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＜施策別事業費＞

（単位：億円）

H17～26年度

事業費 国 県 起債 その他 一般

824.6 107.2 45.5 525.6 0.5 145.9

104.0 4.9 4.1 85.6 0.0 9.4

191.1 25.0 5.2 138.6 2.8 19.5

1,547.8 371.0 39.0 948.8 44.5 144.5

30.8 1.7 1.3 22.4 1.6 3.8

施策

活力ある産業が展開するまち

多様な交流ができるまち

自然と共生できるまち

ゆとりと潤いのあるまち

一人ひとりの思いを受けとめるまち

合併建設計画の実施状況（事業費）

財源内訳

活力ある産業が展

開するまち

824.6億円(31%)

多様な交流ができ

るまち

104.0億円(4%)

自然と共生できる

まち

191.1億円(7%)

ゆとりと潤いのあ

るまち

1,547.8億円(57%)

一人ひとりの思い

を受けとめるまち

30.8億円(1%)

事業費計

2,698.3億円

30.8 1.7 1.3 22.4 1.6 3.8

2,698.3 509.8 95.1 1,720.9 49.4 323.1

※端数処理のため，各項目の足し上げが合計数値に一致しないことがあります。

【施策別事業費内訳】 （単位：億円）

事業費

555.7

10.0

248.1

10.8

5.7

98.3

13.7

60.3

16.8

100.3

165.7

290.2

76.2

105.1

51.8

858.7

26.3

4.5

交通体系

商業・工業

農業

林業・水産業

観光

文化

環境保全

公園・緑地・緑化

廃棄物処理・資源リサイクル

防災・消防・防犯

福祉・保健衛生・医療

学校教育

生涯学習

スポーツ・レクリエーション

都市景観・住宅・住環境

上水道・下水道

コミュニティ

行財政改革

一人ひとりの思いを受けとめるまち

活力ある産業が展開するまち

多様な交流ができるまち

自然と共生できるまち

ゆとりと潤いのあるまち

一人ひとりの思いを受けとめるまち

施策 項目

合計
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

（１）　完了した事業（３８７事業）

交通体系

北 豊栄駅周辺整備事業

豊栄駅南北地区の均衡ある発展を図るため，豊栄駅の南北を結ぶ自由通
路の整備，駅舎の橋上化，南北駅前広場等を整備。
・南口駅前広場4,500㎡  北口交通広場5,000㎡
・自由通路L=23m W=5m  橋上駅舎
・豊栄駅木崎線L=83m W=30m

1,483,387

北 競馬場濁川線整備事業

競馬開催時の競馬場インターの混雑・渋滞の解消を図るため，道路を整
備。また，新潟市で実施している同一路線の整備と合わせることにより
整備効果を高めた。

・L=1,400m W=16m

306,370

北 豊栄駅駐輪場整備事業

豊栄駅周辺整備事業に伴い廃止される駐輪場の代替として，２階建駐輪
場を整備。

・豊栄駅南口駐輪場（鉄骨造2階建）　1,350㎡

85,659

北 早通北尾山線整備事業

旧豊栄市葛塚地区及び早通地区，旧新潟市濁川地区並びに松浜地区の市
街化区域を結ぶ当該道路の整備を実施。阿賀野川北地区の交流促進を
図った。

・L=390m ，W=9m～16m

397,755

北 橋梁修繕事業
老朽化が著しい橋梁について，交通安全対策や利便性の向上を図るた
め，脆弱な高欄等の補強，照明灯の新設及び橋面補修を実施。

38,508

北 県道路工事負担金 新潟県が実施する道路整備負担金。 22,113

北 笹山内線１３号整備事業

競馬開催時の道路混雑により，迂回路として利用度の高い当該道路の，
幅員が狭いため車道を拡幅。
拡幅改良することにより，交通渋滞が緩和でき，競馬場周辺の環境の改
善を図った。

・L＝1,200m　W＝9ｍ

260,064

北 内島見木崎中学校線整備事業

競馬開催時の道路混雑を解消するため，当該路線と県道新潟新発田村上
線を接続し，拡幅改良工事を実施。
拡幅改良により，歩行者（通学路）及び車両通行の安全を確保するとと
もに住民の環境改善を図った。

・L＝1,350m　W＝11.5ｍ～8.5m

331,411

北 長場長戸呂線整備事業

長浦地区と岡方地区とを結ぶ１級幹線市道である当該道路の，スムーズ
な車両通行のため，拡幅改良を実施。

・Ｌ=2,550　Ｗ＝7.5ｍ

176,682

北 市道道路改良事業 市内全域の未改良道路の改良及び舗装等の整備を図った。 2,666,854

北 自歩道整備事業

バリアフリー化を進め，回遊性の高い，人にやさしい安心・安全ネット
ワークを形成。
バリアフリーによる自歩道整備
　・葛塚市場通りのバリアフリー化 L=320m W=11m
　・葛塚中央線のバリアフリー化 L=950m W=10.85m
　・水と歴史のふれあいの道整備 L=300m W=5.5m

186,542

新にいがたまちづくり計画，新潟市・巻町合併建設計画事業一覧

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

北
国道１１３号横土居バイパス関連市道
整備事業

国道113号横土居バイパス整備により横土居集落が分断されるため，
新設道路を整備。

・Ｌ=200ｍ　Ｗ＝６ｍ

62,982

北 日東道側道整備事業
日東道側道については，路盤まで完成しているため舗装を施工すること
により，通過交通の快適性及び安全性を図る。

44,741

北 道路側溝改良事業
住宅団地の道路側溝は，在来地盤が軟弱なため随所で不等沈下が発生し
ているため，改良工事を実施。

417,498

北 道路案内標識設置事業

市内の幹線道路などに道路案内標識を設置し，通過交通車両に対して利
便性の向上を図る。
高速道路が供用されたこともあり，市内へ流入する車両などへ利便性の
向上が図られた。

・標識設置数：10基

56,133

江南 横越６３０号線整備事業

横越町木津・二本木地区と亀田町曙町及び国道４９号を最短距離で結ぶ
町道を，亀田町の町道２２２号線整備と連携して整備。

・Ｌ＝1,150m  W=12m

217,806

江南 集落内道路整備事業
交通量の増加や重量車両の通過等により，傷んだ集落間の幹線道路の舗
装打ち換えを行い道路を再生。
年次計画で打ち換えを実施し車両交通の円滑化を図った。

94,194

江南 道路改良舗装事業
未舗装となっていた区内（町内）各地区の狭隘な市道（町道）を，住民
の交通の利便性を図るため，舗装。
・３６路線　延長３，４５０ｍ

177,828

江南 道路側溝改良事業
町道側溝の改修を年次的に実施。
・Ｌ＝１３，４００ｍ

449,157

江南 市道道路改良事業
集落から幹線道路にアクセスする未整備市道（町道）の改良工事を実
施。
・４地区　Ｌ＝３，２００ｍ

328,155

江南 県道路工事負担金 通年発生する県道の維持補修や小規模改良事業の整備負担金。 936

江南 横越２号線整備事業

中学生の自転車通学路として利用されている町道２号線の安全対策のた
めに自歩道を整備。

・延長　L＝１４０ｍ　　幅員２．５ｍ

20,950

江南 亀田駅周辺地区整備事業
地域主導の個性豊かなまちづくりを推進するため，亀田駅周辺地区の施
設整備や面整備等を総合的に実施。

3,633,353
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

江南 亀田２２２号線整備事業

通勤・買物・商業利用などで亀田・横越を結び，亀田バイパス・横雲バ
イパスを経由し新潟市や周辺市町村へ連携する広域的な幹線道路である
亀田２２２号線を市道（横越町道）６３０号線と一体的に整備。
・L=1,000m W=12m

243,348

江南
亀田駅周辺地区整備事業
（沿道区画整理型街路事業）

県工事負担金。都市再生区画整理事業（亀田駅西土地区画整理事業）に
伴い，県が事業主体となって，都市計画道路亀田停車場線・亀田中央線
の整備を図る。
３・４・１５３号亀田停車場線   Ｌ＝１４１ｍ　W＝２１ｍ　２車線
３・４・１５７号亀田中央線　　　Ｌ＝１０２ｍ

