
総額 309億4,736万４千円（対前年比5.6％減）

一般会計　　　169億5,000万円（前年比5.4％減）

特別会計　　　 78億143万8千円（前年比0.8％減）

公営企業　　　 61億9,592万6千円（前年比11.7％減）

◇小千谷市総合計画後期基本計画がスタートします

市民のねがいを基本理念とし、「～ひと・技・自然～暮らして実感　地域の宝が輝くまち　おぢや」

の実現のために、後期基本計画に掲げる6つの基本目標を達成するための重点事業に予算配分を

しました。

計画的かつ効果的に予算配分することで、目標の達成と目指すべき都市像の実現を目指します。

■６つの基本目標 【単位：万円】

①人を育み文化の香るまちづくり（教育・文化・スポーツ）

(新規) ・情報通信技術（ICT）支援員配置　⑩-2、情報教育推進事業⑩-3 542.0
小中学校、総合支援学校でのICTを活用した授業を推進するICT支援員などを配置します。

(拡充) ・小中学校、総合支援学校情報化推進事業　⑩-6 4,194.5
GIGAスクールに対応した教員用パソコンやデジタル教材を整備します。

(新規) ・特色ある文化財保存活用事業　⑩-18 450.0

小千谷独自の文化に対する市民の理解促進のため、文化財を整理し展示などに活用します。

(新規) ・西脇順三郎絵画購入・修復事業　⑩-27 600.0
西脇順三郎の絵画を購入するとともに、所有絵画等の修復を行います。

・東京オリンピック・パラリンピック関連事業　⑩-31～33 787.7
米領バージン諸島とのホストタウン事業やパラアスリートを招いてのボッチャ大会などを通じ、広く交流を深めます。

②子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり（福祉、健康、医療）

(新規) ・障がい福祉施設整備支援　③-5 500.0
障がい福祉サービス提供事業所が事業を拡充する施設整備費を助成します。

(新規) ・保育ICTシステム整備　③-21 420.2
市立保育園での保育記録や保護者との連絡、登園・降園等を管理するシステムを整備します。

(新規) ・診療所開設支援事業　④-7 2,000.0

市内に新規開業しようとする診療所に係る経費を助成します。

(新規) ・介護人材確保・定着事業　介-7 230.4
介護人材の確保・定着のため、資格取得費用などを助成します。

Ⅰ　令和３年度予算規模

Ⅱ　令和３年度予算　［新規･拡充］事業

1



③創造性と活力あふれる産業のまちづくり（産業）

(拡充) ・U・Iターン就職推進事業　⑤-1 1,784.6
地元企業に関する情報を様々な方法で提供し、高校生や大学生等の市内への就職支援を推進します。

(拡充) ・常盤橋地区における錦鯉を活用したプロモーション事業　⑥-23、⑦-1 5,047.7
東京駅近隣の常盤橋地区に錦鯉鑑賞池を官民連携で整備し、情報発信拠点としてプロモーションを行います。

・多面的機能支払交付金事業　⑥-18 16,500.0
地域ぐるみで農地等の保全管理活動や農業用施設の長寿命化に取り組む活動を支援します。

(拡充) ・ものづくり支援関連事業　⑦-4、6、7 1,950.0
新技術や新製品の開発、オンラインでの販路拡大など、ものづくり産業を支援します。

(拡充) ・商業支援関連事業　⑦-8～10 580.0
市内での出店・開業や電子商取引の導入など、商業者の経済活動を支援します。

④魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり（都市基盤）

(新規) ・都市計画変更事業　⑧-15 300.0
用途地域における適正な土地利用を進めるため、都市計画の見直しを行います。

(新規) ・宅地開発支援事業　⑧-16 2,000.0
市内への定住者の増加を目指し、民間事業者による宅地整備を支援します。

(拡充) ・図書館等複合施設整備事業　⑧-17 1億6317.2
中心市街地の賑わいを創出するため、図書館を核とした複合施設を整備します。

(拡充) ・住宅エコリフォーム補助事業　⑧-20 2,000.0

住まいを快適にするエコ設備導入のほか、屋根除雪安全対策工事などに対して補助します。

(拡充) ・定住促進マイホーム取得補助事業　⑧-21 4,000.0
子育て世代の定住促進と転入者の増加のため、住宅の新築や購入に対して補助します。

⑤自然を活かした調和と安心のまちづくり（防災、環境、克雪）

(新規) ・消防緊急通信指令システム整備　⑨-1 6,000.0
消防緊急通信指令施設の情報系システムを更新します。

(新規) ・防災公園維持管理事業　⑨-6 186.4
地元住民と連携しながら、5月にオープンする防災公園の維持管理を行います。

(新規) ・総合防災訓練事業　⑨-7 250.0
実行委員会を組織し、片貝地区において総合防災訓練を実施します。

(新規) ・再生可能エネルギー普及促進事業　②-9 400.0
住宅や事業所への再生可能エネルギー設備導入を支援します。

(新規) ・錦鯉の里施設整備事業　⑦-20 1億3200.0
錦鯉の里の空調等に再生可能エネルギーを活用するため、地中熱ヒートポンプを整備します。

⑥ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり（交流、市民参加）

・移住推進事業　②-12 457.8
移住サポーターの配置や移住セミナーの開催等により市外からの移住定住を促進します。

(新規) ・関係人口拡大促進事業　②-13 320.4
市外に住んでいても小千谷市と関わりを持つ首都圏住民や企業など、関係人口の拡大を推進します。

(拡充) ・誘客促進事業　⑦-15 1,300.0

常盤橋地区周辺での観光マーケティングを行うとともに、情報発信に向けたプロモーション映像を制作します。
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○第五次小千谷市総合計画推進のために

　　行政改革を進め、サービス向上、財政効率化とシステムの適正化を図ります

(拡充) ・情報化推進事業　②-1 8,637.2
アプリの導入による住民サービス向上やIT技術導入による業務効率化など、庁内の情報化を推進します。

(拡充) ・男女共同参画推進事業　②-6 112.4
第5次おぢや男女共同参画プランを策定し、啓発のための講演会を開催します。

・ふるさと納税推進事業　②-11 1億9547.9
ふるさと納税（寄附金）により小千谷を応援していただく市外在住の方に、市内の特産品を返礼品として贈ります。

■４つの重点プロジェクト「おりなす４～第２章～」

6つの基本目標（経糸）に共通する課題に対し、４つの重点プロジェクト「おりなす４～第２章～」（緯糸）

を掲げ、「小千谷縮」のように施策を細やかに織りなすことで、それぞれの課題に柔軟に対応します。

Ⅰ　小千谷市総合戦略の推進（人口減少対策）

・人口減少の傾向をゆるやかにする取組を進めます
移住促進事業（2款）、地域子育て支援事業（3款）、U・Iターン就職推進事業（5款）など

・産業振興による雇用確保と住宅基盤の整備を進めます
おぢや出店・開業促進事業（7款）、定住促進マイホーム補助事業（8款）など

・ニューツーリズムの展開や情報通信網の活用などによる関係人口の増加を目指します
関係人口拡大促進事業（2款）、常盤橋地区錦鯉プロモーション事業（6款）、誘客促進事業（7款）など

Ⅱ　小千谷市立地適正化計画の推進（中心市街地と周辺地域の活性化）

・中心市街地の活性化と周辺地域の拠点づくりに取り組みます
図書館等複合施設整備事業（8款）、宅地開発支援事業（8款）など

・地域拠点を結ぶ公共交通の利便性の維持、向上を図ります
公共交通対策事業（2款）など

Ⅲ　情報通信技術の活用促進

・行政サービスにおける情報通信技術の活用により、市民の利便性の向上を目指します

・事業者による情報通信技術活用の取組を支援します
EC（電子商取引）支援事業（7款）など

・多様な手段により、分かりやすい行政情報を発信します
情報化推進事業（2款）,など

Ⅳ　人々が支え合う、自然と伝統が調和した持続可能な地域づくり

・人と人との支え合いにより、安心と暮らしやすさを高める取り組みを進めます
高齢者在宅生活支援事業（3款）、総合防災訓練実施事業（9款）、地域子どもはぐくみ推進事業（10款）など

・自然と伝統が調和した、市民が誇りを持てる地域づくりを目指します
山本山景観形成事業（6款）、特色ある文化財保存活用事業（10款など）

・市民と事業者の協力によって、環境にやさしい地域づくりに取り組みます
再生可能エネルギー普及促進事業（2款）、資源物集団回収事業（4款）など

保育ICTシステム整備事業（3款）、小中学校・総合支援学校情報化推進事業（10款）、校務支援システム
整備事業（10款）など
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◇地方創生推進交付金事業（補助率1／2）

小千谷市総合戦略の目標を達成するため、地方創生推進交付金を活用する事業に取り組んでいます。

(【単独】は小千谷市が単独で行っている事業、【連携】は他市町村と協力して行っている事業で、金額は補助対象事業です。)

◇継続して行っている事業（～令和4年度） 【単位：万円】

【単独】 「まち・ひと・しごと、繋がり続ける小千谷未来パスポート」を核としたキャリア教育、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U・Iターン推進事業

・子どもたちのキャリア教育や市内就業者の技術習得を応援します。 2,750.0
②.1.5　地元就職サポート事業、⑤.2.1　テクノ小千谷名匠塾支援等、⑩.1.3　おりなす教育推進事業

