
令 和 ４ 年 度 当 初 予 算（案）の 概 要 
『 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 』 

 
 

Ⅰ 元気あふれ選ばれるまちに向けた取組   

 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 1  

 ２ 求められる都市インフラの整備 3  

 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～ 4  

 ４ あらゆる分野における女性活躍の推進 8  

 ５ 魅力発信による関係・交流人口の拡大 9  

 ６ 感染禍からの早期回復を図る支援 12  

Ⅱ 「新しい米百俵」による人材育成と歴史文化の継承 

 １ 未来をつくる人材育成の推進と教育環境の整備 14  

 ２ 地域の歴史文化とアイデンティティの継承 21  

Ⅲ 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 24  

 ２ 市民協働の推進と地域の活力創造 26  

 ３ 福祉・健康・医療の充実と地域共生社会の推進 28  

 ４ 子育て支援のさらなる充実 34  

 ５ 身近な生活環境の整備と地域経済の下支え 38  

Ⅳ 安全安心なまちづくり  

 １ 災害対策の強化 43  

 ２ 鳥獣被害対策の強化 47  

 ３ カーボンニュートラルの推進 48  

令和４年２月 14 日  長 岡 市 





(担当課)

・「米百俵プレイス ミライエ長岡」の整備 産業イノベーション課

・図書館の開設準備

・子どもラボなど各種プログラムの取組

・ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充に向けた検討

・オープンイノベーションを誘発する事業提案を支援

・若者と企業の情報収集や発信 しごと機構推進課

・若者のアイデアの実現を支援

・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

・米百俵デジタルコンテストを開催

・世代を越えてクリエイターが育ち合うメイカーズ・クラブの活動を支援

・ロボット競技を行う次世代の技術者を育成

・バイオエコノミーやエネルギー創出・グリーン成長戦略に関する取組を支援 産業支援課

・技術高度化・新製品開発を支援

・産学連携による共同開発を支援

・デジタル技術活用を支援

中心市街地整備室

ながおか・若者・

産業イノベーション課

(単位:千円)

＜拡充＞○ 698,066

○ ながおか・若者・しごと機構への支援 32,500

6,250 産業支援課

1

2

4

「米百俵プレイス  ミライエ長岡」の開館準備の推進

【新規】○ 100,000

3 【新規】○

イノベーション加速化補助金の創設

デジタルものづくり人材の育成

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

Ⅰ 元気あふれ選ばれるまちに向けた取組
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・介護やロボットなどの分野でイノベーションハブが地域の課題解決や試作品開発、 産業支援課

　ものづくり現場への導入を推進

・デジタル推進ラボにおいて、各企業の課題に応じた支援を実施

・除雪車ガイダンス装置の増設と消雪パイプ節水化の促進
　

・ＡＩ技術を活用して中心市街地活性化施策を推進

【新規】　 ・マイナンバーカードに対応したオンライン申請・手続システムの導入

＜拡充＞　 ・庁舎間オンライン相談窓口のためのテレビ会議システムの環境整備

＜拡充＞　 ・ビジネスチャットによる業務の効率化・迅速化

合　計

7 ＜拡充＞○ 10,526 中心市街地整備室

8 ○ 36,176 デジタル行政推進課行政手続等のＤＸ推進

945,076

21,308

ＡＩを活用した歩行者通行量調査を実施

産業イノベーション課

＜拡充＞○ 40,250 道路管理課除雪イノベーションの推進

5

6

○ 産学官連携によるイノベーションモデルプロジェクトの実施
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※は経済対策等による令和３年度予算措置分を含む (担当課)

・野球場整備の検討

 ＜補正予算分＞

＜補正予算分＞

・施行者に対する助成（建設工事等）

・焼却熱エネルギー高効率発電システムを備えた ＜補正予算分＞

  ごみ処理施設を整備

合　計

3 ○ 左岸バイパス南北延伸の推進　※ 873,400

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　※ 91,100

71,000

(単位:千円)

1 【新規】○ 長岡ニュータウン運動公園の整備 38,000

道路建設課

88,000

4,070,021 中心市街地整備室

スポーツ振興課

道路建設課

5 ○ 23,296 環境施設課

4 ○ 大手通坂之上町地区市街地再開発事業の推進

中之島新ごみ処理施設（仮称）の整備　※

5,095,817

5,029,447

２ 求められる都市インフラの整備
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(担当課)

・空き物件を活用したテレワーク対応施設の整備を支援

・市外企業のサテライトオフィス開設費、試験運用費等を支援

・新しいワークモデルを首都圏の企業や学生にＰＲ

・移住定住ポータルサイトなどを活用した、移住先として選ばれるための情報を発信 発信課

【新規】　 ・お試し移住を実施

・移住相談会とセミナーの開催

発信課

・空き家購入者の片付け費用とリフォーム費用を助成

・インターンシップ受入企業のガイダンスを実施

【新規】　 ・県内学生が長岡でインターンシップに参加する際の交通費等を助成

空き家の適正管理を推進

(単位:千円)

1 ○ サテライトオフィスの誘致を促進

4 【新規】○

2

44,806 産業立地課

3,074 地域振興戦略部

○ 2,650 産業立地課長岡ワークモデル（ＮＡＧＡＯＫＡ　ＷＯＲＫＥＲ）の推進

6 ○ 東京圏からの移住者への支援 9,400 ながおか魅力

3 ○ 14,300 産業立地課

5 ○ 9,381 ながおか魅力

新たな産業団地の開発計画を策定

遊休施設をお試し移住やワーケーションなどで活用

7 ＜拡充＞○ 31,639 都市政策課

8 ○ 8,760 産業立地課インターンシップの促進

長岡への移住定住を推進

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～
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・就職ガイダンス、個別相談会、大学等と行う企業見学会を開催

・「障害者ワークステーション」事業の取組により、障害者雇用を推進 産業立地課

・市役所での職場体験実習や企業へのジョブサポーター派遣を通じて、障害者

　の就労を支援

・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

・働くことに悩みを抱える若者や、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

【新規】　 ・就職氷河期世代へステップアップセミナーを開催

・外国人材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

・留学生のインターンシップ受入企業を支援

【新規】　 ・海外高専生の市内企業へのインターンシップ受入れを支援

・外国人のための一元的な相談窓口を運営

・外国人市民への多言語による情報発信を実施

産業立地課

11 ○ 3,918 産業立地課

外国人材の活躍のための環境整備

障害者ワークステーション事業等による障害者雇用・就労支援の推進

「長岡地域若者サポートステーション」による就労支援

オンライン就活支援員を配置し、学生と企業とのマッチングを推進

9 ○ 13,255 産業立地課地元就職、Ｕ・ Ｉ ターン就職の促進

10 ○ 8,542 産業立地課

12 ○ 22,012 福祉課

高校生向け地元企業説明会・企業見学会を実施

15 ○ 29,345

カフェく・る～むでの障害者の就労を支援13 ○ 4,700 福祉課

14 ○ 16,883 産業立地課
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・働き方改革を推進するためのコンサルティングを実施

