
（担当課）

（１）子どもの自信と夢をはぐくみ豊かな心を育てるまち

・未来を創る子どもたちが、自信と夢を持って成長していくために、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

学校教育課

学校教育課

＜拡充＞

　　◎　学校・子どもかがやき塾（学校裁量予算の交付）（再掲）　　　　　　 　46,882
        ・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

・別枠加算する「夢企画事業」の予算を倍増

　方策Ⅰ　どの子にもわかる授業の実現

　　◎　アシスタントティーチャー(教員補助員)の配置　４４人　　　　　　　　 98,580

(単位:千円)

○ 「熱中！感動！夢づくり教育」の推進 358,611 学校教育課

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＞

学校教育課

学校教育課

学校教育課

　
　　　　　＜拡充＞

　　◎　教員サポート錬成塾（再掲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　17,834
　　　　・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
　　　　・指導者を２人増

　　◎　教職員資質・指導力向上各種研修講座等　　　　　　　　　　　　　　 　 1,116
　　　　　教職員に対し、専門的・実践的な講義・演習・実習などを実施

　　◎　外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　 　81,226
　　　　　小・中学校に派遣し、英語教育、国際理解教育を充実・推進　１２人

　　　　　＜拡充＞ 　　　 別枠加算する「夢企画事業」の予算を倍増
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学校教育課

学校教育課
スポーツ振興課

子ども家庭課

学校教育課

学校教育課

　方策Ⅲ　熱中・感動体験活動の充実

　　◎　ながおかキャリア教育「ハイスクール・ガイダンス」　　　　　　　　 　 1,693
　　　　・市内・近隣の高校などが一堂に会し、各校の特色ある教育活動等を
　　　　　中学生に説明
　　　　・県教育委員会の「専門高校メッセ」と同時開催

◎ 中学生総合文化祭「ＪＨＳながおか夢フ スタ」（再掲） 2 159

　　◎　ようこそ「まちの先生」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 4,572
　　　　　生涯学習人材バンク「まちの先生」を活用し、地域の人材を活かし
　　　　　た教育を実施

　　◎　地域・子ども元気塾（再掲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3,062
　　　　　地域の団体やＮＰＯなどが子どもを対象に行う各種教育活動に対し補助

　　◎　就学時家庭教育講座の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237
　　　　　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

　方策Ⅱ　地域の力、市民の力を生かした教育の推進

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

　　◎　小・中学生ロボコン教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6,000

　　◎　ジョイフル里山木工塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,725
　　　　　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

　　◎　ながおか未来塾（再掲）　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 　　 1,080
　　　　　中学生を対象に、長岡の次代を担う人材の育成研修

　　◎　ＪＨＳながおか夢ラジオ（再掲）　　   　　　　　　　　　　　　 　　　2,436
　　　　　中学生がアオーレ長岡などでＦＭラジオ番組づくりに挑戦

　◎　中学生総合文化祭「ＪＨＳながおか夢フェスタ」（再掲） 　　　　　 　　2,159
　　　　　中学生の学習活動の成果をアオーレ長岡で発表
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学校教育課

学校教育課

学校教育課

消防本部

子ども家庭課

・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

・総合支援学校や特別支援学級・通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒へ

学校教育課

          ＜拡充＞

○ 子どものサポート体制の充実 206,784

　　　　　＜拡充＞
　　◎　ポニースクール・ポニーカーニバル（再掲）　　　　　　　　　　　　　 10,918
          学校巡回のポニースクールを３日増

　　◎　特別授業「夢先生」（再掲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3,220
　　　　　元Ｊリーガーなどを講師「夢先生」として小学校に招き、特別授業
　　　　　を実施

　　◎　学校図書館活性化支援「ブックランドサポーター」　　　　　　　　 　　 5,388
　　　　　司書などの有資格者を派遣し、学校図書館の活用促進を支援

　　◎　未来の防災リーダーの育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　335
          中学生・高校生を対象に訓練講座を開催

