
課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

町内会報償費 3,020,700 3,002,100 18,600

町内委員長会議報償費及び月1回の市政だより等の配布報償金
・町内委員長会議 @8,700円×延べ110人（年3回実施）＝957,000円
・配布報償金　（世帯割）＠900円×2149世帯＝1,934,100円
　　　　　 　　　　（均等割）＠3,000円×37町内会＝111,000円

○ 町内会報償費（地域固有分） 2,499,000 2,489,100 9,900
町内会に月1回の市政だより配布以外の事務を委託する。
　（世帯割）＠900円×2149世帯＝1,934,100円
　（均等割）＠15,000円×37町内会＝555,000円

公衆街路灯防犯灯設置等補
助金

824,000 823,960 40
町内会から要望のあった街路防犯灯の設置を行い、地域防犯の推
進を図る。新設１８灯、器具取替７灯、自動点滅器取替７灯

ふるさと創生基金事業 2,310,000 2,310,000 0
与板地域において地域住民と行政が協働し、連携して地域振興を
図る事業を実施する。①昆虫の森プロジェクト拡充事業　②楽山苑
ライトアップ拡充事業　③中川清兵衛ビールフェスタ拡充事業

地域コミュニティ事業補助金 500,000 400,000 100,000
与板地域の活性化を図るため、市民自らが考え、自らが実施する
まちづくり活動に対して、補助金を交付する。
・橘井会「キャンドル＆ライトアップ事業」

計 9,153,700 9,025,160 128,540

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

地域振興課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

戸籍・住民基本台帳事業費 6,017,760 6,017,760 0
戸籍総合システム機器賃借料　　　　　　 　         　 5,808,600円
戸籍窓口発行システム用行政FAX賃借料　          　 209,160円

住民基本台帳ネットワークシ
ステム事業費

597,450 597,450 0

住基ネットワークシステム機器等保守業務委託料           66,150円
公的個人認証サービス機器等保守業務委託料 　       　226,800円
住基ネットワークシステムサーバ機器等解体搬出手数料252,000円
住基ネットパソコン等回収手数料 　　　　　　　　　　　　　　　52,500円

ごみ収集事業（一般廃棄物、
粗大ごみの収集）

20,707,000 20,706,000 1,000
燃やすごみ　１，７０９トン（週３回）
燃やさないごみ　１８７トン（月１回）
粗大ごみ１４２トン（月１回）

ごみの減量化・資源のリサイ
クル事業（資源ごみ収集）

10,572,000 9,852,931 719,069
びん・缶・ペットボトル７２トン、古紙類３１６トン、古布類６トン
プラスチック容器包装材４１トン、白色トレー１トン
      　　（月１～２回）

生ごみ処理器購入補助 221,900 221,900 0
堆肥化容器２６件（補助額：購入費の半額、3,000円上限）
電動生ごみ処理機５件（補助額：購入費の半額、30,000円上限）

ごみステーション整備事業
（補助）

129,600 129,600 0
固定式３町内３件（補助金上限額100,000円　購入費の半額）
収納枠1町内1件　（購入費の半額補助）

衛生害虫等駆除対策事業 1,653,755 1,653,755 0
スミチオン粉剤散布　　２１町内
ディプテレックス乳剤　 ２０町内

計 39,899,465 39,179,396 720,069

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

市民生活課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

地域活動支援センター補助金 6,367,000 6,367,000 0
地域活動支援センター「コスモス」運営費補助金
登録者数 23人

障害者地域交流センター運営費 1,103,000 974,563 128,437 「ふれあいときめきハウス」施設維持管理経費

在宅老人等生活支援事業 3,530,000 2,819,804 710,196
緊急通報体制整備事業　1,380,104円（19年度末23台設置）
配食サービス事業補助金　1,439,700円 （300円×4,799食）

