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(担当課)

・支援団体数の大幅増加を目指し、相談窓口と情報の一元化などにより、

　がんばる市民活動団体等が利用しやすい支援体制にステップアップ

・市民協働推進の拠点として市民活動を支援

・市民活動団体の日頃の活動を広くＰＲ

・子どもや地域住民の交流の場となる「子ども食堂」を運営する団体を支援

・建設工事（総額４億４０万円　令和元～２年度継続事業）、外構工事

・建設工事実施設計、地質調査等

・各地域のニーズや課題に対して取り組むコミュニティ活動を支援

(単位:千円)

【新規】○ 長岡の未来を創る市民の活動を支援 20,563 市民協働課

○ 市民協働センターの運営 30,946 市民協働課

○ 市民活動フェスタの開催 765 市民協働課

市民協働課○ まちなかキャンパス長岡の運営 39,370

＜拡充＞○ 子ども食堂への支援 1,000 子ども家庭課

○ 中之島コミュニティセンター上通分室の整備 21,098

○ 上川西コミュニティセンターの移転整備 283,300 市民協働課

○ 地域が自ら行うコミュニティ活動への支援 42,472 市民協働課

市民協働課

　　　　【新規】○ 川口地域にコミュニティセンターを開設 5,164 市民協働課

１ 市民協働と市民活動の支援

Ⅰ 暮らしの安心と安全の確保
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・若者と企業の情報収集や若者に関する情報発信 しごと機構推進課

・若者の提案したプロジェクトを支援

・若者の多彩な出会いや交流を促進

・長岡で学ぶ、働く魅力の創出

・支所周辺の公共施設の再編に向け、地域交流拠点施設を整備 公園緑地課

【新規】　 ・中央公園を再整備し、施設と一体利用できる場を創出

【新規】　 ・まちなかのにぎわい創出を支援

・賑わいを生み出す市民交流イベントの実施

・新潟アルビレックスＢＢと協働で「バスケのまち！ながおか」をＰＲ

・市民防災公園で３×３バスケ大会を開催

・保育園・幼稚園児童をアルビＢＢホーム戦に招待

・コミュニティスポーツ推進のためエリアアドバイザーを配置

合　計

○ 栃尾地域の交流・活動拠点を整備 723,168 地域振興戦略部

○ ながおか・若者・しごと機構への支援 30,000 ながおか・若者・

○ アオーレを核としたイベントの開催 13,000 市民協働課

○ 町内公民館建設の支援 28,187 市民協働課

○ 地域スポーツクラブ活動の推進 3,188

○ バスケによるまちづくりの推進 8,000 市民協働課

1,904,601

○ 農業用用排水路等の保全管理の地域共同活動を支援 653,980 農林整備課

スポーツ振興課

○ 学生のものづくり世界大会への出場を支援 400 工業振興課
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(担当課)

・市役所に障害者ワークステーションを設置し、障害者雇用を推進

・市役所での障害者の職場体験実習を通じて就労を支援

・企業にジョブサポーターを派遣して障害者の企業実習と就労後の定着を支援

・視覚障害者の音声色彩判別装置

・小児慢性特定疾病児童のストマ用装具等

・難病患者の紙おむつ

・精神障害者家族団体による「家族相談」の取り組みを支援 福祉総務課

・人工透析デマンドタクシー事業を助成し、人工透析患者の通院を支援 健康課

・在宅血液透析に係る住宅改造費を助成

・重度障害者の交通費や人工透析患者の通院費を助成

・地域活動支援センターの運営費を助成（１２か所）

・障害者差別の解消を推進

・講演会などに手話通訳者・要約筆記者を派遣

・「すこやか・ともしびまつり」、「ふれ愛コンサートｉｎながおか」を開催

・障害者の紙おむつ費用の負担を軽減

・介護家族の「支え」に見舞金を支給

・障害者基幹相談支援センターによる相談支援体制づくり

(単位:千円)

○ 障害者の就労の促進 18,486 福祉課

【新規】〇

○ カフェく・る～むでの障害者の就労を支援 4,860 福祉課

○ 1,119 福祉課障害者等の新たな日常生活用具の購入費用を助成

【新規】〇

【新規】〇

【新規】〇

○ 障害者の暮らしの支援 213,227 福祉課

２ 健康・福祉・医療と地域共生社会の推進
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・「アール・ブリュット展ｉｎ長岡」を支援

・「アール・ブリュットまちかどギャラリー」を開催

・放課後や長期休業日に児童・生徒を一時預かり

・配偶者暴力相談支援センターを運営

・ＤＶ被害者の心理ケアから生活再建までを支援

・男女平等推進センター「ウィルながおか」を運営

・若者向けのワーク・ライフ・バランスセミナーを開催

・女性の活躍をさらに推進するためのセミナーを開催

・仕事と家庭生活の両立など働き方の悩みに関する相談会を開催

・ピロリ菌除菌の必要性を判定する検診を実施 学務課

・市立中学校以外に通う生徒へ対象を拡充し、全ての中学２年生で実施

・抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査と予防接種を無料で実施

・特定の年齢に達した場合に歯科健診を無料で実施

【新規】〇 ・３０歳を無料健診の対象年齢に追加

・特定の年齢に達した場合に、子宮がん、乳がんの無料検診を実施

・地域医療体制を確保するため、基幹３病院（長岡赤十字病院、長岡中央綜合

　病院及び立川綜合病院）の運営費を助成

○

○ がん検診の推進 207,599

○ 風しん予防接種の実施 111,477 健康課

＜拡充＞　

基幹病院の運営費の助成

健康課

120,000

健康課

健康課

○ 26,450 健康課胃がんリスク検診の対象者の拡大

○ 歯科健診の実施 18,044

○ アール・ブリュット関連事業の実施 652 福祉課

○ 総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート事業の実施 12,343 福祉課

○ ＤＶ防止と男女共同参画の推進 30,418 人権・男女共同参画課

【新規】〇
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・地域健康づくりセミナーを開催

・歯と食や若者対象の健康講座、薬と健康に関するイベントを開催

・タニタカフェで栄養相談とまちなか健康講座を開催

・支所地域でスポーツクラブと連携した運動習慣化プログラムを開催

・「ながおかタニタ健康くらぶ」の運営

＜拡充＞　 ・国民健康保険加入者の特定健康診査受診料を500円に引き下げ

・生活習慣病の重症化予防のための指導会を開催

・糖尿病教室、腎臓にやさしい栄養教室等を開催

・提供者（ドナー）に対し、骨髄等の提供に必要な費用を助成

・悩みを抱えている人に気付ける人（ゲートキーパー）を重点的に育成

＜拡充＞　 ・こころの健康づくり講座や相談会を開催

・関係機関との連携やハイリスク層への働きかけを強化

・白血病などの治療により、再接種が必要な場合の費用を助成

「タニタ健康くらぶ」を軸とした市民参加の促進○

自殺対策の強化

○

2,578 健康課

多世代健康づくりの地域への展開 11,979 健康課

子どもの予防接種費用の助成

骨髄等移植ドナーへの支援 700 健康課

子ども家庭課

50,000 健康課

健康課

21,000 福祉総務課

○

○

○

栃尾郷クリニックの運営費の助成

○ 215

103,279

○

147,297 健康課生活習慣病予防対策の推進○

中越こども急患センターと休日・平日夜間急患診療所の運営
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・自立相談や就労準備を支援

