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１ 長岡市の概況〔出典「長岡市総合計画」〕 

 

（１）位置・地勢 

長岡市は、新潟県のほぼ中央部に位置しており、「長岡地域」、「中之島地域」、「越路地域」、

「三島地域」、「山古志地域」、「小国地域」、「和島地域」、「寺泊地域」、「栃尾地域」、「与板

地域」、「川口地域」の 11 の地域に広がっています。行政面積は 891.06  、うち可住地面

積※は約５割となっています。 

   市の中央部を、日本一の長さと流水量を誇る信濃川が縦断し、その両岸に肥沃な沖積平

野が広がり、その東西には、東山連峰と西山丘陵が連なっています。 

   また、日本海に面する寺泊地域には南北に約 16㎞の海岸線があります。 

   高速交通網としては、上越新幹線と関越・北陸自動車道が整備されており、首都圏や北

陸・東北方面と本市とを結んでいます。市内には、複数のインターチェンジが設置されて

おり、一般国道や県道などと結ばれています。 

   山岳から丘陵、平野、海岸に至る変化に富んだ地勢、信濃川とその支流を軸とした豊か

な自然環境、首都圏など全国へのアクセスを容易とする充実した高速交通体系が相まって、

長岡市の魅力と強みとを形成しています。 

※可住地面積…居住可能な条件を備えた土地の面積のこと。（総面積－（林野面積＋主要湖沼面積）） 

 

（２）気候・自然環境 

  〇気候 

長岡市は、夏は高温多湿、冬は気温が低く北西の季節風が強く吹き、降雪があるという、

日本海側特有の傾向がみられる。夏と冬の気温差が大きいため、四季の変化がはっきりし

ており、このことが豊かな自然環境を育む要因のひとつとなっています。 

   また、降水量は梅雨期と秋から冬にかけての期間に多く、年間降水量の約 50％は冬期に

降り、その大部分は降雪によるものです。 

   なお、平野部や海岸、山沿いといった本市の地勢の違いにより、降雪量には地域差がみ

られ、山古志地域、小国地域、栃尾地域、川口地域などの山間部は県内でも有数の豪雪地

帯だが、和島地域、寺泊地域などの平野部や海岸部では比較的降雪が少ない傾向にありま

す。 

 

  〇自然環境 

   長岡市は、山岳、丘陵、河川、海岸など多彩な自然に恵まれており、そこには多様な動

植物の生息が確認されている。また、里山といわれる身近な自然においても多様な生態系

が育まれています。 

   本市の植生は、市街地に近いため全般に人為的影響を受けている部分が多くあり、東山

連峰や西山丘陵には主にスギやアカマツの植林、平野部では水田雑草群落、海岸線に沿っ

てはハマボウフウなどの砂浜植生などがみられます。 

   また、生物では、ホンドキツネなどの哺乳類をはじめ、鳥類、両生類などの動物はもち



 