29,169

江南 県道路工事負担金 県道整備に対しての負担金。 34,769

江南 市道道路改良事業
地域住民の生活環境向上のため，市道（町道）側溝の新設改良及び排水
路改修，舗装修繕事業を実施。

1,607,071

江南 市道整備事業

・亀田２６３号線（早通地内主要地方道新潟・亀田・内野線～泉町地内
県道白根・亀田線）　　Ｌ＝８００ｍ　　Ｗ＝１６ｍ
・亀田３００号線（茅野山字日水地内～茅野山地内町道２５８号線）
Ｌ＝７００ｍ　　Ｗ＝１６ｍ
・亀田３０９号線（茅野山地内～茅野山地内国道４０３号線）
Ｌ＝７００ｍ　　Ｗ＝１６～１２ｍ
・亀田３７６号線（早通地内主要地方道新潟・亀田・内野線～早通小学
校）
Ｌ＝８００ｍ　Ｗ＝１６ｍ

1,159,126

秋葉
蒲ヶ沢地区交通結節点（新駅設置・
パーク＆ライド）調査事業

新駅やパーク＆ライド施策の有効性・実現性について調査を実施。 7,208

秋葉 都市計画道路下興野中野線整備事業
この沿線で実施された荻川駅東土地区画整理事業とあわせた効果的な街
路整備事業を実施。荻川地区の市街地の中央を南北に通る唯一の幹線道
路の狭隘部分が解消され，円滑な交通が確保された。

891,378

秋葉 新津駅東口広場整備事業
新津駅東口駅前広場は供用面積１，８４０㎡と狭小で交通混雑が激しく
危険な状態であり，バスの乗り入れができず利便性を欠く状況であるこ
とから，新津駅の橋上化とあわせ，５，０００㎡の駅前広場を整備。

205,160

秋葉 県道路工事負担金 新潟県管理の国県道の整備や維持管理に対する負担金。 43,179

秋葉
自転車利用環境総合整備事業（市道新
町柄目木線ほか）

自転車利用環境総合整備事業として，南町金津線ほか（西島地区）を整
備。

15,000

秋葉 道路改良事業
道路改良として，荻川新津線，市之瀬１６号線，大安寺第５号大関線，
新津２号線・歩道，古津子成場線，結第６号市之瀬線などを改良。

2,940,505
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

秋葉 消雪パイプ整備関連事業
古くなった消雪井戸の更新や冬季の交通確保による市民生活の快適性と
安全性を図るために，消雪パイプ路線を整備。

620,101

秋葉
サイクリングロード整備事業（矢代田
駅周辺整備関連）

新津地区のサイクリングロードと接続することで地域間交流と健康増進
を図るため，ﾊﾟｲﾌﾟかんがい化により不要となった幹線用水路を利用し
たサイクリングロードを整備。

389,573

秋葉
道路整備事業（都市計画道路矢代田停
車場線）

周辺道路の交通渋滞の緩和と鉄道利用者の利便性の向上のため，矢代田
駅へのバスの乗り入れを可能とするために道路拡幅改良。

228,405

秋葉 矢代田駅周辺整備事業
矢代田駅の橋上化，駅整備，西口広場整備，都市公園移転，矢代田駅東
西を結ぶ自由通路施設整備，東口駅前広場整備，土地取得，広場整備，
舟戸兎谷沖線，新保矢代田２号線を整備。

2,844,159

秋葉
道路整備事業（主要地方道新潟小須戸
三条線）

主要地方道新潟小須戸三条線道路整備として，県道路工事負担金，道路
改良。

42,654

秋葉 県道路工事負担金 国道及び県道維持管理事業に伴う負担金。 32,025

秋葉 消雪パイプ整備関連事業
地域生活道路の改良及び利便性向上として，鎌倉１号線，鎌倉２号線，
天ヶ沢１号線，天ヶ沢２号線の消雪パイプを整備。

111,108

南 白根地域総合交通ターミナル調査事業

白根中心部に集中する郊外バス路線と幹線バスとの乗り継ぎ拠点とし
て，また南区における分かりやすく利用しやすいバス交通網の構築及び
まちづくりを促進する「（仮称）白根地域総合交通ターミナル」の導入
の可能性について，南区の地域特性や交通特性，住民・利用者の意向な
どを十分に踏まえながら検討を行った。

14,508

南 バス運行円滑化事業

南区は，軌道系や高速道路がなく，国道８号線が新潟中心部への重要な
アクセスルートとなっていることから，バス停上屋施設を設置し，バス
の利用環境の改善を図り，社会実験を行うなど自動車利用から公共交通
機関への利用転換を図った。また，南区公共交通の現状に適した施策を
検討・実施することで，南区公共交通の利便性向上を図った。

29,053

南 交通安全施設整備事業
年々増加する交通事故対策の一環として，年次的に交通安全施設及び道
路環境の整備を図り，歩行者・運転者相互の安全確保を図った。
・カーブミラー，区画線設置，道路照明灯設置など

27,781

南 除雪機械整備事業
長引く景気の低迷により，年々除雪業者の確保が困難になっている。
市で除雪機械を確保し，冬期間の除雪体制の充実を図った。
・除雪グレーダ１台

18,900

南 小蔵子白蓮線整備事業
国道４６０号と主要地方道白根安田線を結ぶ重要路線の整備。通学路整
備による児童の安全確保と交通の円滑化を図った。

466,252
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

南 堀掛１号・２号・７号線整備事業
臼井小学校のスクールバス乗り入れのための道路と小蔵子白蓮線を結ぶ
道路の拡幅整備を実施。児童通学の安全確保と広域的な道路整備を図っ
た。

119,619

南 白根和泉線整備事業

国道８号白根バイパスと白根和泉線との交差点及び国道４６０号から白
根第一中学までの区間の道路拡幅及び歩道を整備。
白根第一中学校の通学路であり，道路拡幅とともに歩道を整備すること
で，生徒の安全確保と交通の円滑化を図った。

614,376

南 市道道路改良事業 地域に密着した生活道路の整備を図った。 1,757,438

南 県道路工事負担金
旧白根市における県道（主要地方道５路線，一般県道６路線）の道路整
備，道路改修に対する負担金。

南
道路整備事業（主要地方道長岡栃尾巻
線・清水交差点）

県道路工事負担金。
主要地方道長岡栃尾巻線の庚集落にミニバイパスを築造することで円滑
な車両交通が確保されるとともに，国道８号と交差する清水交差点を改
良することで，渋滞解消と歩行者の安全確保を図った。
（事業費は上記県道路工事負担金に含む。）

南 新たな交通システム調査事業

平成19年度に新たな交通システムの導入や既存公共交通の利便性向上
に向けた実行計画をにいがた交通戦略プランとして取りまとめたのち，
同計画に基づき新たな交通システムの導入の可能性について調査を実
施。

636,264

南
味方・月潟・中之口広域５号線整備事
業

旧味方村・旧月潟村・旧中之口村をとおり，新潟市に通じる重要な路線
広域５号線は，交通量の増加と経年による道路の摩耗が激しく，交通の
安全を確保するため道路の改良を図った。
・延長　　11,680m　　旧味方村　Ｌ＝7,337m
旧月潟村　Ｌ＝2,748m   旧中之口村　Ｌ＝ 1,595m

842,677

南 大倉第１６号線降道整備事業
県道黒埼新飯田線堤防から村道につながる降道を拡幅改良し，緊急自動
車でも容易に通れるよう整備。
・L=45ｍ　W=5.0ｍ(現況3.7ｍ)

12,360

南 白根第１号線歩道整備事業
しろね保育園があり，通学に利用するバス路線でもあり，園児，児童，
生徒等歩行者歩行者及び自転車の安全確保のため歩道を改築拡幅。

91,833

南 高井橋関連道路整備事業
南区の高井橋架け替え事業と関連して，味方地区と根岸地区を結ぶ連絡
道路として市道を改良し，高井橋架け替えに伴う交通量の増加に対応。

70,965

南
居宿第１号線・大倉第１号線歩道整備
事業

交通弱者の交通安全確保のため，マウンドアップ歩道となっている既存
の歩道をフラットにするとともに幅員を拡張。（小中学校の通学路，小
学生バス路線通学，中学校自転車通学）