・離職した方の住まいの確保を支援

・子どもの居場所づくりや学習を支援

・ボランティア参加などを通じて、仕事のやりがいや就労意欲を喚起

・就労相談により生活保護からの自立を促進

・母子・父子自立支援員によるきめ細やかな支援を実施

・高等職業養成機関在学中の生活費を助成

・ＩＣＴ情報連携システム（フェニックスネット）を活用し、医療・介護情報

　を診療所・訪問看護等の関係者間で共有

・安心連絡システムによりひとり暮らしの高齢者を支援 介護保険課

・常時、在宅介護をしている同居家族に「在宅介護者支援金」を支給

・介護者の負担軽減・リフレッシュのための介護研修会を実施

・公営住宅（３か所）の高齢者世帯へ生活援助員を派遣

・住み慣れた自宅のバリアフリー化を支援

・高齢者の権利擁護を推進

・「シルバーささえ隊」活動を推進

・「はつらつ広場」と「介護予防サークル」による高齢者の社会参加と

　生きがいづくりを支援

○ ひとり親家庭の父・母を支援

○ 地域の介護予防活動の支援

生活支援課

生活支援課

○ 生活困窮者の自立支援 39,201

15,457

○ 生活保護からの自立を促すための就労支援 5,774 生活支援課

21,752

長寿はつらつ課○ 高齢者の暮らしの支援 250,833

長寿はつらつ課

長寿はつらつ課○ 高齢者を地域で支える「地域包括ケアシステム」の推進 8,500
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福祉課

長寿はつらつ課

・生活支援コーディネーターの配置を支援し、高齢者を支える体制を強化

・要支援者へのサービスの充実と介護予防を重視したサービスを提供

・センターを核とした高齢者を地域で支える体制づくりを推進

・「高齢者基幹包括支援センター」を中心に、各センターへの支援等を強化

・行方不明者対策として、見守りシールを活用

・認知症の方や家族が集い交流する「オレンジカフェ」を全地域で運営

・全地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置

・「認知症初期集中支援チーム」を運営

・認知症サポーターを養成

・民間事業者が行う介護施設の新規整備を支援

・介護サービス事業所職員と障害福祉サービス事業所職員に、介護福祉士実務者

　研修の受講料を助成

・介護職の魅力を発信する民間事業者等の活動を支援

364,543 長寿はつらつ課

福祉総務課

長寿はつらつ課

　

16,985認知症施策の推進○

○ 地域の高齢者の生活支援体制の整備 2,771 長寿はつらつ課

○ 52,572 福祉総務課

523,631 長寿はつらつ課○ 介護予防・日常生活支援総合事業を実施

成年後見制度の推進

131,517○

4,700高齢者及び障害者施設の介護人材確保を支援○

介護施設整備への支援

○ 地域包括支援センターの運営

福祉総務課
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・暮らしの情報を多言語化し、外国人市民への情報発信を強化

・タブレット型通訳機を導入し、一元的相談窓口機能を強化

・多文化共生のための講演会や講座を開催

・外国人市民に対する生活相談を実施

・日本語講座及び市民ボランティアと交流しながら日本語を学ぶ「ながおか

  にほんご広場」を実施

・理解促進と困難を抱えている人への支援の輪を広げるための講演会等を開催

合　計

8,705 国際交流課

2,565,898

○ 多文化共生社会の推進

＜拡充＞　

＜拡充＞　

○ 国際交流センター「地球広場」の運営 16,800 国際交流課

○ 性的少数者（LGBT）への理解促進と支援 434 人権・男女共同参画課
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（担当課）

【新規】　 ・多胎児親子向けの交流会を開催するなどの多胎児家庭への支援を充実

＜拡充＞　 ・家庭的な環境で産後のケアを行う「産後デイケアるーむ ままリラ”」に１７時から

２０時までのイブニング枠を新設

【新規】　 ・委託医療機関に宿泊し行う宿泊型産後ケアを実施

・育児方法や子どもとの関わり方を保育士から学ぶ「産後デイケアるーむ ままナビ”」

を実施

・子育ての仲間づくりの第一歩を応援する「ままのまカフェ」を開催

＜拡充＞　 ・妊産婦の家事・育児援助サービス費用の助成対象サービスを拡充

・支援が必要な家庭に助産師や子育て経験者が訪問

・１４回分まで公費負担で実施

・妊婦の歯周疾患健診を１回無料で実施

・「こどもすこやか応援チーム」による相談・訪問を実施

・発達に心配のある子どもの放課後や長期休暇中の通所支援を継続

○ 妊婦健診の負担軽減 183,300 子ども家庭課

3,100 子ども家庭課

○ 長岡版ネウボラ（産前産後サポート）の実施 24,266 子ども家庭課

○ 妊婦歯科健診の実施

11,279 子ども家庭課配慮を要する子どもへの支援

　○ 322,012

○

子ども家庭課放課後等デイサービスの利用者への対応

(単位:千円)

３ 子育て環境の整備
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・柿が丘学園の専門員が発達支援が必要な児童をサポート

・情報収集や支援のコーディネートを行う子どもナビゲーターを配置

・生活困窮世帯の子どもの学習塾受講を支援

・心理担当支援員等の専門職を新たに配置し、児童虐待防止・対応の体制を強化

・市内全ての地域で「子育ての駅」を運営し、子育て相談や交流を充実

・全施設に子育てに関する相談や情報提供をする「子育てコンシェルジュ」を配置

中央図書館

・司書が選書した赤ちゃん（０～２歳児）向け絵本のセットを全図書館で貸出

【新規】  ・幼児（３～５歳児）向けセットの貸出を新たに開始

・出生から中学校卒業までの子どもの入院・通院医療費を助成

5,386

27,553

こども発達相談室で乳幼児の発達を支援 27,058

保育所等訪問支援の実施

児童手当の支給 4,019,985

「ベビーパック」、「キッズパック」の貸出

○ ブックスタート事業の実施

○

○ 子どもの医療費助成 736,344

子ども家庭課

子ども家庭課

子ども家庭課

　　　　　○

○

○

1,270 子ども家庭課

「子育ての駅」の運営 138,616 子ども家庭課

子ども家庭課

中央図書館

保育課

福祉課

　○ 子どもの貧困対策の推進 11,391

○ 500

【新規】○ 子ども家庭総合支援拠点の設置
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＜拡充＞　 ・病後児保育施設を１か所増設

