
(単位:千円)

（１）子どもの自信と夢をはぐくみ豊かな心を育てるまち

○ 「熱中！感動！夢づくり教育」の推進（拡充） 343,450

・どの子にも夢と自信を持たせる教育を目指し、子どものやる気や学ぶ意欲を引き出す
　方策を推進する。概要は次ページのとおり。

 ２　人材と文化を育む人間性豊かなまちの実現〈教育・文化〉 ２　人材と文化をはぐくむ人間性豊かなまちの実現 ＜教育・文化＞
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○アシスタントティーチャーの配置（拡充） 

○学校・子どもかがやき塾…学校裁量予算の配当、

夢のある企画を実施する学校を支援（拡充） 

○ふれあいスポーツアシスタント派遣事業（新規）

○外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣 

 

 

○教員サポート錬成塾…教員ＯＢによるマンツー

マン指導 

○教員海外派遣研修…フォートワースに教員を派遣 

 

 

○小学生ロボコン教室 ○ジョイフル里山木工塾（新規） 

○中学校部活動遠征費補助（新規） 

○わが家のシェフをめざそう！子どもクッキング教室（新規） 

 

○船橋洋介プロデュース東京フィル夢づくりコンサート 

○ミュージカルだ！劇団四季がやって来る！小学生招待

事業（新規） 
 
○ヨット乗船体験（新規） 

○夏休みは博物館へＧＯ！（新規） 

 

○特別授業「夢先生」（新規） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     （主な事業）                   （主な事業）                 （主な事業） 
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個性・能力を伸ばす事業 

感性・情操を豊かにする事業 

地域・自然を愛する心をはぐくむ事業 

社会の一員としての意識を高める事業 

長岡市教育委員会 

 

 

○学校支援ボランティア派遣事業（拡充）…学習

ボランティアを学校に派遣  

○ようこそまちの先生…地域人材の活用 

 

 

○地域・子ども元気塾…地域の団体、ＮＰＯ等が子

どもを対象に行う各種教育活動を支援 

 

 

○就学時等家庭教育講座の実施（拡充） 

○家庭で子どもに手伝いをさせよう運動の実施 

教育環境を充実する事業 

教員の資質・指導力の向上を図る事業 

地域人材を教育に活用する事業 

ＮＰＯ等の活動を育成・支援する事業 

子育て・家庭教育支援事業 

平成２０年度 米百俵のまち長岡 「熱中！感動！夢づくり教育」の概要 

子どもたちを取り巻く現状は 学ぶ意欲の低下 学力の二極化 家庭・地域の教育機能の低下 

子どものやる気や学ぶ意欲を引き出す方策 

読み書き計算、基礎・基本をし

っかりと身に付けさせるため

に、学校を人的、財政的に支援

するとともに、教員の力量の向

上を図る。 

どの子にもわかる 

授業の実現 

子どものために活動する地域の

団体やＮＰＯ等を支援するとと

もに、家庭、地域、学校が連携

し、総がかりで子どもを育てる。

地域の力、市民の力を

生かした教育の推進 

子どものやる気をかきたてる

（夢中になる、感動する、夢に

つながる）活動の充実に、行政・

学校・地域が積極的に取り組む。 

熱中・感動体験活動の

充実 
方
策
Ⅱ 

方
策
Ⅲ 

方
策
Ⅰ 

今、最も必要なことは 



（１）どの子にもわかる授業の実現

　　◎　学校・子どもかがやき塾（拡充）　　３９,２６９千円
        　学校が創意工夫して取り組む特色ある教育活動等を支援するため、学校裁量予算
        を交付

　　◎　教育研究論文の募集　　１,９２１千円
　　　　　教育実践に役立てるため、教育研究論文を教職員から公募し、広く市内の学校に
        紹介

　　◎　教員サポート錬成塾　　１３,２６３千円
　　　　　若手教職員・中堅教職員の２コースで、マンツーマン方式による実践的な研修を
　　　　実施　　嘱託員人数：６人

　　◎　外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣　　９５,１８１千円
　　　　　小・中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、英語教育、国際理解教育を充
        実・推進
　　　　　人数：ＡＬＴ　１３人