・大学生や社会人を対象にさまざまな情報を提供し、小千谷への移住や就職につなげます。

②.1.5　官民連携魅力発信事業、⑤.2.1　U・Iターン就職推進事業、⑦.1.2　産学官連携推進事業

【連携】 空間PRモデル活用等による産業・観光連携事業 4,650.0

・東京都心に設置する錦鯉鑑賞池周辺の空間を利用し、錦鯉をはじめとした小千谷産品と

  地域の魅力をPRするとともに、産業や観光の振興につなげます。

②.1.2　PR動画作成事業、②.1.7　関係人口拡大推進事業、

⑥.3.1　錦鯉鑑賞池設置・管理事業、プロモーション事業、錦鯉電子商取引支援事業

⑦.1.2　販路拡大事業、⑦.1.3観光誘客事業　　ほか

総額 2億6,742万円（国の令和2年度第3次補正予算に伴うもの）

【単位：万円】

新型コロナウイルス感染症対策のため、補正予算により2か年度にわたってワクチン接種などの事業を

実施します。

【主な事業】

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 2億2,690.0
希望する市民に新型コロナウイルスワクチンを接種するために必要な体制を整備します。

・学校施設消毒業務 1,255.0
児童生徒が安心して学習できるよう、全ての市立学校の教室等の消毒を行います。

その他、国の第3次補正予算による交付金などを活用し、令和3年度に繰り越して事業を実施します。

【主な事業】
・農業基盤整備事業 857.0

農業用施設の安全対策などの整備を行います。

・防災・減災対策事業 1,100.0
市道塩殿細島線の法面対策工事の設計を行います。

・国土調査測量事業 840.0
国土強靭化事業の一環として平成・本町1丁目の国土調査を実施します。

（継続2事業を申請中）　　　　　

Ⅲ　令和２年度予算を繰り越し、令和3年度に実施する事業
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5 

 

小千谷市行政組織の変更について 

 

 第５次小千谷市総合計画後期基本計画は、令和３年度を初年度として計画期間

がスタートします。この計画は、市民のねがいを基本理念に、「～ひと・技・自然～ 

暮らして実感 地域の宝が輝くまち」を都市像として基本目標及び重点プロジェ

クトを掲げ、各種施策、事業を進めることにより目標達成を目指すものです。 

 令和３年度は、旧小千谷総合病院跡地整備事業を引き続き推進することに加え、

再生可能エネルギー活用・省エネルギー推進などの地球環境対策への取組み強化、

錦鯉を契機とした経済・人材交流の推進（関係人口拡大）などを重点的に進めて

いきます。 

 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、この約１年間に社会・経済

情勢が大きく変化し、急激な変化への対応が喫緊の課題となっています。 

 具体的には、新型コロナウイルスワクチン接種による感染拡大防止対策、非接

触型業務への転換、情報通信環境整備とデジタル化の推進について、加速度的な

事業展開が求められています。 

 これらに対応するため、下記のとおり組織と人員体制を整えて推進します。 

 

記 

 

１ ＩＣＴの活用推進 

 ・総務課内に「ＩＣＴ推進室」を設置し、同室に「情報統計係」及び「ＩＣＴ

推進係」を置く。 

 

２ 再エネ・省エネの取組み推進及び衛生施設の方向性検討 

・市民生活課内に「環境共生推進室」を設置し、同室に「環境衛生係」及び「再

エネ・省エネ推進係」を置く。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症対策 

 ・健康未来こども課内に「ワクチン接種対策班」を設置済み。 

 



 

 

 

 

 

 

令和３令和３令和３令和３年度 

 

小千谷市予算案及び 

主要事業の概要 
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予 算 規 模 

 

令 和 ３ 年 度 の 全全全全 会 計会 計会 計会 計 の 予 算 規 模 の 総 額 は 、  

３０９３０９３０９３０９ 億 ４４４４ ,,,, ７３６７３６７３６７３６ 万 円 で 、、、、 対 前 年 度 比 ５５５５ .... ６６６６ ％の減で す。     
 

令 和 ３ 年 度 の 一 般 会 計一 般 会 計一 般 会 計一 般 会 計 の 予 算 は 、  

１１１１６９６９６９６９ 億 ５５５５ ,,,, ００００００００００００ 万 円 で 、、、、 対 前 年 度 比 ５５５５ .... ４４４４ ％の減で す。  

会計区分別の予算規模 （単位：千円、％）

会計区分

一般会計 16,950,000 17,920,000 △ 970,000 △ 5.4

特別会計 7,801,438 7,860,502 △ 59,064 △ 0.8

企業会計 6,195,926 7,017,624 △ 821,698 △ 11.7

合　計 30,947,364 32,798,126 △ 1,850,762 △ 5.6

令和3年度 令和2年度 増 減 額 増 減 率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

予 算 規 模予 算 規 模予 算 規 模予 算 規 模  は、継続事業として進めてきた旧小千谷総合病院解体事業、

防災公園整備事業の主要部分及び廃プラスチック減容化設備更新事業が終

了したことにより、対前年度比 9 億 7,000 万円（5.4％）の減です。  

    

歳 出 予 算歳 出 予 算歳 出 予 算歳 出 予 算  は、国の令和２年度第３次補正予算を踏まえ１４か月の一

体的な予算を組み、新たな生活様式に向けての道筋を付ける一方、第五次総

合計画後期基本計画及び総合戦略に掲げた目標を達成するため、人口減少対

策をはじめ、安心して暮らしやすいまちづくりを目指す施策を着実に推進す

るための予算を重点的に計上しました。  

 

 歳 入 予 算歳 入 予 算歳 入 予 算歳 入 予 算  は、市税を 43 億 7,438 万 9 千円、対前年度比 6 億 3,527 万

円（12.7％）の減と見込みました。また、地方交付税及び臨時財政対策債は

併せて対前年度比 1 億 4,040 万円（3.1％）の増を見込みました。事業執行

に必要な財源を確保するための財政調整基金からの繰入金は対前年度比 3

億円増の 8 億円としました。 

一 般 会 計 
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 保険事業では、国民健康保険特別会計と介護保険特別会計は減、後期高齢者

医療特別会計は増となっており、3 つの特別会計合計で、0.8％の減となって

います。 

  

特 別 会 計 は 0 . 8％の減  

 

 

 企業会計４会計は、全体で 8 億 2,169 万 8 千円（11.7％）の減となっていま

す。いずれの会計においても、経済情勢や人口減少を踏まえた需要想定により

収入に見合った事業費を計上しました。  

企 業 会 計 は 11 . 7％の減  
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一般会計予算の概要 

 
１ 歳入予算 

（単位：千円、％）

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

市 税 4,374,389 25.8 5,009,659 28.0 △ 635,270 △ 12.7

地 方 譲 与 税 145,850 0.9 159,500 0.9 △ 13,650 △ 8.6

交 付 金 958,900 5.7 864,700 4.8 94,200 10.9

地 方 交 付 税 4,007,000 23.6 4,143,000 23.1 △ 136,000 △ 3.3

国 庫 支 出 金 1,763,944 10.4 2,022,117 11.3 △ 258,173 △ 12.8

県 支 出 金 1,146,523 6.8 1,161,153 6.5 △ 14,630 △ 1.3

繰 入 金 1,601,242 9.4 1,347,941 7.5 253,301 18.8

諸 収 入 358,887 2.1 482,539 2.7 △ 123,652 △ 25.6

市 債 1,339,000 7.9 1,514,900 8.5 △ 175,900 △ 11.6

そ の 他 1,254,265 7.4 1,214,491 6.8 39,774 3.3

合　　計 16,950,000 100.0 17,920,000 100.0 △ 970,000 △ 5.4

区　　分
令和3年度当初予算 令和2年度当初予算 比　　較

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

予 算 額 予 算 額 増 減 額 増減率

市 民 税 1,363,732 31.2 1,848,138 36.9 △ 484,406 △ 26.2

（個　人） 1,152,095 26.3 1,496,766 29.9 △ 344,671 △ 23.0

（法　人） 211,637 4.8 351,372 7.0 △ 139,735 △ 39.8

固 定 資 産 税 2,374,045 54.3 2,519,351 50.3 △ 145,306 △ 5.8

軽 自 動 車 税 127,299 2.9 123,286 2.5 4,013 3.3

市町村たばこ税 220,743 5.0 217,153 4.3 3,590 1.7

鉱 産 税 128,751 2.9 130,107 2.6 △ 1,356 △ 1.0

入 湯 税 1 0.0 1 0.0 0 0.0

都 市 計 画 税 159,818 3.7 171,623 3.4 △ 11,805 △ 6.9

合　　計 4,374,389 100.0 5,009,659 100.0 △ 635,270 △ 12.7

構成比 構成比
区　　分

令和3年度当初予算 令和2年度当初予算 比　　較

 

 

  

市民税は、個人、法人ともに大きく減収を見込み、4億 8,440 万 6 千円（26.2％）

の減としています。 

 固定資産税は、減収補填特別交付金により補填される特例措置の影響もあ

り、家屋、償却資産の減収が見込まれ、全体では 1 億 4,530 万 6 千円（5.8％）

の減としています。 

市税全体では、6 億 3,527 万円（12.7％）の減となっています。 

 