・仕事と育児の両立に向けた「はたプラ勉強会」の開催

・企業の働き方改革の取組を学生や求職者に発信

【新規】　 ・女性活躍推進事例集を作成し、活躍している働く女性の情報を発信

・ＣＬＩＰ長岡と連携し、起業の機運醸成から起業後のサポートまでを実施

・学生の起業や、独創的な技術・アイデアによる起業を支援

【新規】　 ・女性や学生の起業に向けた実践的体験プログラムを実施

【新規】　 ・ビジネスプランコンテストを実施

・地域経済牽引企業の交流、ビジネス拡大を支援

【新規】　 ・鉄工・鋳物関連業界の受注促進と販路拡大を支援

・商工会議所、商工会等による売上回復や事業継続の取組を支援

・企業の事業承継を支援

・伴走コンサルタントによる企業の課題解決を支援

・業界別課題の解決を目指す取組を支援

起業・創業の支援17 ○ 92,278 産業イノベーション課

15,340 産業支援課

2,548,580 産業支援課19 ○ 市独自の制度融資による事業者の資金繰りを支援

18 ○ ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの活動支援

22 ○ 商店街が行う販売促進や、新たな魅力を生み出す事業への支援 12,890 産業支援課

○ 2,500 産業支援課

企業や業界の課題解決を支援23 【新規】○ 13,447 産業支援課

16 ○ 5,156 産業立地課

20 ○ 83,710 産業支援課

21

「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

中心市街地の若手商業者が行う活性化事業への支援

がんばる商工団体・地域企業を応援
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＜拡充＞　 ・地域資源を利活用するバイオエコノミー事業を推進

【新規】　 ・バイオ分野に精通した企業人材の活用によるバイオエコノミー事業の加速

・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

・品質向上を目指し、ＩＣＴ技術を活用した「水管理」、「土づくり」についての

　研究を支援

・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

・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

合　計

11 ○ 地域産業の伝統工芸を継承する人材を育成 3,600 産業支援課

4

35,912 農水産政策課

○ 循環型経済社会を実現するバイオコミュニティへの取組を推進 23,230 産業イノベーション課

農水産政策課

24 ○

29 ○ 1,800 農水産政策課

25 ○ 3,080 農水産政策課

26 ○ 6,450

27 ○ 新規就農者の確保 10,500 農水産政策課

28 ○ 3,600 農水産政策課

3,103,808

30 ○ 環境保全型農業の推進 19,070 農水産政策課

長岡版スマートアグリの推進

新農業人リクルートの支援

新規漁業就業者の確保・育成の支援

アプリを活用した短期就農体験マッチングを支援

がんばる担い手農家の支援
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(担当課)

 ・様々な分野を学び、体験する講座や交流会を実施

【新規】　 ・女性や学生の起業に向けた実践的体験プログラムを実施

・働き方改革を推進するためのコンサルティングを実施

・仕事と育児の両立に向けた「はたプラ勉強会」の開催

・企業の働き方改革の取組を学生や求職者に発信

【新規】　 ・女性活躍推進事例集を作成し、活躍している働く女性の情報を発信

・農村地域生活アドバイザーへの研修や農業女子講座を実施

・農業・食関連イベントへの出店を支援

・男女平等推進センター「ウィルながおか」の運営

合　計

起業・創業の支援（再掲）

6 ○ 14,326 人権・男女共同参画課男女共同参画の推進

4 ○ 女性農業者の活動の推進とネットワークを強化 109 農水産政策課

2 ○ 2,200 産業イノベーション課

3 ○ 「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（再掲）

1 【新規】○ 5,924 人権・男女共同参画課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

(単位:千円)

5,156 産業立地課

27,715

４ あらゆる分野における女性活躍の推進
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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 発信課

　首都圏でのイベントを通じた長岡プロモーション

・テレビ・ラジオ・ＳＮＳ等を通じ、市の政策や魅力を市内外にＰＲ ながおか魅力

・ウェブメディア「な！ナガオカ」による長岡の魅力発信 発信課

・インスタマガジン「Ｄａｋｋｅながおか」による情報発信 ながおか・若者・

しごと機構推進課

・歌碑等を訪ねる良寛と貞心尼の散策道を整備 観光事業課

・貞心尼没後150年特別企画展を開催

・市内への来訪、宿泊を伴う教育旅行を催行する旅行会社へ助成

【新規】　 ・開館10周年記念事業を開催

・賑わいを生み出す市民交流イベントを実施

・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

・保育園・幼稚園児童をアルビＢＢホーム戦に招待

(単位:千円)

ながおか魅力

2 ○ 「越後長岡ふるさと会」など市出身者を通じた情報発信 5,558 地域振興戦略部

3 ○ 各種メディアを活用した市政情報や魅力の発信 19,827 広報課

1 ○ ふるさと納税を活用した長岡ファンの獲得 1,211,704

【新規】○ 7,591 観光企画課

6 【新規】○ 地域資源を利活用する教育旅行の誘致を促進 2,500 観光企画課

良寛と貞心尼の新しい魅力を発信4

8 ○ バスケによるまちづくりの推進 7,200 市民協働課

7 ○ アオーレを核としたイベントの開催 27,800 市民協働課

５ 魅力発信による関係・交流人口の拡大
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・「道の駅ながおか花火館」の魅力向上と情報発信機能を強化

・映画「峠 後のサムライ」公開に合わせたプロモーション

・「越後長岡酒の陣」の開催

・体験型観光コンテンツの造成・磨き上げを支援

・歴史的建造物を活用した観光誘客の推進 観光企画課

・醸造のまち摂田屋にふさわしい修景整備への助成

・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 発信課

　開催等）

・「信濃川火焔街道連携協議会」等の活動を通じた情報発信 政策企画課

・大英博物館に火焔型土器を常設展示

・英国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

9 ○ 長岡まつりの支援 17,751 観光事業課

10 ○ 米百俵まつりの支援 10,260 観光事業課

13 ＜拡充＞○ 映画「峠　最後のサムライ」公開に合わせた企画展の開催 6,152 観光企画課

11 ＜拡充＞○ 「道の駅ながおか花火館」を拠点とした誘客と市内周遊の促進 20,089 観光事業課

12 ○ 地域ブランド「越後長岡」を活用した観光事業の推進 19,170 観光企画課

14 【新規】○ 4,278 観光企画課

15 ○ 摂田屋地区「機那サフラン酒本舗」の整備・運営 42,122 都市施設整備課

次期観光戦略プランを策定

17 ○ 「発酵・醸造のまち」のプロモーション 1,700 ながおか魅力

18 ○ 世界に誇る縄文文化を広く発信 4,233 科学博物館

16 ○ 醸造のまち摂田屋の街並み環境の整備 22,000 都市政策課
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【新規】　 ・遊泳区域標識の設置による事故防止対策を実施

＜拡充＞　 ・金山・郷本海水浴場にライフセイバーを配置し、監視体制を強化

・旧北国街道の道路美装化とロマンス街道の遊歩道整備

【新規】　 ・世界錦鯉サミット開催による需要の拡大及び新たな価値の創出

・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

・ホノルル市との平和・文化交流

・フォートワース市との教育・文化交流

・トリアー市とのスポーツ・文化交流

・みしま西山連峰登山マラソン大会、寺泊シーサイドマラソン大会の開催

・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

合　計

20,619

1,597,061

19 【新規】○ 20,181 観光事業課守門岳保久礼登山口にトイレを整備

21 ○ 寺泊旧北国街道周辺地区の整備 60,668 都市施設整備課

22 ○ 32,817 環境政策課トキの分散飼育と学習館「トキみ～て」の運営

20 ○ 海水浴場の水難防止対策を強化 12,600 観光事業課

23 ○ 錦鯉のプロモーションの強化 11,845 農水産政策課

24 ○ 国内姉妹・友好都市との交流推進 2,748 地域振興戦略部

25 ○ 海外姉妹都市との交流推進 国際交流課

29 ○ 5,648 スポーツ振興課スポーツ大会による交流の推進
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(担当課)