ろん、ゲンジボタル等の昆虫類や、渓流魚であるイワナなど、多様な生物が丘陵から山岳

の良好な自然に広く生息しています。 

   標高の高い守門岳周辺や東山連峰の主峰である鋸山の山頂付近ではニホンカモシカの生

息が知られているほか、鳥類ではイヌワシなど自然性の高い地域に生息する野生生物も確

認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 起きてはならない 悪の事態（リスクシナリオ） 

事前に備える 
べき目標 

起きてはならない 悪の事態 
通 
番 

内容 

1 人命の保護が 大

限図られる 

1 (1-1)地震による建物等の倒壊による死傷者の発生 

2 (1-2)密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷

者の発生 

3 (1-3)津波による多数の死者・行方不明者の発生 

4 (1-4)異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

5 (1-5)土砂災害等による多数の死傷者の発生 

6 (1-6)大雪による道路交通網の麻痺や公共交通機関の運休等の発生 

2 救助・救急、医療

活動等が迅速に行わ

れる 

7 (2-1)避難所での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

8 (2-2)多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

9 (2-3)被災等による医療機能の麻痺や避難所等における疫病・感染症等の大規模発

生 

10 (2-4)避難所の運営機能崩壊・長期にわたり避難所生活を強いられる事態 

3 必要不可欠な行政

機能は確保する 

11 (3-1)市職員・施設の被災による行政機能の大幅な低下 

4 必要不可欠な情報

通信機能は確保する 

12 (4-1)電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

13 (4-2)情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

5 経済活動（サプラ

イチェーンを含む）

を機能不全に陥らせ

ない 

14 (5-1)災害等の影響により企業等の事業活動が停滞する事態 

15 (5-2)ガス工場・ガス発電設備等の損壊、火災、爆発等 

16 (5-3)食料等の安定供給の停滞 

6 ライフライン、交

通ネットワーク等を

確保するとともに、

これらの早期復旧を

図る 

17 (6-1)電力・ガス等の長期間にわたる供給停止 

18 (6-2)上水道等の長期間にわたる供給停止 

19 (6-3)下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

20 (6-4)交通ネットワークの機能停止 

7 制御不能な二次災

害の防止・軽減 

21 (7-1)地震に伴う市街地での大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

22 (7-2)危険物等の大規模拡散・流出 

23 (7-3)農地・森林等の被害や荒廃による被害の拡大 

24 (7-4)原子力発電所の緊急事態による放射性物質の放出 

8 地域社会システム

が速やかに回復でき

る条件を整備する 

25 (8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事

態 

26 (8-2)道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

27 (8-3)地域資源の喪失や地域コミュニティの衰退等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

３－１ 国土強靭化地域計画に基づく主な取組み 

交付金・補助金の名称 交付金・補助金事業 府省庁名 

防災・安全交付金 道路事業 国土交通省

防災・安全交付金 下水道事業 国土交通省

防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業 国土交通省

防災・安全交付金 
市街地整備事業 
＜都市防災推進事業＞ 

国土交通省

防災・安全交付金 住環境整備事業 国土交通省

防災・安全交付金 
市街地整備事業 
＜宅地耐震化推進事業＞ 

国土交通省

防災・安全交付金 その他総合的な治水事業 国土交通省

社会資本整備総合交付金 道路事業 国土交通省

社会資本整備総合交付金 下水道事業 国土交通省

社会資本整備総合交付金 都市公園・緑地等事業 国土交通省

道路メンテナンス事業 
（個別補助制度） 

道路事業 国土交通省

ＩＣアクセス道路事業 
（個別補助制度） 

道路事業 国土交通省

踏切道改良計画事業 
（個別補助制度） 

道路事業 国土交通省

交通安全対策（通学路緊急対策） 
（個別補助制度） 

道路事業 国土交通省

下水道防災事業 
（個別補助制度） 

下水道事業 国土交通省

都市構造再編集中支援事業 
（個別支援制度） 

立地適正化計画改定事業 国土交通省

循環型社会形成推進交付金 一般廃棄物処理施設整備事業 環境省 



 

循環型社会形成推進交付金 浄化槽事業 環境省 

消防防災施設整備費補助金 防火水槽整備事業費 総務省 

消防防災施設整備費補助金 高機能消防指令センター総合整備事
業 総務省 

緊急消防援助隊設備整備費補助金 常備消防車両整備事業費 総務省 

学校施設環境改善交付金 市立学校大規模改造事業 文部科学省

学校施設環境改善交付金 市立学校防災機能強化事業 文部科学省

学校施設環境改善交付金 市立学校トイレ改修事業 文部科学省

学校施設環境改善交付金 市立学校冷暖房設備改修事業 文部科学省

学校施設環境改善交付金 市立学校長寿命化改良事業 文部科学省

次世代育成支援対策施設整備交付金 双葉寮施設整備事業費 厚生労働省

浜の活力再生・成長促進交付金 
津波ハザードマップ作成事業［寺泊地
域］ 

農林水産省

農村地域防災減災事業 
農業用ため池ハザードマップ作成事
業 

農林水産省

強い農業・担い手づくり総合支援交付

金 
長岡市農林水産事業 農林水産省

鳥獣被害防止総合対策交付金 鳥獣被害対策事業 農林水産省

農山漁村地域整備交付金 林道橋長寿命化事業 農林水産省

（実施中・随時実施・実施検討中のもの等全て含む） 

 