市  税 
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国庫補助金は、再生可能エネルギー導入に係るエネルギー構造高度化・転換

理解促進事業補助金が１億 4,200 万円の増となりましたが、旧小千谷総合病院

解体事業に対する社会資本整備総合交付金や廃プラスチック減容化設備更新

事業の完了に伴う循環型社会形成推進交付金の減などにより、全体では、対前

年度比約 2 億 5,800 万円の減です。 

 

国 庫 支 出 金  

 

 財政調整基金繰入金は、対前年度比 3 億円増の 8 億円となりました。 

 特定目的基金からの繰入金の合計は、対前年度比約 4,700 万円の減で、主な

要因は、図書館等複合施設整備事業に対する文化施設建設基金繰入金の減（約

1,200 万円）です。 

基 金 繰 入 金  

 

 投資的経費の財源となる市債は、対前年度比 4 億 5,230 万円減の 6 億 110

万円を計上しました。その大半は、後年度の元利償還金の一部が交付税措置の

対象となる起債を見込んでいます。 

 また、後年度の元利償還金の全額が交付税で措置される臨時財政対策債は、

対前年度比 2 億 7,640 万円増の 7 億 3,440 万円を計上しています。 

市  債 

 

 県支出金は、国勢調査交付金や中山間地域等直接支払事業補助金の減などに

より、全体では対前年度比約 1,500 万円の減です。 

県 支 出 金  
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２ 歳出予算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

議 会 費 145,927 0.9 152,019 0.8 △ 6,092 △ 4.0

総 務 費 2,377,160 14.0 2,406,401 13.4 △ 29,241 △ 1.2

民 生 費 4,946,799 29.2 4,952,837 27.6 △ 6,038 △ 0.1

衛 生 費 1,315,741 7.8 1,579,495 8.8 △ 263,754 △ 16.7

労 働 費 41,308 0.2 33,874 0.2 7,434 21.9

農 林 水 産 業 費 908,612 5.4 972,191 5.4 △ 63,579 △ 6.5

商 工 費 572,655 3.4 491,650 2.7 81,005 16.5

土 木 費 2,201,897 13.0 2,820,119 15.7 △ 618,222 △ 21.9

消 防 費 789,077 4.7 886,326 4.9 △ 97,249 △ 11.0

教 育 費 1,547,344 9.1 1,668,435 9.3 △ 121,091 △ 7.3

災 害 復 旧 費 79,243 0.5 79,243 0.4 0 0.0

公 債 費 2,003,276 11.8 1,856,449 10.4 146,827 7.9

諸 支 出 金 10,961 0.1 10,961 0.1 0 0.0

予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

16,950,000 100.0 17,920,000 100.0 △ 970,000 △ 5.4合　　計

令和3年度当初予算 令和2年度当初予算 比　　較
区　　分

 

新しい生活様式のもとで市民が安全、安心に暮らせるための行政運営

を実践するとともに、第五次小千谷市総合計画の都市像「～ひと･技 ･自然

～  暮らして実感 地域の宝が輝くまち おぢや」実現のため、重点事

業の推進と、将来にわたり持続可能な財政運営の確立を図るため、予算

編成方針に基づいて編成しました。 

図書館等複合施設整備事業は、市民協働の取組を進めながら設計業務

に着手します。 

定住促進の取組として、民間事業者による宅地開発を支援し、住宅取

得及びリフォーム支援を拡充するとともに、常盤橋プロジェクトによる

プロモーション事業などが始動する年であり、関係人口の拡大に加え、

さまざまな分野への波及効果を生み出す取組を進めていきます。 

子育て支援・教育環境の充実に向けて、ＧＩＧＡスクール構想を推進

するため情報通信技術支援員を配置するほか、保育・教育業務のＩＣＴ

化を推進します。また、低炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー

の活用と普及促進に取り組みます。 
    

 

 「～ひと･技 ･自 然 ～ 暮らして実感 地域の宝が輝くまち おぢや」の実現のために 

 (1) 人を育み文化の香るまちづくり（教育・文化・スポーツ） 

 (2) 子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり（福祉、健康、医療） 

 (3) 創造性と活力あふれる産業のまちづくり（産業） 

 (4) 魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり（都市基盤） 

 (5) 自然を活かした調和と安心のまちづくり（防災、環境、克雪） 

 (6) ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり（交流、市民参加） 
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労 働 費 の増 額 要 因は、Ｕ・Ｉターン就職推進事業委託料の増（事業費

1,784 万 6 千円／713 万 1 千円増）などです。 

 

商 工 費 の増 額 要 因は、錦鯉の里における再生可能エネルギー設備整備事

業の皆増（1 億 3,200 万円）などです。 

 

総 務 費は、再生可能エネルギー設備導入促進補助金の皆増（400 万円）、

国勢調査経費の皆減（△1,578 万円）などにより、全体では 2,924 万 1 千円

の減です。 

 

民 生 費は、障がい福祉施設整備費補助金の皆増（500 万円）、保育ＩＣＴ

システム導入経費の皆増（420 万 2 千円）、すみれ保育園施設整備事業の皆減

（△4,010 万円）などにより、全体では 603 万 8 千円の減です。 

 

衛 生 費は、診療所開設支援事業補助金の皆増（2,000 万円）、令和２年度

から継続して実施するＰＣＲ検査委託料の皆増（486 万円）、廃プラスチック

減容化設備更新事業の皆減（△2 億 2,400 万円）などにより、全体では 2 億

6,375 万 4 千円の減です。 

 

農 林 水 産 業 費は、常盤橋プロジェクト関連経費の増（事業費 4,697 万 7

千円／3,617 万 7 千円増）、太田防災ダム設備更新工事費の皆減（2,600 万円）

などにより、全体では 6,357 万 9 千円の減です。 

    

土 木 費は、図書館等複合施設設計業務の皆増（1 億 3,000 万円）、宅地開

発支援事業補助金の皆増（2,000 万円）、定住促進マイホーム取得補助金の増

（事業費 4,000 万円／1,000 万円増）、旧小千谷総合病院解体工事費の皆減（△

3 億円）などにより、全体では 6 億 1,822 万 2 千円の減です。 

 

消 防 費は、通信指令システム更新工事費の皆増（6,000 万円）、防災公園

整備事業の減（△1 億 1,520 万円）などにより、全体では 9,724 万 9 千円の

減です。 

 

教 育 費は、ＧＩＧＡスクール構想を推進するための情報通信技術支援員

配置経費の皆増（252 万 8 千円）、総合支援学校校舎等整備工事費の皆減（△

8,000 万円）などにより、全体では 1 億 2,109 万 1 千円の減です。 

主 な増 減 要 因  

 



（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

◎一般会計

②総務費

1 2-1-1 10 拡充 総務課 情報化推進事業 86,372
公式LINE運用、RPAやAI-OCRの導入、情報セキュ
リティ強靭化などの庁内情報化推進経費

2 2-1-1 12 市民生活課 消費生活相談事業 2,029 消費生活相談員の配置、相談受付、啓発物品購入

3 2-1-1 12 市民生活課 空家等対策事業 959 空家等対策協議会、空家等緊急対応経費

4 2-1-1 12 市民生活課 ＬＥＤ防犯灯改修事業 2,000
地域の防犯体制強化と管理負担軽減のため、町内
防犯灯のLED化に対して補助

5 2-1-1 15 市民生活課 住民センター施設整備事業 6,900 川井住民センターの屋上防水工事

6 2-1-1 16 市民生活課 男女共同参画推進事業 1,124
第5次おぢや男女共同参画プランの策定、啓発講
演会等の実施

7 2-1-2 05 総合戦略 企画政策課
関係人口拡大
　地域情報発信事業

5,000
ラジオ局などメディアと連携し、市外・県外在住
者に小千谷の魅力を広く発信

8 2-1-5 01 総合戦略 企画政策課
地元就職サポート事業
　おぢやしごと未来塾

2,500
中学生を対象に、ふるさと小千谷を支える地域の
産業や企業を理解する機会として「おぢやしごと
未来塾」を開催

9 2-1-5 01 新規 市民生活課
再生可能エネルギー普及促
進事業

4,000
住宅や事業者への再生可能エネルギー設備導入に
対する補助

10 2-1-5 03 企画政策課 非核平和推進事業 1,254
広島平和記念式典への中学生派遣、被爆体験伝承
者による講話会開催など

11 2-1-5 08 総合戦略 企画政策課 ふるさと納税推進事業 195,479
ふるさと納税（寄付金）を通して小千谷市を応援
いただくため、寄附に対してお礼の品を贈呈 ※
寄附金額400,000千円計上

12 2-1-7 01 総合戦略 観光交流課
地域振興事業
　移住推進事業

4,578
移住サポーターの配置、移住セミナーなど移住定
住及び地域活性化を推進

13 2-1-7 01
拡充

総合戦略
観光交流課

地域振興事業
　関係人口拡大促進事業

3,204 首都圏との交流などによる関係人口の拡大

14 2-1-7 01 総合戦略 観光交流課
地域振興事業
　市民協働推進事業

6,000 中間支援組織などと連携し、市民協働を推進

15 2-1-7 01 総合戦略 観光交流課
地域振興事業
　市民協働支援事業

1,000
ＮＰＯ法人や市民団体等が行う公益的なまちづく
り活動に対する支援

16 2-1-7 01 観光交流課
地域振興事業
　町内集会施設等整備事業

3,200 町内集会施設の大規模修繕等に対する補助

17 2-1-7 01 新規 観光交流課
真人ふれあい交流館施設整
備事業

12,900 真人ふれあい交流館の外壁の改修工事

18 2-1-7 01 総合戦略 観光交流課
グリーンツーリズム推進事
業

220
教育体験型交流や地域情報の発信等を通じて、グ
リーンツーリズムを推進

19 2-1-7 02 総合戦略 観光交流課 地域おこし協力隊推進事業 40,774
地域の活性化や産業の継承のため、地域おこし協
力隊員（８名）を配置

令和３年度予算　主要事業
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（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