　　◎　船橋洋介プロデュース夢づくりコンサート（再掲）　　　　　　 　　　　12,094
　　　　　小学５年生全員をクラシックコンサートに招待

総合支援学校や特別支援学級 通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒へ

  の対応（介助員を８人増）

・「中１ギャップ」などに対応するため、小中連携の実践的研究を実施

・高等部で卒業後の就労につながる教育課程を実施

・総合支援室で在校生や卒業生及びその保護者の相談に対応

○ 総合支援学校による支援 14,098 学校教育課

学校教育課

○ 中学校部活動遠征の支援 1,350 学校教育課

○ 小学校バス利用校外学習の支援 5,900

          ＜拡充＞

○ 小中連携推進事業 1,687 学校教育課
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【新規】　 ・オープンスクール(太田小・中学校)通学の児童・生徒に対し、バス定期代の半額を補助 学務課

【新規】　 ・総合支援学校のスクールバスを１台増車し、児童・生徒の通学を支援

　新町小学校（再掲）・・・・・・・・校舎大規模改造・耐震補強

　（平成２６～２７年度継続事業）

　栃尾東小学校（再掲）・・・・・・・校舎大規模改造・耐震補強

　（平成２６～２７年度継続事業）

【新規】　 　前川小学校・・・・・・・・・・・・校舎増築工事（実施設計）

　上組小学校・・・・・・・・・・・・校舎増築・大規模改造（基本設計）

　新町小学校ほか５校（再掲）・・・・耐震補強工事（実施設計）

　川口中学校・・・・・・・・・・・・武道場・学校給食共同調理場建設

　（平成２５～２６年度継続事業）

栖吉中学校・・・・・・・・・・・・武道場建設

　【中学校】

　【小学校】

【新規】　

○ 安全・安心な教育環境の整備 1,353,711 教育施設課

○ 通学支援の充実 4,926 学校教育課

栖吉中学校・・・・・・・・・・・・武道場建設

　堤岡中学校・・・・・・・・・・・・校舎増築・大規模改造（基本設計）

　東北中学校ほか１０校（再掲）・・・耐震補強（実施設計）

　総合支援学校・・・グラウンド・屋内運動場整備（用地取得・グラウンド造成実施設計）

・老朽化した学校施設の長期的な再生整備計画を策定

【新規】○ 学校施設長期保全計画（スクールフェニックスプラン）の策定（再掲） 21,129 教育施設課

ゴゲ

ケゲコゴサザシジスズ



（２）いつでも、どこでも、だれでも学べるまち

・長岡造形大学と連携しデザインを学ぶ機会を提供

・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

（平成２５～２６年度継続事業）

（平成２５～２６年度事業）

スポーツ振興課【新規】○ みしま体育館の屋根大規模改修 79,000

○ 市民体育館の屋根大規模改修 369,600 スポーツ振興課

○ 器械体操専用練習場の整備 629,200 スポーツ振興課

公園緑地課

【新規】　

○ 長岡ニュータウン運動公園の整備 859,445

生涯学習文化課○ まちなかキャンパス長岡の運営 46,931

【新規】○ 長岡Ｅ－ＤＥＳＩＧＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ（仮称）の実施 2,500 生涯学習文化課

・草創期の総合型地域スポーツクラブに活動支援員を配置

・全国大会に向け種目を指定したジュニア選手を育成・強化

・トップアスリートによるトークショーとジュニア選手の実技指導会を開催

【新規】○ 長岡スポーツサミット（仮称）の開催（再掲） 5,000 スポーツ振興課

＜拡充＞○ ジュニア選手の育成・強化 9,539 スポーツ振興課

【新規】○ 地域スポーツクラブ活動の推進（再掲） 15,280 スポーツ振興課

【新規】○ 和島野球場のグラウンド改修 19,300 スポーツ振興課

【新規】○ 寺泊海浜公園野球場の改修 148,000 スポーツ振興課
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・ジュニア選手を対象に交流会と実技指導会を開催

