耐震補強・改修工事
を実施する。

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

22億167万3千円
教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

・小学校耐震改修設計
３棟
・小学校耐震補強・改修工事 １９棟（内18棟）
・中学校耐震改修設計
９棟
・中学校耐震補強・改修工事
２棟 （内2棟）

(8億96万8千円)
＊（

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

昭和小学校校舎改築

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

）内は、H25年度3月補正予算へ前倒し分

△6億649万6千円

7,619万3千円

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23年度～26年度
・事業費 約16.9億円
・中・南校舎改築
木造一部鉄筋コンクリート造２階建 3,860㎡
・平成26年度事業 外構

(3,265万4千円)
4,353万9千円

5億446万5千円

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23年度～27年度
・事業費 約11.1億円
・南校舎改築
鉄筋コンクリート造３階建 2,670㎡
・平成26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

(2億1,826万9千円)
2億8,619万6千円
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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

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

吉田小学校校舎・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

豊栄小学校屋内運動場改築

9億830万2千円

(0)

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

芹田小学校校舎改築

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

・事業期間 平成23年度～26年度
・事業費 約17.5億円
・北校舎・昇降口棟改築
鉄筋コンクリート造３階建 3,478㎡
・西校舎新築 鉄筋コンクリート造２階建 700㎡
・平成26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

9億830万2千円

2億1,134万6千円

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28年度まで
8億4,670万円

・事業期間 平成22年度～28年度
・事業費 約25.4億円
＜２期工事＞
・屋内運動場改築
鉄骨鉄筋コンクリート造３階建 2,446㎡
・平成26年度事業 仮設校舎賃借
既存屋内運動場解体・杭地業工事ほか

(11億9,557万2千円)

△9億8,422万6千円

4,390万9千円
【債務負担行為】
平成28年度まで
400万円

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。

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場の改築工事を実施する。
・事業期間 平成25年度～28年度
・事業費 約6.1億円
【既存建物】
・屋内運動場改築 鉄骨造１階建 569㎡
・平成26年度事業 実施設計・仮設コンテナ室
賃借ほか

(522万5千円)
3,868万4千円

3億2,946万4千円

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。
・事業期間 平成25年度～28年度
・事業費 約11.1億円
【既存建物】
・北校舎改築 鉄筋コンクリート造４階建 1,848㎡
・平成26年度事業 仮設校舎賃借・杭地業
建築主体・電気設備・機械設備工事ほか

(2億2,603万4千円)
1億343万円
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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
新

古里小学校校舎改築

2,014万円
【債務負担行為】
平成27年度まで
1,130万円

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

(0)

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場を解体し、特別教室棟を建設する。
・事業期間 平成26年度～29年度
・事業費 約5.8億円
【既存建物】
・屋内運動場解体 鉄骨造１階建 467㎡
【建設建物】
・特別教室棟 鉄筋コンクリート造２階建 861㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査ほか

2,014万円

新

下氷鉋小学校校舎改築

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

5,755万1千円

(0)

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場及び音楽室棟を解体し、特別教室棟を建設す
る。
・事業期間 平成26年度～27年度
・事業費 約5.5億円
【既存建物】
・屋内運動場解体 鉄骨造１階建 669㎡
・音楽室棟解体 鉄骨造１階建 169㎡
【建設建物】
・特別教室棟 鉄筋コンクリート造１階建 1,000㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査
既存建物解体ほか

5,755万1千円

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

櫻ヶ岡中学校校舎・屋内運動場
改築

4,098万3千円

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場を改築する。
・事業期間 平成26年度～28年度
・事業費 約6.4億円
・屋内運動場改築
・鉄筋コンクリート造+木造２階建 900㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査ほか