20 2-1-7 03 総合戦略 観光交流課 公共交通対策事業 41,943
路線バスや市内循環バス路線運行に対する補助、
公共交通マップの作成など

21 2-3-1 01 市民生活課
住民票等各種証明コンビニ
交付事業

8,695
マイナンバーカードを使用して住民票や戸籍等、
各種証明書を提携コンビニエンスストア等で交付

22 2-4-2 01 総務課
衆議院議員総選挙及び最高
裁判所裁判官国民審査

24,358
令和3年10月21日任期満了の衆議院議員総選挙関
連経費

23 2-5-2 03 総務課 経済センサス 3,004
市内事業所を対象とした5年に一度の統計調査を
実施

③民生費

1 3-1-1 05 福祉課
総合福祉センター施設整備
事業

11,100 サンラックおぢやのエレベーター更新工事

2 3-1-1 10 福祉課 生活困窮者自立支援事業 3,558
生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るた
め、生活困窮者に対して包括的な相談支援を実施

3 3-1-1 11 福祉課 生活困窮者任意事業 3,245
生活困窮者に対して就労準備支援や家計改善支
援、貧困の連鎖を防止するための子どもの学習・
生活支援を実施

4 3-1-2 01 福祉課 障がい者計画策定 510 障がい者計画の策定

5 3-1-2 01 新規 福祉課
障がい福祉施設整備費補助
事業

5,000
市内で不足している障がい福祉サービスを提供す
る事業所に対する施設整備費補助

6 3-1-2 04 福祉課
障害者介護給付費等給付事
業

611,487
障がい者が障害福祉サービス等を利用する際に係
る費用の一部を給付

7 3-1-2 04 福祉課
障害児通所給付費等給付事
業

25,951
障がい児が通所支援等を利用する際に係る費用の
一部を給付

8 3-1-2 05 福祉課 障害者地域生活支援事業 24,321
障がい児、者の日中一時支援や日常生活用具の給
付等、地域の特性に応じた事業を実施

9 3-1-2 05 福祉課
障害者地域生活支援事業
　意思疎通支援事業

954 手話奉仕員の養成、手話等に対する啓発活動　他

10 3-1-2 05 福祉課
障害者地域生活支援事業
　基幹相談支援センター
　等機能強化事業

27,500
障がい者基幹相談支援センター及び相談支援事業
者に対する事業委託

11 3-1-2 07 福祉課 自立支援医療給付事業 24,911
身体障がい児・者に対して、指定医療機関での医
療費（更生医療、育成医療）の一部を給付

12 3-1-2 09 福祉課
重度心身障害者医療費助成
事業

68,978 重度心身障がい者に対する医療費等の助成

13 3-1-2 11 福祉課 精神障害者福祉事業 14,413 精神福祉事務経費及びさつき工房の運営委託料

14 3-1-3 04 福祉課
高齢者福祉推進事業
　敬老会事業

13,812 町内会等が行う敬老会の開催経費の一部を補助

15 3-1-3 04 総合戦略 福祉課
高齢者福祉推進事業
　シルバー人材センター
　支援

11,039
高齢者の就労支援と社会参加を促進するため、シ
ルバー人材センターの運営費の一部を補助

16 3-1-3 04 福祉課
高齢者福祉推進事業
　老人クラブ助成事業

7,154
老人クラブ、老人クラブ連合会の活動費と運営費
の一部を補助

17 3-1-3 05 福祉課 在宅生活支援事業 14,870
高齢者の在宅生活を支援するため、各種の介護保
険外サービスを実施
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（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

18 3-1-3 05 福祉課
在宅生活支援事業
　生きがい活動支援通所
　事業

21,935
高齢者の介護予防と社会参加を促進する「生きが
い対応型デイサービス事業（デイホーム）」を実
施

19 3-1-3 05 福祉課
在宅生活支援事業
　在宅寝たきり老人介護
　手当支給事業

30,576
要介護3以上の認定を受けた高齢者の在宅介護者
に対し介護手当（月額8,000円）を支給

20 3-2-2 01 総合戦略
健康未来
こども課

市立保育園運営事業 797,751
市立保育園の運営（早朝保育、延長保育、一時保
育等を含む）

21 3-2-2 01 新規
健康未来
こども課

保育ICTシステム整備事業 4,202
市立保育園での保育に関する計画や記録、保護者
との連絡、登園・降園等を管理するシステムの整
備

22 3-2-2 02
健康未来
こども課

保育園施設整備事業 31,500
わかば保育園の屋上防水及び外壁改修のほか、市
立保育園の施設・設備改修

23 3-2-2 04 総合戦略
健康未来
こども課

子ども・子育て支援事業 51,215
私立認定こども園での一時預かり、特別保育事
業、通園費助成に対する補助、市立保育園の通園
費補助

24 3-2-2 04
拡充

総合戦略
健康未来
こども課

子ども・子育て支援事業
　施設型給付事業

430,378 私立認定こども園等の教育・保育費用を負担

25 3-2-2 05
拡充

総合戦略
健康未来
こども課

放課後児童健全育成事業 40,266
放課後の保育が必要な児童に対し、適切な遊び及
び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため
の運営費補助

26 3-2-2 06
健康未来
こども課

病児・病後児保育事業 16,047 病児・病後児保育室における保育経費

27 3-2-2 07 総合戦略
健康未来
こども課

地域子育て支援事業 27,595
親子や仲間との交流の場の提供、一時預かり、子
育て相談や講座の開催、ファミリー・サポート・
センター事業等により子育てを支援

28 3-2-3 02
健康未来
こども課

ひとり親家庭等医療費助成
事業

12,973
ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進のた
め、医療費を助成

29 3-2-3 03
健康未来
こども課

児童扶養手当支給事業 102,475
ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するた
め、児童扶養手当を支給

30 3-2-5 01
健康未来
こども課

児童手当支給事業 496,712 児童の健全な育成等のため、児童手当を支給

31 3-2-6 01
健康未来
こども課

健康・こどもプラザ経費 16,703 健康・こどもプラザ「あすえ～る」の維持管理

32 3-3-1 04 福祉課 就労支援員配置事業 2,417
生活保護受給者や生活困窮者の就労活動を支援す
るため、就労支援専門員を配置

④衛生費

1 4-1-1 01
健康未来
こども課

長岡地域定住自立圏
　小児救急医療事業

2,449
長岡地域定住自立圏で行う平日夜間の小児救急診
療の経費を負担

2 4-1-1 01
健康未来
こども課

長岡地域定住自立圏
　成人救急医療事業

446
長岡地域定住自立圏で行う休日・夜間の救急診療
の経費を負担

3 4-1-1 01
健康未来
こども課

救急医療専用病床運営事業 43,082
小千谷総合病院に対して、救急専用病床の運営費
を補助

4 4-1-1 01
健康未来
こども課

小児医療専用病床運営事業 11,025
小千谷総合病院に対して、小児医療専用病床の運
営費を補助

5 4-1-1 01 新規
健康未来
こども課

小児救急医療拠点病院運営
支援事業

11,375
小千谷総合病院の小児救急医療拠点病院機能に対
する補助

6 4-1-1 01
健康未来
こども課

骨髄等移植ドナー支援事業 280
骨髄等移植ドナーに対して、通院・入院費用とし
て2万円/日（最大14万円）を助成
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（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