 

 

 

 

 

 



３－２　「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」実施予定事業一覧表＜参考＞

１－（１）人命・財産の被害を防止・ 小限化するための対策

１-（1）-1-1　流域治水対策（河川）

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

長岡地区河川防災ステーションの整備に係る水防セ
ンター建設事業

対策施設数 ０箇所 R1 １箇所 R6 1-4 防災・安全交付金
その他総合的な治水事業-効果
促進事業

河川港湾課

１-（1）-1-2　流域治水対策（下水道）

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

雨水貯留槽設置助成事業 雨水貯留槽設置基数 N=553基 R1 N=690基 R6 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

寿町排水ポンプ場整備事業 寿町排水ポンプ場整備 未整備 R1 整備済 R5 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

川西排水ポンプ場整備事業 ポンプ設備数 N=3基 R1 N=5基 R10 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

三島浸水対策事業 雨水施設整備延長 L=0m R1 L=200m R4 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

内水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ整備事 内水ハザードマップ作成 未作成 R1 作成済み R4 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

下水道耐水化事業 計画策定 未策定 R1 策定済み R3 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

下水道耐水化対策事業 対策施設数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

可搬式ポンプ整備事業 可搬式ポンプ基数 N=11基 R1 N=20基 R6 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

下水道事業広報活動 土木部公式SNSフォロワー数 2,036人 R1 2,136人 R6 1-4 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

１-（1）-2　防災重点農業用ため池の防災・減災対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

農業用ため池ハザードマップ作成事業
ハザードマップを作成したため池
の箇所数

45箇所 R3 作成済 R3 7-3 農村地域防災減災事業 農村地域防災減災事業 農林整備課

１-（1）-8　地震時等に著しく危険な密集市街地対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

狭あい道路整備等促進事業（旧市域） 整備路線数 4路線 R1 36路線 R5 2-2 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

狭あい道路整備等促進事業（旧町村地域） 整備路線数 11路線 R1 34路線 R5 2-2 社会資本整備総合交付金 道路事業 地域建設課

１-（1）-10　災害に強い市街地形成に関する対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

立地適正化計画改定事業 計画改定 策定済み R2 改定済み R4 1-5 都市構造再編集中支援事業 事業活用調査 都市政策課

1-（1）-11　大規模盛土造成地等の耐震化に向けた対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

宅地耐震化推進事業 安全性把握調査実施箇所数 0箇所 R3 1箇所 R7 1-1 防災・安全交付金 市街地整備事業 都市政策課

１-（1）-29　防災公園の機能確保に関する対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

悠久山公園整備事業 悠久山公園の再整備率 0.0% R3 46.0% R7 1-1 防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業 都市施設整備課

長岡ニュータウン運動公園整備事業
長岡ニュータウン運動公園の整備
率

54.1% R3 100.0% R8 1-1 防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業 都市施設整備課

事業名 事業指標＜参考＞

交付金・補助金事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度

市リスクシナ
リオ№

事業名

事業実施年度
担当課

市リスクシナ
リオ№

事業名

市リスクシナ
リオ№

担当課
市リスクシナ

リオ№

事業指標＜参考＞ 交付金・補助金

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金

事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

事業実施年度
事業名

事業実施年度
担当課

担当課

事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ
リオ№

交付金・補助金 担当課

担当課

事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金 担当課

事業名
事業実施年度

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金

市リスクシナ
リオ№

別紙２



1-（1）-30-1　公立小中学校、私立学校、私立専修学校施設の防災機能強化等対策（公立小中学校施設）

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
四郎丸小学校校舎等大規模改造事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