・トップアスリートによる実技指導会を開催

・ジュニア選手を対象に交流会と実技指導会を開催

・小中学生を対象としたランニング教室を開催

・ノルディックウォークなど気軽に参加できるスポーツイベントを開催

【新規】○ みしま西山連峰登山マラソン大会への有森裕子氏の招へい 2,025 スポーツ振興課

○ ながおかスポーツ・レクリエーションフェスタの開催 1,392 スポーツ振興課

【新規】○ 全日本９人制バレーボール実業団女子選手権大会開催の支援 1,000 スポーツ振興課

○ 市橋有里・伊東博美ランニング教室の開催 1,606 スポーツ振興課

○ 東海大学バレーボール部の招へい 1,400 スポーツ振興課

【新規】○ ジュニアバドミントン教室（仮称）の開催（再掲） 1,500 スポーツ振興課

【新規】○ 器械体操専用練習場オープニングイベント（仮称）開催への支援 1,300 スポーツ振興課

（３）豊かな歴史と多様な文化にふれあうまち

・ホノルル市との姉妹都市交流を通して、日米友好のための市民交流事業を実施

・青少年の平和教育・スポーツ交流など相互訪問を支援

・中学生の海外体験やフォートワース市の青少年受け入れを支援

・青少年国際スポーツキャンプへの参加を支援

○ トリアー市との交流（再掲） 1,876 国際交流課

国際交流課○ フォートワース市との交流（再掲） 7,506

＜拡充＞○ ホノルル市との平和交流（再掲） 13,085 国際交流課

【新規】○ 「長岡ホノルル日米友好記念事業（仮称）」の実施（再掲） 26,525 国際交流課

ゴゴ
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・バンベルク市立音楽学校オーケストラグループ受け入れを支援

・記念講演と米百俵賞の贈呈式を開催

・「非核平和都市宣言市民の集い」の開催と中学生の広島平和記念式典への派遣

・平和講演会の開催と空襲紙芝居の巡回公演

・中之島、寺泊、栃尾地域図書館の図書を充実

【新規】○ 地域図書館蔵書の充実 3,000 中央図書館

○ 北越戊辰戦争伝承館の運営 10,289 科学博物館

【新規】○ 「原爆の図・人間、その濁と清-丸木位里・丸木俊の世界展-」（仮称）の開催 6,117 中央図書館

○  「ながおか平和フォーラム」 の開催（再掲） 1,470 庶務課

771 庶務課

○ 非核平和都市の推進（再掲） 3,553 庶務課

○ 「米百俵デー市民の集い」の開催（再掲）

【新規】　

国際交流課○ バンベルク市との交流（再掲） 947

・中央図書館等へのセルフ貸出機導入によりプライバシーを保護

・２０１８年（平成３０年）に向け、準備会を開催

○ 入船亭扇辰アオーレ落語会開催への支援 550 生涯学習文化課

開催への支援（再掲） 25,500 生涯学習文化課

【新規】○ 中越大震災１０年復興祈念・東日本大震災復興祈願「鼓童」特別公演

【新規】○ 図書館システムの更新による市民サービスの向上 3,006 中央図書館

○ 長岡開府４００年記念事業の検討 1,857 政策企画課

【新規】○ 移動図書館「米百俵号２号車」の更新 1,581 中央図書館
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・寺泊水族博物館の建て替えに向けた検討を継続

・長岡藩主牧野家の貴重な資料を展示

合　計 4,421,242

○ 重要文化財旧長谷川家住宅の保存・活用 22,725 科学博物館

【新規】○ 長岡藩主牧野家史料館のオープン 25,937 科学博物館

政策企画課

【新規】○ 寺泊水族館の改修 101,900 科学博物館

○ 新水族博物館の構想検討 143

○ 澤クワルテットのしっくりクラシック開催への支援 690 生涯学習文化課

ゴザ
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