7 4-1-1 01 新規
健康未来
こども課

診療所開設支援事業 20,000 市内に新規開業する診療所に対する補助

8 4-1-1 02
健康未来
こども課

人間ドック助成事業 14,100
30～74歳の国民健康保険加入者以外の人間ドック
受診者に対して、毎年1万円を助成

9 4-1-1 03
健康未来
こども課

精神保健事業 1,266
自殺予防や引きこもり対策、訪問活動、地域での
見守りの意識啓発等

10 4-1-1 04
健康未来
こども課

病院運営費補助事業 70,000 小千谷総合病院に対して、運営費を補助

11 4-1-2 01
健康未来
こども課

転倒骨折予防医学講座支援
事業

20,000
市民の健康寿命延伸のため、小千谷総合病院と新
潟大学医学部との連携による予防医学講座を支援
し、フレイルやロコモ予防の研究に協力

12 4-1-2 02
健康未来
こども課

健康診査事業 8,014
感染症対策の上、血糖検査、肝炎ウイルス検診、
骨粗鬆症検診、ピロリ菌検査等を含む健康診査事
業の実施

13 4-1-2 02
健康未来
こども課

成人歯科検診事業 1,588 歯周病等の予防と早期発見のための歯科検診事業

14 4-1-2
04
05

総合戦略
健康未来
こども課

フレイル・ロコモ予防事業
健康ポイント事業

1,556
フレイルやロコモの状態になることを予防するた
め、健康ポイント事業など運動を通じた健康づく
り活動を推進

15 4-1-2 07
健康未来
こども課

がん検診事業 43,808
感染症対策の上、胃がん・大腸がん・肺がん・子
宮頸がん・乳がん検診の実施及び未受診者対策の
実施

16 4-1-3 01
健康未来
こども課

感染症予防事業 103,668 定期予防接種と胸部レントゲン検査の実施

17 4-1-3 01
健康未来
こども課

風しん対策事業 8,479
41～58歳の男性を対象として抗体検査後、該当者
に定期予防接種を実施

18 4-1-3 01 拡充
健康未来
こども課

PCR検査事業 4,860
高齢者施設に入所する65歳以上の希望者に対して
のPCR検査費用助成

19 4-1-4 02 総合戦略
健康未来
こども課

母子保健事業 39,473
妊婦や出産後の母子の健康診査、各種相談・教室
の実施、関係機関との連携による啓発事業、子育
て世代包括支援センターの運営等

20 4-1-4 02 総合戦略
健康未来
こども課

産後ケア事業 1,253 出産後、母子に対する心身のケア

21 4-1-4 02 総合戦略
健康未来
こども課

妊婦歯科検診事業 770
歯周病等の予防と早期発見のための妊婦を対象と
する歯科検診

22 4-1-4 02 総合戦略
健康未来
こども課

妊産婦医療費助成事業 200
市民税非課税世帯、所得割非課税世帯の妊産婦の
医療費助成

23 4-1-4 04 総合戦略
健康未来
こども課

子ども医療費助成事業 82,704
0歳から高校卒業までの入院・通院費助成、未熟
児の入院に必要な医療費助成

24 4-1-5 01 市民生活課
生ごみ処理機器購入助成事
業

405
ごみの減量と資源のリサイクルを推進するため、
家庭用生ごみ処理機器購入に対して補助

25 4-1-5 02 市民生活課 資源物集団回収奨励事業 4,930
ごみの減量と古紙類、金属類等のリサイクルを推
進するため、回収団体等に奨励金を交付

26 4-1-5 03 市民生活課 斎場施設整備事業 5,640 西山斎場内の台車移送装置改修工事等

27 4-1-7 01 市民生活課
合併処理浄化槽設置助成事
業

3,530
公共下水道と農業集落排水処理の区域外における
合併処理浄化槽の設置等に対する補助
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（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

28 4-2-2 01 市民生活課 可燃ごみ処理事業 171,403 可燃ごみの処理

29 4-2-2 01 市民生活課 焼却処理施設整備事業 32,000
施設延命化計画に基づく時水清掃工場の維持改修
工事

30 4-2-2 02 市民生活課 不燃ごみ処理事業 179,503 不燃ごみの処理

31 4-2-2 02 市民生活課 不燃ごみ処理施設整備事業 22,300
施設延命化計画に基づくクリーンスポット大原の維持改
修工事

32 4-2-3 01 市民生活課 し尿処理事業 44,429 し尿や排水汚泥の処理

33 4-2-3 01 市民生活課 し尿処理施設整備事業 9,100
施設延命化計画に基づく、衛生センター清流園の
維持改修工事

⑤労働費

1 5-2-1 01
拡充

総合戦略
商工振興課 U・Ｉターン就職推進事業 17,846

高校生、大学生等の就活・就労支援のため、地元
企業に関する情報をさまざまな方法で提供

2 5-2-1 01 総合戦略 商工振興課
人材育成支援協議会運営支
援事業

600
地元産業界と高校、大学等の円滑な連携と交流を
目的とし、産・学・官により構成する協議会の負
担金

3 5-2-1 01 総合戦略 商工振興課
テクノ小千谷名匠塾支援事
業

1,400
人材育成と技術の継承による地場産業の活性化の
ため、鉄工電子協同組合が運営するテクノ小千谷
名匠塾を支援

⑥農林水産業費

1 6-1-2 04 農林課 農業者等就労施設整備事業 6,000
岩沢地域農業者等共同作業施設の高圧受電設備改
修工事

2 6-1-3 02 農林課
環境保全型農業直接支払
事業

6,000
化学肥料・化学合成農薬低減や生物多様性保全に
効果的な営農活動を行う農業者団体に対する補助

3 6-1-3 02 農林課 県農林水産業総合振興事業 8,623
営農体制構築やコスト低減に取り組む法人や担い
手が行う機械整備等に対する補助

4 6-1-3 02 農林課 経営所得安定対策推進事業 6,000
小千谷市農業再生協議会が行う生産者の経営所得
安定対策の普及や転作対象作物の作付面積確認等
に対する推進活動費補助

5 6-1-3 02 新規 農林課 農作業マッチング事業 1,200
農業者の労力不足を補うための人材マッチングに
対する支援

6 6-1-3 03 農林課 機構集積協力金交付事業 9,650
地域の中心となる農業経営体を育成するため、農
地の集積に協力する農業者や地域に対して協力金
を交付

7 6-1-3 03 総合戦略 農林課 農業次世代人材投資事業 4,500
新規就農者の定着促進のため、就農直後（5年以
内）の経営を支援

8 6-1-3 04 農林課
中山間地域等直接支払団地
確定処理業務

2,500
中山間地域等直接支払事業の対象となる集落協定
区域に編入するための測量（栗山ほか）

9 6-1-3 04 農林課 中山間地域等直接支払事業 140,000
中山間地域等直接支払制度の協定集落を対象とし
て農地の保全等共同で行う農業生産活動を支援

10 6-1-3 04 農林課 養鯉池保全活動支援事業 2,000
養鯉業者が中山間地域等直接支払制度の協定集落
と一体で取り組む農道や水路の維持補修等の環境
保全活動に対する補助

11 6-1-3 06 観光交流課
おぢやクラインガルテンふ
れあいの里管理事業

17,942
ふれあいの里（ラウベ、市民農園）と山本山山頂
休憩所の管理運営
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（単位：千円）
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12 6-1-4 01 新規 農林課 地域水田作物生産支援事業 6,000 転作によって水田を有効活用する生産者への支援

13 6-1-5 01 農林課 太田防災ダム設備整備事業 8,000 太田防災ダムの水管理制御設備の改修工事

14 6-1-5 01 新規 農林課 農道橋点検調査事業 6,000 山辺跨線橋の点検調査に係る負担金

15 6-1-5 02 新規 農林課
防災減災対策農業水利施設
調査事業

16,000
ため池の耐震対策を実施するため、現況調査及び
計画策定を行う

16 6-1-5 02 農林課
農業基盤整備事業
　県営農地環境整備事業

56,760
県が行う農業用用排水施設の改修やほ場の整備等
に対する負担金

17 6-1-5 02 農林課
農業基盤整備事業
　県営ため池等整備事業

10,300
県が行う農業用ため池施設の改修、整備等に対す
る負担金

18 6-1-5 02 農林課 多面的機能支払交付金事業 165,000
農村環境の向上のため、地域ぐるみで農地、農業
用水路等の保全管理活動や農業用施設の長寿命化
に取り組む活動を支援

19 6-1-5 02 新規 農林課 水利施設整備事業 4,830 土地改良区が実施する水利施設の更新への補助

20 6-1-6 02 総合戦略 農林課 山本山景観形成事業 1,500
交流人口の増加や市民の憩いの場づくりのため、
山本山に菜の花とひまわりを交互に植栽（令和3
年度はひまわり）

21 6-1-6 03 農林課 堆肥センター施設整備事業 2,370 堆肥センターの攪拌機補修等設備改修工事

22 6-2-2 01 農林課 林道舗装等工事 5,850 林道の舗装工事、補修工事等

23 6款全般 01
拡充

総合戦略
農林課

常盤橋地区における錦鯉を
活用したプロモーション事
業

46,977
常盤橋地区に錦鯉鑑賞池を官民協働で整備し、情
報発信拠点として事業を行う関連経費

24 6-3-1 01 総合戦略 農林課
「錦鯉発祥の地」活性化推
進協議会負担金

500
日本農業遺産の認知度を高めるため長岡市と共同
で協議会を運営

25 6-3-1 01 総合戦略 農林課
錦鯉幼魚品評会運営支援事
業

500 国際錦鯉幼魚品評会の運営に対する補助

26 6-3-1 01 総合戦略 農林課 養殖錦鯉魚病検査対策事業 2,549
国内・外に流通する錦鯉のコイヘルペスウィルス
検査に対する補助

27 6-3-1 01 新規 農林課 水産業振興促進事業 11,000 養鯉施設（越冬ハウス）整備に対する補助

⑦商工費

1 7-1-2 02 拡充 商工振興課 販路拡大推進事業 3,500
常盤橋地区の錦鯉鑑賞池周辺などでの販路拡大事
業

2 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課 産学官連携推進事業 2,820
独創性豊かな新技術・新製品開発に取り組む事業
者と大学等の研究機関との連携を支援するため、
産学コーディネーターを配置

3 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課
東京五輪・パラリンピック
小千谷産品ＰＲ事業

600
東京五輪・パラリンピックの機会を利用した小千
谷縮のＰＲ・ブランド向上活動の実施

4 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課
ものづくり研究・開発支援
事業

2,000
市内事業所が学術機関や金融機関と連携して行う
新技術・新商品の開発等に対する補助

5 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課
魅力ある商店街づくり支援
事業

2,000
商店街の魅力向上に向けた景観整備やイベントの
実施に対する補助
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（単位：千円）
連
番
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事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