老人クラブ補助金 1,754,960 1,754,960 0
連合会補助金  1,010,000円
1単位クラブ 46,560円×16クラブ=744,960円

○ 与板地域敬老会 1,693,000 1,632,867 60,133
開催日：H１９年９月２２日　会場：与板体育館　内容：式典、祝宴
対象者：７５歳以上 １，０５０人 　出席者：３８６人
長寿の祝い：１００歳　４人　　８８歳　３６人

志保の里荘運営費 30,363,000 29,593,495 769,505
「志保の里荘」管理運営経費　営業日数　３２０日
入館者数  ３９，７１６人

計 45,537,000 43,971,351 1,668,271

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

保健福祉課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

○
農業費　農業振興費
　地産地消推進事業費

506,000 367,619 138,381
学校米飯給食地産地消推進事業（学校給食会へ地場産コシヒカリ
使用に
かかる差額補填）幼稚園・小学校・中学校

農用地高度利用助成金 2,087,775 2,087,775 0
認定農業者が1年間に新規利用権設定した農地に対して交付（期
間６年以上）
　１８名　278,370㎡（＠1000㎡/7,500円）

新たな米政策改革対策事業 4,375,000 4,375,000 0
産地づくり対策事業補助金として　米の計画的生産及び売れる農
産物の
推進等の取組みに対し補助するもので→JA越後さんとうへ交付

中山間地域活性化推進事業
費

1,922,306 1,922,306 0 中山間地域等直接支払助成金　　５地域・協定面積　243,224㎡

○
都市と農村の交流推進事業
費

450,000 450,000 0
いきいきフェステイバル開催　11/17（土）　1,400人
うまいもん宅急便　地元農産物、特産物を提供　3件
都市交流事業　東京堀切町との交流会

農業費　農地費
　市単土地改良事業費
　かんがい排水事業
　　　　　　　　　　補助金

2,446,000 2,446,000 0

用排水施設整備
　新中島揚水機場ポンプオーバーホール工事　　事業量１基　受益
面積24ｈａ　戸数61戸
　上与板（松ノ木平）排水路工　事業量　L=60ｍ（BF300布設）
　　　〃　（弥ノ小路）排水路工　事業費　L=210ｍ（BF350布設）
　　　〃　（二　　 手）排水路工　事業費　L=250ｍ（BF300布設）

土地改良負担金償還
　　　　　　　　助成事業費

271,000 271,000 0
本与板土地改良区　償還利子総額　2,762,811円
　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金額　271,000円

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

産 業 課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

農業用作業道路維持
　　　　　　　　管理事業費

499,012 499,012 0
農道維持管理用資材費（砂利代）
　　　　　　　５地区（東与板、新中島、橋下、原、本与板　45.0㎥
農道整備用重機借上料（グレーダー）　 １地区（槙原上田地内）

農業農村整備事業推進事業
費

9,607,360 9,607,360 0

農地水環境保全向上対策事業補助金
共同活動支援
（農地、農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を
図る活動を支援する。）
○どりーむ与板（上与板、本与板）　田：9,211ａ　畑103ａ
○クロカワ（吉津、広野、蔦都）　田：10,700ａ　畑203ａ
○グリーンまごし（馬越）　田：1,705ａ　畑38ａ

林業費　林業振興費
林業施設維持管理費

800,100 800,100 0
林道大津線　　L=1,450m
夏井入法面　　W=15m   H=5m
横屋河内　　 　W=25m   H=10m

森林整備林業振興事業費 199,962 199,962 0
林道除草作業委託　　長岡地域森林組合
　　林道４号線　　L=795m ×2m× 2回
　　林道大津線　L=1,157m ×2m× 2回

森林整備林業振興事業費
1,096,300 1,096,300 0

森林整備地域活動支援交付金事業　対象面積　219.26ha
造林事業　　造林　対象面積　0.35ha
保育事業　　下刈り、雪起こし、枝打ち、除間伐　対象面積　8.73ha