46,953

南 味方第１０５号線等道路改良事業 主要村道等の狭隘箇所等の拡幅，改良舗装，歩道整備。 216,584

30,222
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

南 市道道路改良事業 主要村道の狭隘箇所等の拡幅，改良舗装工事を実施。 44,572

南 月潟６号線整備事業 旧月潟駅から下流側について遊歩道整備を行い，地域の環境を整備。 270,709

南 歩道整備事業 主要村道に歩道を建設して歩行者の安全を図った。 59,710

西蒲 県道路工事負担金 県道整備事業に伴う負担金。 7,907

西蒲 岩室駅前周辺整備事業
JR越後線岩室駅の利用者や観光客の利便性を図るため，駅前の道路や
広場を整備。

59,984

西蒲 市道道路整備事業
地域住民の交通の利便性の向上を図るため，旧岩室村地内の生活関連道
路等を整備。

1,008,863

西蒲 消雪パイプ整備関連事業
冬期間の交通確保を図るため，和納地内の団地内道路及び狭隘な道路に
消雪パイプを設置。

154,778

西蒲 幹線道路整備事業
地域住民の交通の利便性及び通学者等の安全性の向上を図るため，旧岩
室村地内の幹線道路の拡幅や歩道を整備。

507,282

西蒲 六分・横戸線整備事業 曽根小学校や西川中学校までの通学の安全性を図るため，歩道を整備。 483,411

西蒲
道路整備事業（一般県道五千石巻新潟
線・矢島踏切）

歩道がない狭隘な道路の歩道整備を含めた道路改良工事及び踏切拡幅工
事を実施し，小中学校へ通う児童生徒などの歩行者の安全確保を図っ
た。

188,205

西蒲 県道路工事負担金 県道整備事業に伴う負担金。 5,210

西蒲 市道道路改良事業
地域住民の交通の利便性の向上を図るため，旧西川町地内の生活関連道
路等を整備。

1,235,883
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

西蒲 道路整備事業（国道４６０号）
北陸自動車道巻潟東インターチェンジへの利便性を向上させるため，道
路の線形改良と歩道を整備。

556,364

西蒲 新幹線側道整備事業
燕市から新潟市を結ぶ広域的な道路であり，通勤通学や物流自動車に多
く利用されている上越新幹線の側道を拡幅整備。

2,225,583

西蒲 潟東５１５号・５１７号線整備事業
一般県道今井巻線から主要地方道白根西川巻線までは，途中に屈曲した
市道を挟みスムーズな通行の妨げとなっているため，ミニバイパスを整
備。

193,772

西蒲 市道道路改良事業
地域住民の交通の利便性の向上を図るため，旧潟東村地内の生活関連道
路等を整備。

898,475

西蒲 自転車歩行者道整備事業 旧中之口村南部地区から中之口東小学校までの通学路に歩道を整備。 44,552

西蒲 市道道路改良事業
地域住民の交通の利便性の向上を図るため，旧中之口村地内の生活関連
道路等を整備。

618,242

西蒲 県道路工事負担金 県道整備事業に伴う負担金。 182

西蒲 巻潟東インター周辺整備事業
高速バス利用者の利便性とパークアンドライドの推進を図るため，案内
板，街灯，待合所，送迎施設，トイレ施設，駐車場を整備。

西蒲 巻潟東インター駐車場整備事業
駐車スペースの不足による路上駐車の解消と，高速バス利用者の利便性
とパークアンドライドの推進を図るため，駐車場を拡張整備。（「巻潟
東インター周辺整備事業」と一体に整備）

西蒲
道路整備事業（主要地方道長岡栃尾巻
線）

中之口方面から巻方面の高校への通学や高速バス利用による通勤通学者
の安全を確保するため，歩道を整備。（「巻潟東インター周辺整備事
業」と一体に整備）

西蒲 巻潟東インター周辺道路整備事業 巻潟東インター周辺整備に併せ，駐車場までのアクセス道路を整備。 353,928

西蒲 道路整備事業（国道460号線）
漆山地区や今井方面から巻潟東インターの高速バスを利用する歩行者の
安全確保のため，河井交差点から巻潟東インター交差点を経由して今井
交差点まで歩道を整備。

439,479

592,809
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活力ある産業が展開するまち
交通体系

交通体系

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

区 事業名 事業概要

西蒲
道路整備事業（主要地方道長岡栃尾巻
線）

渋滞の原因となっている交差点の改良と歩道未設置区間に歩道を整備。 291,492

西蒲 巻36号線整備事業
北陸自動車道の側道である町道36号線を，企業団地内へ入る大型車の
利便性の向上を図るため，車道を拡幅整備。

196,775

西蒲 巻167・177・174号線整備事業 巻東中学校の生徒の通学路として，安全を確保するため歩道を整備。 477,219

西蒲 巻1013号線整備事業
主要地方道新潟寺泊線と一般県道角田山麓公園線を結ぶ区間のうち，未
着手区間であった山林部に道路を新設整備。

41,500

西蒲 巻607号線歩道整備事業 巻西中学校の生徒の通学路として，安全を確保するため歩道を整備。 170,989

西蒲 市道道路改良事業
地域住民の交通の利便性の向上を図るため，旧巻町地内の生活関連道路
等を整備。

621,844

西蒲 彦七踏切拡幅整備事業 ボトルネックとなっている踏切を拡幅整備。 114,726

西蒲 県道路工事負担金 県道整備事業に伴う負担金。 6,900

西蒲
巻バイパス周辺道路整備事業（赤鏥地
内）

国道116号巻バイパス供用開始に伴い，これに直接交差する道路，並
びに国道460号バイパス周辺の道路を整備。

101,905

西蒲 交通安全施設整備事業
交通の安全・円滑・快適な道路交通の確保を図るため，区画線や道路反
射鏡など交通安全施設を整備。

53,983
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活力ある産業が展開するまち
商業・工業/農業

北 豊栄地区生活応援拠点調査事業
新市において市民ニーズ，施設規模（事業費），事業手法等について検
討の余地があるため，調査・基本構想策定を実施。

1,770

江南 土地区画整理組合助成金交付事業 組合施行の土地区画整理事業に対する助成事業。 291,933

秋葉 商業・工業関係償還金 土地の先行取得経費の償還。 47,189

全市
（仮称）食と花のにいがた交流セン
ター整備事業

食育・花育を推進し，食と花のプロモーションによる販路拡大及び農村
と都市との交流の推進により農業振興に資する拠点施設を整備。
　・直営施設：食育・花育センター(平成23年10月オープン）
　・民活施設：食と花の交流センター(平成26年6月オープン）

7,690,299

北
県営農村自然環境整備事業負担金(豊
栄地区)

県営農村自然環境整備事業（豊栄地区）の建設費負担金。 24,104

北 農村振興総合整備事業（木崎地区）
 「地域コミュニティづくり」を主テーマに地域が設定する農村振興の
目標を達成するため，地域住民の参加の下，基礎的な生活環境を整備。

729,146

北
県営水田農業経営確立対策特別事業負
担金（松栄町地区）

県営水田農業経営確立対策特別事業（松栄町地区）の建設費負担金。 6,703

北
県営基幹水利施設補修事業負担金（阿
賀野川右岸地区）

県営基幹水利施設補修事業（阿賀野川右岸地区）の建設費負担金。 4,375

北 須戸袴線橋耐震化事業
ＪＲ白新線を交差する広域農道豊栄線の須戸跨線橋の橋脚を補強し，耐
震性の向上を図った。

82,278

江南
農村振興総合整備事業新潟・横越・亀
田地区(農業集落排水施設整備)

木津２・３丁目地内の排水不良箇所の解消を図るため，新たな排水路を
新設。（一部既存排水路の改修）
・開渠Ｌ＝1,070ｍ
木津薬師裏集落排水路整備。

72,404

江南
地域用水機能増進事業負担金(亀田郷
地区)