四郎丸小学校校舎等大規模改造事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

黒条小学校校舎等大規模改造事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

黒条小学校校舎等大規模改造事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

岡南中学校校舎大規模改造事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 22.2％ R2 100％ R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

前川小学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

前川小学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

太田小学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 36.4％ R2 100％ R3 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

北中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

北中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

越路中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 36.1％ R2 100％ R3 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

三島中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 28.6％ R2 100％ R3 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

北辰中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

北辰中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

四郎丸小学校校舎等大規模改造事業
（校舎老朽改修）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

黒条小学校校舎等大規模改造事業
（校舎老朽改修）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

黒条小学校校舎等大規模改造事業
（屋内運動場老朽改修）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

岡南中学校校舎大規模改造事業
（校舎老朽改修）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

川口中学校屋内運動場外壁等改修事業
計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

四郎丸小学校校舎等大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R1 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

黒条小学校校舎等大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R2 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

岡南中学校校舎大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R2 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

浦瀬小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R3 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

栖吉小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R3 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

大島小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R3 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

脇野町小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R3 実施済み R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

関原中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

関原中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

大島中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 30.0％ R3 100％ R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

青葉台中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

青葉台中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

刈谷田中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

刈谷田中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

与板中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 28.6％ R3 100％ R4 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課
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現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
日越小学校校舎等大規模改造事業
（校舎長寿命化改良）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

築50年 R4 築80年 R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

日越小学校校舎等大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

南中学校校舎等大規模改造事業
（校舎長寿命化改良）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

築50年 R4 築80年 R7 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

南中学校校舎等大規模改造事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 23.5％ R4 100％ R7 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

南中学校校舎等大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R7 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

南中学校校舎等大規模改造事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 23.5％ R4 100％ R7 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

小国中学校校舎等大規模改造事業
（校舎長寿命化改良）

計画的な保全による施設の長寿命
化及び建替え時期の平準化

築50年 R4 築80年 R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

小国中学校校舎等大規模改造事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 50.0％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

小国中学校校舎等大規模改造事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

前川小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

十日町小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

関原小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

福戸小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

寺泊小学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

寺泊中学校冷暖房設備改修事業
（校舎空調改修）

冷暖房設備改修工事 未実施 R4 実施済み R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

千手小学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 41.2％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

千手小学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 41.2％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

希望が丘小学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 46.9％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

中之島中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 19.2％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

中之島中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 19.2％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

栖吉中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 47.1％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

江陽中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 33.3％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

川口中学校トイレ改修事業
（校舎トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 28.1％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

川口中学校トイレ改修事業
（屋内運動場トイレ改修）

トイレの洋式化（水洗化）率 28.1％ R4 100％ R5 2-4 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 教育施設課

担当課事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金



（２）交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策

１-（2）-51　高規格道路のミッシングリンク解消及び４車線化、高規格道路と直轄国道とのダブルネットワーク化等による道路ネットワークの機能強化対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
大積スマートＩＣ（仮称）（二和159号線）
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R7 6-4 ＩＣアクセス道路事業 道路事業 道路建設課

大積スマートＩＣ（仮称）（二和160号線）
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R7 6-4 ＩＣアクセス道路事業 道路事業 道路建設課

二和55号線ほか(SICｱｸｾｽ)
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=1km R7
2-1
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)西幹線84号線　工業団地アクセス対策 整備延長 L=0km R1 L=1.3km R9
2-1
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)西幹線81号線　工業団地アクセス対策 整備延長 L=0.3km R1 L=2.3km R4
2-1
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(他)越路191号線ほか
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=4.1km R12
2-1
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)宮内625号線
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R8
1-4
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

１-（2）-53　道路の高架区間等を利用した津波や洪水からの浸水避難対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
(1)寺泊134号線
（津波避難路）