・宿泊応援キャンペーンの実施

・旅行商品の造成を支援

・商工会議所、商工会等による売上回復や事業継続の取組を支援

・企業の事業承継を支援

・バイオエコノミーやエネルギー創出・グリーン成長戦略に関する取組を支援 産業支援課

・技術高度化・新製品開発を支援

・産学連携による共同開発を支援

・デジタル技術活用を支援

・空き物件を活用したテレワーク対応施設の整備を支援

・市外企業のサテライトオフィス開設費、試験運用費等を支援

・新しいワークモデルを首都圏の企業や学生にＰＲ

サテライトオフィスの誘致を促進（再掲）

産業支援課がんばる商工団体・地域企業を応援（再掲）

【新規】○ 2,650 産業立地課

50,000 産業支援課

(単位:千円)

2 ○ 75,000 産業支援課

3 ○ 市独自の制度融資による事業者の資金繰りを支援（再掲） 2,548,580 産業支援課

1 ○ 市内への宿泊需要喚起を支援 98,000 観光企画課

83,710

ポッキリパスポートによる市内の消費循環の取組を支援

4 【新規】○ ＥＣサイトを活用した販売促進を支援

○

イノベーション加速化補助金の創設（再掲）

長岡ワークモデル（ＮＡＧＡＯＫＡ　ＷＯＲＫＥＲ）の推進（再掲）

5 【新規】○ 100,000 産業イノベーション課

産業立地課6 ○ 44,806

６ 感染禍からの早期回復を図る支援

12



合　計

一般住宅のリフォームを支援

主食米から非主食米への作付転換を支援 57,000 農水産政策課

460,000

8 ＜拡充＞○ 30,000 都市政策課

9 ○ 長岡まつり大花火大会等のイベント開催を支援 150,000 観光事業課

7 【新規】○
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(担当課)

・一人一台タブレットを活用し、子どもたちの学ぶ意欲や情報活用能力を育成 学校教育課

【新規】　 ・長岡らしさを生かした高度で多様な教育を支援するための教育情報プラット

　フォームを構築

＜拡充＞　 ・効果的なタブレットの活用に向けてＩＴ企業等と連携した取組みを推進

＜拡充＞　 ・タブレットを活用した多様性と質の高い学びのための仕組みを構築

・「米百俵プレイス ミライエ長岡」の整備 産業イノベーション課

・図書館の開設準備

・子どもラボなど各種プログラムの取組

・ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充に向けた検討

・オープンイノベーションを誘発する事業提案を支援

・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

2 ＜拡充＞○ 「米百俵プレイス  ミライエ長岡」の開館準備の推進（再掲） 698,066 中心市街地整備室

3 ○ 子ども・青少年相談センターの運営 23,124 学校教育課

(単位:千円)

1 ○ Ｅｄｕ－Ｄｉｖｅｒ構想の推進 320,242 教育総務課

１ 未来をつくる人材育成の推進と教育環境の整備

Ⅱ 「新しい米百俵」による人材育成と歴史文化の継承
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＜拡充＞　 ・支援や配慮が必要な児童生徒に対応する介助員を１８５名配置

＜拡充＞　 ・医療的ケアを行う看護師及び看護介助員を１０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

・乳幼児期から義務教育終了まで切れ目のない教育を進めるため、教職員同士・

　子ども同士の交流を推進

・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

＜拡充＞　 ・作業学習や日常介助の支援を行う作業支援員を１０名配置

＜拡充＞　 ・通学用の車を手配し、自力通学が困難な生徒を支援（栃尾地域への経路延伸）

＜拡充＞　 ・配置希望校へ部活動指導員を２５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

・段階的な地域移行を検討

・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

・学校運営協議会を設置し、学校・地域の協働により教育活動を充実

6 ○ 高等総合支援学校の運営 41,370 学校教育課

4 ○ 子どものサポート体制の充実 384,860 学校教育課

5 ○ 保幼小中連携推進事業 350 学校教育課

7 ○ 10,046 学校教育課部活動地域移行の推進

8 ○ 遠距離通学や総合支援学校の児童生徒の通学を支援 278,844 学務課

9 ＜拡充＞○ コミュニティ・スクールの推進 587 学校教育課
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・校舎増築及び大規模改造工事の実施

　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）

　黒条小学校・・・・・・・・大規模改造工事

　（総額４億３，８３０万円　令和２～４年度継続事業）

　宮内小学校・・・・・・・・大規模改造工事（基本設計）

　中之島中央小学校・・・・・大規模改造工事（基本設計）

　日越小学校・・・・・・・・大規模改造工事（実施設計）

　越路西小学校・・・・・・・屋根改修工事

　岡南中学校・・・・・・・・大規模改造工事

　（総額６億８，２９０万円　令和２～４年度継続事業）

　南中学校・・・・・・・・・大規模改造工事（実施設計）

　小国中学校・・・・・・・・大規模改造工事（実施設計）

　中之島中学校・・・・・・・学校給食共同調理場改修工事（実施設計）

実施設計７校（千手小、希望が丘小、脇野町小、栖吉中、江陽中、中之島中、川口中）

・冷暖房設備の改修

実施設計６校（前川小、十日町小、関原小、福戸小、寺泊小、寺泊中）

・普通教室の冷房設備整備

工事７学級（小学校５学級、中学校２学級）

実施設計３校（深沢小、上通小、信条小）

1,555,394 教育施設課

　【小学校】

10 ○ 安心・安全で快適な教育環境の整備

・給食ストックヤードの整備

　【中学校】

・トイレの洋式化・環境改善
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・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

　　◎　小・中学校図書館に学校司書を配置                                   17,123 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　　　　　　　  136,675 学校教育課

　　◎　学校・子どもかがやき塾　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　29,912 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,793 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

        ・教育プログラム「テディベアプロジェクト」に参加し、海外の児童

          生徒との国際交流を推進

　　◎　教員サポート錬成塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,179 学校教育課

        ・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

　　◎　中学生スポーツ活動推進モデル事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740 学校教育課

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

　　◎　小・中学生ロボコン教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,405 学校教育課

　方策Ⅱ　子どもの個性・可能性を伸ばす学びの場づくり

11 ○ 「熱中！感動！夢づくり教育」の推進 465,180

　方策Ⅰ　確かな学びを実現する学校・園づくり
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　　◎　「長岡しごと体験ランド2022」の開催        　　　　　　　　　　　　  1,650 ながおか・若者・

　　　　・小学生向けに長岡で学ぶ・働く魅力を発信 しごと機構推進課

　　◎　ジョイフル里山木工塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,367 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」　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　649 国際交流課

        ・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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,920 学校教育課

        ・地域の人材を学校教育に活用

　　◎　公・私立保育園等合同研修会の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　  431 保育課

　　　　・合同の園長研修会を実施

　　　　・保育士等の合同研修会を実施

　　◎　中学生と赤ちゃんのふれあい体験　　　　　　　　　　                  1,128 子ども・子育て課

　　　　・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

　その他各種事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,208

　方策Ⅲ　子どもが熱中・感動する豊かで多様な体験づくり

　方策Ⅳ　子どもの育ちをしっかり支える土台づくり

12 ○ 小・中学校全国大会等出場者への支援 4,000 学務課
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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等 しごと機構推進課