　　◎　教員の海外派遣研修事業　　６００千円
　　　　　(財)長岡市国際交流協会「中学生海外体験フォートワース訪問」事業に市立学校
　　　　教員２人を公募派遣

　　◎　教職員資質・指導力向上各種研修講座等　　６,０５２千円
　　　　　専門的・実践的な講義・演習、養成研修

　　◎　アシスタントティーチャー(教員補助員)の配置（拡充)　　１０３,０８５千円
　　　　　人数：４５人（⑲４３人⇒⑳２人増）

　　◎　ふれあいスポーツアシスタント派遣事業（新規）　　９１９千円
　　　　　(財)長岡体育協会のスポーツ指導員を小学校の体育授業のアシスタントとして派
　　　　遣
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　　　　・中高生キャリア意識向上支援講座　　１２０千円
　　　　　　　若年者の勤労観や職業観の醸成を目的に、中学校等で講義を実施
　　　　　　　実施予定：１５校

　　◎　地域・子ども元気塾　　４,８３９千円
　　　　　地域の団体やＮＰＯ等が子どもを対象に行う各種教育活動に対して補助金を交付
　　　　　補助団体数：２３団体

（２）地域の力、市民の力を生かした教育の推進

　　◎　スポーツ少年団事業支援　　１,５０５千円
          市内のスポーツ少年団に対する支援

　　◎　キャリア教育の推進　　２,４８８千円
　　　　・小学生体感型ビジネスゲーム(トレーディングゲーム)の実施　  ２,００８千円
　　　　　　　トレーディングゲーム：起業家的精神をもったチャレンジングで自立的な人
　　　　　　材を育成（小学校６年生を対象）
　　　　・キャリア教育推進モデル地区の指定　　２６０千円
　　　　　　　中学校区単位でモデル地区を２地区指定。キャリア教育に関する推進方策や
　　　　　　小・中学校の連携のあり方について先進的な取り組みを実践
　　　　・キャリア教育啓発事業　　１００千円
　　　　　　　市のキャリア教育について、職場体験受入事業所や保護者、市民の幅広い理
　　　　　　解を得るため、パンフレットやポスターを作成

　　◎　学校支援ボランティア派遣事業（拡充）　　９０９千円
　　　　　市内の教員ＯＢ等を人材バンク化し、学校支援ボランティアとして派遣
　　　　　校数：１５校（⑲１２校⇒⑳３校増）

　　◎　ようこそ「まちの先生」事業　　３,４８０千円
　　　　　地域の人材や生涯学習人材バンク「まちの先生」の中から人材を学校に招へい
      　し、「総合的な学習の時間」等を充実
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　　≪個性・能力を伸ばす事業≫

（３）熱中・感動体験活動の充実

　　◎　子育て・家庭教育支援の推進　　７９０千円
　　　　・就学時等家庭教育講座の実施（拡充）　　５６０千円
　　　　　　すべての親が集まる機会を利用して、親育ちにつながる支援を実施
　　　　・子ども家庭応援ブック発刊記念講演会の開催　　１５０千円
　　　　・「家庭で子どもに手伝いをさせよう！」運動の展開　　８０千円
　　　　　　意識啓発と子どもの責任感等をはぐくむ活動の推進

　　◎　中学生数学アカデミー　　１,０３１千円

　　◎　小学校夢づくり工房ｉｎ長岡造形大学　　３０６千円

　　◎　ジョイフル里山木工塾（新規）　　１,８２０千円
　　　　　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

　　◎　中学校部活動遠征費補助事業（新規）　　４,５００千円
　　　　　市立中学校の部活動の遠征費に対する補助
　　　　　対象：約３００部

　　◎　わが家のシェフをめざそう！子どもクッキング教室（新規）　　６３５千円

　　◎　中学校体育種目の指導（１３種目）　　６,０５９千円

　　◎　小学生ロボコン教室　　６,３６０千円
　　　　  小学校５・６年生　計約３００人を対象に実施

　　◎　キッズ・イングリッシュ・アカデミー　　１００千円

　　◎　中学生イングリッシュ・アカデミー　　１,０９５千円
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　　◎　中学生夢さがし発見塾　　２６５千円
          中学生を対象とした交流体験学習

