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令和４年度当初予算（案）の骨子 

 
 

『 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』 
 
 

長岡市は、現下の新型コロナウイルス感染症の状況をしっかり見極めつつ、感

染禍後の大きな社会変化を見据えて対応してまいります。 

令和４年度は、人口減少・少子高齢、地方分散の流れ、デジタル技術の活用拡

大など社会変化に対応するため、選ばれるまちづくりや人材育成、暮らしやすく

安全安心なまちづくりなどに、積極的かつ着実に取り組んでまいります。 

元気あふれ選ばれるまちに向けた取組については、「米百俵プレイス ミライエ

長岡」の整備とともに、産学官金のさらなる連携により新たな価値を生み、将来

にわたって持続可能なまちづくりを進めます。また、都市インフラの整備や移住

定住、地域産業の振興、女性活躍の推進、魅力発信による関係・交流人口の拡大、

感染禍からの早期回復を図る支援に取り組みます。 

「新しい米百俵」による人材育成と歴史文化の継承については、デジタル技術

を活用した人材育成や長岡の歴史文化を未来へつなぐ取組、地域資源を活用した

新たな価値づくりを進めます。 

誰もが暮らしやすいまちの実現については、徹底した感染防止対策を行いなが

ら、市民協働の推進に取り組むとともに、生活に密着した福祉・健康・医療、子

育て支援のさらなる充実を図ります。また、身近な生活環境の整備などもしっか

り取り組みます。 

安全安心なまちづくりについては、災害対策や鳥獣被害対策の強化を図るほか、

カーボンニュートラルの推進を図ります。 

持続可能な行財政運営プランの着実な推進については、時代のニーズの変化に

対応していくために、引き続き行政サービスの高質化などに取り組みます。 

この基本姿勢に基づき、令和４年度当初予算（案）を、『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』としました。 



- 2 - 

 

 

■ 予算規模  

 

 
 
 
 
 
 
 

■ 新型コロナウイルス感染症対策関係経費（地方創生臨時交付金活用分） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

■ 経済対策で事業前倒し  

 

 

 

 
 
  

■ 重点施策  

 

 

 

  

国の補正予算に伴い、４年度の予定事業を２月の補正予算で前倒し実施

し、切れ目のない経済対策を実施 
 
一般会計 普通建設事業費 

〈３年度 経済対策補正予算〉   〈４年度当初予算〉      〈総額〉 

６４.０億円    １４６.２億円    ２１０.２億円 

・ごみ処理施設、道路、公園など生活に密着したインフラの整備を前倒しで実施 

予算の特徴 

 一般会計  

１,３１９億７,８００万円  （前年度比１.４％増） 

※ 平成２７年度当初予算以来、７年ぶりに前年度比で増 

総予算（特別会計・企業会計含む） 

２,１７８億１,７１０万円  （前年度比１.０％増） 

Ⅰ 元気あふれ選ばれるまちに向けた取組 １１２.４億円 

Ⅱ ｢新しい米百俵｣ による人材育成と歴史文化の継承 ５０.７億円 

Ⅲ 誰もが暮らしやすいまちの実現  ３３１.６億円 

Ⅳ 安全安心なまちづくり ３２.０億円 

Ⅴ 持続可能な行財政運営プランの着実な推進 

新型コロナウイルス感染症の影響から、市民や地域経済を守るため、感

染拡大防止対策や経済対策などを実施 
 

総事業費 １０.６億円  （交付金充当額 １０.１億円） 

 ◎主な内訳                  事業費 

感染拡大防止対策、医療体制確保   ３.０億円 

経済対策等             ７.６億円 

 

※ 活用可能な地方創生臨時交付金は１１.２億円で、そのうち１０.１億円を

当初予算で活用。残りの１.１億円は、今後の状況に応じて活用を図ります。 
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重点施策の柱立て 別紙のとおり 

 

Ⅰ 元気あふれ選ばれるまちに向けた取組 

「米百俵プレイス ミライエ長岡」の開館に向けて、図書館の開設準備、子ども

ラボなど各種プログラムを実施するほか、ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充の検討を進

めます。また、新技術・設備の導入やデジタル技術活用の支援、行政手続等のＤＸ

推進を図ります。 

長岡ニュータウン運動公園野球場など求められる都市インフラの整備を進める

とともに、地方分散の受け皿となるための企業誘致や移住・就業、起業・創業を

推進するほか、バイオ産業や担い手農家への支援などにより、産業の活性化を図

ります。 

女性の参画が益々必要となっている今日において、あらゆる分野で女性が活躍

する環境づくりを進めるために、様々な学びや体験の機会を提供するとともに、

ネットワークづくり、女性の起業・創業の支援を行います。 

魅力発信については、良寛の里美術館や河井継之助記念館での企画展を通じて

偉人たちの魅力を発信するほか、アオーレ長岡開館１０周年の記念事業や「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により関係・交流人口の拡