　を実施　　　　　 学校教育課

＜拡充＞　 ・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

しごと機構推進課

・世代を越えてクリエイターが育ち合うメイカーズ・クラブの活動を支援

・ロボット競技を行う次世代の技術者を育成

・子どもたちにおすすめの本を図書館に設置

・「増井和弘展（仮称）」、「齋藤槙絵本原画展（仮称）」

・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

・世界で活躍する演奏家による直接指導の機会を提供

・音楽を楽しむ子どもたちの技術と感性を高める活動の支援

・学校やコミュニティセンターなど身近な会場での芸術鑑賞の機会を提供

5

14 ○ 公立大学法人長岡造形大学の運営を支援 968,345 政策企画課

【新規】○13 430 ながおか・若者・小・中・高校生向け「デザイン思考ワークショップ」の開催

デジタルものづくり人材の育成（再掲）

13 ○ プログラミング教育の充実 10,351 ながおか・若者・

17 ＜拡充＞○ 1,400 中央図書館

18 ○ 栃尾美術館企画展の開催 5,040 中央図書館

「長岡の子ども１００冊」事業の実施

19 ○ 東京フィルハーモニー交響楽団長岡公演への支援

7,000 文化振興課学校訪問コンサートや地域演奏会の開催

10,000 文化振興課

21 ○

20 ＜拡充＞○ 芸術文化の未来を担うジュニア育成事業の実施 5,930 文化振興課

【新規】○ 6,250 産業支援課
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・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より楽しめる機会を提供

・パラスポーツへの理解を深めるためのイベントや学校での体験授業を開催

合　計

23 ○

22 ○ ジュニア選手の競技力向上 8,155 スポーツ振興課

パラスポーツの普及推進 984 スポーツ振興課

4,805,948
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(担当課)

【新規】　 ・長岡の歴史を刻む26か所の石碑の解説板を整備し、石碑を ＜補正予算分＞

  つなぐ散策ルートを構築

・園路整備、トイレの改修工事等

・互尊文庫を戦災資料館として整備（基本設計） 中央図書館

・サンライフ長岡を文書資料室として整備し、講座室や展示スペースを新設

・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

・小中学生に対する体験談の語り・紙芝居の上演等を実施

・長岡空襲体験談を撮影・記録し、後世に引き継ぐ

・主屋屋根の葺替（総額１億７，０００万円　令和３～５年度継続事業）

・バリアフリー化や小国和紙展示スペースの設置

歴史関連施設再編の検討開始

(単位:千円)

都市施設整備課

65,600

科学博物館

1 ○ 45,604悠久山公園における歴史を学ぶ環境整備　※

4 ○ ながおか平和フォーラム事業の実施 886 庶務課

3 ○ 長岡市平和祈念式典の開催 3,777 庶務課

2 【新規】○ 既存建物を再利用して戦災資料館、文書資料室の移転整備 47,843 庶務課

3 【新規】○ 408 政策企画課

6 ○ 旧長谷川家住宅の改修 64,650

5 ○ 長岡空襲の体験を次世代に継承 1,093 庶務課

8 ○ 小国民俗資料館の改修 32,000 科学博物館

２ 地域の歴史文化とアイデンティティの継承
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・「地域の『宝』、歴史・文化等の更なる活用・伝承事業懇談会」で抽出した 観光企画課

　「地域の宝」「地域資源」を活用した取り組みを実施 観光事業課

≪主な取り組み≫ 科学博物館

　　デジタル技術を活用した地域資源の情報発信

　　地域資源の活用アイデアコンテスト

　　もみじ園の新たな活用

　　良寛と貞心尼の新しい魅力を発信

　　地域資源を利活用する教育旅行の誘致を促進

　　宮大工関連のＡＲ画像等を使った体験型展示の整備

　　市内の文化財をカードにして配布

≪令和４年度に取り組む地域の宝≫

    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」、天神ばやし

　　　　　　　　　魚野川と信濃川の河川空間　など

10 ○ 「地域の宝」の磨き上げに取り組む住民主体の活動を応援 43,357 地域振興戦略部

9 【新規】○ 市内の地域資源を活用し新たな価値を創造 19,529 地域振興戦略部
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・国土交通省と流域市町村の４博物館が連携し記念展示等を実施

合　計

13 【新規】○ 大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念４館リレー展示の開催 2,000 科学博物館

12 ○ 郷土長岡を語る「ながおか学」を小学５年生に配布 502 学校教育課

261,649
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(担当課)

・希望するすべての市民にワクチン接種を実施 ワクチン接種事業室

・タクシー割引券を配布し、高齢者のワクチン接種を促進 都市政策課

・ＰＣＲ検査センターの運営に携わる医療従事者に報奨金を支給 介護保険課

・自主的なＰＣＲ検査・抗原検査を支援 福祉課

・介護保険施設・障害者施設等職員のＰＣＲ検査・抗原検査を支援 学校教育課

・教育・保育実習生のＰＣＲ検査を実施 子ども・子育て課

保育課

・食料や日用品等の調達が困難な自宅療養者及びその同居家族に物資を支給

・感染症対策に必要な設備・物品等の整備費を助成

・地域医療体制を確保するため、基幹病院等の運営費を助成

【新規】　 ・適切な医療提供のため、基幹病院の医師確保対策を支援

6 ○ 休日・夜間急患診療所と中越こども急患センターの医療体制確保 102,049 健康課

3 ○ 自宅療養者等へ生活物資を支援 7,200 福祉総務課

4 ○ 基幹病院の医療提供体制を支援 15,000 健康課

1,574,816 新型コロナウイルス

5 ○ 基幹病院運営費等の助成 200,000 健康課

2 ○ 新型コロナウイルス検査体制の確保 39,605 健康課

(単位:千円)

1 ○ 新型コロナウイルスワクチンの追加接種

１ 感染防止対策と医療体制の確保

Ⅲ 誰もが暮らしやすいまちの実現
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管財課

・手洗い場の自動水栓化 学校教育課

・校外学習等に使用するバスの増便

・感染防止用資器材等の購入

・応急手当普及啓発用ＡＥＤトレーナーを増台

合　計 2,128,593

10 ○ 救急活動における感染防止対策の強化 13,893 消防本部総務課

7 ○ 公共施設の感染防止対策 29,903 環境政策課

9 ○ 公私立保育園等の感染症対策 100,612 保育課

8 ○ 小中学校等の感染防止対策 45,515 教育施設課
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(担当課)

文化振興課

・中之島コミュニティセンター信条分室（設計等）

・和島コミュニティセンター（設計）

・山古志コミュニティセンター事務室（改修工事）

・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)

1 ＜拡充＞○ 27,713 市民協働課

4 【新規】○ 30,245 管財課

5 【新規】○ 45,500 地域振興戦略部

2 【新規】○ 栃尾地域交流拠点施設（トチオーレ）でオープン記念事業を実施 5,846 地域振興戦略部

3 ○ 146,300 管財課

長岡の未来を創る市民の活動を支援

栃尾支所庁舎の移転（栃尾文化センター改修設計等）

栃尾地域交流拠点施設の駐車場整備（旧栃尾市民会館解体工事等）

8 【新規】○ 24,100 市民協働課

20 ＜拡充＞○ 子ども・子育て課

6 【新規】○ 53,970 管財課

7 【新規】○ 570 地域振興戦略部

9 ○ 町内公民館建設の支援 21,000 市民協働課

10 ○ 地域が自ら行うコミュニティ活動への支援 46,601 市民協働課

1,400

与板地域交流拠点施設（仮称）の整備（設計等）

与板支所庁舎の移転（臨時庁舎改修設計・工事等）

川口地域交流拠点整備の検討

コミュニティセンターの整備

子ども食堂への支援

２ 市民協働の推進と地域の活力創造
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・川口運動公園利用促進検討委員会（仮称）を設置