整備延長 L=0.1km R1 L=1.4km R5
1-3
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)寺泊61号線
（津波避難路）

整備延長 L=0km R1 L=0.6km R6 1-3 防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

二和161号線
（洪水避難路）

整備延長 L=0km R1 L=0.5km R9 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

１-（2）-72　下水道施設の地震対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

下水道総合地震対策事業 計画策定 未策定 R1 策定済み R4 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

川西排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場耐震化事業 施設の耐震化 未実施 R4 耐震化済み R10 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

１-（2）-73　浄化槽に関する対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

汚水処理普及事業 汚水処理普及率 97.7% R1 98.2% R6 2-4
循環型社会形成推進交付金（浄
化槽分）

浄化槽整備事業 下水道課

１-（2）-74　卸売市場の防災・減災対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

卸売市場等整備事業 施設整備 実施済み R1 継続実施 R6 5-3
強い農業・担い手づくり総合支
援交付金

農水産政策課

１-（2）-76　一般廃棄物処理施設に関する対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

長岡市中之島新ごみ処理施設（仮称）整備事業 施設整備
既存施設の解

体完了
R1 新施設の完成 R5 8-1

循環型社会形成推進交付金（廃
棄物処理施設分）

環境施設課

担当課

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金 担当課

事業名

事業名
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金

事業実施年度
担当課事業指標＜参考＞

事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞
交付金・補助金

市リスクシナ
リオ№

事業名

事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

事業名

事業指標＜参考＞

担当課
市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金

事業指標＜参考＞

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金 担当課

事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業実施年度

交付金・補助金
事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
担当課



２ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策

２-７　都市公園の老朽化対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

公園施設長寿命化対策支援事業 長寿命化対策の実施率 0.0% R3 20.0% R7 1-1 防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業 都市施設整備課

2-83　下水道施設の老朽化対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

長岡中央浄化ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 ３箇所 R1 ５箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

栃尾下水処理ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 １箇所 R1 ２箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

中之島浄化ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 １箇所 R1 ２箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

小国浄化ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 ２箇所 R1 ３箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

寺泊浄化ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 ３箇所 R1 ５箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

和島浄水ｾﾝﾀｰ改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定 計画策定 策定済み R1 計画見直し R4 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

マンホール蓋更新事業 更新箇所数 150箇所 R1 200箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

マンホールポンプ場更新事業 更新箇所数 40箇所 R1 60箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

管渠更生事業 管渠更生延長 L=19.9km R1 L=20.0km R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

千手雨水施設改築更新事業 更新計画策定 未策定 R1 策定済み R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

ゲート施設改築更新事業 更新箇所数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

平島中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

下々条ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

高見中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

渋海第一ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R1 １箇所 R6 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

関東町排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新事業 更新設備数 ０箇所 R4 １箇所 R7 6-3 防災・安全交付金 下水道事業 下水道課

事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

市リスクシナ
リオ№

事業名
事業実施年度

担当課事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金

事業名 事業指標＜参考＞
事業実施年度

担当課
市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金



2-84　道路施設の老朽化対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

(1)中之島760号線ほか　舗装修繕事業 整備延長 L=0.5㎞ R1 L=3.2km R5
(1-1)
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)944号線ほか　舗装修繕事業 整備延長 L=0.5㎞ R1 L=5km R5
(1-1)
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)与板171号線ほか　舗装修繕事業 整備延長 L=0.1km R1 L=0.8km R5
(1-1)
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)越路800号線ほか　舗装修繕事業 整備延長 L=0.2km R1 L=1.5km R5
(1-1)
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)東幹線25号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=1.9km R1 L=6.4km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)小国304号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=1.4km R1 L=4.6km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)西幹線44号線ほか
（街路樹・歩道舗装）

街路樹を有する歩道舗装修繕箇所 L=142箇所 R1 N=593箇所 R5 8-2 防災・安全交付金 道路事業 都市施設整備課

(1)中之島754号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=0.1km R1 L=1.8km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)和島231号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=0.1km R1 L=0.6km R3
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)越路340号線ほか（越路地域）
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=0.8km R1 L=10km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)三島3号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=0.8km R1 L=7km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(2)与板171号線ほか
（消雪パイプ更新）