(0)
4,098万3千円

4億8,745万8千円

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

(6億3,609万7千円)
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp △1億4,863万9千円
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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28.1億円
＜２期工事＞
・中校舎改築 鉄筋コンクリート造３階建 2,669㎡
・昇降口棟 鉄筋コンクリート造３階建 936㎡
・木工室 鉄筋コンクリート造平屋建 170㎡
・平成26年度事業 仮設校舎賃借・建築主体
電気設備・機械設備工事・既存建物解体ほか

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

篠ノ井東中学校校舎・屋内運動場
改築

8億7,344万1千円

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

(1億5,127万6千円)
E-mail:kyosoumu@city.nagano.lg.jp
7億2,216万5千円

柳町中学校校舎・屋内運動場改築

9億620万5千円
【債務負担行為】
平成27年度まで
4億7,760万円

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

・事業期間 平成22年度～27年度
・事業費 約25.7億円
・管理棟・普通教室棟改築
鉄筋コンクリート造２階建 4,564㎡
・屋内運動場改築
鉄筋コンクリート造２階建 1,646㎡
・平成26年度事業 仮設校舎賃借・杭地業
建築主体・電気設備・機械設備工事ほか

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22年度～27年度
・事業費 約22.6億円
・南校舎改築 鉄筋コンクリート造３階建 4,450㎡
・屋内運動場改築 鉄骨造１階建 1,206㎡
・平成26年度事業 仮設校舎賃借・建築主体
電気設備・機械設備工事・既存建物解体
杭地業工事ほか

(7億9,910万3千円)
1億710万2千円

2,724万5千円

七二会中学校屋内運動場改築

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。

耐震性能を確保するため、老朽化した屋内運動
場の改築工事を実施する。
・事業期間 平成25年度～28年度
・事業費 約5.2億円
【既存建物】
・屋内運動場改築 鉄骨造１階建 1,004㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査ほか

教育委員会総務課
TEL:026-224-5080

(259万9千円)

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

2,464万6千円

新

4,418万4千円

三陽中学校校舎改築

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

1億3,259万7千円
【債務負担行為】
平成29年度まで
5,530万円

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26年度～29年度
・事業費 約11.4億円
【既存建物】
・北校舎西棟 鉄骨造３階建 1,737㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査
（仮設校舎賃借）ほか
＊（

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

(0)
4,418万4千円
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）内は、H25年度3月補正予算へ前倒し分

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

4,510万6千円

東北中学校校舎改築

ほか、H25年度3月補正予算へ前倒し

1億7,464万8千円
【債務負担行為】
平成28年度まで
7,210万円

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26年度～28年度
・事業費 約15.6億円
【既存建物】
・南校舎 鉄骨造４階建 2,641㎡
・平成26年度事業 実施設計・敷地地盤調査
（仮設校舎賃借）ほか
＊（

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

）内は、H25年度3月補正予算へ前倒し分

(0)
4,510万6千円

拡

学校教育管理

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

学校図書館運営

3,949万4千円

市立小中学校で行っている標準学力検査（ＮＲ
Ｔ）の対象学年を変更するとともに、新しく活用
問題調査を導入し、分析・検証することにより、
児童生徒一人ひとりの学力の向上を図る。
・標準学力検査（ＮＲＴ）の実施
対象
小学校５・６学年、中学校１学年
・活用問題調査の実施
対象
中学校２学年

(3,231万1千円)
718万3千円

1億941万5千円

学校図書館の充実を図るため、学校図書館専従
職員の手当に対する補助金の交付や蔵書の購入を
行う。
・学校図書館専従職員の手当に対する補助金
66,360千円（１校当たり 840千円）
・図書購入費 39,895千円

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

情報教育推進

(1億929万1千円)
12万4千円

1億9,844万2千円

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

学校教育課
TEL:026-224-5081

(1億9,241万5千円)
E-mail:gakukyou@city.nagano.lg.jp
602万7千円
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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

特別支援教育推進

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

2,786万8千円

(2,756万2千円)

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を運営する。また、全
小中学校において「Ｑ-Ｕ」（楽しい学校生活を
送るためのアンケート）を行い、不登校の予防に
取り組む。
・中間教室の設置運営（８教室）
８教室を巡回する適応巡回指導員の配置
（１人）
・Ｑ－Ｕ事業