・認定こども園５園、認可保育園１園を整備

・老朽施設の修繕や安全性向上を図る施設整備を支援

・３歳未満児保育定員が７７名増加

・子育て支援員を養成し、保育園等に配置

・保育士用宿舎の借上げを支援し人材確保

【新規】　 ・給食配膳やバス運転などの保育周辺業務を行う職員の人件費を助成

・保育業務全般の補助を行う職員の人件費を助成

・年度途中の入園児童を受け入れるために配置する保育士の人件費を助成

・保育士の業務負担軽減を図るシステム導入経費を支援

・保育中の事故を防止するための器具設置費用を支援

・公立保育園に登降園管理システムを導入

・一時保育、未満児保育、障害児保育、病児・病後児保育を実施

・医療的ケアが必要な子どもの保育園受け入れをモデル事業で実施

・老朽化した設備を更新

・豊田第二児童クラブを新設（建築工事）

・青葉台児童館・児童クラブを移設（設計）

・上川西児童館・児童クラブを改修（設計）

2,678

児童館・児童クラブの整備

○ 4,500

保育課

保育課

充実した特別保育の実施 607,464 保育課

青少年育成課

保育環境の整備 1,073,141

保育課

教育施設課

保育士人材の確保 10,180

○

○ 医療的ケアが必要な子どもの保育園入園体制の整備

○

【新規】　

【新規】　

○ 保育体制強化の取り組みへの支援

○

○

保育園冷暖房設備の整備

162,900

58,953 保育課
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・児童クラブの実施・・・・・・５２クラブ

・放課後子ども教室の実施・・・１９教室

・児童館の運営・・・・・・・・３９館

・放課後発達支援コーディネーターの配置

合　計 7,884,305

452,429○ 児童の放課後対策の充実 青少年育成課
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（担当課）

・鳥獣被害対策実施隊による被害防止活動 環境政策課

・住民との協働による鳥獣被害対策の実施 危機管理防災本部

・住民生活の安全・安心確保のための緊急捕獲

・狩猟免許取得費用を助成し、有害鳥獣捕獲の担い手を確保

・栃尾地域でのサルの捕獲の強化

・ハクビシン等による人家被害へのアドバイザーの派遣

・電気柵の試験導入を支援

・救命率向上のため常時離着陸が可能なヘリポートを整備

・ＩＣＴを活用した高齢者見守りの仕組みづくりを研究

・高齢者の交流の場（よったかり場）の立ち上げを支援

・地域に寄り添い活動する集落支援員を８名増員し、１８名配置

・地域協力活動を行う隊員を１６名配置

・任期が終了する隊員の起業を支援

○ 266,856 消防本部総務課

＜拡充＞　

＜拡充＞　

(単位:千円)

46,542

鳥獣被害の防止対策の強化 農水産政策課

＜拡充＞　

【新規】　

○

＜拡充＞　

【新規】　

○ 栃尾地域にヘリポートを整備 48,000

〇 中山間地域の集落支援 28,160 地域振興戦略部

○

＜拡充＞　

消防本部総務課

25,620

地域振興戦略部地域おこし協力隊による地域の活性化

長岡消防署関原出張所の耐震化・長寿命化

４ 地域の生活の安心確保と防犯等の安全対策

13



・地域資源の磨き上げに取り組む住民主体の活動を応援

≪令和２年度に取組む地域の宝≫

    中之島地域　　今町・中之島大凧合戦、大竹邸記念館

    越路地域　　　ホタル、もみじ園とその周辺

    三島地域　　　三島の里山（保全活動、資源活用）

    山古志地域　　山古志の棚田・棚池、震災アーカイブス

    小国地域　　　小国の森林（おぐに森林公園）

    和島地域　　　良寛・貞心尼とはちすば通り、越後鉄道と住雲園、村岡城址周辺

    寺泊地域　　　寺泊の海（海洋資源・寺泊歴史街道）

　　栃尾地域　　　上杉謙信公旗揚げの地

　　与板地域　　　楽山苑・豪商の文化、城下町与板の街なみ

　　川口地域　　　全国植樹祭会場を含む「ふるさとの森」、魚野川と信濃川の河川空間、天神ばやし　など

・地域活動団体にアドバイザーを派遣し研修会と現地指導を実施

・地域づくりを担う人材の育成と団体活動の支援

・地域の資源を生かしたビジネスの創出

・各地域の住民要望や地域課題に迅速かつ弾力的に対応

・町内会等の公衆街路防犯灯や通学路防犯灯の設置費、電気料を助成

・交通安全指導者を養成

・免許を自主返納した市民にバス券・タクシー券を交付

・高齢運転者に安全運転セミナーを実施

20,000 地域振興戦略部

地域振興戦略部

130,094

地域振興戦略部

○ (公財)山の暮らし再生機構の支援 98,347

○

市民課

○ 住民サービスや地域課題への対応の強化

○

【新規】　

○ 地域づくり事業への支援 787

防犯・交通安全対策の推進

地域振興戦略部47,355「地域の宝」の磨き上げ
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・老朽化した公園施設の改築更新

・公園外周の植栽帯の再整備による防犯性向上

・路線バスの運行経費を支援

・コミュニティバスの運行経費を支援（山古志・太田、小国、川口地域）

・交通空白地区における地域交通確保のための社会実験を実施（中之島、和島、栃尾地域）

・市道の包括的維持管理業務を民間委託

・町内会などの除雪共助組織を支援

・町内会などによる除雪作業の燃料費相当額を助成

・除雪ボランティアを呼び込む仕組みづくりを活用した実証実験を支援

・道路除雪の新技術を産学官が連携して研究

・各地域の小規模災害に機動的に対応

・地震や津波、土砂災害の際に迅速に障害物を撤去するための重機を導入

合　計

小型除雪機械を町内会へ貸与

○ 道路管理課

7,920 道路管理課○

除雪イノベーション研究会の開催

○ 要援護世帯に除雪経費を助成 21,000 福祉総務課

2,798

○ 地域で行う除雪作業への支援 6,500 地域振興戦略部

公園緑地課39,840

農林整備課

＜拡充＞　

○ 災害発生時の応急復旧対策「地域の救急箱」 15,000 地域振興戦略部

  【新規】○ 1,022災害対応用の重機を導入 消防本部総務課

交通政策課

道路管理課

1,093,861

186,641○ 公共交通の確保維持

　〇 包括的な道路維持管理（三島、小国、川口地域） 98,617

○

○ 中山間地域での土地改良事業に対する支援の強化 2,762

公園施設の安全・安心対策の実施

【新規】　
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(担当課)

　　　 ・生活に密着した身近な公共事業を実施 ＜補正予算分＞

＜当初予算分＞

計

計 計15,483,260 2,307,037

6,309,694 34,600

1,136,148

273,049

34,600

簡易水道建設改良費 160,976

その他 8,000,916

　＜企業会計＞

下水道建設改良費 3,152,545

福祉施設 1,548,156

上水道建設改良費 2,996,173

計

コミュニティ施設 532,786

スポーツ施設 448,898

公営住宅等 299,964

413,476小・中・総合支援学校

道路・河川 4,112,024

公　　　園 127,040

897,840

　＜一般会計＞

　＜当初予算分＞ 　＜補正予算分＞

(単位:千円)

21,792,954地域インフラの整備　

2,341,637

○

５ 身近な生活環境の整備と地域経済の下支え
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　　○ ゼロ市債の設定　　※