　　◎　世界が先生－国際人育成事業　　１,２６９千円
　　　　　県内留学生を文化紹介講師として、市内小・中・養護学校に派遣

　　◎　中学生海外体験フォートワース訪問事業 ((財)長岡市国際交流協会事業)　　１,５４５千円

　　◎　おやこ料理教室　　８９９千円

　　◎　親と子の理科工作教室　　１３０千円

　　≪感性・情操を豊かにする事業≫

　　◎　たくみの里親子体験事業　　７９千円

　　◎　中学生海外体験サイパン訪問事業 ((財)長岡市国際交流協会事業)　　８,２５０千円

　　◎　児童館（児童クラブ）食育プログラム　　７９千円

　　◎　親子で食・農まるごと体験教室（新規）　　９０千円

　　◎　親子でわら細工・竹細工づくり（農村体験・細工体験）（拡充）　　１７０千円

　　◎　ミュージカルだ！劇団四季がやってくる！小学生招待事業（新規）　　２００千円
　　　　　劇団四季のミュージカルに小学生を招待

　　◎　船橋洋介プロデュース東京フィル夢づくりコンサート　　１４,０００千円
　　　　　子どもたちに本物の芸術に触れる感動を体験してもらい、芸術を愛する心や感性
　　　　をはぐくむ
　　　　　対象：小学校５年生全員（約2,800人）
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　　≪地域・自然を愛する心をはぐくむ事業≫

　　◎　ふれ愛芸術体験事業（拡充）　　６２４千円
　　　　　地域で活躍している芸術分野の人材を活用し、芸術に触れる機会を設けること
　　　　により、子どもたちの愛郷心をはぐくむ

　　◎　アウトリーチ活動「小中学校出前コンサート」　　４,０００千円

　　◎　ヨット乗船体験（新規）　　６６６千円

　　◎　夏休み牧場１日体験学習　　６６千円

　　◎　ふるさと大好き！親子ながおか探訪ツアー　　１５千円

　　◎　子どもふるさとふれあい広場事業　　１,８００千円

　　◎　ポニーとキャンプｉｎ蓼科　　１,０２８千円

　　◎　ポニースクール・カーニバル　　８,８００千円

　　◎　夏のつどいｉｎ妙高（妙高青少年自然の家）　　１,１１９千円

　　◎　博物館の先生がやってきた！（新規）　　４５千円

　　◎　自然体験道場　　２２３千円

　　◎　夏休みは博物館へGO！（新規）　　８１千円

　　◎　移動水族博物館（新規）　　３０千円

　　◎　縄文体験教室　　５０９千円
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　　≪社会の一員としての意識を高める事業≫

　　◎　キャリア教育の推進　　２,４８８千円
　　（（２）地域の力、市民の力を生かした教育の推進のキャリア教育推進事業の再掲）

　　◎　特別授業「夢先生」（新規）　　１,０００千円
　　　　　元Ｊリーガー等の一流の実績を持つ講師「夢先生」を小学校に招き、特別授業を
　　　　実施
　　　　　実施予定：１０校

・現場に即した教育の中身について議論し、学校現場と地域社会からの教育改革を実践に結
  びつけるため、教育改革リレーフォーラムを開催

・問題行動やいじめ・不登校、児童虐待等についての対応と予防
・特別支援学級や通常の学級に在籍する介助が必要な児童生徒の介助（再掲）
・発達障害研修ビデオの作成・配布（新規）

○

○

○

○

165,669

2,313教育改革リレーフォーラムの開催

子どものサポート体制の充実（拡充）

・市立中学校で部活動遠征時にバスを利用する際の費用を助成

小学校バス利用校外学習の支援（拡充）

745

4,500

・不審者情報のメール配信事業を行う団体に対して助成

7,547

不審者情報のメール配信

○ 中学校部活動遠征の支援（新規）（再掲）

・市立小学校で校外学習時にバスを利用する際の費用を助成
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　［耐震診断］　　校舎　表町小、栖吉小、日越小、栃尾南小（栃尾地域）、栃尾東小（栃尾地域）、