30万6千円

1億786万9千円

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

(1億714万4千円)
72万5千円

拡

（仮称）第四学校給食センター
建設事業

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

地域公民館建設事業補助金

6億5,991万4千円

１施設当りの提供食数の平準化と学校給食衛生
管理基準に適応した最新施設を建設し、安心安全
な学校給食を安定的に提供する。
・事業期間 平成23年度～28年度
・事業費
約43億円
・平成26年度事業
実施設計、杭地業工事、用地再取得

（2,246万5千円）
6億3,744万9千円

4,414万2千円

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
・買収（1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

(4,845万6千円)
△431万4千円
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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
拡

放課後子どもプラン推進

生涯学習課
TEL:026-224-6796
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

6億7,573万1千円

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55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26年度は、新たに校内施設等を拡充する２
校区を加え、53校区で実施する。

(6億3,142万9千円)
4,430万2千円

拡

児童館・児童センター耐震補強

6,440万9千円

耐震性能を確保するため、耐震診断を行うとと
もに、診断結果に基づき施設の耐震補強設計と耐
震補強工事を実施する。
・耐震診断
・耐震補強設計
・耐震補強工事

生涯学習課
TEL:026-224-6796
E-mail:gakusyu@city.nagano.lg.jp

子どものための文化芸術プログラム

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

文化芸術活動による地域の活性化
事業

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

２施設
２施設
２施設

(778万8千円)
5,662万1千円

664万5千円

親子で気軽に参加できる鑑賞会などを開催する
とともに、長野児童合唱団等を育成するために
ワークショップの開催や、発表会の開催への支援
を行う。
・音楽鑑賞会
1回
・ミュージカル鑑賞会 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

(736万7千円)
△72万2千円

205万6千円

(205万6千円)
0
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学術機関と連携して、公募市民によるプロジェ
クトや育成型事業を通して、本市の文化環境の実
情調査を行い、地域の活性化につなげるための研
究を行う。

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

街角に音楽があるまちづくり事業

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

280万円

発表の機会と鑑賞できる機会を確保するため、
市民による合同コンサートを開催し、「まちな
か」への音楽を通した賑わいづくりを行う。

(275万円)
5万円

新たに中心市街地に２作品を設置する。
野外彫刻ながのミュージアム

1,580万円
・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

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

(1,499万8千円)
80万2千円

新

サイトウ・キネン・フェスティバル
スクリーンコンサート開催支援

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

90万8千円

国際的音楽祭である「サイトウ・キネン・フェ
スティバル松本」のスクリーンコンサートを開催
支援することにより、文化芸術の振興を図り、長
野市と松本市の連携を深め、両市のさらなる活性
化を目指す。

(0)
90万8千円

新

（仮称）長野市民文化芸術会館
運営準備事業

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

1億4,943万9千円

(0)
1億4,943万9千円
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（仮称）長野市民文化芸術会館の運営主体とな
る一般財団法人 長野市文化芸術振興財団へ補助
金を交付し、平成26年度末竣工に向け運営に関す
る準備を行う。

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

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

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

1,101万7千円

(4,682万9千円)
△3,581万2千円

1億2,078万8千円

（1億5,878万9千円）
△3,800万1千円

9,725万2千円

(6,926万3千円）
2,798万9千円

4,115万円

国史跡に指定された大室古墳群を里山や歴史的
背景を体感できる史跡公園として整備し、広く公
開・活用をめざす。
・事業期間 第1期 平成９年度～25年度
第2期 平成24年度～40年度
・事業費
第1期 約5.3億円
第2期 約1.6億円
・平成26年度事業
遺構復元整備ゾーンの古墳墳丘測量、古墳発掘
調査、エントランスゾーン整備報告書作成、大
室古墳群アクセス道路概略設計業務委託