水質浄化と地域全体の水利用秩序を実現するため，機能回復を含めた用
水機能の増進を図り，地域ぐるみの維持管理体制を確立。

4,097

 活力ある産業が展開するまち

事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

農業

商業・工業

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

区 事業名
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活力ある産業が展開するまち
農業

江南
地域用水機能増進事業負担金（亀田郷
地区）

団体営事業の負担金。景観保全機能等で生まれた地域活動の育成と併せ
て施設整備を行い，水質浄化と地域全体の水利用秩序を実現し，失われ
た機能の回復を含めた用水機能の増進を図り，地域ぐるみの維持管理体
制を確立。

4,779

江南
農村振興総合整備事業新潟・横越・亀
田地区（農業集落道路整備）

亀田排水路調整池と下流で整備した亀田排水路上部施設を自然と調和し
た集落道に整備。
・整備内容：Ｌ＝１，０７０m
・車道：Ｗ＝  ５．０m　，遊歩道：２．５m（植栽工，安全施設工）

184,753

秋葉
小須戸・小合団体営基盤整備促進事業
負担金

農道整備事業に対する負担金。 9,123

秋葉 佃窪田郷排水路整備事業
県との合併施工。子成場地区における，集落部の浸水被害と農地の排水
不良を解消するための幹線排水路改修工事。
  ・Ｌ=620ｍ（Ｂ1500×Ｈ1400～Ｂ1300×Ｈ1300）

9,086

秋葉
シンボルゾーン周辺整備事業（経営構
造対策事業）

経営構造対策事業（１５年度～１７年度）の継続事業により，花とみど
りのシンボルゾーンの整備に伴う体験農園施設を整備。

112,521

秋葉
シンボルゾーン周辺整備事業（農業振
興整備事業）

小須戸町花とみどりのシンボルゾーン整備計画（15年度～）に基づ
き，花卉花木産地を象徴する公園を整備。

198,023

秋葉
基盤整備促進事業天ヶ沢地区(排水路
整備)

天ヶ沢排水路改良工事。既存農業排水路を改良することにより，農業生
産基盤の強化を図った。
・排水路延長　Ｌ＝６６３ｍ（Ｗ１，５００×Ｈ１，０００)
・受益面積　１３．６ｈａ

74,682

秋葉
小須戸・小合団体営基盤整備促進事業
負担金

農業の基盤整備。小須戸町小須戸～新津市小合。
・農道整備１路線　Ｌ＝１，３４０ｍ　Ｗ＝５．０ｍ
・受益面積　３１．２ｈａ

9,123

南
（仮称）アグリパーク・農業研究セン
ター整備事業

農作物栽培の試験研究及び農家の６次産業化を支援することで農業の振
興に寄与するとともに，農業体験・食育の場を提供し，子ども達の生き
る力を育み，地元への愛情や誇りを醸成する拠点施設を整備。
　・農業活性化研究センター（平成25年度6月ｵｰﾌﾟﾝ）
　・アグリパーク（平成26年6月ｵｰﾌﾟﾝ）

4,908,478

南
資源循環センター建設事業
（南区資源循環事業）

消費者に理解される環境にやさしい農業産地を目指し，循環型農業の確
立を図るため，廃棄物回収から堆肥製造，堆肥散布までの一連のシステ
ムを運用する。

20,631

南
広域営農団地農道整備事業負担金(信
濃川下流地区)

県事業の負担金。高速交通体系に対応した幹線農道の整備により，農業
近代化施設を有機的に結び，営農活動の円滑化と農産物の集荷から出荷
に到る流通の迅速化及び合理化を図った。
・全体延長　15，490ｍ

29,297

南 国営総合農地防災事業負担金

国事業の負担金。白根郷の農業用排水施設の機能低下を抜本的に解消す
るため，排水路４路線の新設・改修と排水機場３箇所の新設・改修・増
設を行い，湛水被害を未然に防止し農業経営の安定と農業生産の向上を
図った。

594,008

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

農業

区 事業名 事業概要
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活力ある産業が展開するまち
農業

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

農業

区 事業名 事業概要

南
県営地盤沈下対策事業負担金（西蒲原
地区）

県事業の負担金（旧味方村分）。 地盤沈下対策として過去に造成され
た，排水機場，揚水機場，頭首工の改修・更新事業。

3,219

南 白根南線・白根北線農道改良事業

農業基盤整備のため農道の改良整備を実施し，農業生産の促進を図っ
た。

・延長　1,340m

95,935

南 七穂線農道改良事業

農業基盤整備のため農道の改良整備を実施し，農業生産の促進を図っ
た。

・延長　1,327ｍ

68,301

南 味方２番・味方５番農道改良事業

農業基盤整備のため農道の改良整備を実施し，農業生産の促進が図られ
るとともに，集落内から新幹線側道までの連絡道としても利用可能なも
のとした。
・味方２番　　延長　1,357m
・味方５番　　延長　1,470m

122,639

南 農道整備事業

県道月潟西川線等を利用して農産物の搬入を行うことによる交通渋滞を
解消するため，集出荷場と直線でかつ最短距離で結ぶ農道の整備を実
施。
・農道改良舗装工事　１路線

83,165

南 農村振興総合整備事業

本地区の農業生産基盤，生活環境基盤の整備を行い，農業の活性化と生
活環境の改善を図った。
・農道２路線，集落道２路線，農業用用排水路３路線，消雪パイプ２路
線，遊歩道１路線，農村公園１箇所，集落排水路１路線

224,661

西蒲
農村振興総合整備事業（地域資源循環
管理）

畜産農家に対する堆肥製造等を支援。（新潟市畜産経営支援事業） 4,361

西蒲
県農林水産業総合振興事業（小規模ほ
場整備・機械補助）

大型機械の有効利用による生産コストの低減を図るため，小規模ほ場整
備と大型作業機械の導入を促進。

6,440

西蒲 環境にやさしい農業推進事業
潟東地区において水田等を防除するため，農薬の飛散低減・省力化が図
られる無人ヘリを導入し，共同防除体制を整備。

3,470

西蒲
農業生産基盤整備事業（県単団体営土
地改良事業）

排水路のかんがい排水施設の新設，改良事業。水田補水を主たる目的と
して水田・畑の排水改良を実施。

241,092

西蒲 サルビアパーク整備事業 潟東サルビアサッカー場を整備。 675,174

西蒲
団体営土地改良施設維持管理適正化事
業

土地改良施設の機能保持と耐用年数の確保を図るため，排水フリューム
敷設及び柵渠底張工を実施。

10,501

12



活力ある産業が展開するまち
農業/林業・水産業

西蒲 集落排水整備事業
地域住民の生活排水路として整備。（潟東地域）
生活排水による農業排水能力機能の低下を解消するため，柵渠等の底打
ち，排水フリュームの敷設等を実施。

63,346

西蒲 （仮称）中之口農業体験公園整備事業
新潟市指定文化財「門田ハザ並木」沿いに市民農園施設，公園，自然環
境・生態系保全施設，交流施設を一体的に整備。

877,856

西蒲 県営一般農道整備事業負担金(西地区)
地域農業の安定化を図る事業であり，県営事業としてすでに着手済みの
事業に対する負担金。

8,066

西蒲 農村振興総合整備事業(西南地区) 集落道整備3路線，歩道整備4路線，集落排水路1路線を整備。 190,974

西蒲 経営体育成基盤整備事業（並岡地区）
担い手への農地集積，生産コストの低減を図り，安定した農業経営を確
立するため，大区画整備を実施。
（並岡地区）

7,090

西蒲
経営体育成基盤整備事業（竹野町石堰
地区）

担い手への農地集積，生産コストの低減を図り，安定した農業経営を確
立するため，大区画整備を実施。
（竹野町・石堰地区）

63,004

西蒲 経営体育成基盤整備事業（北都地区）
担い手への農地集積，生産コストの低減を図り，安定した農業経営を確
立するため，大区画整備を実施。
（北都地区）

2,249

西蒲
基盤整備促進事業（農業生産基盤整
備）

伏部地区は灌漑用水源が無く，角田山の雨水が頼りで，ため池が不可欠
な水源であるが，降雨期には土砂流入が激しく，素堀りのため周辺部が
浸食を受け貯水能力を低下させている。安定した灌漑用水の確保を図る
ため，ため池や用水路を整備。