　　　 ・切れ目のない発注を行うため、公共事業等で総額６．７億円のゼロ市債を設定

・主要市道の舗装やトンネルの修繕工事を計画的に実施 地域建設課

＜補正予算分＞ 地域建設課

・高山踏切改良工事

・利便性、安全性の向上を図るため、寺泊駅前広場の整備に着手

・市有消雪パイプを更新 ＜補正予算分＞ 地域建設課

・雪崩危険箇所に雪崩防止柵を設置

・除雪車を更新

・町内会などによる私有消雪パイプの整備を支援

・側溝のふた掛けにより、狭あいな通学路を拡幅 ＜補正予算分＞ 道路建設課

・中学校周辺に歩道消雪パイプを整備 地域建設課

・生活道路のきめ細やかな維持修繕により、地域住民の ＜補正予算分＞ 地域建設課

　円滑な交通を確保

道路管理課303,900

来迎寺駅周辺に多目的駐車場を整備

※は経済対策等による
令和元年度予算措置分を含む

冬季の車道・歩道の安全確保　※

16,200

交通政策課7,000

○ 寺泊駅前広場の整備 17,122

○ ボトルネック踏切の整備 63,769 交通政策課

交通政策課

道路管理課

【新規】○

　　　　　　　○ 210,815

○ 505,430 道路管理課

道路管理課○ 278,115

68,400 道路建設課

 ○

　○ 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょう修繕工事の実施　※

地域生活道路の整備　※

維持管理計画に基づく道路ストック修繕工事の実施

通学路の安心・安全の確保　※

367,780

97,000

11,880
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・移住世帯への空き家活用リフォーム補助金の限度額を増額

・空き家の家財片づけや引越し費用を支援

・空き家バンクの活用促進

・２施設（関原、深才）

・各地域における回収拠点の設置と福祉団体等による小型家電等の戸別回収を実施

・家庭用燃料電池・ＬＥＤ照明等の設備導入費用を助成

・天然ガス自動車の購入費用を助成

・造成工事基本設計

【新規】○ 31,150

○

○

野良猫等の不妊去勢手術費用の助成

○ 不法投棄防止パトロールの実施 3,274

○

北部地域新斎場（仮称）の整備

すまいの耐震改修の促進 14,950

コミュニティ施設の耐震化 51,000

50,000

住宅施設課

環境政策課

2,000 環境業務課

環境業務課

環境施設課生ごみバイオガス発電センターによる環境負荷の低減 149,072

省エネルギー設備等の普及支援 16,000 環境政策課

市民課

○

○ 低公害自動車の導入促進 600

民間ブロック塀等の安全対策費用を助成

○

資源物の拠点回収 環境業務課33,726

市民協働課

都市開発課

1,200 都市開発課

住宅・空き家リフォーム費用の助成

12,032

○

○

空き家等の適正管理の推進

○

住宅施設課

○
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・消防車両、消防機械器具、耐震性防火水槽を整備

・森林組合が行う間伐や造林などの事業を支援

・森林を適切に管理するための指針案の策定

農林整備課

農林整備課

合　　　計 22,397,250

232,900 消防本部総務課

森林整備の推進 88,542

消防・救急対策の推進

○ 治山事業の推進 17,400

○

○
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（担当課）

・サーバ追加による負荷分散とレイアウト変更により情報発信を強化

・アナログ方式防災行政無線運用地域においてＦＭラジオ方式へ移行

・災害時における市民からの情報収集機能を強化

・「ながおか土砂災害Ｄメール」で、迅速、確実な情報を伝達

・「マイタイムライン」を活用した学校での防災教育を推進

危機管理防災本部

○

土砂災害対策の推進 990

○ 地域と学校が連携した防災教育の推進

(単位:千円)

【新規】○ ながおか防災ホームページのリニューアル 8,200

高齢者世帯等の固定電話に避難情報を一斉配信【新規】○ 900

221,000

3,200

5,400

広報課

危機管理防災本部

危機管理防災本部

危機管理防災本部

危機管理防災本部

○ 危機管理防災本部

○ ＮＰＯと協働して防災情報メールを配信 2,013 危機管理防災本部

○ 局地的な気象情報の活用 500

【新規】○ 2,860

災害時次期情報伝達方式の構築

危機管理防災本部

情報発信ツールLINEに新機能を追加

【新規】　

みんなの防災フェアの開催○

Ⅱ 台風第19号の教訓を踏まえた災害に強いまちづくり

１ 早めの避難行動を促す体制づくり
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・親子一緒に楽しみながら学ぶ体験型防災イベントを開催

・液体ミルクなどの備蓄品の整備

・防災講座の開催や子育て安心支援者の養成

・メモリアル施設の運営を支援

・メモリアル施設での青少年への防災教育を行う団体を支援

・防災に関する相談対応等の支援体制を拡充

・自主防災活動へのアドバイザー派遣や研修会等を実施

・外部有識者の意見を聴取

・自主防災会活動費と防災資機材購入費を助成

・総合防災訓練として全地区防災センターと連携した情報伝達訓練を実施

・浸水地域から高所への水防避難訓練を実施

304 危機管理防災本部防災講演会を開催

8,072 危機管理防災本部

危機管理防災本部

【新規】　

○ 6,558

○

危機管理防災本部

危機管理防災本部

防災訓練の実施

○ 地域防災力の強化

農林整備課農業用ため池ハザードマップを作成

危機管理防災本部【新規】○ 津波災害警戒区域の指定に合わせて津波ハザードマップを作成 8,500

【新規】○ 44,000

＜拡充＞　

自主防災会の育成と活動の支援 15,201

【新規】〇

【新規】　

【新規】○ 17,000要配慮者版洪水ハザードマップの作成

○ 57,250中越大震災の経験を継承（中越大震災メモリアル基金事業） 地域振興戦略部

○ 子育てあんしんの避難所事業の実施 994 子ども家庭課

500 危機管理防災本部○ 親子向け防災イベントの実施
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・大学や関係団体と連携し、出前講座や防災訓練において専門家講師を活用

合　計 408,042

　＜拡充＞○ 原子力防災の市民向け出前講座の充実 1,518

○ 412 原子力安全対策室

○

原子力安全対策室

原子力防災ホームページによるわかりやすい情報提供

○ 原子力安全対策のための調査研究の実施 352 原子力安全対策室

原子力防災訓練の実施

2,318 原子力安全対策室
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(担当課)

・児童生徒１人１台の端末環境の実現に向けて段階的に整備

・教育のＩＣＴ化を推進し、子どもたちの学ぶ意欲や情報活用能力を育成

・相談機関を統合し、小学生から成人するまでの切れ目ない相談支援をワンストップ

　窓口で実施

・多様化・複雑化する相談に対応するため、カウンセラーの配置を充実

・支援や配慮が必要な児童生徒に対応する介助員を１５５名配置

・障害のある人もない人も共に学ぶ仕組みを構築

・問題行動やいじめ、不登校、児童虐待などについての対応と予防

・「中１ギャップ」に対応するため、「いじめ見逃しゼロ集会」などを開催

・多様な教育カリキュラムと作業学習、就労支援体制により卒業後を見据えた 学務課

支援の充実

・通学用の車を手配し、自力通学が困難な生徒を支援

○ 高等総合支援学校の運営 28,742 学校教育課

○ 小中連携推進事業 1,233 学校教育課

○ 子どものサポート体制の充実 287,822 学校教育課

学校教育課

教育総務課

(単位:千円)