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3.5億円
・平成26年度事業
（正門、離れ、質蔵、南之蔵等の保存整備、庭
園の整備)

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はかる。
・事業期間 平成23年度～28年度
・事業費 約4.4億円
・平成26年度事業
文学所保存修理工事、西序、柔術所耐震診断、
槍術所、弓術所実施設計

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
・オリンピックデーラン長野大会
・日中友好中学生卓球交流大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
・ジャパンカップスピードスケート競技会
・全日本スプリントスピードスケート選手権大会
・冬季競技ジュニア選手育成プログラム

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

（5,885万円）
△1,770万円
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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

冬季競技振興基金積立金

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

2,137万7千円

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。

(2,111万1千円)
26万6千円

拡

総合レクリエーションセンター改修

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

4億5,844万円

ごみ焼却施設周辺整備事業として、現在のサン
マリーンながのを解体し、新たに健康・レジャー
施設を建設する。
・事業期間 平成25年度～28年度
・平成26年度事業
健康・レジャー施設実施設計委託
屋内運動場実施設計委託
屋内運動場地盤調査委託
サンマリーンながの解体工事

(0)
4億5,844万円

拡

松代マレットゴルフ場建設

5,358万5千円

松代新斎場建設に係る地域振興策事業として、
マレットゴルフ場の新設整備を行う。
・松代マレットゴルフ場建設(松代町東寺尾)
事業期間 平成25年度～27年度
平成26年度予算事業 建設工事

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

(6,860万4千円)
△1,501万9千円

拡

信州新町体育館太陽光発電
システム設置

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

2,400万円

(52万5千円)
2,347万5千円
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長野県グリーンニューディール基金事業を活用
し、信州新町体育館に太陽光発電システムを設置
する。
・平成26年度事業
太陽光発電システム設置工事

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

体育施設整備

2億7,311万1千円

体育課
TEL:026-224-5083

（10億2,756万9千円)
E-mail:taiiku@city.nagano.lg.jp
△7億5,445万8千円
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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
・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：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
拡

老朽管解消
（水道事業）
［水道事業会計］

15億6,564万9千円

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。
・送配水管等布設替 県町地区外27か所
・舗装復旧
南石堂地区外12か所
・詳細設計 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

配水管布設替等
（水道事業）
［水道事業会計］

水道整備課
TEL:026-224-5073
E-mail:suiseibi
@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

簡易水道整備
（簡易水道事業）
［水道事業会計］

(10億975万円)
5億5,589万9千円

6億6,409万3千円

・下水道事業関連
・道路事業関連
・区画整理事業関連 ほか

(8億4,089万9千円)
△1億7,680万6千円

8億5,333万9千円
【債務負担行為】
平成27年度まで
2億9,800万円

・犀川浄水場 天日乾燥床築造、一次濃縮槽築造
・西条浄水場 膜ろ過施設設置
・寺尾浄水場 遊離炭酸除去設備更新 ほか

△2億160万円

5億4,879万円

漏水の解消と水の安定供給を図るため、老朽化
した簡易水道送配水管の更新整備を行う。そのほ
か、簡易水道事業の水道事業への統合に向け、水
源・浄水場の整備、故障通報装置や流量計等の設
置を行う。
・送配水管布設替
・遠隔監視システム整備
・送配水施設整備
・クリプトスポリジウム対策
・浄水場等整備 ほか

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

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

水源や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。

(10億5,493万9千円)

水道整備課
TEL:026-224-5073

水道維持課
TEL:026-241-1132

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。

(6億3,479万5千円)
△8,600万5千円
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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

公共下水道整備
［下水道事業会計］

下水道整備課
TEL:026-224-5074

17億5,220万8千円
【債務負担行為】
平成27年度まで
5億円

・北八幡11号雨水幹線
・大豆島雨水ポンプ場
・東部終末処理場送風機棟電気設備更新 ほか

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

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

流域関連公共下水道整備
［下水道事業会計］

(17億7,440万円)
△2,219万2千円

28億6,246万9千円
【債務負担行為】
平成27年度まで
1億3,750万円

下水道整備課
TEL:026-224-5074

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。また、下水道管長寿命化対策として西部・末
広処理分区管渠改築、下水道管耐震化対策として
東部処理区重要幹線管渠改築を行う。