中越沖地震災害復旧事業費
農地、農業施設復旧事業

451,921 451,921 0
①蛇抜農道　 L= 5.4m
②備後排水路　　L=10.8m
③備後農道　　　 L= 7.2m

中越沖地震災害復旧事業費
林業施設復旧事業工事費

1,155,000 1,155,000 0
三島林道立ヶ入線復旧工事　　L＝51.8m    W＝4.0ｍ　　Ａ=255.0㎡

計 25,867,736 25,729,355 138,381

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

産 業 課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

与板地域勤労青少年ホーム
管理運営費

11,628,000 11,204,219 423,781

勤労青少年の健全育成と福祉の増進に寄与することを目的に運営
され、平成19年4月より指定管理者制度を導入
・指定管理委託料　㈱新潟ビルサービス
施設整備修繕　 和室、音楽室、外壁改修ほか

中越沖地震災害復旧事業費
与板地域勤労青少年ホーム
災害復旧事業費(委託料)

500,000 488,250 11,750

与板地域勤労青少年ホーム施設災害復旧工事設計資料作成業務
委託
　設計資料作成業務及び打合せ　1.0式
与板地域勤労青少年ホーム施設災害復旧工事施工監理業務委託
　施工監理業務及び打合せ　1.0式

中越沖地震災害復旧事業費
与板地域勤労青少年ホーム
災害復旧事業費(工事請負
費)

2,300,000 1,533,000 767,000
与板地域勤労青少年ホーム施設災害復旧工事
施設内装・外構工事及び解体撤去工事　1.0式

商業振興事業費
（与板地域アーケード塗装・
修理事業補助金）

13,125,000 10,539,000 2,586,000

アーケード修理に必要な事業費の75%を補助金助成し工事施工
・南新町アーケード塗装・修理
・上　 町アーケード塗装・修理
・仲　 町アーケード塗装・修理
・稲荷町アーケード塗装・修理

商業団体等育成補助金 8,090,000 8,090,000 0
与板町商工会補助金　　8,000,000円
与板町たばこ組合補助金　 90,000円

地場産業振興一般事業費 450,000 450,000 0
与板金物振興協同組合補助金　450,000円
　（H19．1.31組合解散⇒H19．3.13越後与板打刃物組合設立）

○
一般観光事業費
（与板観光協会補助金）

1,000,000 1,000,000 0 与板観光協会補助金1,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

産 業 課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

○ 与板十五夜まつり事業費 5,144,000 5,144,000 0
与板十五夜まつり催事実行委員会補助金　5,144,000円
H１9年度人出　約13,000人

○ 楽山苑ライトアップ事業費 1,541,000 1,541,000 0
楽山苑ライトアップ事業運営委員会へ委託　1,541,000円
例年事業（ライトアップ、茶会、演奏会、絵灯篭ほか）
Ｈ１9年度5/11～5/20人出　5,509人

楽山苑整備事業費
楽山苑整備事業費(工事請
負費)

6,190,000 6,181,350 8,650
楽山苑法面防護工事　　法面防護工　1.0式
　かご枠工　80m、水路工(BF200) 10m、防護柵工　1.0箇所、整地
工　155㎡　附帯工　1.0式

直江兼続「天地人」観光客受
入体制整備事業費
(委託料)

9,000,000 8,289,750 710,250

与板城跡散策路及び駐車場設置の調査測量設計業務委託
・平板測量　A=0.067k㎡　・路線測量　L=0.9km
・設計業務　散策路実施設計　L=0.8km、駐車場概略設計 N=1箇所
その他委託料
・直江兼続甲冑完成式典楠玉設置・撤去業務委託

直江兼続「天地人」観光客受
入体制整備事業費
(工事請負費)

19,500,000 15,157,800 4,342,200

観光案内看板・道路標識設置工　1.0式
・歓迎看板　3枚、・総合案内看板　4枚、・案内誘導看板　21箇
所、・説明案内看板　6箇所
・附帯工　1.0式

楽山苑景観整備事業費
(委託料)

3,860,000 2,654,400 1,205,600

楽山苑苑路整備の調査測量設計業務委託
・平板測量　A=0.003k㎡　・路線測量　L=0.13km
・設計業務　苑路整備設計　L=0.13km
楽山苑内樹木診断の調査養生業務委託
・診断・養生業務　　いろはもみじ1本、サルスベリ2本
楽山亭縁側・雨戸他改修工事の実施設計業務委託
・建築設計業務　1.0式