3,158

秋葉 林道整備事業

林道　灰ヶ沢線　Ｌ＝１，３９４ｍ
既存林道の未舗装区間について，県単林道舗装事業および県単林道改良
事業により，路面の舗装（７１９ｍ）を実施し，路面の維持管理経費の
縮減を図った。また，安全施設を設置し，通行車両の安全確保を図っ
た。

45,835

西蒲 県単林道事業 林道角海線・金池石瀬線の舗装整備と羽黒線の改良工事。 45,187

西蒲 県単林道整備事業（落ヶ谷線舗装） 林道落ヶ谷線の舗装整備。 25,649

H26年度ま
での決算額
（千円）

 活力ある産業が展開するまち

林業・水産業

区 事業名 事業概要

H26年度ま
での決算額
（千円）

農業

区 事業名 事業概要
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多様な交流ができるまち
観光/文化

観光

北 道の駅豊栄周辺整備調査事業

道の駅「豊栄」周辺整備について，地域の現状や地区の特性等を踏まえ
つつ，道の駅「豊栄」地区のポテンシャルを活かした好ましい土地利用
の誘導等を目途とし，整備方向を検討することを目的とした基礎調査を
実施。

2,184

西蒲 観光複合施設建設事業（岩室）
岩室温泉地区，間瀬海水浴場をアピールする観光拠点となる観光複合施
設「いわむろや」を建設。

427,549

西蒲 岩室温泉環境整備事業 岩室温泉における環境整備のため，街路灯を改修整備。 17,063

西蒲 温泉給湯管改修事業 岩室温泉給湯事業における温泉配管布設改修。 97,998

西蒲 温泉加熱所施設整備事業 昭和41年建設の岩室温泉集中加熱所施設を建替整備。 20,170

北 文化会館建設事業（豊栄）
市民文化ニーズに応えるため，コンサートや演劇公演等に活用出来る
ホール，練習室等を備えた施設として旧葛塚中学校跡地に文化会館を建
設。

3,111,978

北
自然・歴史・文化資料収蔵展示施設建
設事業

地域の貴重な文化遺産を良好な管理の下，確実に保存・継承していく施
設を建設。市指定文化財の福島潟漁労資料などの民俗資料を中心に収
蔵。
・用　地：水の公園福島潟内
・建　物：鉄筋コンクリート造（延床586.18㎡）

253,492

江南 文化会館建設事業（亀田）
亀田総合運動公園内に音楽・演劇ホール，図書館，郷土資料館，多目的
ルーム，音楽練習室等を有する複合施設を江南区文化会館として整備。

2,923,989

秋葉 八幡山遺跡史跡公園整備事業
国指定史跡の古津八幡山遺跡を公有化し，史跡の保護を図るとともに，
史跡整備を行い，ガイダンス施設「弥生の丘展示館」を建設。
自然及び文化財の学習機能の場として活用。

769,809

秋葉 文化会館建設事業（新津） 住民の芸術・文化活動の地域拠点として，文化会館を建設。 2,394,302

南 しろね大凧と歴史の館改修事業

凧展示室・歴史展示室の天井や，歴史展示室の壁面を改修し，それぞれ
展示替えを容易にする。
また，３Ｄハイビジョンソフトやモニュメントの制作，老朽化による改
修を行い，施設の魅力アップを図るととともに，安心・安全の確保。

54,572

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

文化

多様な交流ができるまち

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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多様な交流ができるまち
文化

南 重要文化財笹川邸外堀改修事業
笹川邸外堀の邸内側土塁の崩壊が進んでおり，保存修理事業をH20～
21年度に実施。また，外堀改修については，H22年度に外堀浚渫・護
岸工事を実施。

63,087

西蒲 重要文化財種月寺本堂保存修理事業
国指定重要文化財であり，本県を代表する曹洞宗の名刹として知られる
種月寺本堂の，軒まわりの破損，鉄板葺きの屋根の老朽化に伴う修復を
行い，屋根は原形復元を目指し茅葺きに復旧。

17,144

西蒲 歴史民俗資料館新築事業
岩室地区の歴史資料を展示し，学術研究，教育活動及び文化活動に寄与
する岩室民俗史料館を改修。

38,018

西蒲 澤将監の館改修事業
平成6年に復元された歴史的建造物「澤将監の館」の改修。（表門屋根
差し茅工事・母屋外壁塗装工事）

9,965

西蒲 巻文化会館舞台設備改修事業
巻文化会館舞台設備を整備。
（文化会館舞台音響設備改修工事・文化会館舞台照明設備改修工事）

193,476

多様な交流ができるまち

文化

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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自然と共生できるまち
環境保全/公園・緑地・緑化

環境保全

全市 一般環境大気測定所整備事業
市内の大気汚染状況を把握するため，未整備の４区に測定局を設置し，
市内全区に常時監視網を整備。

29,923

北 福島潟菱風荘拡張事業
福島潟の利便施設として環境教育の場としても利用されている宿泊施設
に，近年の利用者増加に対応するため，宿泊棟や蔵づくりの多目的体験
棟，風呂場を増設。

260,378

秋葉 里山保全活用事業
にいつ丘陵の，良好な自然環境を保全するとともに，利活用を図るため
に，里山再生整備 ・拠点施設整備・体験施設整備 ・既存公園等を整
備。

1,082,489

北 緑化推進事業
緑豊かな潤いのあるまちづくりを推進するため，公共施設の緑化を図っ
た。

16,055

北 街区公園整備事業

大規模開発，土地区画整理事業によって生み出された街区公園（７か
所）の整備。
・美里第２公園・豊栄インター南第１号公園
・豊栄インター南第２号公園・豊栄インター南第３号公園
・笹山東第１号公園・笹山東第２号公園・笹山東第３号公園

231,872

北 公園改修事業

公園に対する市民の新たなニーズに応え，公園利用率を高めるため，既
存公園施設を改修。
また，耐用年数を超えた施設の改修を行い，公園の安全性を高める。

・既存公園改修工事（10か所）

173,512

北 小規模公園緑地整備事業

小規模な公園緑地(特にミニ開発により生み出された緑地)の整備。

・尾山第２公園　・法花鳥屋公園　・見国山第２公園
・法花鳥屋第３公園　・木崎柳原第３公園　・その他公園

22,336

江南 阿賀野川フラワーライン整備事業

阿賀野川の広大な河川敷を活用した横越地区特産のチューリップ等，四
季折々の草花や水辺を楽しむことのできる施設（公園・遊歩道等）を河
川区域内に設置し，憩い空間を整備。
・公園，サイクリングロード整備　面積：約16.8 　サイクリング
ロード：Ｌ＝5㎞，Ｗ＝3.0ｍ

868,429

江南 地区公園整備事業

地区の住民が憩える公園を設置。

・名称：よこごし公園（横越中央公園）
・面積：4.9

2,075,579

江南 小阿賀野川河川公園整備事業

小阿賀野川の河川敷を利用した水と緑の河川公園を整備。また，堤防上
をサイクリングロードとして整備し，要所に駐輪場，休憩施設，ポケッ
トパークなど四季折々の自然を楽しめる施設を整備。
・展望デッキ・サイクリング遊歩道・サイン・沿道修景・サイクルス
ポット・インフォメーションスポット

384,525

公園・緑地・緑化

自然と共生できるまち

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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自然と共生できるまち
公園・緑地・緑化

秋葉 阿賀野川水辺プラザ整備事業
阿賀野川における親水利用向上を目的に，親水活動の拠点として広場を
整備し，併せて多目的利用施設を整備。

3,833

秋葉 秋葉公園整備事業
秋葉公園は，総合公園として整備してきており，市街地に近接する貴重
な都市公園として，用地取得を行い，園路・蛍水路の整備や公園遊具を
更新。

291,451

秋葉 さつき山公園再生事業
花と遺跡とふるさと公園に近接している「さつき山公園」の，用地取
得，園路整備，さつきツツジ移植・補植，潅水施設整備，東屋・休憩施
設を整備。

