令和４年度 長岡市当初予算（案）の概要
■ 予算規模

『 感染禍を乗り越え、新たな価値の創造による活力あるまちづくりを加速する予算 』
◇ 一般会計
◇ 特別会計・企業会計
◆ 総 予 算

１，３１９億７，８００万円
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112.4億円

Ⅰ 元気あふれ選ばれるまちに向けた取組

9.5億円
１ 「米百俵プレイス ミライエ長岡」の整備と長岡版イノベーションの推進
〈拡充〉 (1) 「米百俵プレイス ミライエ長岡」の開館準備（図書館の開設準備、子どもラボなど各種
〈拡充〉
〈拡充〉

プログラムの実施、ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充検討） (P1)
(2) 産業イノベーションの推進（新技術・設備の導入支援、デジタル技術活用支援等）
(3) 行政手続等のＤＸ推進 (P2)

２ 求められる都市インフラの整備
【新規】 (1) 長岡ニュータウン運動公園の整備（野球場整備の検討） (P3)
(2) 大積スマートインターチェンジ（仮称）と周辺道路の整備 (P3)

(P1)
51.0億円

31.0億円
３ 企業誘致と移住定住の促進、地域産業の振興 ～地方分散の受け皿～
〈拡充〉 (1) 移住・就業の推進（サテライトオフィス開設の支援、お試し移住、インターンシップの
〈拡充〉
〈拡充〉

(2)
(3)
(4)
(5)

促進、地元就職・Ｕ･Ｉターンの支援、障害者雇用の支援等） (P4)
起業・創業の推進（ビジネスプランコンテスト、学生起業家育成支援等）
地域資源を利活用するバイオエコノミーの推進 (P7)
担い手農家への支援、新規就農者・漁業就業者の確保支援 (P7)
アプリを活用した短期就農体験マッチングの支援 (P7)

４ あらゆる分野における女性活躍の推進
【新規】 (1) 多様な活躍につながる機会の提供とネットワークづくりの推進
【新規】 (2) 女性の起業・創業の支援 (P8)

(P6)

0.3億円
(P8)

16.0億円
５ 魅力発信による関係・交流人口の拡大
【新規】 (1) 良寛と貞心尼の新しい魅力発信（歌碑等を訪ねる散策道の整備、良寛の里美術館貞心尼
没後150年特別企画展の開催) (P9)
【新規】 (2) アオーレ長岡開館10周年記念事業の実施 (P9)
〈拡充〉 (3) 「道の駅ながおか花火館」を拠点とした誘客促進と情報発信 (P10)
〈拡充〉 (4) 映画「峠 最後のサムライ」公開を契機とした誘客と河井継之助記念館企画展の開催 (P10)
4.6億円
６ 感染禍からの早期回復を図る支援
(1) 市内宿泊応援キャンペーンで宿泊需要回復の支援 (P12)
(2) ポッキリパスポートで市内経済回復の支援 (P12)
(3) 長岡まつり大花火大会等のイベント開催の支援 (P13)

50.7億円

Ⅱ 「新しい米百俵」による人材育成と歴史文化の継承

48.1億円
１ 未来をつくる人材育成の推進と教育環境の整備
【新規】 (1) Ｅｄｕ－Ｄｉｖｅｒ構想における教育情報プラットフォームの構築 (P14)
〈拡充〉 (2) 「米百俵プレイス ミライエ長岡」の開館準備（図書館の開設準備、子どもラボなど各種
〈拡充〉
〈拡充〉

〈拡充〉

(3)
(4)
(5)
(6)

プログラムの実施、ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充検討）（再掲） (P14)
特別支援学級等への介助員の増員 (P15)
自力通学が困難な高等総合支援学校生徒の通学支援（栃尾地域への経路延伸）
小・中学校大規模改造等の教育環境整備 (P16)
プログラミング講座等によるデジタルテクノロジーの体験機会の提供 (P19)