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

産 業 課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

中越沖地震災害復旧費
うまみち森林公園災害復旧
費(委託料)

1,450,000 1,407,000 43,000

うまみち森林公園災害復旧工事測量設計業務委託
　災害復旧測量・設計業務及び打合せ　1.0式
うまみち森林公園災害復旧工事施工監理業務委託
　施工監理業務及び打合せ　1.0式

中越沖地震災害復旧費
うまみち森林公園災害復旧
費(工事請負費)

5,200,000 4,935,000 265,000

うまみち森林公園災害復旧工事
　道路災害復旧　第1工区　L=19.7m
　　・L型プレキャスト擁壁(H=2.0～3.0m)　L=13.0m
　　・路盤工(RC-40)  A=99㎡
道路災害復旧　第2工区　L=30.2m
　・L型プレキャスト擁壁(H=1.0m)　L=30.0m
　・路盤工(RC-40)  A=91㎡

中越沖地震災害復旧費
楽山苑災害復旧費(委託料)

750,000 740,250 9,750

楽山苑災害復旧工事設計資料作成業務委託
・設計資料業務及び打合せ　1.0式
楽山苑災害復旧工事施工監理業務委託
・施工監理業務及び打合せ　1.0式

中越沖地震災害復旧費
楽山苑災害復旧費(工事請
負費)

3,130,000 2,448,600 681,400

楽山苑災害復旧工事
・楽山亭、積翠菴、十一面観音堂復旧工事　1.0式
楽山苑内クラック災害復旧工事
・クラック復旧　A=6.0㎡

中越沖地震災害復旧費
中町駐輪場災害復旧費(工
事請負費)

200,000 142,800 57,200
中町駐輪場災害復旧工事
・インターロッキングブロック復旧　A=6.9㎡

観光施設災害復旧費
中越大地震災災害復旧事業
費(繰越明許)

8,302,000 8,295,350 6,650 うまみち森林公園(キャンプサイト復旧工事)

計 127,227,736 115,971,124 11,256,612

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度長岡市決算（与板地域の主要事業成果一覧）　　　　　　　　　　　（単位：円）

産 業 課



課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

児童遊園等維持管理費 425,000 419,800 5,200
こどもの遊び場遊具修繕・購入
（ブランコ修繕　2基・シーソー購入　1基）

道路管理課一般経費 6,967,000 6,679,411 287,589 土地分筆登記委託・道路台帳補正業務委託ほか

道路維持経費 2,447,000 1,985,598 461,402 路肩除草委託、建設機械借上料、補修用砕石

道路維持経費
　道路補修工事費

34,600,000 33,790,050 809,950
与板地域内の道路及び側溝を整備
（横町・長丁・蔦都・馬場丁・安永・本与板・下丁・南中）

道路維持経費
　修繕料

14,590,000 14,585,550 4,450 与板地域内の道路及び側溝を補修

消雪施設維持管理費
　工事請負費

17,700,000 14,843,850 2,856,150 メーンパイプ布設替工事（横町・長丁）

消雪施設維持管理費
　委託料

13,650,000 13,119,750 530,250 消雪パイプ電気設備・点検調整委託料

消雪施設維持管理費
　修繕料

13,830,000 13,776,525 53,475 ノズル交換、散水管漏水修理ほか
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課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