整備延長 L=1.49km R1 L=9km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

橋りょうの長寿命化対策 橋梁の長寿命化対策数 64橋 R1 134橋 R11 6-4 道路メンテナンス事業 道路事業 道路管理課

トンネルの長寿命化対策 定期点検数 N=8本 R1 N=8本 R5 6-4 道路メンテナンス事業 道路事業 道路管理課

大型構造物の機能保全（シェッド、大型カルバー
ト、横断歩道橋、門型標識）長寿命化対策

定期点検数 N=19施設 R1 N=19施設 R5 6-4 道路メンテナンス事業 道路事業 道路管理課

2-85　都市公園の老朽化対策

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
防災拠点となる公園（悠久山公園）のトイレ再編等
による、防災機能の強化。

長寿命化対策の実施率 0% R2 20% R6 1-1 防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業 都市施設整備課

事業名
事業実施年度

担当課
市リスクシナ

リオ№

事業実施年度 市リスクシナ
リオ№

交付金・補助金 担当課

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金



○その他国土強靭化地域計画に基づく事業

現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6

防火水槽整備事業
公設防火水槽（40 以上）整備基
数

954基 R1 968基 R6
1-2
7-1

消防本部

高機能消防指令センター総合整備事業
高機能消防指令システムの更新整
備

実施設計 R3 更新整備完了 R5
1-2
1-7

消防防災施設整備費補助金
高機能消防指令センター総合整
備事業

消防本部

自主防災会活動報償金支給事業 自主防災組織の組織数・結成率
829団体
91.6％

R1 91.6％ R6 2-2、4-2、8-3
危機管理防災本
部

医療等との連携体制の整備 向上させる R6 2-3 健康課

防災拠点となる公共施設等の耐震整備 耐震化率 92.9% R1 向上させる R6 3-1 管財課

本庁・支所庁舎・消防庁舎非常用電源整備
災害対策本部及び現地災害対策本
部を設置時の非常用電源確保状況

100% R1 100% R6 4-1
管財課、危機管
理防災本部

事業承継支援事業 企業のＢＣＰ策定支援件数 0 R1 30件 R6 5-1 産業支援課

エネルギー事業者との災害想定防災訓練 実施回数 1回／年 R1 1回／年 R6 5-2、6-1、7-2 消防本部

水道管路緊急改善事業 基幹管路の耐震化率 30.2％ H30 54.3% R12 6-2 工務課

汚水処理普及事業 汚水処理普及率 97.7% R1 98.2% R6 2-4 社会資本整備総合交付金 下水道事業 下水道課

農業集落排水施設機能強化事業 事業計画策定 未策定 R4 策定済み R6 6-3 農村整備事業 農業集落排水事業 下水道課

長岡市下水道事業業務継続計画
電力供給停止後も長時間稼働可能
な下水処理場・ポンプ場整備

37％ R1 100％ R11 6-3 下水道課

野生鳥獣被害対策事業 被害金額 29,484千円 R3 45,392千円 R6 7-3 鳥獣被害対策課

原子力安全対策事業
広域避難計画等の策定及び原子力
防災訓練等の実施

1回／年 R1 1回／年 R6 7-4
原子力安全対策
室

災害廃棄物処理関連研修 実施回数 1回／年 R1 1回以上／年 R6 8-1 環境施設課

(1)栃尾山田土ケ谷本津川線
道路ネットワークの形成（栃尾地域幹線道路整備）

整備延長 L=0.7km R1 L=1.0km R10
1-4
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 栃尾支所農林・建設課

(1)東幹線1号線ほか
道路ネットワークの形成（機械除雪）

機械除雪路線延長（雪寒法指定路
線）

L=1,166.8km R1 L=1,166.8km R2
1-6
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路管理課