36,118

秋葉 公園整備事業（大沢森林公園ほか）
地域住民の健康増進やうるおいと安らぎを与える緑地空間として大沢森
林公園，松ヶ丘公園を整備。

5,724

南 大通黄金１号公園整備事業
白根第一土地区画整理事業に伴い公共減歩として拠出された用地を公園
として整備。
・公園面積：１４，３２８㎡

211,914

南 既存公園等整備事業

老朽が進む公園遊具の入れ替えと併せて不足箇所の新設を実施。
・総合公園　１箇所
・街区公園　６箇所
・遊園緑地　１０箇所

51,536

南
臼井大郷信濃川フルーツフラワーの里
公園整備事業
（親水フラワーパーク整備事業）

市民が川と親しむ場を提供するため，信濃川下流水防演習が実施された
河川敷を跡地利用し，都市緑地として，臼井大郷信濃川フルーツフラ
ワーの里公園を整備。
・公園面積：３４，６５６㎡

388,037

南 三川合流部河川公園整備事業
市民に水辺と親しむ場や，憩いの場を提供するため，三川合流部の既存
整備区間と一体的に公園として整備。
・公園面積：１０，１７３

72,681

南 公園トイレ設置事業
下水道整備に伴い，村内１0箇所にある公園トイレを水洗化し，環境に
合わせた整備を実施。
・公園トイレ水洗化：１０箇所

11,687

南 やすらぎの森公園整備事業
地域住民の余暇や健康維持増進，交流の拠点として，多目的で自然環境
あふれる公園を整備。
・公園面積：２６，８２６㎡

591,678

西蒲 岩室ゆのさと公園整備事業
岩室温泉地区の観光施設として，宿泊客，観光客，地元民のいこいの場
となる公園を整備。

148,422

西蒲 丸小山公園整備事業
岩室温泉地区の観光施設として，宿泊客，観光客，地元民のいこいの場
となる自然を活かした公園を整備。（既存公園の再整備）

48,944

自然と共生できるまち

公園・緑地・緑化

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

17



自然と共生できるまち
公園・緑地・緑化/廃棄物処理・資源リサイクル

西蒲 升潟団地公園整備事業
公園整備率の向上及び住宅団地内の環境整備のため，升潟地内に公園を
整備。

108,308

西蒲 水辺環境整備事業
地域住民が心和む憩いの場所として，中之口川左岸堤防のサイクリング
ロードに新潟電鉄跡地を盛土し，桜などの植栽及び休憩施設を整備。

17,765

西蒲 大通川公園整備事業 旧巻町東部を流れる大通川河川背後地を公園として整備。 231,879

西蒲 巻バイパス周辺植栽事業
国道116号巻バイパスの周辺は集落や学校が近接してあることから，
環境及び景観の向上を図るため，周辺一体に植栽等を整備。

8,379

江南 最終処分場建設事業（亀田）
現有埋立地の平成17年度末の満了に伴い，平成18年度埋立を開始する
新埋立地を建設。

463,094

西蒲
し尿処理施設大規模改造事業(巻負担
分）

施設の老朽化と廃棄物量の減少により，施設の効率的な運営を目的に，
巻地域及び白根地域の廃棄物を合わせて処理を行うため，既存のし尿処
理施設大規模改造工事を実施。

1,151,165

西蒲
最終処分場飛灰貯留施設整備事業（巻
負担分）

既存の最終処分場の延命化を目的に，埋め立てたごみを掘り起こした跡
に減容処理後の飛灰を埋め立てるための，飛灰貯留施設を整備。

61,878

廃棄物処理・資源リサイクル

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

自然と共生できるまち

公園・緑地・緑化

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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自然と共生できるまち
防災・消防・防犯

全市 防災気象情報システム整備事業

防災気象情報システムは，旧新潟市内の１５箇所に測定局を配置したも
ので，雨量，風向，風速の気象情報を，インターネット経由でいち早く
把握・配信することができるシステム。合併に伴い，近隣１３市町村に
新たに測定局を配置するとともに，既設測定局についても配置の見直し
を行い，合わせて２２箇所に測定局を増設。

12,867

全市
防災行政無線整備事業（地域系・同報
系）

防災行政無線整備事業（地域系）として，防災行政無線設置の基準によ
り，合併市町村の避難所等に防災無線を設置。（半固定局１４９，車載
局４８）
また，防災行政無線整備事業（同報系）の津波対策用として，岩室地区
に屋外子局を５局，簡易中継局を１局，また，中ノ口川洪水対策として
屋外子局を３８局（白根地区２８局，黒埼地区８局）を増設。

399,927

全市 高機能消防指令センター総合整備事業
合併後の広域化した新市域に対応するとともに，更なる安心・安全の確
保と均一な市民サービスを可能とするため，高機能消防指令センター施
設の整備及び指令課棟改修工事，無線鉄塔建設工事を実施。

2,349,915

北 消防庁舎移転新築事業

阿賀北地域の消防防災の拠点的施設整備として，新潟市北消防署の移転
新築。
　・建物　鉄筋コンクリート造2階（車庫，事務所，仮眠室，講堂等）
　・延べ面積　2067.９４㎡
　・用地　北区葛塚字正尺地内（7,807.48㎡）

1,195,384

北 防火井戸整備事業
消防力の強化を図るため，老巧化の激しいタンク式防火井戸の更新とし
て，水道配管が１５０mm以下及び水道配管の無い場所に年間３から４
基ごと整備。

13,407

北
高規格救急自動車・救急資器材更新事
業

増大する救急需要に対応するため，高規格救急自動車及び救急資機材を
計３台更新整備。

96,830

北 消火栓整備事業
消防力の強化を図るため，老朽化の激しいタンク式防火井戸や，揚水量
不足の真空式防火井戸の更新として水道配管が１５０mm以上の場所に
地下式消火栓を年間３から５基ごと整備。

44,951

北 消防団車両整備事業
災害発生時，万全な消防活動体制を図るとともに，地域防災に寄与し，
地元消防団の活性化及び消防力の強化を図るため，消防団に小型動力ポ
ンプ付積載車を配備。

27,239

北 耐震性貯水槽整備事業
大規模災害時における，水道施設破損に伴う消火用水の確保を行うた
め，耐震性貯水槽（40ｔ級）を１基設置。

11,254

江南 法憧寺排水路整備事業

小杉地区の幹線排水路である法憧寺排水路の断面不足による，集中豪雨
時の湛水を解消するため，排水路工事を実施。
・開渠　排水フリュームＨ８００×Ｂ６００　Ｌ＝３０．２ｍ
・暗渠　Φ７００ｍｍ　Ｌ＝７１．８ｍ
　　　　Φ５００ｍｍ　Ｌ＝３４６．４ｍ

67,139

江南
沢海大堀排水路及び小杉排水路底打ち
事業

幹線排水路である大堀排水路，小杉排水路を底打ちし土砂の堆積を防
ぎ，溢水を防止。
・沢海大堀排水路　Ｌ＝１，０５０ｍ
・小杉排水路　Ｌ＝１，３００ｍ

36,143

自然と共生できるまち

防災・消防・防犯

H26年度ま
での決算額
（千円）

事業概要事業名区
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自然と共生できるまち
防災・消防・防犯

自然と共生できるまち

防災・消防・防犯

H26年度ま
での決算額
（千円）

事業概要事業名区

江南 消防施設整備事業
住民の生命と財産を守るため，消防団に配備してある小型動力ポンプ付
積載車１０台の更新整備及び消火栓１７基を整備。

55,324

江南 消防庁舎建設事業

消防防災拠点を担うため，江南区役所（旧役場庁舎）に隣接する場所
（現：消防訓練塔）に新消防庁舎（江南消防署庁舎）を移転新築。
・建物　　鉄筋コンクリート造２階　一部鉄骨平屋建て
・延べ面積　　１９５５．５４㎡

794,029

江南 防火水槽整備事業
震災時における水道施設の破損に伴う消防水利不足を補うため，防火水
槽（４０ｔ級）を３基を設置。
　　・４０ｔ級　二次製品を使用

31,052

江南 救助資機材等総合整備事業 導入後１５年を経過した救助工作車Ⅱ型及び救助資機材を更新整備。 62,802

江南 救急自動車整備事業 導入後１０年を目途に救急自動車（２Ｂ型）を更新整備。 30,183

江南 救急業務高度化資機材緊急整備事業
救急救命士が重度傷病者等に対し救急救命処置を行う等，救急業務の高
度化を促進するため，高規格救急自動車，高度救命用資機材及び救急自
動車(2B型)を高規格救急自動車に更新。