(29億616万円)

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

△4,369万1千円

特定環境保全公共下水道整備
［下水道事業会計］

3億7,211万円

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
区では主に長沼・朝陽地区等の汚水管渠、若槻・
若穂地区等の雨水管渠及び雨水調整池等の整備を
行う。また、下水道管耐震化対策として、下流処
理区重要幹線管渠改築を行う。
・松代４号系汚水準幹線
・松代１号系汚水準幹線
・川柳１号系汚水準幹線 ほか

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。
・須坂幹線系柴準幹線
・若穂５号系汚水準幹線 ほか

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
［下水道事業会計］

(3億4,060万円)
3,151万円

3,827万7千円

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。
・設置予定数 30基

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

(6,929万9千円)
△3,102万2千円
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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
新

高機能消防指令情報システム整備

1,500万円

119番を受付し、各種災害事象に応じた出動隊
を自動的に編成する高機能消防指令情報システム
の全面更新に併せ、機能強化を図り、迅速･的確
な災害対応を行う。
・全体計画
期間 平成26年度～28年度
・平成26年度事業内容
実施設計

通信指令課
TEL:026-226-0119

(0)

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

1,500万円

拡

消防車両整備・広域消防車両整備

2億4,960万円

計画に基づいた消防・救急車両の更新・整備を
行い、消防体制の強化と救命率の向上を図る。
・15mはしご付ポンプ車の更新（中央消防署）
・消防ポンプ車の更新（中央消防署、更北分署、
鬼無里分署）
・高規格救急車の更新（中央消防署）
・水難救助工作車の更新（新町消防署）

警防課
TEL:026-227-8002

（1億9,087万3千円）

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

5,872万7千円

拡

3,488万円

無線通信機器整備

迅速・的確な災害対応を図るため、無線通信機
器等の充実強化として、新たに、署活系無線機を
一括配備し、隊員の安全管理や災害現場での連携
強化を図り、各種災害による被害を最小限に抑え
る。
・署活系無線機の整備

通信指令課
TEL:026-226-0119

(1,784万3千円)

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

1,703万7千円

－円

消防救急無線デジタル化整備

H25年度3月補正予算へ前倒し

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。

20億8,012万3千円

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

(6億6,017万5千円）

△6億6,017万5千円
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・全体計画
期間 平成23年度～27年度
・全体事業内容
基地局・移動局・電源設備の整備

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

－円

非常備消防装備整備

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。

H25年度3月補正予算へ前倒し

2,083万7千円
警防課
TEL:026-227-8002
E-mail:keibou@city.nagaano.lg.jp

消防団管理運営
消防団交付金
消防団員公務災害補償

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

救急高度化

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

消防水利整備
消火栓工事負担金

・小型動力消防ポンプ付積載車
・小型動力消防ポンプ

(1,515万6千円)
△1,515万6千円

1億7,782万7千円

(1億7,558万6千円)
224万1千円

2,225万2千円

地域における消防・防災体制の中核である消防
団の運営、また、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の構築を
図る。
・防火衣・活動服等の貸与
・各種出動手当等
・研修派遣
・消防団員等公務災害補償等共済基金掛金
・消防団員福祉共済掛金 ほか

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

（1,918万2千円）
307万円

6,409万4千円

消火栓や防火水槽などの消防水利体制を充実
し、震災時等の火災発生対応力の強化、延焼阻止
を図り、被害の軽減に努める。
・耐震性貯水槽60㎥ 3基
・既存防火水槽の維持補修
・消火栓の整備

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

３台
３台

（7,075万円）
△665万6千円
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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/