　［武　道　場］　工事　東中学校（新築）（平成１９～２０年度継続事業）

　　　　　　　　　調査　宮内中学校（改築）

　［屋内運動場］　工事　西中学校（大規模改造）

　　　　　　　　　　　　大河津小（寺泊地域）、東北中、堤岡中、北辰中（和島地域）

　［グラウンド］　調査　日越小学校（整備）

　　　　　　　　　　　　東中学校（改築）（平成１９～２０年度継続事業）

　［給食施設］　　工事　富曽亀小学校・大島小学校（増築・改修）

　　　　　　　　　　　　新町小学校（耐震補強）

　　　　　　　　　　　　東中学校（改築）（平成１９～２０年度継続事業）

　　　　　　　　　　　　神田小学校（耐震補強）

　　　　　　　　　　　　深沢小学校（耐震補強）

　　　　　　　　　　　　和島小学校講堂（地域交流館）（和島地域）

・自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の整備(小学校28校、中学校２校、幼稚園１園、保育園16園)
　　小・中・養護学校及び幼稚園については２０年度で整備完了

　　　　　　　　　　　　南中学校（耐震補強）

　　　　　　　　　設計　千手小学校（改築）

　　　　　　　　　　　　越路小学校（耐震補強）

　　　　　　　　　　　　日越小学校（増改築）

4,015,127

  増改築、大規模改造

　 [校　　　舎]　 工事　富曽亀小学校（増築）

  新築　　　　　　工事　和島小学校（平成１９～２０年度継続事業）（和島地域）

○

・学校施設の整備

安全・安心な教育環境の整備

　　　　　　　　　　　　西中学校（耐震補強）

　　　　　　　　　　　　下塩小学校（耐震補強）（栃尾地域）

　　　　　　　　　　　　東谷小学校（耐震補強）（栃尾地域）
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（２）いつでも、どこでも、だれでも学べるまち

（３）豊かな歴史と多様な文化にふれあうまち

　及び基本・実施設計

○

　　みしま体育館、市民体育館、栃尾体育館、北部体育館、悠久山公園、希望が丘テニス場

国体会場の改修整備（再掲）

・会場となる施設の改修整備

○

○

○

999,580

生涯学習の推進 3,637

・中心市街地での新たな学びと交流の場となる「まちなかキャンパス」の基本計画の策定

・実施設計、水路切り回し工事の実施

○

・「非核平和都市宣言市民の集い」の開催と中学生の広島への派遣等

・「平和フォーラム」、空襲体験画・殉難者遺影展の開催と空襲紙芝居巡回公演の実施

○ 300

・野球場と池護岸の改修

吉水運動広場の整備 69,000

33,000

10,450

長岡ニュータウン運動公園（仮称）の整備

越路河川公園スポーツ施設の整備

まちなかキャンパスの整備　（再掲）

○

○

・基本設計、実施設計、地質調査、測量及び造成工事の実施

○

11,701

3,096

800

非核平和都市推進事業

・生涯学習相談室を運営し、市民の生涯学習を支援

長岡空襲関連番組の放映（新規）

・戦災資料館開館５周年を記念し、長岡空襲に関するテレビ番組を放映

 「ながおか平和フォーラム」 の開催
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916「海生哺乳類化石」の活用

・妙見町の災害復旧現場で発見された「海生哺乳類化石」の調査・保存

・次代を担う市内の中学生・高校生を対象に、国際理解や国際協力などの必要性について理
  解を深め、国際社会の中でどう行動すべきかについて考えるフォーラムを開催

米国ホノルル市との平和交流（（財）長岡市国際交流協会事業）（新規）

○

○

○

○

○

3,000

・関係自治体によるサミットの開催

兼続サミット（仮称）の開催（再掲）

「未来市民国際フォーラム」の開催

・太平洋戦争により多くの尊い命を失った両市民による世界平和の交流

180,170

421

10,500

・長岡市立図書館創立９０周年を記念し、特別展を開催

2,620「長岡の図書館展（仮称）」の開催

○

○

郷土史料館特別展「江戸時代長岡藩の文化展」の開催 1,341

○ 23,115与板歴史民俗資料館の整備（再掲）

・館内の展示改修

○

・新市の各地域が生んだ「郷土長岡を創った人びと」の冊子を編集・発行

・長岡藩主等に関する歴史資料を展示・公開

・直江兼続の書状購入、資料の複製製作

5,698「郷土長岡を創った人びと」の編集・発行

・ガイダンス施設の建設

馬高・三十稲場遺跡の整備（平成２０～２１年度継続事業）
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合　計 5,899,496

○ 全国藩校サミットの開催準備（新規）

・平成２１年度のサミット開催に向けて、実行委員会を設置

800
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