6 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課
国内・海外販路開拓支援事
業

2,500
販路拡大のため国内・外で開催される展示会・見
本市に出展する事業所や事業協同組合に対する補
助

7 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課
ものづくり未来創造チャレ
ンジ事業

15,000
経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業（サ
ポイン事業）」の採択を受け、産学官等の連携に
より行う研究開発に対する補助

8 7-1-2 02
拡充

総合戦略
商工振興課 おぢや出店・開業促進事業 3,300

開業率や出店件数の増加のため、空き店舗等を活
用して市内で創業する事業者に対し、店舗改修費
を補助

9 7-1-2 02 総合戦略 商工振興課 いいね！商品開発支援事業 1,500
商品のブランド化と販路拡大のため、地場産品の
開発・改良に対する補助

10 7-1-2 02
新規

総合戦略
商工振興課 ＥＣ(電子商取引)支援事業 1,000

販路拡大のため、中小事業者のオンラインショッ
ピング等の導入に対する補助

11 7-1-2 03 拡充 商工振興課
信用保証協会保証料補給事
業

21,962 中小事業者の借入に対する信用保証料の補助

12 7-1-2 03 商工振興課 中小企業振興資金貸付事業 40,000
中小企業の設備等の経営基盤強化促進を図るた
め、融資金の一部を金融機関に預託し、設備資金
を協調融資

13 7-1-2 03 商工振興課
中小企業経営安定資金貸付
事業

97,000
中小企業の経営安定を図るため、融資金の一部を
金融機関に預託し、運転資金を協調融資

14 7-1-2 03 商工振興課
中小企業ものづくり研究開
発資金貸付事業

10,000
中小企業の新製品・新技術の開発等を支援するた
め、融資金の一部を金融機関に預託し、研究開発
資金を協調融資

15 7-1-3 01
拡充

総合戦略
観光交流課 誘客促進事業 13,000

常盤橋地区周辺での情報発信に向けた観光マーケ
ティング及びプロモーション映像制作

16 7-1-3 01 観光交流課 全国闘牛サミット負担金 1,500 全国闘牛サミットの開催負担金

17 7-1-3 02 観光交流課
地域間交流センター施設整
備事業

5,900 湯どころ ちぢみの里の空調等改修工事

18 7-1-3 03 観光交流課
総合産業会館サンプラザ管
理運営事業

25,687
総合産業会館サンプラザの管理運営を指定管理者
に委託

19 7-1-3 04 観光交流課 錦鯉の里管理運営事業 21,985 錦鯉の里の管理運営を指定管理者に委託

20 7-1-3 04 新規 観光交流課 錦鯉の里施設整備事業 132,000
錦鯉の里の空調等に再生可能エネルギーを活用す
るため、地中熱ヒートポンプを整備

21 7-1-4 01 総合戦略 商工振興課 企業立地促進事業 8,082 企業立地促進のための誘致活動等

⑧土木費

1 8-1-2 01 建設課
利雪・遊雪・克雪フェア開
催

1,500
関係団体と市で実行委員会を組織し、利雪・遊
雪・克雪フェア（おぢや☆うきうき☆しゃっこい
まつり）を開催

2 8-1-2 03 総合戦略 建設課 克雪すまいづくり支援事業 20,576
克雪住宅（耐雪型、融雪型、落雪型住宅）の建
築・改築に対する補助

3 8-2-3 01 建設課 橋りょう長寿命化事業 14,000 橋りょうの点検、調査、長寿命化工事設計

4 8-2-3 01 建設課
通学路等交通安全対策推進
事業

20,000 通学路等の危険箇所の歩行帯整備工事

5 8-2-3 02 拡充 建設課 市道新設改良事業 194,000
生活関連道路の整備や冠水対策（測量、工事、用
地購入、補償）
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（単位：千円）
連
番
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事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

6 8-2-4 01 総合戦略 建設課 除雪対策事業 368,710
通勤・通学道路等の冬期間の交通を確保するた
め、道路除雪を実施

7 8-2-4 01 新規 建設課 除雪車両整備事業 51,000 ロータリ除雪車1台の更新

8 8-2-4 02 建設課 融雪施設整備助成事業 49,000
消雪パイプの電気料、消雪用井戸の新設や掘替
え、降雪感知器の設置や取替え、ポンプの取替
え、井戸の洗浄に対する補助

9 8-2-4 03 総合戦略 建設課
消雪パイプリフレッシュ事
業

50,000 主要路線の消雪パイプ布設替工事

10 8-2-4 04 総合戦略 建設課
高齢者対応型投雪口整備事
業

2,000
高齢者世帯前の流雪溝投雪口の蓋を軽量の投雪型
に取替

11 8-2-4 04 新規 建設課 流雪溝施設改良工事 10,000 流雪溝用水取水施設の水槽部改修工事

12 8-2-4 04 総合戦略 建設課 消雪施設新設改良事業 17,000 消雪パイプの新設改良工事

13 8-3-1 02 建設課 河川整備事業 21,600
準用河川や普通河川の改修と洪水対策（測量、工
事、用地購入、補償）

14 8-3-1 03 建設課
県営急傾斜地崩壊防止対策
事業

10,000
県が施工する千谷川地内の急傾斜地崩壊防止工事
に対する負担金

15 8-4-1 01 新規 建設課 都市計画変更事業 3,000 都市計画に関する調査、見直し

16 8-4-1 01 新規 建設課 宅地開発支援事業 20,000 民間事業者による宅地整備に対する補助

17 8-4-1 03
拡充

総合戦略
建設課

病院跡地活用事業
　図書館等複合施設整備
　事業

163,172
中心市街地に賑わいを創出するため図書館を核と
した複合施設を整備

18 8-4-3 02 建設課 街路整備事業 62,223
東栄元中子線と旭町東栄線の道路改良工事、測量
設計等

19 8-6-1 01 建設課
一般木造住宅耐震診断・改
修・設計等補助事業

3,605
一般木造住宅の耐震化率向上のため、耐震診断と
耐震改修等に対して補助

20 8-6-1 01
拡充

総合戦略
建設課

住宅エコリフォーム補助事
業

20,000
既存住宅の省エネ、エコ設備、防災に配慮したリ
フォームや屋根除雪安全対策工事に対する補助

21 8-6-1 01
拡充

総合戦略
建設課

定住促進マイホーム取得補
助事業

40,000
子育て世代等の定住促進と転入者の増加のため、
住宅の新築や購入に対して補助

22 8-6-2 02 拡充 建設課 公営住宅施設整備事業 68,100
公営住宅の長寿命化のための改修工事と老朽化し
た建物の解体工事

23 8-7-1 01 建設課 国土調査事業 46,192 市街地の地籍調査、測量等

24 県道長岡片貝小千谷線（平沢町地内）道路改築事業促進 新潟県に早期の事業進捗を要望

25 一級河川表沢川改修事業促進 新潟県に早期の事業進捗を要望

26 一級河川茶郷川改修事業促進
新潟県をはじめとした関係機関と連携し、事業の
実現に向けた関係者の合意形成に努める
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（単位：千円）
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款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