【新規】○ 小・中学校にタブレット型端末を導入 49,214

【新規】○ 子ども・青少年相談センターの開設 19,092

Ⅲ 「新しい米百俵」による人材育成と未来への投資

１ 人材育成・教育環境整備の推進
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・配置希望校へ１８名配置し、中学校部活動の質的向上を図るとともに、教職員

　の負担を軽減

・スクールバスの運行や通学費補助金の交付により、通学に係る負担を軽減

＜拡充＞　 ・総合支援学校スクールバスの運行見直しにより、寺泊・和島地域まで経路を延伸

・「米百俵プレイス（仮称）（大手通坂之上町地区市街地再開発事業）」に

　人づくりと産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点「人づくり・学び・

　交流エリア」を整備

・校舎増築及び大規模改造工事の実施 ＜補正予算分＞

　四郎丸小学校・・・・・・・大規模改造工事　※

　（総額１４億５，６００万円　令和元～４年度継続事業）

【新規】 　黒条小学校・・・・・・・・大規模改造工事（実施設計）

【新規】 　上通小学校・・・・・・・・暖房設備改修工事（実施設計）

　西中学校・・・・・・・・・校舎増築・大規模改造工事　※

　（総額１８億１，５２９万円　平成２９～令和２年度継続事業）

　岡南中学校・・・・・・・・大規模改造工事（実施設計）

【新規】 　南中学校・・・・・・・・・大規模改造工事（基本設計）

【新規】 　川口中学校・・・・・・・・屋内運動場外壁等改修工事（実施設計）

【新規】 　旭岡中学校・・・・・・・・学校給食共同調理場整備工事（実施設計）

駐車場・雨水貯留施設整備工事

○ 安心・安全で快適な教育環境の整備 213,512 教育施設課

1,136,148

　【小学校】

　【中学校】

　【総合支援学校】

○ 「米百俵プレイス（仮称）」の整備 723,005 中心市街地整備室

学校教育課

○ 遠距離通学や総合支援学校の児童生徒の通学を支援 259,710 学務課

＜拡充＞○ 中学校部活動指導員の増員 6,189
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工事６校（日越小、新組小、十日町小、宮本小、大河津小、総合支援学校）

実施設計７校（前川小、太田小、北中、越路中、三島中、北辰中、総合支援学校）

大規模改造工事等に合わせて改修（再掲）　※

工事２校（四郎丸小、西中）

実施設計２校（黒条小、岡南中）

工事１４校（小学校１０校、中学校３校、総合支援学校）

・未来を創る子どもたちが、夢を描き志を立てて生き抜くために、学校・家庭・

　地域が連携しながら、子どもたちの”やる気や学ぶ意欲”を引き出す教育を推進

        ・若手・中堅教員に対し、マンツーマン方式による実践的な研修を実施

学校教育課

        ・外国語指導助手と英語指導員を派遣し、英語教育、国際理解教育を
          充実・推進

　　◎　教員サポート錬成塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,489 学校教育課

        ・子どもの学ぶ意欲を引き出すため学校が創意工夫して取り組む事業
          を支援

　　◎　英語教育の更なる推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93,744

　　◎　学校・子どもかがやき塾　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　35,095 学校教育課

　　◎　アシスタントティーチャー(教員補助員)の配置　５０名　　　　　　　  128,271 学校教育課

　方策Ⅰ　確かな学びを実現する学校・園づくり

　　◎　小・中学校図書館に学校司書を配置                                   16,091 学校教育課

○ 「熱中！感動！夢づくり教育」の推進 475,509

・トイレの洋式化・環境改善　※

・普通教室の冷房設備整備
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       ・ロボット型情報端末（ロボホン）を活用したプログラミング体験事業を実施　　　　　ながおか・若者・

        ・ＩＴ企業等と連携し、デジタルテクノロジーを体験する場を提供（再掲） しごと機構推進課

しごと機構推進課

        ・地域の人材を学校教育に活用

        ・留学生講師を市内小中学校等に派遣

        ・地球広場版「Ｗｏｒｌｄ Ｃａｆｅ～世界の茶の間～」の開催

　　◎　ようこそ「まちの先生」事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3,000 学校教育課

　　　　・雪国植物園に隣接する木工体験館「木遊館」を利用し、小学生に
　　　　　木工体験、作品作りの場を提供

　　◎「世界が先生－国際人育成事業」　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　711 国際交流課

　　◎　ジョイフル里山木工塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,589 学校教育課

　　　　・小学生向けに長岡で学ぶ・働く魅力を発信（再掲）

　　◎　劇団四季夢づくりミュージカル事業　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,278 学校教育課

　　◎　「長岡しごと体験ランド2020」の開催        　　　　　　　　　　　　  3,400 ながおか・若者・

　方策Ⅲ　子どもが熱中・感動する豊かで多様な体験づくり

　　◎　プログラミング教育の充実　　　　　　　　　　                       11,306 学校教育課

　　◎　小・中学生ロボコン教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,605 学校教育課

学校教育課

        ・競技力向上を目指す生徒に対し、競技団体と連携して指導を実施

　方策Ⅱ　子どもの個性・可能性を伸ばす学びの場づくり

【新規】 　　◎　中学生スポーツ活動推進モデル事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,943
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・住民税非課税世帯等の学生を対象に入学金・授業料を減免

・国際交流協会と米百俵財団が連携し、ホノルルとフォートワースへ中学生を派遣

・市内全地域の市民が一堂に集い、戦没者を追悼するとともに平和の尊さを発信

・「ながおか平和フォーラム」を開催

庶務課○ ながおか平和フォーラム事業の実施 985

○ 長岡市平和祈念式典の開催 3,657 庶務課

○ 中学生の海外派遣 7,581 国際交流課

○ 教員のホノルル派遣研修を実施 1,080 学校教育課

○ 小・中学校全国大会出場者への支援 4,682 学務課

【新規】○ 長岡造形大学で就学支援事業を実施 71,140 政策企画課

○ 公立大学法人長岡造形大学の運営を支援 877,227 政策企画課

　その他各種事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146,602

　　◎　中学生と赤ちゃんのふれあい体験　　　　　　　　　　                  1,045 子ども家庭課

　　　　・子育ての駅等で中学生と赤ちゃん・パパ・ママとのふれあい体験を実施

　　　　・合同の園長研修会を実施

　　　　・保育士等の合同研修会を実施

　方策Ⅳ　子どもの育ちをしっかり支える土台づくり

　　◎　公・私立保育園等合同研修会の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　  340 保育課
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・戦後75年の節目に長岡空襲体験画特別展を開催