(他)日越52号線ほか
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0.1km R1 L=0.3km R7
（1-4）

6-4
社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)東幹線21号線
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0.3km R1 L=0.5km R4 6-4 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)越路817号線ほか
道路ネットワークの形成（越路原バイパス整備）

整備延長 L=0km R1 L=4.1km R8
1-4
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 地域建設課

(1)東幹線78号線ほか
道路ネットワークの形成

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R2
1-4
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(1)西幹線10号線ほか　道路ネットワークの形成（Ｓ
ＩＣ・産業団地アクセス）

整備延長 L=0km R1 L=1.0km R8
2-1
6-4

社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(他)関原282号線
道路ネットワークの形成（産業団地アクセス）

整備延長 L=0.3km R1 L=0.7km R6 6-4 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(他)西幹線26号線ほか
道路ネットワークの形成（産業団地アクセス）

整備延長 L=1.3km R1 L=1.6km R4 6-4 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

(他)西幹線33号線ほか
道路ネットワークの形成

整備延長 0km R1 L=0.5km R6 6-4 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路建設課

西幹線81号線ほか（標識適正化）
道路ネットワークの形成

標識設置及び改修基数 N=0基 R1 N=9基 R3 2-1 社会資本整備総合交付金 道路事業 道路管理課

事業実施年度
担当課

市リスクシナ
リオ№

事業指標＜参考＞事業名
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

交付金・補助金



現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
(1)東幹線13号線（十日町小学校）
（法指定踏切内歩道整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.02km R4 6-4 防災・安全交付金 道路事業 都市施設整備課

(1)中之島706号線ほか（中之島中央小学校）
（歩道・路肩整備）

整備延長 L=0.1km R1 L=2.7km R8 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 地域建設課

(他)656号線ほか（富曽亀、四郎丸、神田小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=1.1km R1 L=1.4km R6 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 道路建設課

(他)宮内21号線（宮内小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=0.3km R1 L=0.4km R5 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(1)東幹線36号線（柿小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=0.1km R1 L=0.2km R2 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(他)西幹線29号線ほか（日越、大島小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=0.1km R1 L=3.2km R10 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 道路建設課

(1)東幹線39号線（栖吉小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(他)中之島879号線ほか（信条小学校）
（路肩整備）

整備延長 L=0.2㎞ R1 L=1.4km R5 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 地域建設課

(1)三島248号線（脇野町小学校）
（路肩整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.7km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)東幹線56号線（新組小学校）
（路肩整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R7 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 道路建設課

(2)西幹線52号線（宮本小学校）
（歩道整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.4km R5 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(1)新組161号線ほか（新組小学校）
（側溝蓋掛）

整備延長 L=0.2km R1 L=0.5km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)日越32号線ほか（大島小学校）
（側溝蓋掛）

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)深才261号線ほか（深沢小学校）
（側溝蓋掛）

整備延長 L=0km R1 L=0.4km R4 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

宮内520号線ほか（通学路対策事業）
（グリーンベルト）

整備延長 L=0km R1 L=3km R4 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(1)東幹線17号線ほか（岡南小学校）
（舗装整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R7 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 道路建設課

(他)越路435号線ほか（越路小学校）
（付属物等設置）

対策路線延長 L=0km R1 L=0.7km R5 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 都市施設整備課

(2)越路187号線（越路小学校）
（側溝蓋掛）

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R8 6-4
防災・安全交付金、交通安全対
策（通学路緊急対策）

道路事業 地域建設課

(他)869号線　（長岡駅東口と悠久山地区を結ぶ自転
車歩行者専用道路）

整備延長 L=0.7km R1 L=0.9km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(1)東幹線65号線ほか
（除雪機械）

設置基数 4台 R1 6台 R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)川口53号線ほか
（雪崩予防柵）