⑨消防費

1 9-1-1 01 新規 消防本部
消防緊急通信指令システム
更新事業

60,000 消防緊急通信指令施設情報系部分の更新

2 9-1-3 02 消防本部 消防車両整備事業 15,400
小型動力ポンプ付積載車2台を整備（小粟田、芋
時）

3 9-1-5 01 危機管理課 災害用備蓄品更新事業 2,127 非常食や液体ミルクなど災害用備蓄品の更新

4 9-1-5 01 危機管理課 緊急告知ラジオ運営事業 5,345
緊急告知ラジオのアンテナ設置、緊急割込放送シ
ステムの管理等

5 9-1-5 01 危機管理課
緊急情報メール配信サービ
ス事業

627 電子メールにより災害関連情報等の配信

6 9-1-5 01
拡充

総合戦略
危機管理課 防災公園維持管理事業 1,864 防災公園の維持管理経費

7 9-1-5 01 新規 危機管理課 総合防災訓練事業 2,500
片貝地区で実施する総合防災訓練実行委員会への
負担金

8 9-1-5 01 危機管理課 そなえ館運営費補助事業 24,245 そなえ館の維持管理費及び事業費に対する補助

⑩教育費

1 10-1-3 01 総合戦略 学校教育課 英語指導助手等配置事業 20,808
国際理解教育推進のため、小・中学校に英語指導
助手、英語教育推進員を配置

2 10-1-3 01
新規

総合戦略
学校教育課

情報通信技術(ICT)支援員配
置事業

2,528
GIGAスクール構想に対応した授業実施のためICT支
援員を配置

3 10-1-3 01 総合戦略 学校教育課 情報教育推進事業 2,892 小・中・総合支援学校の教育の情報化を支援

4 10-1-3 01 総合戦略 学校教育課 おりなす教育推進事業 4,000
全ての小・中学校と総合支援学校で行われる地域
の特性を生かした総合的な学習を支援

5
10-2-1
10-3-1
10-4-1

01 総合戦略 学校教育課 児童・生徒用図書整備事業 7,030 学校図書館の充実のため蔵書を整備

6
10-2-1
10-3-1
10-4-1

01
拡充

総合戦略
学校教育課

小中学校、総合支援学校情
報化推進事業

41,945
教職員用パソコンの更新やGIGAスクール構想に対
応したデジタル教材の整備

7
10-2-1
10-3-1
10-4-1

01
拡充

総合戦略
学校教育課 校務支援システム整備事業 7,047

教職員の負担軽減と教育の質向上のため、学籍や成績情
報の一元管理や、校内や学校間の情報共有のためのグ
ループウエア機能を備えたシステムを導入

8
10-2-2
10-3-2

01 拡充 学校教育課
特別支援学級アシスタント
配置事業

61,668
児童・生徒の介助や学習支援のため、小・中学校
の特別支援学級にアシスタントを配置

9 10-2-2 01 学校教育課 学校支援員配置事業 23,039
支援が必要な児童の介助や学習支援のため、小学
校の普通学級に支援員を配置

10
10-2-2
10-3-2

02 学校教育課 児童・生徒援助事業 48,897
経済的な理由により児童・生徒の就学費用を負担
することが困難な保護者に対する援助

11
10-2-3
10-3-3

01 学校教育課 小・中学校施設整備事業 30,200 校舎等の維持改修工事、実施設計

12 10-3-2 01 学校教育課 部活動指導員配置事業 3,414
中学校の部活動の適切な運営と教職員の負担軽減
のため、指導員を配置
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（単位：千円）
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13 10-3-2 01 学校教育課
スクールアシスタント配置
事業

9,746
生徒の個々の状況に応じた指導の充実、休みがち
な生徒の学習支援等のため、中学校にアシスタン
トを配置

14
10-4-1
10-4-2

01 学校教育課 総合支援学校管理運営事業 51,344 総合支援学校の管理運営

15 10-4-1 01 学校教育課 総合支援学校施設整備事業 7,500 総合支援学校の屋外避難路整備工事など

16 10-4-2 01 新規 学校教育課
総合支援学校アシスタント
配置事業

2,023
児童・生徒の介助や教育活動充実のため、総合支
援学校にアシスタントを配置

17 10-5-1 01 新規 生涯学習課 人材育成リーダー養成事業 300
将来の小千谷市を担う人材の育成のため、社会人
を対象にした講演会やワークショップ等を開催

18 10-5-1 03 新規 生涯学習課
特色ある文化財保存活用事
業

4,500
文化財に対する市民の理解を促進するため、保有
する文化財を整理し展示や活用を行う

19 10-5-1 03 生涯学習課 埋蔵文化財試掘調査事業 5,000 農業基盤整備事業等に伴う埋蔵文化財の試掘調査

20 10-5-1 03 新規 生涯学習課 指定文化財修復事業 2,800 魚沼神社阿弥陀堂茅葺屋根の修復

21 10-5-1 04 生涯学習課
市民学習センター施設整備
事業

16,700 楽集館の空調設備改修工事

22 10-5-1 05 総合戦略 生涯学習課 地域子どもはぐくみ事業 1,379
放課後にボランティアが児童の見守りや学びの場
を提供する放課後子ども教室の運営

23 10-5-1 06 総合戦略 生涯学習課
ときめきめぐりあい推進事
業

9,083 結婚を希望する独身者に出会いの場を提供

24 10-5-4 03 生涯学習課 芸術文化振興事業
　コミュニティオペラ開催

2,228
令和4年度に延期となったコミュニティオペラ準
備費用、クラウドファンディング実施

25 10-5-5 01 生涯学習課 絵本作家講演会開催 303
幼児と保護者を対象に絵本作家による講演会を開
催

26 10-5-5 01 生涯学習課 読み聞かせ活動推進事業 250
家庭での読み聞かせの大切さを啓発するため、
ブックスタート事業を推進

27 10-5-5 01 新規 生涯学習課
西脇順三郎絵画購入、修復
事業

6,000
西脇順三郎の貴重な資料として絵画を購入すると
ともに、所有している絵画等の修復を行う

28 10-5-5 01 新規 生涯学習課 西脇順三郎顕彰事業 500
西脇順三郎を顕彰するため、名前を冠した文学賞
を創設

29 10-5-6 01 観光交流課 市民の家管理運営事業 41,046 市民の家「おぢゃ～る」の管理運営

30 10-6-1 03 学校教育課 学校給食センター運営事業 85,144
給食の調理・運搬等業務の委託、調理設備の更新
等

31 10-7-2 01 生涯学習課
杉並区ホームステイ・ホー
ムビジット事業

1,390
杉並区の公共施設での宿泊交流体験と東京五輪、
パラリンピック観戦ツアーを実施

32 10-7-2 01 生涯学習課 ホストタウン推進事業 5,087
米領バージン諸島の選手等との交流事業やパブ
リックビューイング、オリンピック関係者の講演
会や交流会を開催

33 10-7-2 01 生涯学習課
障がい者スポーツ普及、東
京五輪・パラリンピック機
運醸成事業

1,400 パラアスリートを招いてボッチャ大会を開催
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34 10-7-2 02 生涯学習課
トップアスリートサポート
事業

1,000
オリンピック・パラリンピック等への出場を目指
す、市が認定する選手に対する補助

35 10-7-3 01 新規 生涯学習課 白山運動公園施設整備事業 3,600 白山運動公園のクラブハウス内トイレの改修工事

36 10-7-4 01 生涯学習課 総合体育館施設整備事業 8,800 総合体育館の空調設備制御機器更新など

◎国民健康保険特別会計

1 2 市民生活課 保険給付 2,234,210 被保険者の医療費等に対する保険給付

2 3 市民生活課 国民健康保険事業費納付金 763,899
県が広域的に国民健康保険事業を運営するための
納付金

3 4-1-1 市民生活課
保健事業
　人間ドック助成事業

29,320 人間ドックを受診する被保険者に対する助成

4 4-2-1 市民生活課 特定健康診査等事業 27,486 生活習慣病の予防のための健康診査や保健指導

◎介護保険特別会計

1 2-1-1 福祉課 介護サービス給付 3,311,456

要介護者に対する居宅サービス(訪問介護等)、地域密着
型サービス(小規模多機能型居宅介護等)、施設サービス
(特別養護老人ホーム等)の介護保険給付

2 2-2-1 福祉課 介護予防サービス給付 67,026
要支援者に対する居宅サービス（介護予防訪問看
護等）、地域密着型サービス（介護予防小規模多
機能型居宅介護等）の介護保険給付

3
2-4-1
2-4-2

福祉課 高額介護サービス給付 88,602
要介護者が支払った自己負担額が一定の上限額を
超えた場合の介護保険給付

4 3-1-1 福祉課
地域支援事業
　介護予防・生活支援
　サービス事業

62,382
訪問型サービスと通所型サービスによる要支援者
等への介護予防・生活支援サービス事業の実施

5 3-2-1 福祉課
地域支援事業
　一般介護予防事業

14,747
介護予防の普及啓発や、生活機能が低下した方を
支援につなげるための介護予防把握事業の実施

6 3-3-1 福祉課
地域支援事業
　包括的支援事業・
　任意事業

68,190
地域包括支援センターの運営、生活支援コーディ
ネーター配置による生活支援体制整備事業の推進

7 4-1-1 新規 福祉課
保健福祉事業
　介護人材確保・
　定着事業

2,304
介護人材の確保・定着のため、資格取得費用を補
助

◎後期高齢者医療特別会計

1 1-1-1 市民生活課 後期高齢者保健事業 14,866
75歳以上の健康管理、生活習慣病の早期発見のた
めの健康診査

2 1-1-1 市民生活課 人間ドック助成事業 3,000
人間ドックを受診する75歳以上の被保険者に対す
る助成

3 2-1-1 市民生活課
後期高齢者医療広域連合納
付金

758,332
県後期高齢者医療広域連合が運営する制度の納付
金
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（単位：千円）
連
番

款項目
事
業 区分 主管課 事　業　名 予算額 事　業　の　概　要

◎ガス事業会計

1 収1-1-2 ガス水道局 局庁舎駐車場修繕事業 6,000 庁舎駐車場の舗装、消雪パイプの修繕

2 資1-1-1 ガス水道局 ガス管耐震化事業 100,000
経年劣化したガス管を耐震性の高いガス管に布設
替

3 資1-1-2 ガス水道局 局庁舎電話機更新事業 5,000 庁舎電話設備の更新

◎水道事業会計

1 収1-1-6 ガス水道局 旧浄水場除却事業 61,000 旧小千谷浄水場の解体撤去工事

2 資1-1-1 ガス水道局 本支管整備事業 104,000 水道安定供給のため、経年布設替工事等の整備

3 資1-1-1 ガス水道局 取水場整備工事 30,000 取水場の外構、消雪パイプ布設等の整備

◎工業用水道事業会計

1 資1-1-1 ガス水道局 工業用水道施設更新事業 22,000 工業用水道施設の機械設備を計画的に更新

◎下水道事業会計

1 資1-1-3 ガス水道局
農業集落排水処理施設更新
事業

26,900
農業集落排水処理施設（池ヶ原、吉谷、川井）の
機械設備を計画的に更新

18



報道資料 2 
 

令和 3年 2月 17日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

 

 