・部局横断的プロジェクトチームを立ち上げ

・新たな取組や人件費の一部を補助

・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

＜拡充＞　 ・地域に寄り添う集落支援員を４名増員の１４名とし、市内全地域に配置

・地域協力活動や産学連携活動などを行う隊員を２３名配置 産業イノベーション課

産業立地課

産業支援課

政策企画課

合　計

11 【新規】○ 2,200 スポーツ振興課

15 ○ 14,600 地域振興戦略部

12 【新規】○ 5,000 スポーツ振興課

16 ○ 26,439 地域振興戦略部

14 【新規】○ 2,361 地域振興戦略部

17 ○ 85,288 地域振興戦略部

18 ○ 20,000 地域振興戦略部

559,133

住民サービスや地域課題への対応の強化

川口運動公園の利用促進に向けた検討

寺泊地域に屋根付き多目的広場等の整備を検討

持続的な地域づくりを担う団体の自立とステップアップを支援

中山間地域の集落支援

地域おこし協力隊による地域の活性化

支所地域における多様な課題に対応する取組を推進
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(担当課)

福祉課

長寿はつらつ課

・健康状態不明の高齢者などをアウトリーチで医療サービスに接続

・データ分析による各地域の健康課題を洗い出し、保健指導を行う専門職を派遣

・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

＜拡充＞　 ・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

・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

・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

・生活機能が低下した高齢者に対し、介護予防を重視したサービスを提供

・高齢者に対し、フレイル予防に関する教室等を開催

(単位:千円)

長寿はつらつ課

1 【新規】○ 67,231 福祉総務課

4 ○ 254,216 長寿はつらつ課

2 【新規】○ 25,010 健康課

3 ○ 高齢者を地域で支える「地域包括ケアシステム」の推進 8,000

成年後見センター（仮称）を開設し、制度の利用を促進

高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施

高齢者の暮らしの支援

介護予防・日常生活支援総合事業を実施

5 ○ 8,569 長寿はつらつ課

6 ○ 490,813 長寿はつらつ課

地域の高齢者の生活支援体制の整備

３ 福祉・健康・医療の充実と地域共生社会の推進
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・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

・認知症高齢者の家族介護を支援する「やすらぎ支援員」を派遣

・認知症の理解促進のため「認知症サポーター」を養成

・「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

・民間事業者が行う介護施設の新規整備を支援

【新規】　 ・介護福祉士育成を目的とした市内の養成校入学者への支援

・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

【新規】　 ・在宅人工呼吸器等使用者の非常用電源装置

・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    など

認知症施策の推進

長寿はつらつ課346,8677 ○

8 ○ 23,237 長寿はつらつ課

地域包括支援センターを核とした高齢者を支える地域づくりを推進

10 ○ 50,340 福祉総務課

9 ○ 25,445 長寿はつらつ課

12 ○ 7,600 福祉総務課

11 ○ 18,500 福祉総務課

13 ○ 62,584 福祉課障害者等の日常生活用具の購入費用を助成

地域の介護予防活動の支援

介護施設整備への支援

要援護世帯に除雪経費を助成

高齢者及び障害者施設の介護人材確保を支援
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・強度行動障害者等に対する支援環境の整備に要する費用を助成

・障害福祉サービスに要する体験利用の費用を助成

・精神障害者家族団体による「家族相談」の取組を支援 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

・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（１１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

・「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

・「障害者ワークステーション」事業の取組により、障害者雇用を推進 産業立地課

・市役所での職場体験実習や企業へのジョブサポーター派遣を通じて、障害者

　の就労を支援

・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

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

22,012 福祉課

15 ○ 208,326 福祉課障害者の暮らしの支援

14 【新規】○ 4,565 福祉課「 とも生きプロジェクト 」による障害者支援施設への受け入れを促進

16 ○ 418 福祉課

19 ○ 4,700 福祉課

17 ○ 12,900 福祉課

18 ○ 障害者ワークステーション事業等による障害者雇用・就労支援の推進（再掲）

アール・ブリュット事業の実施

カフェく・る～むでの障害者の就労を支援（再掲）
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・関係機関向けの研修会や支援体制検討会の開催

・特定の年齢に達した場合に、子宮頸がん、乳がんの無料検診等を実施

・ピロリ菌除菌の必要性を判定する検診を実施 学務課

・中学２年生を対象に検査と除菌を実施

・国の方針に基づき、子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種勧奨を再開

・積極的勧奨がされていなかった９年間分の対象者にも無料で実施

・医療用ウィッグ等の購入費を助成

・提供者（ドナー）に対し、骨髄等の提供に必要な費用を助成

・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

・青壮年期向け健康づくり講座を開催

・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

20 【新規】○ 264 子ども・子育て課

22 ○ 23,316 健康課

21 ○ 211,989 健康課

23 ＜拡充＞○ 337,228 子ども・子育て課

28 ○ 10,259 健康課

24 【新規】○ がん患者の医療用補正具購入を支援 4,200 健康課

25 ○ 700 健康課骨髄等移植ドナーへの支援

26 ○ 33,663 健康課

27 ○ 16,733 健康課

風しん予防接種の実施

歯科健診の実施

多世代健康づくりの地域への展開

子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種を再開

胃がんリスク検診の実施

ヤングケアラーの支援

がん検診の推進
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・「ながおかタニタ健康くらぶ」の運営

・国民健康保険加入者の特定健康診査を500円で実施

・生活習慣病の重症化予防のための指導会等を開催

・医療機関と連携し、国民健康保険加入者の重症化予防を強化

・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

・こころの健康相談会の開催、相談しやすい体制整備

【新規】　 ・ＳＮＳ相談事業者と連携した「つなぐ支援」を強化

＜拡充＞　 ・中学校向けＳＯＳの出し方・受け止め方の授業を実施

・自立相談や就労準備を支援

・離職や休業等により収入が減少した方の住まいの確保を支援

・アウトリーチ等の充実による自立相談支援を強化

・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

・外国人市民のための一元的な相談窓口を運営（再掲）

・外国人市民への多言語による情報発信を実施（再掲）

・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

・多文化共生のための講演会や講座を開催

国際交流センター「地球広場」の運営

35 ○ 多文化共生社会の推進 822 国際交流課

34 ○

29 ○ 20,100 福祉総務課「タニタ健康くらぶ」を軸とした市民参加の促進

32 ○ 74,013 生活支援課

30 ○ 173,412 健康課

31 ○ 2,462 健康課こころの健康づくりの推進（自殺予防対策）

生活習慣病予防対策の推進

生活困窮者の自立支援

○ 生活保護からの自立を促すための就労支援 6,083 生活支援課

21,212 国際交流課

33
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・社会環境の変化で不安を抱える女性が社会とのつながりを回復するための支援を実施

・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

・町内会等の公衆街路防犯灯の設置・取替費、電気料を助成

・交通安全指導者を養成

＜拡充＞　 ・高齢運転者に安全運転セミナーを実施

合　計

防犯・交通安全対策の推進

犯罪被害者等へ見舞金の支給

ＤＶ被害者の支援

37 ○ 性的少数者（LGBT）への理解促進と支援 441 人権・男女共同参画課

36 ○ 地域女性つながり支援事業（ながおか・スミレプロジェクト） 人権・男女共同参画課

2,717,691

38 ○ 115,292 市民課

39 【新規】○ 410 市民課

40 ○ 16,759 人権・男女共同参画課

7,000
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(担当課)

・市内に住む妊婦を対象に５万円を現金給付

・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

・育児方法や子どもとの関わり方を学ぶ「産後デイケアるーむ ままナビ”」を実施

・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”」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