・小中学校を対象とした体験談講話・紙芝居講演を実施

・長岡のものづくりの歴史や技術力を紹介する冊子を製作し、小中学生に配布

・子どもたちに長岡のものづくりの魅力をＰＲ

・ロボット等の新技術をＰＲ

・ロボット活用に対する次世代の技術者を育成

・世界や全国での活躍を目指し、水泳・テニス等の競技力を向上・強化

・障害のある人がスポーツを体験する機会を提供

・令和3年5月に公認期間が満了する市陸上競技場の再公認に向けた整備を実施

・長岡市出身の首席フルート奏者小山裕幾氏が活躍する名門オーケストラを招致

・フルオーケストラによる演奏会や親子向けコンサートを開催

○ 東京フィルハーモニー交響楽団長岡公演への支援 10,200 文化振興課

【新規】○ フィンランド放送交響楽団長岡特別演奏会への支援 4,200 文化振興課

【新規】○ 市陸上競技場の再公認 37,000 スポーツ振興課

○ 障害者スポーツの推進 351 スポーツ振興課

○ ジュニア選手の競技力向上 9,539 スポーツ振興課

〇 東京２０２０オリンピックを目指す長岡のトップアスリートの活動支援 3,000 スポーツ振興課

【新規】○ ロボットイノベーション事業への支援 1,500 工業振興課

○ ものづくり紹介冊子の製作 260 工業振興課

○ 郷土長岡を語る「ながおか学」を小学５年生に配布 424 学校教育課

＜拡充＞○ 「長岡ものづくりフェア」の開催 8,500 工業振興課

○ 長岡空襲の体験を次世代に継承 894 庶務課
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・コミュニティセンターなどで出張コンサートを開催

・国内外の一流演奏家と市民が交流するプログラムを実施

・「日本刀の美（仮称）」、「栃尾美術館25周年のあゆみ（仮称）」、

　「リサとガスパール絵本原画展（仮称）」

・全体の利活用方針を検討 管財課

科学博物館

・特別展「ツノ虫×キバ虫」

・「長岡藩主牧野家の至宝展」、「牧野家ゆかりのおひなさま展」を開催

合　計 3,129,352

○ 長岡藩主牧野家資料の活用 1,556 科学博物館

○ 科学博物館特別展の開催 1,158 科学博物館

【新規】○ 企画展「如是蔵博物館資料展（仮称）」の開催 1,500 科学博物館

【新規】○ 「互尊翁顕彰記念展示及び講演会（仮称）」の開催 136 中央図書館

○ 如是蔵博物館の活用 5,691 政策企画課

○ 栃尾美術館企画展の開催 5,370 中央図書館

○ 「アフィニス夏の音楽祭２０２０長岡」の開催 1,500 文化振興課

○ 「中央図書館　所蔵資料展～新収蔵資料を中心に（仮称）」の開催 1,193 中央図書館

○ 東京フィルハーモニー交響楽団出張コンサートへの支援 3,000 文化振興課

＜拡充＞○ 地元演奏家による学校訪問コンサートの開催 2,000 文化振興課
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(担当課)

・中之島クリーンセンター敷地内に新しいごみ処理施設を整備

　　　 （総額３６億６，４００万円　平成２８～令和２年度継続事業）
　

・施行者に対する助成（実施設計、除却等）

・「米百俵プレイス（仮称）」に人づくりと産業振興を総がかりで支える地方

　創生の拠点「人づくり・学び・交流エリア」を整備（再掲）

周辺道路の整備　※ ＜補正予算分＞ 道路建設課

＜補正予算分＞

・越路原バイパス、長岡東西道路アクセス道路など ＜補正予算分＞ 地域建設課

・国道２８９号への連絡道路の検討など

30,000

左岸バイパス南北延伸の推進　※

広域幹線道路体系の整備　※

長岡東西道路整備事業の促進

【新規】○ 八十里越道路整備事業の促進 5,277

○

110,000

○ 柿町一般廃棄物最終処分場の整備 1,132,728 環境施設課

○ 495 土木政策調整課

土木政策調整課

○ 41,014 土木政策調整課

○

中心市街地整備室○ 民間活力によるまちなかの建物更新等を支援 149,350

大積スマートインターチェンジ（仮称）の事業化に向けた実施計画策定と

大手通坂之上町地区市街地再開発事業の推進

(単位:千円)

○

2,991,327 中心市街地整備室

道路建設課762,700

環境施設課【新規】○ 新ごみ処理施設の整備 33,714

374,950 道路建設課

85,000

２ 将来に向けた都市インフラの整備
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・昭和団地３号棟、宮栄団地１号棟の大規模改修工事

・昭和団地４号棟の大規模改修設計

・西川口河川公園、下山フェニックス公園（仮称）など

・妙見浄水場の施設・設備更新

・管路更新による耐震化

・妙見浄水場の給水区域を拡大（与板・寺泊浄水場の統合）

・雨水管等の整備（長岡地域など）

・汚水管等の整備（中之島地域、寺泊地域など）

・長岡中央浄化センターの施設更新

初沈殿池設備（汚泥ポンプ）更新（総額４億５，３００万円　令和元～令和２年度継続事業）

終沈殿池設備（汚泥掻寄機）更新（総額４億６，３００万円　令和元～令和２年度継続事業）

自家発電設備更新（総額９億２，５００万円　令和２～令和３年度継続事業）
脱臭設備更新（総額６億１，５００万円　令和２～令和３年度継続事業）

・栃尾下水道処理センターの施設更新

汚泥濃縮設備更新（総額１億８，７００万円　令和元～令和２年度継続事業）

・中之島浄化センターの施設更新

監視制御設備更新（総額１億５，４５０万円　令和元～令和２年度継続事業）

合　計

○ 下水道施設の整備

○

3,020,571

【新規】　

10,713,647

○

【新規】　
【新規】　

公園の整備 19,650

【新規】　

【新規】　

1,942,803 水道局業務課

住宅施設課

上水道施設の整備○

下水道課

公園緑地課

239,068市営住宅の長寿命化
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(担当課)

・地方創生特別融資等の延長と起業に関する利率引下要件を緩和 工業振興課

・商工会議所、商工会等による経営相談や販路開拓の取組みを支援

・企業の事業承継を支援

・海外展開を後押しする外部人材とのマッチングを支援 工業振興課

・商工団体による企業の海外販路拡大や外国人材活用を支援

・国際ビジネス研究会等による企業の海外販路開拓に対する取組みを支援

・県外、海外見本市出展を支援

・外国人材活用支援アドバイザーを配置し、留学生と企業とのマッチングを推進 国際交流課

・留学生の企業インターンシップ受け入れを支援

・暮らしの情報を多言語化し、外国人市民への情報発信を強化（再掲）

・タブレット型通訳機を導入し、一元的相談窓口機能を強化（再掲）

・ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥで産学連携や起業支援を促進

・地域の課題解決と新産業創出を目指し、国の研究機関等とプロジェクトを設立 政策企画課

・長岡の発酵ミーティングによる機運醸成事業を支援（「ＨＡＫＫＯｔｒｉｐ」の

　開催等）

がんばる地域企業を応援

地域企業のグローバル展開を支援

地域資源や特性を活かした発酵・バイオ関連事業の実施

産業支援課

【新規】○ 4,350 産業イノベーション課

産業支援課

産業イノベーション課

○ 11,220

【新規】〇

11,765

【新規】〇

＜拡充＞　

【新規】〇

○ 産業支援課5,614,874

15,578

(単位:千円)

　○

○ 外国人材の活躍のための環境整備

＜拡充＞　

ＮａＤｅＣ構想（大学・高専との連携による人づくり・産業振興）の推進

【新規】〇

３ 産業振興と働く場の創出
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・産学官金のチームが、介護やＡＩなど地域の課題解決や事業化に取り組む