成人式を開催します 

  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期していた令和２年度の成人式を開催し

ます。また、令和３年度の日程が決定しました。 

 

＜令和 2年度対象＞ 

◆開催日／令和 3年 5月 2日（日）  

    ※感染状況によりＷeb開催を検討し、中止はしません。 

◆開催時間／校区ごとに 2回に分けて開催します。 

〇小千谷中学校区にお住まいの方 正午～午後 0時 30分（終了予定） 

（受付：午前 11時～） 

〇東小千谷・南・千田・片貝中学校区にお住まいの方 午後 3時～4時（終了予定）

（受付：午後 2時～） 

◆会場／市民会館（土川 1-3-3） 

◆対象／平成 11年 4月 2日から平成 12年 4月 1日生まれの方（対象者 376人）  

※転入、転出された方も参加することができます。 

 ◆新型コロナウイルス感染症対策 

  ① 密を避けるために 2回に分散して開催  

②「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の事前インストールの依頼  

③ 2 週間前から検温と健康状態のチェックを行い、当日受付でチェックシートを

提出  

④ 会場入口でのサーモグラフィによる検温の実施  

⑤ 式典の動画を同時配信 

⑥ マスク着用や手指消毒の徹底、館内消毒の実施 など 

 

＜令和 3年度対象＞ 

◆開催日／令和 3年 9月 19日（日）  

◆会場／市民会館（土川 1-3-3） 

◆対象／平成 12年 4月 2日から平成 13年 4月 1日生まれの方（対象者 335人）  

※転入、転出された方も参加することができます。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習課 担当／大渕（和）・岡元 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料 3 

 

 

令和 3年 2月 17日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

「絵紙と小千谷のひいな祭り」を開催 

小千谷縮による江戸との交易が盛んだった小千谷には、多数の浮世絵が伝わっており、ひな

祭りに絵紙（浮世絵）を部屋中に飾る、全国的にも珍しい風習があります。 

毎年ひな祭りの時期に合わせて、その風習を再現した「絵紙と小千谷のひいな祭り」を開催

しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策を行いながら実施します。 

市民会館企画展のほか、市内商店街の参加店による絵紙の飾り付けやオンライン展示、小千

谷縮ウェディングドレスのファッションショーなどを予定しています。 

 

企画展「おぢやのひな祭り～Ｃ×Ｕ＝Ｈ～」 
◆日時  2月 20日（土）～3月 7日（日）午前 9時～午後 10時 

◆会場  市民会館 1階ロビー（土川 1-3-3） 

◆内容  小千谷のひな祭りに関係したミニ展示 

【Ｃhijimi】：小千谷縮と絵紙の関係がわかる展示ブース 

      【Ｕkiyoe】：浮世絵と絵紙がわかる展示ブース 

【Ｈina festival】：小千谷のひな祭りの特徴がわかる展示ブース 

 
絵紙と小千谷のひいな祭り 

参加店が絵紙とひな人形を思い思いに飾ります。 

◆期間  2月 28日（日）～3月 7日（日） 

◆会場  市内参加店 18店舗（平成、本町、 

城内、元町、東栄） 

◆入場無料 

 

オンライン展示 
 たくさんの絵紙とひな人形を展示した様子をホームページで公開します。また、「みんふうざ」

による和楽器演奏の様子を動画で公開します。 

◆ホームページ「絵紙と小千谷のひいな祭り」 https://ojiyahiina2021.localinfo.jp/ 

※「みんふうざ」とは、民謡や小唄が好きなご夫婦を中心とした和楽器グループです。 

 
小千谷縮ファッションショー 
◆日時  3月 6日（土）午後 2時開始   ◆会場  市民会館大ホール（土川 1-3-3） 

◆入場無料（事前予約が必要です。申込方法は上記ホームページをご覧ください） 

 

 主催：小千谷ひいな祭り実行委員会 
※イベントの詳細は、上記ホームページをご覧ください。また詳細を示したマップを市内参加

店のほか、サンプラザ、市役所（市民ホール）、市民会館、観光協会（市役所分庁舎内）など

に配置予定です。 

 

市民会館企画展に関するお問合せ先／生涯学習課（市民会館）  担当／白井 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 

イベントに関するお問合せ先／小千谷観光協会  担当／阿部 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 2月 17日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

 

 

ホストタウン推進事業「リーフレット、チラシ」完成報告会 

  

小千谷市は令和元年 8 月 30 日に「東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会」にお

ける米領バージン諸島のホストタウンに登録され、選手、関係者はオリンピック大会終了

後の 8 月に小千谷市を訪れる予定です。 

今回、市内における米領バージン諸島の認知度アップと東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピックへの機運醸成を図るため、小千谷高等学校の 2 年生からデザイン制作協力をして

いただき、米領バージン諸島を紹介するリーフレットとチラシを作成しました。その完成

報告会を下記のとおり行います。 

 

  

 ■完成報告会 

◆日時／令和 3年 2月 24日（水）午後 4時 30分～ 

 ◆会場／健康こどもプラザ「あすえ～る」（小千谷市城内 4丁目 1番 38号） 

     2階 会議室 

 

■配布先 

◆リーフレット 3,000 枚 市内公共施設、飲食店、金融機関、高校など 

◆チラシ    2,800 枚 市内小中学校 

 

■制作協力 

小千谷高等学校 2学年 総合的な探究学習「国際分野」 10名 

  

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係 

 担当／高橋・野村 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 2月 17日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

それ、本当にぶちゃるの？イラストコンクール 

入賞作品を発表します！ 

 

市内 114町内の衛生班長で組織する小千谷市衛生班長連絡協議会では、おおぜいのみ

なさんにごみの減量について意識を持っていただこうとイラストを募集し、346 作品の

応募がありました。その入賞作品が決まりましたので、お知らせします。 

 

 

■入賞作品（敬称略） 

〇最優秀賞 ペターセン 洋子（船岡） 

〇優秀賞  杉山 駿斗（千田小学校） 

〇優良賞  星野 幸平（木津町） 

      太刀川 歌の（小千谷高校） 

      佐藤 天音（小千谷中学校） 

      山本 桃那（小千谷中学校） 

〇入選   井浦 琉稀（千田小学校） 

      新保 いろは（千田小学校） 

      堀井 新太（片貝小学校） 

      渡邊 樹々（東小千谷小学校） 

〇特別賞  三重掘 恭子（四之町） 

※募集期間：令和 2年 9月 10日～10月 30日、審査日：令和 3年 1月 14日 

■作品展示 

ご応募いただいた全作品を展示します。 

◆期間・時間／2月 19日（金）～2月 28日（日）午前 9時～午後 5時 

3月 1日（月）～3月 8日（月）午前 9時～午後 6時 

◆会場／サンプラザ 2階ロビー（城内 1-8-25） 

◆入場無料 

 

■主催：小千谷市衛生班長連絡協議会（会長：阿部守男） 

本件に関するお問い合わせ先／ 

小千谷市衛生班長連絡協議会事務局（市民生活課環境衛生係内） 担当／島田・中村 

TEL：0258-83-3509  FAX:0258-82-8664 E-mail：shimin-ke@city.ojiya.niigata.jp 

 

▲最優秀賞：ペターセン洋子さんの作品 
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令和３年２月 17日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

旧小千谷総合病院跡地整備事業 図書館等複合施設設計業務 

公募型プロポーザル公開審査 

 

令和６年６月のオープンを目指して、旧小千谷総合病院跡地（本町一丁目）に整備する 

図書館等複合施設の設計者を選定するための公開審査（最終審査）を行います。 

 

◆日  時／３月 13日（土）午前 10 時～午後３時（予定） ※開場：午前９時 30 分 

◆会  場／小千谷市役所４階大会議室 

◆内  容／提案者の中から第一次審査（書類審査）を通過した最大５者（３月上旬に決定）の 

うち、最終審査（プレゼンテーション及び対話）を行って、最優秀提案者を選びま 

す。 

◆審査委員／委員長  澤田 雅浩（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授） 

委 員  平賀 研也
け ん や

（前県立長野図書館館長） 

委 員  畝
うね

森
もり

 泰
ひろ

行
ゆき

（株式会社畝森泰行建築設計事務所） 

委 員  大塚 良夫（副市長） 

委 員  松井周之輔（教育長） 

◆定  員／30 人 

◆申込方法／電話またはメールのいずれかにより３月 10 日（水）までにお申し込みください。 

      ※メールの場合は件名を「公開審査申込」とし、本文に①氏名、②お住いの地域、

③連絡先を入力ください。 

◆そ の 他／・公開審査に参加する提案者（最大５者）は３月上旬に市ホームページで公表しま

す。 

      ・プレゼンテーション及び対話のみ公開で行い、その後の審査は非公開とします。

なお、審査結果は、３月下旬に市ホームページで公表します。 

・新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催方法が変更となる場合がありま 

す。 

      ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、聴講される全ての方にマスクの着用と 

会場入口での手指消毒・検温をお願いします。マスクを着用されない方、37.5 

度以上の発熱のある方の入場はお断りします。 

        ・プロポーザルの聴講にあたっての注意事項は、当日会場でお知らせします。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市建設課都市整備室 担当／土田・田中 

TEL：0258-83-3514  FAX:0258-83-2789 E-mail：kensetu-tk@city.ojiya.niigata.jp 