・産婦の休養等行う宿泊型産後ケアを実施

・支援が必要な家庭に助産師や子育て経験者が訪問

中央図書館

・心理担当支援員等の専門職を配置し、児童虐待防止に対応

・専門職の配置や巡回等による相談体制を強化

・配慮が必要な子どもの家族を対象とした講座や交流の場を設置

・「こどもすこやか応援チーム」による相談・訪問を実施

マタニティライフ応援金制度の新設

8 ○ 配慮を要する子どもへの支援 11,564 保育課

6 ○ 子ども家庭総合支援拠点の運営 32,140 子ども・子育て課

7 ＜拡充＞○ 27,522 子ども・子育て課子どもの発達相談における支援体制と組織連携の強化

5 ○ ブックスタート事業の実施 1,069 子ども・子育て課

子ども・子育て課

(単位:千円)

1 【新規】○ 153,161 子ども・子育て課

2 ○ 妊婦健診の負担軽減 176,450 子ども・子育て課

3 ○ 妊婦歯科健診の実施 2,976 子ども・子育て課

4 ○ 長岡版ネウボラ（産前産後サポート）の実施 25,233

４ 子育て支援のさらなる充実
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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

・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

・認定こども園５園、認可保育園３園を整備

・３歳未満児定員が38名、３歳以上児定員が29名増加（２か年事業の増加分も含む）

子ども・子育て課

教育総務課

学校教育課

・保育士の宿舎借上げ費用を助成

・子育て支援員を養成し、保育園等に配置

・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ためのシステム導入費用を支援

・一時保育、未満児保育を実施

＜拡充＞　 ・障害児保育を行う職員の人件費助成を拡充

16 ○ 充実した特別保育の実施 568,600 保育課

15 ○ 病児・病後児保育の実施 54,302 保育課

14 ○ 保育体制強化の取組への支援 32,575 保育課

13 ○ 保育士人材の確保 19,604 保育課

11 ○ 保育環境の整備 815,916 保育課

12 【新規】○ 217,809 保育課保育士や児童厚生員等の処遇改善

10 ○ 放課後等デイサービスの利用者への対応 565,973 子ども・子育て課

9 ○ 保育所等訪問支援の実施 6,046 子ども・子育て課
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・３園に看護師を配置し受け入れを実施

・中之島保育園、こしじ保育園の民営化に向けて引継保育を実施

・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

・関係機関による「子どもの貧困対策連絡会議」を設置

・生活困窮世帯へ食品の無償提供を行う「フードバンクながおか」の活動を支援

・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

・出生から高校までの子どもの入院・通院医療費を助成

・弁護士への相談費用等を助成

子ども食堂への支援（再掲）

ひとり親家庭の養育費の取り決めを支援

子どもの医療費助成の拡充23 ＜拡充＞○

22 ○ 児童の放課後対策の充実 499,782

20 ＜拡充＞○

25 【新規】○ 500 生活支援課

・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

787,602 福祉課

子ども・子育て課

・児童クラブの実施・・・・・・５３クラブ

・放課後子ども教室の実施・・・２０教室

1,400 子ども・子育て課

21 ○ 子どもの貧困対策の推進 17,023 子ども・子育て課

19 ○ 「子育ての駅」の運営 143,385 子ども・子育て課

18 ○ 公立保育園民営化の推進 25,917 保育課

17 ○ 医療的ケアが必要な子どもの保育園入園のための看護師を配置 11,471 保育課
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・母子・父子自立支援員によるきめ細かな支援を実施

・高等職業養成機関在学中の生活費を助成

・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

合　計

24 ○ ひとり親家庭の父・母を支援 18,018 生活支援課

4,216,203

26 ○ 子どもの予防接種費用の助成 165 子ども・子育て課
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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＞

(単位:千円)

1 ○ 地域インフラの整備　 ＜当初予算分＞ 22,388,677

6,559,663

　＜当初予算分＞ 　＜補正予算分＞

　＜一般会計＞ 計 14,620,862 計 6,399,663

道路・河川 4,378,592 1,075,200

公　　　園 137,937 122,100

公営住宅等 274,525

小・中・総合支援学校 535,181

福祉施設 1,028,242

コミュニティ施設 206,145

スポーツ施設 226,787

その他 7,833,453 5,202,363

　＜企業会計＞ 計 7,767,815 計 160,000

下水道建設改良費 3,831,378 160,000

上水道建設改良費 3,661,874

簡易水道建設改良費 274,563

５ 身近な生活環境の整備と地域経済の下支え
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・切れ目のない発注を行うため、公共事業等で総額８億円のゼロ市債を設定

＜補正予算分＞

＜補正予算分＞

・越路原バイパス、浄土川河川改修関連道路など ＜補正予算分＞ 地域建設課

・左岸バイパス延伸ルートなどの検討

.
・高山踏切改良工事や長岡街道踏切の安全対策

・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

・小学校周辺に歩道消雪パイプを整備 地域建設課

・市有消雪パイプや除雪車を更新 ＜補正予算分＞ 地域建設課

2 ○ ゼロ市債の設定　　※

3 ○ 大積スマートインターチェンジ（仮称）と周辺道路の整備（再掲）　※ 91,100 道路建設課

71,000

4 ○ 左岸バイパス南北延伸の推進（再掲）　※ 873,400 道路建設課

88,000

5 ○ 広域幹線道路体系の整備　※ 419,200 道路建設課

90,000

6 ○ 長岡東西道路整備事業の促進 495

8 ○ ボトルネック踏切の整備 13,638 都市施設整備課

土木政策調整課

7 ○ 広域基幹道路の整備の推進 5,110 土木政策調整課

9 ○ 通学路の安心・安全確保　※ 213,664 道路管理課

70,200

10 ○ 冬季の車道・歩道の安全確保　※ 391,981 道路管理課

558,900

11 ＜拡充＞○ 198,303 道路管理課消雪施設の整備に係る補助率を引上げ
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＜拡充＞　 ・これまで導入した三島、小国、和島、川口地域に加えて、

　新たに越路、寺泊、与板地域でも包括的市道管理パトロール業務を民間委託

・生活道路のきめ細かな維持修繕により、地域住民の円滑な交通を確保 地域建設課

・主要市道の舗装やトンネルの修繕工事を計画的に実施 ＜補正予算分＞ 地域建設課

＜補正予算分＞ 道路建設課

地域建設課

・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

・森林組合が行う間伐や造林などの事業を支援

・林道等の改良整備

12 ○ 包括的市道管理の対象地域拡大 129,614 道路管理課

13 ○ 地域生活道路の整備 565,312 道路管理課

14 ○ 維持管理計画に基づく道路ストック修繕工事の実施　※ 319,400 道路管理課

80,000

15 ○ 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　※ 421,687 道路管理課

64,600

16 ○ 河川環境の整備・保全 330,149 河川港湾課

17 ○ 中山間地域での土地改良事業に対する支援の強化 21,497 農林整備課

18 ○ 農業用用排水路等の保全管理の地域共同活動を支援 676,627 農林整備課

19 ○ 森林整備の推進 98,120 農林整備課

20 ○ 治山事業の推進 8,900 農林整備課

21 ○ 北部地域新斎場（仮称）の整備（設計等） 165,481 市民課

22 【新規】○ 長岡市墓園に共同墓を整備 1,000 市民課
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・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）