大を図ります。 

感染禍からの早期回復を図る経済対策については、市内宿泊応援キャンペーン

やポッキリパスポートを引き続き実施するほか、長岡まつり大花火大会などのイ

ベント開催における感染防止対策の支援を行うなど、感染症の発生状況に応じて

機動的に経済対策を実施してまいります。 

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)  〈拡充〉「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 

 など各種プログラムの実施、ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充検討） 6億9,806万6千円 

(2) 〈拡充〉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） 1億2,755万8千円 

(3) 〈拡充〉行政手続等のＤＸ推進  3,617万6千円 

２ 求められる都市インフラの整備   

(1) 【新規】長岡ニュータウン運動公園の整備（野球場整備の検討）  3,800万円    

(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  9,110万円    

   

重点施策 
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Ⅱ 「新しい米百俵」による人材育成と歴史文化の継承 

未来をつくる人材育成として、児童生徒一人一台のタブレット型端末を活用し

て、様々な教材を学べるように教育情報プラットフォームの構築を図るほか、プ

ログラミングなどのデジタルテクノロジーを体験する機会を提供します。 

特別支援学級等への介助員を増員するとともに、自力通学が困難な高等総合支

援学校生徒の通学を支援し、誰もが学びやすい環境を整備します｡ 

先人たちが築いた地域の歴史文化やアイデンティティを次の世代につなぐため、

悠久山公園における石碑周辺を整備して歴史を学べる環境を整備するとともに、

長岡空襲の事実を伝える戦災資料館と、文書
もんじょ

資料室の移転整備を進めます。さら

に、地域の宝など地域資源の活用による新たな価値づくりを進めます。 

 
１ 未来をつくる人材育成の推進と教育環境の整備  
(1) 【新規】Ｅｄｕ－Ｄｉｖｅｒ構想における教育情報プラットフォームの構築 3億2,024万2千円 

(2) 〈拡充〉「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 

 各種プログラムの実施、ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥの機能拡充検討）（再掲） 6億9,806万6千円 

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～  

(1) 〈拡充〉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 
 の促進、地元就職・Ｕ･Ｉターンの支援、障害者雇用の支援等）  2億2,782万1千円 

(2) 〈拡充〉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） 

  9,227万8千円 

(3) 〈拡充〉地域資源を利活用するバイオエコノミーの推進 2,323万円   

(4) 担い手農家への支援、新規就農者・漁業就業者の確保支援 5,954万2千円 

(5) アプリを活用した短期就農体験マッチングの支援 180万円    

４ あらゆる分野における女性活躍の推進  

(1) 【新規】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 592万4千円 

(2) 【新規】女性の起業・創業の支援 220万円    

５ 魅力発信による関係・交流人口の拡大  

(1) 【新規】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) 759万1千円 

(2) 【新規】アオーレ長岡開館 10周年記念事業の実施 2,780万円    

(3) 〈拡充〉「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 2,008万9千円 

(4) 〈拡充〉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 2,532万2千円 

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 9,800万円   

(2) ポッキリパスポートで市内経済回復の支援 7,500万円   

(3) 長岡まつり大花火大会等のイベント開催の支援 1億5,000万円   
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(3) 〈拡充〉特別支援学級等への介助員の増員 3億8,486万円   

(4) 〈拡充〉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） 

  4,137万円   

(5) 小・中学校大規模改造等の教育環境整備 15億5,539万4千円 

(6) 〈拡充〉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 

  1,035万1千円 

２ 地域の歴史文化とアイデンティティの継承  

(1) 【新規】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） 4,560万4千円 

(2) 【新規】戦災資料館、文書資料室の移転整備（既存建物再利用） 4,784万3千円 

(3) 【新規】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） 

  1,952万9千円 

 

Ⅲ 誰もが暮らしやすいまちの実現 

新型コロナウイルス感染症対策については、ワクチン接種を迅速に実施するほ

か、継続した感染防止対策と医療体制の確保を行ってまいります。 

市民協働の推進と地域の活力創造については、協働・共助や地域活性化を担う

活動団体を積極的に支援いたします。 

地域交流拠点については、ＤＸによる事務の効率化を図りながら、支所のコミ

ュニティ対応力を強化するために、住民と連携した活力創造の拠点として、与板

地域に交流拠点施設を、和島、山古志地域にコミュニティセンターの開設準備と

施設整備を進めます。 

福祉・健康・医療の充実と地域共生社会の推進については、高齢者、障害者

など一人ひとり誰もが暮らしやすく、誰もが輝ける環境となるようきめ細かく

対応します。認知症高齢者等の財産や権利を保護する成年後見制度の利用促進

を図るために、成年後見センター（仮称）を開設するとともに、障害者等の日

常生活用具購入費助成における品目の拡充、ヤングケアラー支援に向けた支援

体制の検討を進めます。また、子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種を再開す

るほか、がん患者の医療用補正具の助成制度や犯罪被害者等への見舞金制度を

新設いたします。その他、こころの健康づくりで相談体制を強化するなど、し

っかりと支援が届くよう対策を講じてまいります。  
子育て支援のさらなる充実としては、妊娠した女性に向けて祝意と敬意を表す

マタニティライフ応援金制度を新設するほか、子どもの発達相談における支援体

制と組織連携の強化を図るとともに、子どもの医療費助成の対象を高校までに拡

充いたします。また、ひとり親家庭の養育費取り決めに要する費用を助成する制
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度を新設するなど、子育て日本一を目指し様々な子育て支援を行ってまいります。 

