
(担当課)

（１）市民が安全に安心して暮らせるまち

・普及・啓発用ＤＶＤを作成

・防災に関する専門職員を雇用

保育課

・長岡消防署関原出張所や各地域の環境放射線量をホームページで公表 環境政策課

○ 環境放射線測定の実施と公表 1,208 原子力安全対策室

原子力安全対策室

○ 給食食材の放射性物質検査の実施 1,764 学務課

【新規】○

【新規】○

○ 原子力安全対策のための調査研究の実施（再掲） 1,218

(単位:千円)

○ 原子力防災に関する市民への普及・啓発の充実（再掲） 5,060 原子力安全対策室

４ 都市の活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいまちの実現
＜生活・都市基盤＞

・農地土壌やごみ焼却施設の焼却灰と下水処理場の汚泥を検査 環境施設課

下水道課

・土砂災害警戒区域の指定に合わせて土砂災害ハザードマップを作成

・土砂災害メール配信サービスを市内全域で本格運用

・防災情報システム（防災カメラ２基、雨量観測装置２基）を整備 情報政策課

【新規】　 ・山古志地域に光ファイバー網を整備

危機管理防災本部

○ クマ、イノシシ対策の強化 2,339 危機管理防災本部

＜拡充＞○

○ 災害情報の収集・伝達体制の整備（再掲） 116,536

　　　　○ 土砂災害対策の推進（再掲） 3,369 危機管理防災本部

農政課○ 市有施設などの放射性物質検査の実施 5,171

サコ

ケゲコゴサザシジスズ



・各地域の小規模災害に機動的に対応

・住宅の耐震診断と耐震改修に対し助成

・宮栄団地７号棟の耐震改修と中島団地１号棟の耐震改修及び外壁改修を実施

（平成２６～２７年度継続事業）

・耐震補強設計１８校（小学校６校、中学校１１校、総合支援学校）

・照明器具の落下防止対策１８校（小学校１２校、中学校６校）

（全小 中学校 幼稚園 総合支援学校）

（平成２６～２７年度継続事業）

【新規】　 ・国の基準改正に伴い、吊り天井などの非構造部材を調査

・栃尾東小学校の校舎大規模改造・耐震補強

・新町小学校の校舎大規模改造・耐震補強

○ 学校施設の耐震化（再掲） 468,396 教育施設課

都市開発課

○ 市営住宅の耐震化（再掲） 141,900 住宅施設課

○ すまいの耐震改修の促進 27,821

○ 災害発生時の応急復旧対策（「地域の救急箱」）（再掲） 20,000 地域振興戦略部

（全小・中学校、幼稚園、総合支援学校）

・宅地浸水を解消するため、河川や排水路を整備 地域建設課

・今後５年間の歩道除雪計画を策定

道路管理課

○ 治山事業の推進 31,555 農林整備課

【新規】○ 雪みち計画の策定 864

○

【新規】　

【新規】　

河川環境の整備・保全 550,838 河川港湾課

・保育園においても、学校施設に準じ非構造部材を調査

・耐震補強設計（三和保育園）

○ 保育園の耐震化（再掲） 6,460 教育施設課

サゴ

ケゲコゴサザシジスズ



・市内全域で一斉に実施し、地域間の連携を確認

・イベントを通じ、防災意識を啓発

・自主防災会組織へのアドバイザー派遣、学習会の開催

【新規】 各支所と各消防署 無線機 配備

○ 消防・救急対策の推進（再掲） 535,870 消防本部総務課

400 危機管理防災本部

○ 空き家等の適正管理の推進 2,588 住宅施設課

○ 中越市民防災安全士の活動の支援

○ 自主防災組織の活動の支援（再掲） 13,029 危機管理防災本部

【新規】　

○ 防災学習を通じた地域防災力の向上 3,603 危機管理防災本部

○ 地域防災力の強化（再掲） 2,700 危機管理防災本部

【新規】○ みんなの防災フェアの開催（再掲） 3,500 危機管理防災本部

【新規】○ 長岡市全域総合防災訓練の実施（再掲） 3,886 危機管理防災本部

【新規】　 ・各支所と各消防署への無線機の配備

【新規】　 ・アオーレ長岡の災害対策本部と災害の現場を無線で直結

・消防車両・消防機械器具・耐震性防火水槽を整備

・免許を自主返納した市民にバス・タクシー券を交付

・交通安全指導者を養成

・町内会等の公衆街路防犯灯設置を支援

○ 防犯・交通安全対策の推進 133,458 市民活動推進課

○ 自動車運転免許自主返納の促進 6,878 市民活動推進課

ササ
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（２）活力を創出する交流基盤の充実したまち

・大規模基幹道路網の基本構想を策定

・左岸バイパス南北延伸の予備設計

・左岸バイパス、都市計画道路台町川崎線、都市計画道路幸町高畑線、 道路管理課

　越路原バイパス、寺泊１号線バイパス、寺泊９０号線、信濃川右岸堤防道路など 道路建設課

地域建設課

・長岡都市圏交通円滑化総合計画を策定

・蓮潟交差点の左折フリー車線延伸工事

15,000 道路建設課○ 蓮潟交差点渋滞対策の実施

○ 長岡北スマートインターチェンジ（仮称）の整備（再掲） 682,949 道路建設課

○ 幹線道路整備の検討（再掲） 27,997 土木政策調整課

○ 広域幹線道路体系の整備（再掲） 1,393,359 土木政策調整課

58,000 土木政策調整課【新規】○ 大規模基幹道路網の検討（再掲）

・路線バスの運行補助