交通安全施設等整備事業費
　工事請負費

4,200,000 3,847,200 352,800 ガードレール・道路反射鏡等設置

消雪施設等整備事業費 16,000,000 15,420,300 579,700 消雪井戸・取水施設（堤下）

岩方地区迂回橋りょう新設
工事委託料

29,997,959 9,565,500 20,432,459
岩方地区迂回橋りょう新設工事委託料（国委託）
翌年度繰越額　13,972,959円

河川管理費 2,339,000 1,570,225 768,775 河川堤防除草委託・水門操作委託

用悪水路整備費
　工事請負費

24,300,000 18,939,924 5,360,076
与板地域の排水路整備を図った。
（原・水道町・槇原・水道町）

湛水対策事業費 8,000,000 6,268,500 1,731,500 与板地区雨水対策基本計画策定、排水施設等概略設計委託

緑化推進事業費 1,349,000 1,325,318 23,682 フラワーボックス・町内花壇植栽

まちづくり交付金事業 124,566,000 120,500,000 4,066,000
鉄道廃線敷購入・測量設計等業務委託
（9,246.64㎡）
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課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

公園緑地維持管理費 8,751,000 8,575,964 175,036 都市公園管理委託料ほか

住宅建設等特別融資事業費
　補助金

352,800 258,090 94,710 住宅建設資金利子補給補助金（10件）

公営住宅維持管理費 1,404,000 1,390,135 13,865 市営住宅営繕費、貯水槽清掃委託ほか

県営住宅維持管理費 1,138,000 1,131,136 6,864 県営住宅営繕費、給排水管清掃手数料ほか

平成16年7月豪雨関係経費 15,495,000 14,576,902 918,098 残土仮置場残土撤去委託・復元工事（山沢）

道路除雪費 17,720,425 16,891,500 828,925
冬季間の市民生活の確保に努めた。
道路除雪委託・消雪施設電気料ほか

中越大震災災害復旧事業費
　工事請負費

7,644,000 7,644,000 0
中越地震により被災した路面・消パイ復旧を図った。
（本与板）
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課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

中越沖地震災害復旧事業費
　工事請負費

55,940,000 54,376,350 1,563,650
中越沖地震により被災した路面・消パイ復旧を図った。
（水道町・安永・本与板ほか市内一円）

中越沖地震災害復旧事業費
　工事請負費

700,000 699,300 700
中越沖地震により被災した河川復旧を図った。
（本与板2箇所）

下水道管渠施設維持費（公
共下水道）

4,982,000 4,975,839 6,161 マンホールポンプ修繕・維持管理委託ほか

下水道管渠施設維持費（特
定環境保全公共下水道）

2,282,000 2,243,291 38,709 マンホールポンプ修繕・維持管理委託ほか

排水ポンプ場維持管理費
（公共下水道）

4,922,000 4,840,327 81,673 汚水中継ポンプ場維持管理委託ほか

公共下水道事業費 12,876,000 12,864,600 11,400
東与板ほか地内管渠布設工事費・公共汚水ます設置工事費
（φ150mm　L=109.5ｍ）　　　　　　　　（11箇所）

計 449,168,184 407,104,935 42,063,249
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課名・分室名
地域固
有業務

事　　　業　　　名 予 算 額 決 算 額 比較増減 事　　　業　　　成　　　果　

資料館展示室空調機器設置
工事

5,716,000 5,397,000 319,000 エアコン5台設置（３室）

直江兼続甲冑複製品製作委
託料

3,423,000 3,255,000 168,000 １領

地域コミュニティ推進事業 216,000 144,580 71,420
コミュニティセンター化に向けて、検討委員会の設置開催、先進地
視察研修実施

大矢紀画伯絵画教室 100,000 100,000 0 与板小、与板中学校の子ども達に絵画指導。

町内活動費補助金 975,000 975,000 0 30,000円（28町内）17,500円（4町内）13,000円（5町内）

与板地域大運動会 279,000 234,993 44,007 20町内参加（半日）

与板文化団体協議会補助金 600,000 600,000 0 26団体

与板地区体育協会補助金 300,000 300,000 0 12団体

一般コミュニティ事業助成金
（宝くじ助成金）

2,000,000 2,000,000 0
船戸町内
テレビ1台　エアコン2台　ほか

与板小学校グラウンド排水
工事

4,551,000 3,684,450 866,550 ベンチフリューム管300型　L＝63M　塩ビ管Φ200　L＝158M　ほか

計 18,160,000 16,691,023 1,468,977
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