69,304

江南 小型動力ポンプ積載車整備事業
本町消防団に配備してある小型動力ポンプ積載車１３台を経過年数１５
年を目途に更新整備。

33,684

江南 小型動力ポンプ整備事業
消防団に配備してある小型動力ポンプ１３台を，経過年数１５年を目途
に更新整備。

15,111

江南 資機材搬送車等整備事業 広報車２台，資機材搬送車１台を更新整備 4,921

秋葉 東出張所　移転新築事業

旧東新津地区及び高速自動車道に対応した防災拠点として，磐越高速道
新津インターチェンジ付近に出張所を建設。老朽化が進み，改善が必要
であった秋葉消防署善道出張所（旧新津消防署善道分遣所）を移転。
・建物　鉄筋コンクリート造り平屋建て　４０２．４㎡
・用地　秋葉区北上３丁目地内市有地

162,653

秋葉 排水路整備事業
下水道事業化が見込まれない地域や区域外の地区について，水害解消対
策として年次的に排水路整備を実施。

232,329

秋葉 消防防災設備整備事業
救急車１台，消防ポンプ車１台，化学車１台，指揮車１台，広報車１台
を更新整備

206,985
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自然と共生できるまち
防災・消防・防犯

自然と共生できるまち

防災・消防・防犯

H26年度ま
での決算額
（千円）

事業概要事業名区

秋葉 消防水利施設整備事業
消防防災施設の強化を図り，地域住民の生命，身体，財産を保全するた
め，消火栓，防火水槽を整備。

141,920

秋葉 消防団活性化総合整備事業
広域化計画に伴い可搬消防ポンプ積載自動車運用以外の消防分団部の効
率化を図るため，軽自動車（ダブルキャビンタイプ）及び積載する可搬
消防ポンプの整備，又はそれら整備に伴う器具置場を改築。

150,833

秋葉 防災行政用電源改良事業
小須戸出張所(当時小須戸支所）に，災害などの非常時に対応するた
め，防災行政用電源設備を設置。

7,978

秋葉 水田幹線西通線脇排水路改良事業 水田幹線西通線脇排水路改良。 1,449

秋葉 消防施設整備事業 住民の生命と財産を守るため，小型動力ポンプ付積載車１２台を整備。 41,818

南 庄瀬堤外地排水施設整備事業
床下浸水等の湛水を解消するため，旧庄瀬中学校を中心とする周辺地区
の排水施設の設置と雨水を一時貯留する調整池を設置し，生活環境を整
備。

203,173

南 防火水槽設置事業
災害等緊急時における消防水利を確保するため，消防水利の不足してい
る地域に，地震災害を鑑み，水槽本体が耐震構造である既製品を使用し
た防火水槽３３基を設置。

287,371

南 耐震性貯水槽設置事業
大規模災害発生時における，水道施設の破損に伴う消火用水の確保を目
的として耐震性貯水槽（40ｔ級）１基設置。

7,511

南 消火栓設置事業
火災等の災害時に備えるため，消防水利計画により消防水利の不足して
いる地域に，年次的に消火栓を設置。

25,629

南 小須戸分署移転新築事業
秋葉消防署小須戸出張所（旧白根地域消防署小須戸分署）は土地が狭隘
であり，老朽化が進んでいるため，隣接する市有地を出張所の敷地とし
て確保，敷地面積を1938.94㎡とし，建物を移転新築。

151,422

南 味方１４号排水路等改良事業 集落内基幹排水路等の改修整備。 314,750

南 地上式消火栓設置給水事業 消火活動の迅速化を図るため，消火栓１０基を整備。 8,538
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自然と共生できるまち

防災・消防・防犯

H26年度ま
での決算額
（千円）

事業概要事業名区

南 地下式防火水槽設置事業 消火活動の迅速化を図るため，４０ｔ級防火水槽４基を整備。 32,405

南 小型動力ポンプ付積載車等更新事業
・緊急時，住民生活に支障がないよう，老朽化している小型ポンプ付積
載車６台を更新。
・老朽化した消防ポンプ自動車を小型動力ポンプ付積載車に更新。

27,619

南 防災行政無線更新事業

平成１１・１２年度設置の月潟地区の同報系防災行政無線の更新を平成
２５年度に実施。
・同報系防災無線施設の更新　一式
・戸別受信設備の更新　　　　　 一式
・戸別受信機の更新　　　　1,150台

98,459

南 宅地排水路改良事業
宅地内の雨水，家庭雑排水等が流入する排水路の停滞の解消を図るた
め，排水路工事を実施。

89,851

南 消防積載車更新事業 消防力の整備を図るため，小型動力ポンプ付積載車を更新。 27,915

南 中之口分署移転新築事業

西蒲消防署中之口出張所（旧白根地域消防署中之口分署）の，建物老朽
化のため新築。
・建物　鉄筋コンクリート造２階建
・延べ面積　約３５５㎡（車庫・事務室・個室仮眠室・研修室等）

164,629

西蒲 中之口分署移転新築事業
移転新築に伴う土地１，５００㎡取得の予定であったが，移転を取り止
め現在地での建替えとする。
西蒲消防署中之口出張所（旧白根地域消防署中之口分署）

0

西蒲 岩室温泉内排水路整備事業
岩室温泉地内の排水不良箇所の解消による生活環境の改善を図るため，
排水路を整備。

11,075

西蒲 小型動力ポンプ整備事業 消防団に配備の小型動力ポンプを経過年数順に更新整備。 5,928

西蒲 地下式防火水槽設置事業 消火活動の迅速化を図るため，４０ｔ級防火水槽を整備。 29,679

西蒲 浸水対策事業
吸出しによる宅地の陥没や通水不良による浸水被害を解消するため，排
水路を改修整備。

39,300

西蒲 消火栓整備事業 消火活動の迅速化を図るため，消火栓37基を整備。 20,063
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西蒲 消防車両整備事業
水槽付消防ポンプ自動車１台，救急車１台，消防ポンプ自動車１台を更
新整備。

64,029

西蒲 消防施設整備事業
住民の生命と財産を守るため，消防団に配備してある小型動力ポンプ８
台及び積載車２６台を更新。

68,253

西蒲 大型防火水槽設置事業
防火水槽の計画的整備を進め，防災能力の向上を図るため，防火水槽の
不足地域に対して，防火水槽（４０ｔ級）１９基を整備。

152,474

西蒲 消防車両整備事業 救急車１台及び消防ポンプ自動車１台を更新整備。 64,071

西蒲 同報系行政防災無線設備更新事業
洪水等災害時に地域住民への有効な情報伝達手段となる西蒲区中之口地
区の同報系防災行政無線を，アナログ方式からデジタル方式に変更して
整備。

142,683

西蒲 貯水槽整備事業
大規模災害時における，水道施設破損に伴う消火用水の確保をするた
め,耐震性貯水槽（40ｔ級）を設置。

7,929

西蒲 消防ポンプ積載車更新事業
火災時の対応力を維持するため，小型消防ポンプ積載車１０台を導入か
ら２０年（ポンプについては１５年）を経過したものから更新。

39,504

西蒲 防災行政無線整備事業（同報系）
地震や津波に関する緊急情報を，市民に迅速・確実に情報伝達するた
め，巻地区の海岸部に屋外子局を増設するとともに，電波不達地域対策
として，再送信子局（簡易中継設備）を設置。

42,597

西蒲 高機能消防指令センター総合整備事業
迅速・確実な出動態勢を確保し，市民サービスの均一化と安全確保に努
めるため，新市域をカバーできる高機能消防指令センター施設（端末装
置，無線設備等）を整備。

36,263

西蒲 防火水槽等整備事業
火災など災害に備えるため，消防水利の不足している地域に消火栓等を
設置。

84,379

西蒲 小型動力ポンプ積載車整備事業
機動力の高い消防団を目指すため，小型動力ポンプ積載車の新規及び更
新導入。

34,034

西蒲 小型動力ポンプ整備事業
導入後１７年～２６年経過する小型動力ポンプの更新。
（小型動力ポンプＢ３級，３０馬力以上で更新台数は９年間で２９台）

39,458
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西蒲 巻消防署外壁等大規模改修事業
西蒲消防署(旧巻消防署）の，外壁等の破損や電気設備（非常電源設
備）の老朽化に対応するため，改修を実施。また，空調設備全部を改
修。