設置基数 N=18基 R1 N=18基 R2
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

東幹線20号線ほか
（自転車走行空間整備事業）

整備延長 L=1.4km R1 L=2.8km R4 6-4 防災・安全交付金 道路事業 都市施設整備課

(1)西幹線42号線ほか
（消雪パイプ設置補助）

消雪施設設置補助延長 L=18.4km R1 L=60 km R5
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)和島319号線ほか
（冠水対策）

整備延長 L=0.4km R1 L=0.5km R2
1-4
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)日越159号線（アンダーパス）
（冠水対策）

整備延長 N=0基 R1 N=2箇所 R4
1-4
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞

事業名
事業実施年度

担当課
市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金



現状値 年度 目標値 年度 R2 R3 R4 R5 R6
(2)寺泊136号線
（歩道整備）

整備延長 L=0.1km R1 L=0.6km R4 6-4 防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)217号線ほか（東北中学校）
（歩道消雪パイプ）

整備延長 L=0km R1 L=0.6km R2
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)三島144号線ほか
（冠水対策）

整備延長 L=0.5㎞ R1 L=2km R5
1-4
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(他)533号線ほか
（冠水対策）

整備延長 L=0.2km R1 L=0.3km R4
1-4
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)川口338号線ほか（川口小学校）
（交差点改良）

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R5 6-4 防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

(1)東幹線66号線ほか（東中学校）
（歩道消雪パイプ）

整備延長 L=0km R1 L=0.3㎞ R3
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(他)栖吉100号線
（歩道改良）

整備延長 L=0km R1 L=0.2m R2
(1-1)
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(1)東幹線7号線
（歩道改良）

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R2 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(1)東幹線36号線（柿小学校）
（歩道消雪パイプ）

整備延長 L=0km R1 L=0.1㎞ R3
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(1)東幹線20号線
（歩道改良）

整備延長 L=0km R1 L=0.2km R3 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(1)東幹線1号線ほか
（機械除雪）

機械除雪路線延長
（雪寒法指定路線）

L=1,166.8km R1 L=1,166.8km
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

西幹線41号線ほか
（歩道整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.5km R7 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(1)東幹線69号線ほか（北中学校）
（歩道消雪パイプ）

整備延長 L=0km R1 L=0.3㎞ R4
1-6
6-4

防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

高山踏切道（東幹線13号線）
法指定踏切内歩道整備

整備延長 L=0km R1 L=0.02km R4 6-4 踏切道改良計画事業 道路事業 都市施設整備課

(1)東幹線72号線（黒条小学校）
（側溝蓋掛）

整備延長 L=0km R1 L=0.4km R8 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路管理課

(2)東幹線42号線ほか（栖吉小学校）
（路肩整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.3km R9 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(2)東幹線54号線ほか（黒条小学校）
（路肩整備）

整備延長 L=0km R1 L=0.03km R6 6-4 防災・安全交付金 道路事業 道路建設課

(他)和島359号線
（冠水対策）

整備延長 L=0km R1 L=0.1km R9
1-4
6-4

防災・安全交付金 道路事業 地域建設課

克雪すまいづくり支援事業 住宅の克雪化 増加させる 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 都市政策課

命綱固定アンカー設置補助事業 アンカーの設置 増加させる 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 都市政策課

がけ地近接等危険住宅移転事業 1-5 防災・安全交付金 住環境整備事業 建築・開発審査課

木造住宅の耐震診断 住宅の耐震化率 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 建築・開発審査課

木造住宅の耐震改修等
（設計監理・改修工事）

住宅の耐震化率 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 建築・開発審査課

ブロック塀等安全対策事業 増加させる R7 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 建築・開発審査課

市有施設の耐震改修事業 市有施設の耐震改修工事 36室 R1 減少させる R7 1-1 防災・安全交付金 住環境整備事業 建築・開発審査課

事業名 事業指標＜参考＞
事業指標＜参考＞ 事業指標＜参考＞ 事業実施年度 市リスクシナ

リオ№
交付金・補助金 担当課

87% R1 増加させる R7
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