２ 地域の歴史文化とアイデンティティの継承
【新規】 (1) 悠久山公園における歴史を学ぶ環境整備（石碑周辺の整備） (P21)
【新規】 (2) 戦災資料館、文書資料室の移転整備（既存建物再利用） (P21)
【新規】 (3) 地域資源の活用による新たな価値の創造（活用アイデアコンテスト等）

(P15)

2.6億円

(P22)

Ⅲ

）は「当初予算（案）の概要」掲載ページ

331.6億円

誰もが暮らしやすいまちの実現

１ 感染防止対策と医療体制の確保
(1) 新型コロナウイルスワクチンの追加接種の実施 (P24)
(2) 新型コロナウイルス検査体制の確保、休日・夜間急患診療所の医療体制確保等
２ 市民協働の推進と地域の活力創造
〈拡充〉 (1) 長岡の未来を創る市民活動への支援 (P26)
【新規】 (2) 栃尾地域交流拠点施設（トチオーレ）オープン記念事業の実施 (P26)
【新規】 (3) 地域交流拠点の整備（与板地域は施設整備、川口地域は整備の検討） (P26)
【新規】 (4) コミュニティセンターの整備（中之島信条分室、和島、山古志） (P26)
〈拡充〉 (5) 子ども食堂への支援 (P26)

21.3億円
(P24)
5.6億円

27.2億円
３ 福祉・健康・医療の充実と地域共生社会の推進
【新規】 (1) 成年後見センター（仮称）の開設（制度利用の促進） (P28)
〈拡充〉 (2) 障害者等の日常生活用具の購入費助成（在宅人工呼吸器等使用者の非常用電源装置） (P29)
【新規】 (3) ヤングケアラーの支援（支援体制の検討） (P31)
〈拡充〉 (4) 子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種の再開 (P31)
【新規】 (5) がん患者の医療用補正具購入費の助成制度新設（医療用ウイッグ等） (P31)
〈拡充〉 (6) こころの健康づくりの推進（自殺予防対策） (P32)
【新規】 (7) 犯罪被害者等の見舞金制度新設 (P33)
42.2億円
４ 子育て支援のさらなる充実
【新規】 (1) マタニティライフ応援金制度の新設 (P34)
〈拡充〉 (2) 子どもの発達相談における支援体制と組織連携の強化 (P34)
〈拡充〉 (3) 子どもの医療費助成の対象年齢拡充（入院・通院を高校まで） (P36)
【新規】 (4) 養育費確保の支援制度新設（ひとり親家庭の養育費取り決めに要する費用の助成） (P36)
235.3億円
５ 身近な生活環境の整備と地域経済の下支え
(1) 地域インフラの整備（公共事業総額289.5億円 ※国補正予算に伴う前倒し含む） (P38)
〈拡充〉 (2) 消雪施設の整備に係る補助率の引上げ (P39)
〈拡充〉 (3) 包括的市道管理の対象地域拡大 (P40)
【新規】 (4) 新斎場と共同墓の整備 (P40)
〈拡充〉 (5) コミュニティバス、デマンド型乗合タクシー等の公共交通の確保維持 (P41)

Ⅳ

32.0億円

安全安心なまちづくり

１ 災害対策の強化
【新規】 (1) ｢わが町の防災タイムライン｣を活用した避難行動検討の支援（自主防災会等）
【新規】 (2) 小国地域と栃尾地域の消防庁舎の移転整備 (P44)
〈拡充〉 (3) 雪下ろし用命綱固定アンカー設置の支援 (P46)

29.0億円
(P43)

２ 鳥獣被害対策の強化
【新規】 (1) 電気柵導入費用の支援制度新設 (P47)
【新規】 (2) 鳥獣緩衝帯整備費用の支援制度新設 (P47)
〈拡充〉 (3) 大型檻導入によるサル捕獲の強化 (P47)

0.8億円

３ カーボンニュートラルの推進
【新規】 (1) 長岡市エネルギービジョン（仮称）の策定 (P48)
【新規】 (2) 省エネ・再エネの推進とパワーエレクトロニクス産業の振興

2.2億円

Ⅴ

持続可能な行財政運営プランの着実な推進

(P48)