身近な生活環境の整備としては、消雪施設の整備に係る補助率引上げや支所地

域で実施している包括市道管理の対象地域を拡大するほか、新斎場と共同墓の整

備、公共交通の確保維持などをしっかりと実施してまいります。 

 
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 15億7,481万6千円 

(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 

  3億5,665万4千円 

２ 市民協働の推進と地域の活力創造  

(1) 〈拡充〉長岡の未来を創る市民活動への支援 2,771万3千円 

(2) 【新規】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 584万6千円 

(3) 【新規】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） 

   4,607万円   

(4) 【新規】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） 2,410万円   

(5) 〈拡充〉子ども食堂への支援 140万円    
３ 福祉・健康・医療の充実と地域共生社会の推進  

(1) 【新規】成年後見センター（仮称）の開設（制度利用の促進） 6,723万1千円 

(2) 〈拡充〉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） 6,258万4千円 

(3) 【新規】ヤングケアラーの支援（支援体制の検討） 26万4千円 

(4) 〈拡充〉子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種の再開 3億3,722万8千円 

(5) 【新規】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） 420万円   

(6) 〈拡充〉こころの健康づくりの推進（自殺予防対策）  246万2千円 

(7) 【新規】犯罪被害者等の見舞金制度新設 41万円   

４ 子育て支援のさらなる充実  

(1) 【新規】マタニティライフ応援金制度の新設 1億5,316万1千円 

(2) 〈拡充〉子どもの発達相談における支援体制と組織連携の強化 2,752万2千円 

(3) 〈拡充〉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) 7億8,760万2千円 

(4) 【新規】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） 50万円   

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） 

(2) 〈拡充〉消雪施設の整備に係る補助率の引上げ 1億9,830万3千円 

(3) 〈拡充〉包括的市道管理の対象地域拡大 1億2,961万4千円 

(4) 【新規】新斎場と共同墓の整備 1億6,648万1千円 

(5) 〈拡充〉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 

  2億  757万1千円 
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Ⅳ 安全安心なまちづくり 

災害対策として、自主防災会等が作る「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を行うほか、小国、栃尾地域において消防庁舎の移転整備

を行います。また、雪下ろし用命綱固定アンカー設置の支援は、要援護世帯のう

ち生活困窮世帯について補助率を引き上げます。 

鳥獣被害対策では、電気柵の購入費支援制度と、農地と山林の間に緩衝帯を

整備する費用に対しての支援制度を新たに設けます。また、大型檻の導入によ

るサル捕獲の強化など、被害対策の強化を図ってまいります。 

カーボンニュートラルの推進では、エネルギービジョン（仮称）の策定のほ

か、省エネ・再エネ、パワーエレクトロニクスの研究を支援して、脱炭素社会

に向けた取り組みを推進してまいります。 
 

１ 災害対策の強化  
(1) 【新規】｢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） 

  1,670万6千円 

(2) 【新規】小国地域と栃尾地域の消防庁舎の移転整備 3,220万6千円 

(3) 〈拡充〉雪下ろし用命綱固定アンカー設置の支援 1,000万円   

２ 鳥獣被害対策の強化  

(1) 【新規】電気柵導入費用の支援制度新設 850万4千円 

(2) 【新規】鳥獣緩衝帯整備費用の支援制度新設 325万円   

(3) 〈拡充〉大型檻導入によるサル捕獲の強化 5,658万9千円 

３ カーボンニュートラルの推進  

(1) 【新規】長岡市エネルギービジョン（仮称）の策定  1,759万8千円 

(2) 【新規】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 200万円   

  

Ⅴ 持続可能な行財政運営プランの着実な推進 

令和２年度に策定した行財政運営プランに基づき、時代のニーズの変化に対応

していくために、見直すべきは見直し、新たな発想や先端技術を取り入れながら

サービスの高質化や、受益者負担及び公共施設の見直しなど行財政全般の再構築

に取り組みます。 
 

○プランの取組により生み出した財源 総額約１億円 

・ 
・ 
・ 

業務の見直しや効率化等による職員人件費の削減 
外郭団体等の運営及び事業実施に対する補助金の見直し 
公共施設の管理運営方法の適正化  