　プロジェクトを実施

・外部人材を活用し産学連携や異業種交流を促進

・起業支援センターながおかによる起業の機運醸成と起業後サポートを実施

・新規事業創出トレーニングであるリーンローンチパッド講座を実施

・独創的な技術やアイデアをもとに起業するスタートアップ創出経費を助成

・専門のアドバイザーが、大学・高専と連携して技術ベンチャーを育成

・学生起業家育成プログラムを実施

・大学等の高度な技術や学生のアイデアを活用し、中小企業が抱える課題を解決

・長岡市ＩｏＴ推進ラボにおいて、産業現場の課題解決に向けたシステムを開発

・ＩＴ、ＩｏＴ、ＡＩ導入のための設備投資を支援

・新製品開発、ブランド化を支援

・ロボット活用に対する次世代の技術者を育成（再掲）

・就職ガイダンス、業界研究セミナー、Ｕターン個別相談会を開催

・「Ｕ・Ｉターン情報サイト」での情報発信

・ガイダンスの開催と企業のインターンシップ受入れを支援

・大学と連携し、インターンシップ受入企業の見学会を実施

9,809

22,527

大学や高専の知見を活かした製品開発を支援

企業へのＩｏＴ導入等を促進

17,444○

○

【新規】〇

○

○

ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの活動支援

地元就職・Ｕ・ Ｉ ターン就職の促進

○

産業イノベーション課

工業振興課

工業振興課

工業振興課

14,050

工業振興課

産業支援課

産業支援課

4,000

産業イノベーション課

＜拡充＞　

【新規】〇

○ 起業・創業の支援 55,553

○

3,029

イノベーションモデルプロジェクトの実施

22,000地域産業の技術高度化や高付加価値化を推進

○ 学生のインターンシップ参加の支援

＜拡充＞　
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・都内からの就職を伴う移住に対して助成

・高校生向け地元企業説明会・企業見学会を実施

・働き方改革を推進するためのコンサルティングを実施

・国の認証制度の取得を支援するなど、「はたプラ勉強会」の開催

・企業の働き方改革の取組みを学生や求職者に発信

・就労に困難を抱える若者や、就職氷河期世代への就労支援を実施

・職場実習の受入企業を開拓

・障害者就労支援推進員による、障害者の雇用や実習の受入企業を開拓

・企業と福祉サービス事業所の意見交換会を開催

・下水道施設の整備 下水道課

・ビジネス誌等によるＰＲ

＜補正予算分＞

＜補正予算分＞

都市計画課

「長岡地域若者サポートステーション」との連携による就労支援

産業立地課新たな産業団地の整備を検討

長岡北スマート流通産業団地関連道路を整備　※

西部丘陵東地区関連道路を整備　※

○ 障害者の雇用の促進

○

産業支援課

産業立地課

産業支援課

道路建設課

道路建設課

長岡北スマート流通産業団地の整備と分譲促進

13,717

2,568

11,143 産業支援課

12,700

産業支援課

52,218

5,085

70,000

○ 商工会議所・ハローワークと連携した雇用対策の推進 4,353

○

○ 「ながおか働き方プラス応援プロジェクト」による働き方改革を推進

○

○

○

35,000

27,700

＜拡充＞　

○ 東京圏からの移住者への支援

4,095

産業支援課
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・展示会への出展と鍛冶体験工房の実施

・春と秋に栃尾の織物・ニットの展示会を開催・出展

・現場改善を指導する人材の育成等により、中小企業の生産性向上を支援

・与板地域や長岡駅周辺の環境整備を支援

・ＩＣＴ技術を活用した新たな営農指導体制の構築

・研究会における有効性の評価・検証と農業者への還元

・生産性向上に向けた機械導入を支援

・地域農業の将来を担う新規就農者の販路拡大や運転資金を支援

・競争力のある農業経営体を育成・支援

中心市街地の商業者が行う活性化事業「まちゼミ」への支援

工業振興課

産業支援課

○ 鉄工・鋳物関連業界の受注促進と販路拡大の活動支援 5,000

ものづくり現場力の向上支援

与板打刃物ブランド力強化事業への支援 1,400

産業支援課

11,820 産業支援課

工業振興課

3,000

2,000

工業振興課

【新規】　

○

栃尾テキスタイルブランド力発信事業への支援

○

○ 担い手育成総合支援事業の実施

がんばる担い手農家の支援

○

○

○ 2,700

アーケード整備への支援 17,032

○ 地域産業の将来を担うものづくり人材を育成 6,600

○

○

○ 商店街が行う賑わい創出や誘客・販売促進事業への支援

商店街ライトアップの支援 1,990

17,604 農水産政策課

2,622長岡版スマートアグリの推進

農水産政策課

産業支援課

65,412

○

工業振興課

工業振興課

農水産政策課
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・長岡産食材を活用した新商品の製造を支援

・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援

・新潟Ｕ・Ｉターンフェアへの出展による長岡農業のＰＲ

・学生や社会人のインターンシップを受け入れる農家に助成

・新規就農者等への技術習得支援 

・意欲ある若い担い手農家を育成

・新規就業者を雇用する沿岸漁業者に対して助成

・養鯉池の保全活動への助成

合　計

錦鯉飼育施設の整備を支援

6,129,889

農水産政策課

養鯉池の多面的機能発揮に向けた保全活動を支援

500○

1,000

〇

○

○

○

 　　○

18,332

耕作放棄地の再生を支援

○

○

環境保全型農業の推進

「地消地産」の推進

農水産政策課

農水産政策課

6,700

3,249新・農業人リクルートの支援

11,000

農水産政策課

農水産政策課

農水産政策課

新規就農者の確保 9,750

新規漁業就業者の確保・育成への支援 2,400

農水産政策課

農水産政策課
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(担当課)

・市民に向けたＰＲ活動

・訪日旅行者向けプロモーションを展開

・案内看板や観光施設の展示解説の多言語化を推進

・大型国家プロジェクト「日本博」で長岡の縄文文化を発信

・花いっぱいフェア２０２０を開催

・オリンピック開催を花で応援

合　計 65,075

政策企画課

○ 花のまちづくりの推進 6,000 公園緑地課

【新規】　

【新規】○ 日本博イベントで縄文文化をPR 1,621

○ インバウンド観光の推進 3,200 観光企画課

【新規】○ 聖火リレー・聖火フェスティバルの開催 6,991 スポーツ振興課

スポーツ振興課

(単位:千円)

○ オーストラリア競泳、パラ競泳、飛込チームの合宿の受け入れと市民交流 47,263

１ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした交流機会の拡大

Ⅳ 長岡の魅力発信と交流・関係人口の拡大
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(担当課)