・ＮＰＯ法人によるコミュニティバスの運行を支援（山古志・太田、小国、川口地域）（再掲）

・ＪＲ宮内駅前広場を整備 交通政策課

・ＪＲ前川駅前広場用地（東口）を取得

○ 駅前広場の整備 276,874 道路管理課

○ 殿町踏切改良に向けた電気・通信設備の設計 10,188 交通政策課

○ 公共交通の確保維持 187,240 交通政策課

○ 寺泊港整備・利活用構想の推進 200 河川港湾課

サザ
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・ＪＲ押切駅にパークアンドライド駐車場を整備

・ＪＲ来迎寺駅の地下道を改修

（３）誰にでも優しく快適な住環境が整備されたまち

・市有消雪パイプの更新（再掲） 地域建設課

・川口地域の雪崩危険箇所に雪崩防止柵を設置

・除雪ドーザ４台、ロータリ除雪車５台を更新・増強

・町内会などによる私有消雪パイプの整備を支援（再掲）

・流雪溝の整備により、冬期間の除排雪に必要な流水量を確保 地域建設課

克雪 利雪シンポジウムや除雪機械の見本市の全国大会

【新規】○ 「ゆきみらい2015 ｉｎ 長岡（仮称）」の開催 1,508 道路管理課

○ 小型除雪機械の町内会への貸与（再掲） 9,204 道路管理課

○ 栃尾・川口地域の流雪溝の整備 70,000 道路管理課

○ 冬期間の車道・歩道の安全確保 1,185,194 道路管理課

○ 駅の周辺整備 27,264 交通政策課

・克雪・利雪シンポジウムや除雪機械の見本市の全国大会

・町内会などによる除雪作業の燃料費相当額を補助

地域建設課

・鉄道廃線敷を利用し、長倉地内で整備

・自転車走行の安全性向上をめざし、自転車ネットワーク路線を選定

道路建設課

○ 自転車ネットワーク計画の策定 5,249 交通政策課

○ 自転車歩行者専用道の整備 41,059

○ 通学路の安全・安心の確保 164,240 道路建設課

○ 地域で行う除雪作業への支援（再掲） 5,000 地域振興戦略部

サシ
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・上条高畑土地区画整理事業　ほか

・住宅リフォーム支援事業補助金を１年延長

　（２０万円以上の工事に対して、１０万円を限度に２０％補助）

・稲葉団地の整備（第３期工事：平成２５～２６年度継続事業）

・長岡ニュータウン運動公園の整備（再掲）など

　（屋根付多目的コートの整備（平成２５～２６年度継続事業）、第２期整備区域の敷地造成、

　ソフトボール場や管理棟の実施設計）

公園緑地課○ 公園施設の安全・安心対策の実施 23,823

○ 公園の整備 882,111 公園緑地課

○ 公営住宅の建設 600,191 住宅施設課

○ 住宅建設資金の融資 10,993,651 住宅施設課

○ 住環境の向上に資するリフォームを支援（再掲） 100,000 住宅施設課

○ 土地区画整理事業の推進（再掲） 480,158 都市開発課

・妙見・栃尾・大貝・寺泊浄水場の施設・設備更新

・東西連絡管の複線化

・送配水管の布設替

・配水池・ポンプ場の施設・設備更新

【新規】　 ・上除配水池の耐震化

・川口地域簡易水道統合事業を実施（川口中央簡易水道と田麦山簡易水道を統合）

○ 簡易水道施設の整備 99,000 水道局業務課

○ 上水道施設の整備 2,808,827 水道局業務課

○ 公園施設の安全 安心対策の実施 ,

サジ
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・汚水管及び雨水管等の整備（中之島地域、寺泊地域など）

　 ・表町地区の浸水対策（平成２６～２７年度継続事業）

・長岡中央浄化センターの施設更新

・ポンプ場強化（寿：基本設計、脇野町：ポンプ増設、下々条：ポンプ場整備）

・浸水常襲地区の対策計画を策定

（４）個性と魅力ある都市空間を持つまち

・大手通表町西地区の施行者に対する助成

・大手通表町東地区の事業化検討調査など

【新規】○

中心市街地整備室○ 大手通表町地区の市街地再開発（再掲） 1,191,847

【新規】○ 越路墓園拡張の実施設計と駐車場の整備 6,600 市民課

【新規】○ 新栃尾斎場の実施設計 34,600 市民課

○ 浸水被害（ゲリラ豪雨）への対策（再掲） 509,100 下水道課

○ 下水道施設の整備 3,158,670 下水道課

・ポータルサイトでまちなかの住情報を発信、支援制度の説明会を開催

・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など

・景観アクションプランを２年間で策定 都市開発課

・景観まちづくり講演会を開催

【新規】　

【新規】　

中心市街地整備室

○ まちなみ都市景観形成の推進 18,100 都市計画課

○ まちなか居住の促進 1,130 住宅施設課

○ まちなかの賑わい創出への補助 42,000

○ 第２期中心市街地活性化基本計画の推進管理 6,300 中心市街地整備室

サス

ケゲコゴサザシジスズ



・摂田屋地区旧三国街道と摂田屋公園の整備

・和島島崎地区はちすば通りの整備

合　計 27,486,703

○ 歴史的な地域資源を生かしたまちなみ環境の整備 279,659 都市計画課

サズ

ケゲコゴサザシジスズ