＜拡充＞　 ・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(寺泊、栃尾地域）

＜拡充＞　 ・社会実験を踏まえたデマンド型乗合タクシーの本格運行を支援（栃尾、和島地域）

・長岡市地域公共交通計画を改定

・利便性、安全性の向上を図るため、寺泊駅前広場を整備

・老朽化した公園施設の改築更新による防犯性向上 ＜補正予算分＞

【新規】　 ・宮栄団地２号棟などの大規模改修

・雨水管等の整備（長岡地域など） ＜補正予算分＞

・汚水管等の整備（寺泊地域など）

【新規】　 ・平島中継ポンプ場の施設更新

機械・電気設備更新（総額２億８，９５０万円　令和４～令和５年度継続事業）

・長岡中央浄化センターの施設更新

監視制御設備更新（総額５億６，９００万円　令和４～令和５年度継続事業）

汚泥濃縮設備更新（総額４億３，１００万円　令和４～令和５年度継続事業）

・小国浄化センターの施設更新

・寺泊浄化センターの施設更新

23 ○ 公共交通の確保維持 207,571 都市政策課

24 ○ 寺泊駅前広場の整備 33,622 都市施設整備課

25 ○ 公園施設の安全・安心対策の実施　※ 91,326 都市施設整備課

56,500

26 ○ 民間ブロック塀等の安全対策費用を助成 1,500 建築・開発審査課

27 ○ 市営住宅の長寿命化 210,788 都市施設整備課

28 ○ 下水道施設の整備　※ 3,693,619 下水道課

158,000

反応タンク設備更新（総額４億９，２００万円　令和４～令和５年度継続事業）

監視制御設備更新（総額２億２，７００万円　令和４～令和５年度継続事業）
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・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）

合　計 23,529,211

29 ○ 上水道施設の整備 2,516,845 水道局
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(担当課)

＜拡充＞　 ・モデル地区で福祉専門職を交えた個別避難計画を作成

・専門家を交えたワークショップを開催

【新規】　 ・「わが町の防災タイムライン」を活用し、地域住民の検討を支援

・「わが家の防災タイムライン」を活用し、学校での防災教育活動を支援

【新規】　

下水道課

・地域内情報伝達訓練、緊急避難場所開設訓練等を実施

・雨水貯留タンクや防水板の設置費を助成

＜拡充＞　 ・女性、乳幼児への対応強化（生理用品、おむつ、液体ミルク等の備蓄） 子ども・子育て課

【新規】　 ・ペット受入れに必要な物資等の配備 環境業務課

・コミュニティセンター講堂にエアコンを設置（３施設） 市民協働課

地域防災力の強化

6 ○ 30,355 危機管理防災本部

・要配慮者利用施設のタイムラインのひな型を作成し、施設における検討を支援

5 ○ 33,665 危機管理防災本部

・自主防災会の活動費と防災資機材購入費を助成

1 【新規】○ 地域防災計画の改定 6,500 危機管理防災本部

4 ○ 16,706 危機管理防災本部

2 ○ 防災指針を備えた立地適正化計画の改定 7,229 都市政策課

3 ○ 540 福祉総務課避難行動要支援者の個別避難計画作成の促進

防災タイムラインを活用した避難行動検討の支援

(単位:千円)

・防災研修会の開催、アドバイザーの派遣、モデル地区におけるサイン設置

避難所の環境整備

１ 災害対策の強化

Ⅳ 安全安心なまちづくり
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・高齢者世帯等の固定電話に避難情報を一斉配信

・災害時要配慮者等への防災情報の携帯メール配信

・「ながおかＤメールプラス」の運用

・局地的な気象情報の収集と活用

・みんなの防災フェア、防災ライフハック体験会

【新規】　 ・原子力防災の普及啓発動画のリニューアル

・大学や関係団体と連携した出前講座や防災訓練の実施

・旧下小国小学校校舎の一部を改修し、小国出張所庁舎を移転

・旧下小国小学校グラウンドに常時離着陸が可能なヘリポートを整備

・栃尾消防署庁舎を防災ヘリポート隣接地に移転

・スマートフォンなどの画面上の操作で１１９番通報が可能

・迅速な災害活動を行うための消防指令システム更新工事

＜拡充＞　 ・年額報酬や出動報酬の処遇改善

Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの導入

消防団員の確保に向けた取組

消防本部総務課

14 ○ 144,272 消防本部総務課

13 ○ 高機能消防指令センターの更新整備 889,000

10 【新規】○ 22,806 消防本部総務課

9 ○ 原子力防災の推進 7,431 原子力安全対策室

12 【新規】○ 450 消防本部総務課

8 ○ 楽しみながら学ぶ防災イベントの開催 3,900 危機管理防災本部

小国地域の消防庁舎の移転整備

栃尾地域の消防庁舎の移転整備11 【新規】○ 9,400 消防本部総務課

7 ○ 災害情報伝達手段の強化 9,715 危機管理防災本部
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・メモリアル施設の運営を支援

・メモリアル施設を活用し、青少年への防災教育を実施

・各地域の小規模災害に機動的に対応

＜補正予算分＞ 地域建設課

＜補正予算分＞

・建築工事一式(総額５億２，１１０万円　令和３～令和４年度継続事業)

・機械・電気設備工事一式(総額２０億６，８００万円　令和３～令和５年度継続事業)

・流入渠接続ます工事ほか

浸水対策の強化　　※

20 ○ 道路高架区間等を活用した緊急避難施設の調査・検討 1,000 土木政策調整課

21 ○ 76,304 下水道課

8,400

15 ○ 中越大震災の経験を継承 54,440 地域振興戦略部

16 ○ 地域振興戦略部

17 ○ すまいの耐震改修の促進 11,043 建築・開発審査課

22 ○ 市内最大の排水能力を持つ寿町排水ポンプ場の整備　　※ 1,479,042 下水道課

19 2,841 都市政策課○ 水災害リスクを踏まえた都市防災まちづくりの推進

災害発生時の応急復旧対策「地域の救急箱」 12,000

1,000
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・除雪車ガイダンス装置の増設と消雪パイプ節水化の促進
　

・共助組織の立ち上げや強化にかかる費用を助成 道路管理課

・町内会などによる除雪作業の燃料費相当額を助成

合　計

雪下ろし用命綱固定アンカーの設置を支援

26 ○ 小型除雪機械を町内会へ貸与 19,800 道路管理課

24 ＜拡充＞○ 除雪イノベーションの推進（再掲） 40,250 道路管理課

25 ○ 地域で行う除雪作業への支援 7,400 地域振興戦略部

23 ＜拡充＞○ 10,000 都市政策課

2,896,089
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(担当課)

＜拡充＞　 ・鳥獣被害対策実施隊による被害防止活動 環境政策課

＜拡充＞　 ・住民生活の安全・安心確保のための緊急捕獲

＜拡充＞　 ・栃尾地域でのサルの調査と大型檻導入による捕獲の強化

・イノシシ及びハクビシン等の捕獲用わな導入経費の助成

・ハクビシン等による人家被害へのアドバイザーの派遣

・電気柵の貸付による導入の促進

【新規】　 ・電気柵の導入費用の支援制度を新設

【新規】　 ・緩衝帯の整備を新たに支援

・不要果樹の伐採を支援

合　計

(単位:千円)

鳥獣被害対策課

鳥獣被害対策課

1 ○ 捕獲活動の強化 56,589

2 ○ 狩猟免許取得や初期費用等を助成し、有害鳥獣捕獲の担い手を確保 2,110

鳥獣被害対策課

75,285

3 ○ 電気柵による防除の強化 8,504 鳥獣被害対策課

6 ○ 集落で取組む鳥獣を寄せつけない環境の整備を支援 3,250

鳥獣被害対策課4 ○ 住民との協働による鳥獣被害対策の実施 2,460

5 ○ 広報車によるクマへの注意喚起と巡回パトロールの強化 2,372 鳥獣被害対策課

２ 鳥獣被害対策の強化
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(担当課)