・老木化した桜の植替え

・トイレ改修等の実施設計

・令和２年度のオープンに向け、長岡花火を通年ＰＲするための観光交流促進施設を整備

・主屋・離れ座敷の実施設計 観光企画課

・米蔵の整備

・醸造のまち摂田屋にふさわしい修景整備への助成

・旧北国街道の道路美装化整備

・汐見台の遊歩道とトイレの整備

・広域観光プロモーションの展開

・与板★中川清兵衛記念ＢＢＱビール園への支援

○ 東山一帯の活性化に向けた取組みの推進 2,000 政策企画課

【新規】　

○ 中越文化・観光産業支援機構による広域観光の推進と新たな産業・雇用の創出 3,496 観光企画課

○ 寺泊旧北国街道周辺地区の整備 83,043 都市計画課

○ 醸造のまち摂田屋の街並み環境の整備 7,500 都市計画課

観光事業課

○ 摂田屋地区「機那サフラン酒本舗」の整備 227,315 都市計画課

観光企画課

○ 悠久山公園の桜等の再整備 27,877 公園緑地課

(単位:千円)

  【新規】○ 越後長岡周遊スタンプラリーの実施 5,000

【新規】　

【新規】　

○ 「ながおか花火館」の整備 792,256

２ 地域資源を活かした観光交流の促進
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・多言語に対応したインフォメーション設備を整備

・寺泊シーサイドマラソン大会ゲストランナーによる市民向け教室

合　計 1,195,430

スポーツ振興課

○ サイクリングイベントの開催 300 スポーツ振興課

○ みしま西山連峰登山マラソン大会～有森裕子チャリティーラン～の開催 153

○ ヨネックスレディスゴルフトーナメント市民参加イベントの開催 1,250 スポーツ振興課

○ 金哲彦ランニング教室の開催 966 スポーツ振興課

  【新規】○ 長岡駅東西自由通路の整備 10,000 道路管理課

 ○ トキ分散飼育の推進 17,114 環境政策課

 ○ トキと自然の学習館「トキみ～て」の運営 17,160 環境政策課
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（担当課）

・米や酒、長岡花火観覧チケットなど多様な産品を活用した返礼品や

　クラウドファンディングによる取組を通じた長岡プロモーション

・ふるさと長岡探訪ツアーを開催

・「美酒・美食のまち越後長岡」の発信事業を支援（「越後長岡酒の陣」の

　開催等）

・メディアを通じ、市の政策や魅力を市内外にＰＲ 政策企画課

・長岡の発酵ミーティングによる機運醸成事業を支援（「ＨＡＫＫＯｔｒｉｐ」の

　開催等）

・主屋・離れ座敷の実施設計 観光企画課

・米蔵の整備

・醸造のまち摂田屋にふさわしい修景整備への助成

(単位:千円)

○

　＜拡充＞○ 1,201,019

12,500

「発酵・醸造のまち」のプロモーション（再掲）

各種メディアを活用した市政情報や魅力の発信○

○

ふるさと納税を活用した長岡ファンの獲得

7,500 都市計画課

17,247

○ 「越後長岡ふるさと会」など市出身者を活用した情報発信 6,880

地域ブランド「越後長岡」を活用した観光事業の推進

政策企画課

○ 227,315 都市計画課

○

2,500

広報課

観光企画課

政策企画課

摂田屋地区「機那サフラン酒本舗」の整備（再掲）

醸造のまち摂田屋の街並み環境の整備（再掲）

地域振興戦略部

３ 長岡の魅力を全国・世界に発信
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・長岡産「食材」ブランディング委員会が行うブランド化を推進

・うまい米コンテストの開催を支援

・長岡・小千谷『錦鯉発祥の地』活性化推進協議会によるブランドの確立

・「長岡ロケなび」を支援

・「信濃川火焔街道連携協議会」や「縄文文化発信サポーターズ」の活動を通じた 科学博物館

　情報発信

【新規】　 ・羽田空港等で開催するイベントで縄文文化をＰＲ

・大英博物館に火焔型土器を常設展示

【新規】　 ・英国ウィルトシャー博物館特別展、ストーンヘンジビジターセンター特別展に

　火焔型土器を展示

・青少年の教育・文化交流事業を支援

・国際交流協会と米百俵財団の連携による中学生派遣事業の実施（再掲）

・トリアー市訪問団の受入れや青少年のスポーツ・文化交流事業を支援

良寛没後１９０年企画特別展の開催

トリアー市との姉妹都市交流 3,838

国際交流課

国際交流課

○ 1,000

○ ながおか米のプロモーション

3,000長岡産「食材」のプロモーション

500

8,329○

農水産政策課

○ 農水産政策課

フォートワース市との姉妹都市交流 7,600

  【新規】○ 700

農水産政策課

4,533世界に誇る縄文文化を広く発信 政策企画課

錦鯉のプロモーションの強化

観光企画課ロケ誘致による長岡の魅力発信

観光企画課

○

○

○
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・青少年の平和交流事業を支援

・国際交流協会と米百俵財団の連携による中学生派遣事業の実施（再掲）

・長岡まつり平和祭、昼行事等を支援

・交流体験イベントや教育体験旅行の受入れ

・大型ＬＥＤディスプレイを活用した情報発信や駅前のイルミネーション装飾

合　計

○ まちなかの賑わい創出を支援 15,100 中心市街地整備室

○ 北信越市議会議長会各種会議を開催 3,765 議会総務課

グリーン・ツーリズムの推進 3,695

地域振興戦略部

国際交流課

観光企画課

農水産政策課

○ 米百俵まつりの支援 12,000 観光事業課

○

4,000

○ 長岡まつりの支援 22,358

国内姉妹・友好都市との交流推進

ホノルル市との姉妹都市交流 15,442

2,030

○

1,582,851

　

○

観光事業課

○ 寺泊小木航路の社会実験への支援
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(担当課)

・ＡＩを活用した手書き文字読み取り技術（ＯＣＲ）導入を推進 イノベーション推進課

・ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）を定型業務に活用 土木政策調整課

・議事録作成支援システムの活用

・多様な業務形態を実現するため、モバイル端末（タブレット等）を活用

・ＧＩＳ（地理情報・電子住宅地図システム）の運用

・ＡＩを活用した歩行者通行量調査の社会実験を実施

・画像解析カメラの常設設置・運用に向けた検討

・令和２年７月から開始 情報システム管理課

介護保険課

国保年金課

保育課

・令和２年８月から開始

・民間企業等と協働し、先端技術を用いて行政課題を解決

・政策の発想力を磨く研修を係長を対象に実施

○ 新しい政策発想を身につけるためのデザイン思考研修を実施 150 人事課

【新規】○ 民間事業者による電話納税催告の導入 7,000 収納課

○ オープンイノベーションによる行政課題の解決 3,240 イノベーション推進課

＜拡充＞○ 市税等の納付方法にスマートフォンによる決済を導入 1,608 収納課

【新規】  

【新規】○ 新たな公共交通システムの導入を検討 4,000 交通政策課

中心市街地整備室○ 先端技術を導入した歩行者通行量調査の実施 6,500

情報システム管理課

＜拡充＞〇

(単位:千円)

○ 行政ＩＣＴの推進 32,107

Ⅴ 行政サービスの効率化と利便性向上
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・民間活力との連携に向けた調査・研究

・民間活力による若者の居場所づくり創出に向けた調査の実施

合　計 73,733

○ 柳原分庁舎跡地利活用の推進 17,000 中心市街地整備室

○ 長岡駅東口地区公共施設の整備手法を検討 578 市民協働課

【新規】○ データに基づく政策形成手法を身につけるための研修を実施 1,550 イノベーション推進課
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