・市民団体と連携したＳＤＧｓ講座等の実施

・焼却熱エネルギー高効率発電システムを備えた ＜補正予算分＞

  ごみ処理施設を整備

合　計 219,786

7 ○ 23,296 環境施設課

5,029,447

中之島新ごみ処理施設（仮称）の整備（再掲）※

8 ○ 生ごみバイオガス発電センターによる環境負荷の低減 134,574 環境施設課

4 【新規】○ 2,000 産業イノベーション課

2 【新規】○ 6,418 環境政策課

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

6 ○ 地球温暖化防止を目指した啓発活動の実施 900 環境政策課

5 ○ 20,000 産業イノベーション課エネルギー創出・グリーン成長戦略に関する取組を支援（再掲）

(単位:千円)

長岡市エネルギービジョン（仮称）の策定

3 【新規】○ 15,000 環境政策課公共施設等への再生可能エネルギー導入に向けた検討

1 【新規】○ 17,598 環境政策課

第４次長岡市環境基本計画の中間見直し

３ カーボンニュートラルの推進
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　　新型コロナウイルス感染症対策関係事業

　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業） 合　計 千円　※

小　計 千円　※

（主なもの） (担当課) （頁）

・若者と企業の情報収集や発信 しごと機構推進課

・若者のアイデアの実現を支援

・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

・米百俵デジタルコンテストを開催

・バイオエコノミーやエネルギー創出・グリーン成長戦略に関する取組を支援 産業支援課

・技術高度化・新製品開発を支援

・産学連携による共同開発を支援

・デジタル技術活用を支援

・空き物件を活用したテレワーク対応施設の整備を支援

・市外企業のサテライトオフィス開設費、試験運用費等を支援

・新しいワークモデルを首都圏の企業や学生にＰＲ

Ｐ４

○ 2,650 産業立地課 〃

○ サテライトオフィスの誘致を促進 44,806 産業立地課

長岡ワークモデル（ＮＡＧＡＯＫＡ　ＷＯＲＫＥＲ）の推進

○ ながおか・若者・しごと機構への支援 32,500 ながおか・若者・ Ｐ１

【新規】○ イノベーション加速化補助金の創設 100,000 産業イノベーション課 〃

1,055,190

757,934

(単位:千円)

１ 経済対策とアフターコロナに向けた取組等

資 料
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・移住定住ポータルサイトなどを活用した、移住先として選ばれるための情報を発信 発信課

【新規】　 ・お試し移住を実施

・移住相談会とセミナーの開催

発信課

・インターンシップ受入企業のガイダンスを実施

【新規】　 ・県内学生が長岡でインターンシップに参加する際の交通費等を助成

・商工会議所、商工会等による売上回復や事業継続の取り組みを支援

・企業の事業承継を支援

・新規就業者を雇用する沿岸漁業者に対して助成

・宿泊応援キャンペーンの実施

・旅行商品の造成を支援

○ ポッキリパスポートによる市内の消費循環の取組を支援 75,000 産業支援課 〃

○ 市内への宿泊需要喚起を支援 98,000 観光企画課

○ アプリを活用した短期就農体験マッチングを支援 1,800 農水産政策課

〃

○ 新規漁業就業者の確保・育成の支援 3,600 農水産政策課 Ｐ７

〃

○ 商店街が行う販売促進や、新たな魅力を生み出す事業への支援 12,890 産業支援課

○ 中心市街地の若手商業者が行う活性化事業への支援 2,500 産業支援課

○ がんばる商工団体・地域企業を応援 83,710 産業支援課 〃

○ 市独自の制度融資による事業者の資金繰りを支援 2,548,580 産業支援課

○ 8,760 産業立地課

○ 東京圏からの移住者への支援 9,400 ながおか魅力

インターンシップの促進

○ 長岡への移住定住を推進 9,381 ながおか魅力 Ｐ４

〃

〃

Ｐ６

〃

Ｐ１２
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・一人一台タブレットを活用し、子どもたちの学ぶ意欲や情報活用能力を育成 学校教育課

【新規】　 ・長岡らしさを生かした高度で多様な教育を支援するための教育情報プラット

　フォームを構築

＜拡充＞　 ・効果的なタブレットの活用に向けてＩＴ企業等と連携した取組みを推進

＜拡充＞　 ・タブレットを活用した多様性と質の高い学びのための仕組みを構築

・自立相談や就労準備を支援

・離職や休業等により収入が減少した方の住まいの確保を支援

・アウトリーチ等の充実による自立相談支援を強化

・子どもの居場所づくりや学習を支援

＜拡充＞　 ・鳥獣被害対策実施隊による被害防止活動 環境政策課

＜拡充＞　 ・住民生活の安全・安心確保のための緊急捕獲

＜拡充＞　 ・栃尾地域でのサルの調査と大型檻導入による捕獲の強化

・イノシシ及びハクビシン等の捕獲用わな導入経費の助成

・ハクビシン等による人家被害へのアドバイザーの派遣

○ 捕獲活動の強化 56,589 鳥獣被害対策課

○ 生活困窮者の自立支援 74,013 生活支援課

＜拡充＞○ 子ども食堂への支援 1,400 子ども・子育て課

＜拡充＞○ 長岡の未来を創る市民の活動を支援 27,713 市民協働課

○ Ｅｄｕ－Ｄｉｖｅｒ構想の推進 320,242 教育総務課

○ 長岡まつり大花火大会等のイベント開催を支援 150,000 観光事業課

＜拡充＞○ 一般住宅のリフォームを支援 30,000 都市政策課 〃

Ｐ１２

【新規】○ 主食米から非主食米への作付転換を支援 57,000 農水産政策課 Ｐ１３

【新規】○ ＥＣサイトを活用した販売促進を支援 50,000 産業支援課

Ｐ１４

〃

Ｐ４７

〃

Ｐ２６

Ｐ３２
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小　計 千円　※

（主なもの） (担当課) （頁）

・ＰＣＲ検査センターの運営に携わる医療従事者に報奨金を支給 介護保険課

・自主的なＰＣＲ検査・抗原検査を支援 福祉課

・介護保険施設・障害者施設等職員のＰＣＲ検査・抗原検査を支援 学校教育課

・教育・保育実習生のＰＣＲ検査を実施 子ども・子育て課

保育課

・食料や日用品等の調達が困難な自宅療養者及びその同居家族に物資を支給

管財課

 

・手洗い場の自動水栓化 学校教育課

・校外学習等に使用するバスの増便

・感染防止用資器材等の購入

・応急手当普及啓発用ＡＥＤトレーナーを増台

※　個別事業の事業費は、新型コロナウイルス感染症対策以外の事業費を含むものもあるため、事業費の積み上げと

　合計（小計）は一致しない。

〃○ 13,893 消防本部総務課

○ 100,612 保育課 〃公私立保育園等の感染症対策

救急活動における感染防止対策の強化

Ｐ２５

○ 45,515 教育施設課 〃

○ 29,903 環境政策課公共施設の感染防止対策

小中学校等の感染防止対策

○ 休日・夜間急患診療所と中越こども急患センターの医療体制確保 102,049 健康課

健康課 Ｐ２４新型コロナウイルス検査体制の確保

○ 自宅療養者等へ生活物資を支援 7,200 福祉総務課

297,256

(単位:千円)

○ 39,605

〃

〃

２ 感染拡大防止対策
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