121,350

西蒲 消防ポンプ自動車整備事業 消防ポンプ自動車１台を更新整備。 29,820

西蒲 消防運搬車整備事業 運搬車１台を更新整備。 3,929

西蒲 消防救助工作車整備事業 救助工作車１台を更新整備。 62,697

西蒲 消防高規格救急自動車整備事業 救急車２台を更新整備。 65,618

西蒲 消防水槽付ポンプ自動車整備事業 水槽付消防ポンプ自動車１台を更新整備。 32,253

西蒲 消防梯子付ポンプ自動車整備事業 はしご付消防ポンプ自動車１台を更新整備。 74,792
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ゆとりと潤いのあるまち
福祉

福祉

北 豊栄児童センター新設事業

児童の健全育成を図るため，市街地中央に児童厚生施設を設置。
・建物：鉄骨造平屋建519.15㎡
・体育遊戯室，図書と映像の部屋，創造の部屋，集会室，ボランティア
室，事務室

150,344

北 若葉保育園改修事業

老朽化した施設の維持管理のため，屋根，外壁を改修。また，0歳児の
保育環境の改善を図るため，未満児室を改修。
・建物：鉄骨造り582.36㎡
・定員：60名

14,753

北 早通エンゼルクラブ改築事業

早通南小学校大規模改造に伴い，ひまわりクラブとして使用している3
教室を少人数学級指導用の普通教室として改装し，学校敷地内に「ひま
わりクラブ」施設を移転新築。（名称「早通南ひまわりクラブ」）
・70人規模（165㎡）を2棟建設

46,000

北 早通保育園改築事業
施設の老朽化を解消し，児童の安全確保及び良好な保育環境の提供を図
るため，当該保育園を改築。
・建物：重量鉄骨造　約950.57㎡

276,586

北 私立保育園移転新築工事補助金

私立保育園の老朽化に伴う建設費を補助。
【青い鳥保育園】
・土地：約5,930.5㎡  ・建物：鉄骨一部2階建1,186.46㎡
・定員：150名
【つくし保育園】
・土地　約3,000㎡（自己所有2,095㎡　市の無償貸付905㎡）
・建物　木造平屋建　　1,010．35㎡
・定員　120名

329,828

江南 学童保育所建設事業
横越ひまわりクラブへの加入児童の急増による施設の狭隘化解消を図る
ため，学校敷地内に単独施設を増設。

27,937

江南 中央保育園増改築事業
入所児童の増加，多様な保育ニーズが見込まれることから，定員拡大や
一時預かり機能の充実強化を図るとともに，子育て支援センターを併設
した横越中央保育園を旧横越地区公民館跡地に移転新築。

472,175

江南 グループホーム建設事業

超高齢社会に対応するため，グループホーム整備を実施。
○平成２３年度に当該用地を再買い取りするとともに，グループホーム
の整備を行う事業者を公募。
○整備事業者に選定された法人に対し当該用地を売却。

92,970

江南 亀田東児童館建設事業
大規模宅地開発による児童数急増に伴う亀田東児童クラブの狭隘化・老
朽化の解消並びに子どもたちの健全育成の環境づくりのため，用地取得
により敷地面積を拡大し，放課後児童クラブ併設の小型児童館を新築。

240,524

江南
母子生活支援施設（さつき荘）大規模
改修事業

老朽化したさつき荘の環境改善を図るため，外壁，内装，設備等の改修
工事を実施。

66,194

江南 保育園大規模改修事業
老朽化した保育園（亀田第二保育園，亀田第三保育園，亀田第五保育
園）の保育環境の改善や機能強化を図るため，改修工事を実施。

319,834

秋葉 総合福祉会館新築事業

世代や障がいの有無をこえた秋葉区全体の福祉向上を図る拠点として，
老人福祉センターと本町２番館機能を統合した新津地域交流センターを
建設。（建設事業費は，「新津まちづくり総合支援事業」の地域交流施
設分と合築）

0

ゆとりと潤いのあるまち

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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ゆとりと潤いのあるまち

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

秋葉 新関保育園改築事業
新関保育園の老朽化に伴い，民間運営に移行し，平成19年におひさま
保育園として新築。

132,976

秋葉 駅周辺保育園新築事業
第１保育所，第２保育所を廃止し，利便性の高い新津駅前ににいつ愛慈
保育園を設置。

838,819

秋葉 小須戸保育園用地取得事業
駐車場及び将来の増改築に対応するための用地取得を合併前に終了した
ため，駐車場と植栽工事を実施。

9,998

秋葉 矢代田保育園移転新築事業 矢代田保育園の老朽化に伴う移転新築。 341,274

南 児童センター建設事業
・白根児童センター新築
・白根北児童館新築
・白根南児童館整備（旧茨曽根保育園を改修，改造）

951,733

南 南部地域保育所建設事業
市立庄瀬保育園と茨曽根保育園を閉園し,社会福祉法人等による民設民
営の方式で，定員１２０名の認可保育園（白根そよ風保育園）を新設。

360,260

南 味方小型児童館建設事業 ・味方児童館新築 65,438

南 味方老人福祉センター建設事業
高齢者の健康増進，教養の向上，レクリエーション等の便宜を図り，人
と人との交流の場を提供する老人福祉センターいこいの家楽友荘を整
備。

345,745

西蒲 地域児童館整備事業
ひまわりクラブを併設した児童館を整備予定であったが，ひまわりクラ
ブは和納小学校舎内に移設し，耐震改修を行った和納第二保育園を活用
し単独施設の「岩室地域児童館」を整備。

98,953

西蒲 広域コミュニテイ施設整備事業 老朽化した「静閑荘」を全面的に改築。 269,791

西蒲 和納保育園移転新築事業 和納保育園･和納第二保育園を統合し，移転新築。 464,657

西蒲 障害者デイサービスセンター整備事業
障害者デイサービスセンター及び知的障害者授産施設麦っ子ワークスの
分場について，既存の旧南保育園の建物を活用し整備。生活介護・就労
継続支援B型施設「すずまり」として運営中。

67,998

西蒲 すわ保育園改築事業 保育園の老朽化の解消のため，園舎を現在地で改築。 328,753
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北 さわやかセンター大規模改修事業

健診や相談事業の受診者が増加したため，狭隘になったことから，増築
及び間取りの変更を含めた大改修を行うことで，子育てサロンやホール
の機能を持たせ，地域保健センター及び老人福祉センターの充実を図り
機能を強化。

379,412

江南 保健福祉総合センター建設事業
地域福祉推進，市民交流・活動，ボランティア活動の拠点として，江南
区福祉センターを整備。

1,205,398

秋葉 斎場建設事業 老朽化に伴い施設の改修と火葬炉設備の更新を実施。 483,841

南 保健福祉センター整備事業
「健康づくり・生きがいづくりの拠点」「市民交流の拠点」「ボラン
ティア活動の拠点」として整備。

1,170,386

南 火葬場更新事業

現有施設の老朽化を解消するため，火葬場を建設し，人生終焉の場にふ
さわしい尊厳の確保及び住民サービスの向上を図る。
・用地　　9,215.22㎡
・建物　　鉄筋コンクリート造２階建て
　延床面積：１階 1,429.42㎡　２階 377.42㎡　合計 1,806.84㎡

975,465

北 木崎中学校屋内体育館改築事業
老朽化した屋内体育館の改築，武道場の新設。
・屋内体育館，武道場，昇降口等，グラウンド・外構整備

509,070

北 特別教室冷房設備整備事業 小・中学校のコンピューター教室，保健室，校長室に冷房設備を整備。 47,010

北 子ども相談センター建設事業
旧子ども相談センターの老朽化に対応するため，改築して北区教育相談
室として設置。

79,681

北 早通中学校調理場改装事業

下記の早通共同調理場の建設により，早通南小学校とあわせて受配校に
転換する改装工事を行う予定であったが，両校とも自校式とすることと
なったため，老朽化が進んでいる早通南小学校の給食棟の改造工事を実
施。

0

北 早通共同調理場建設事業

早通共同調理場は，早通南小学校と早通中学校を受配校として建設する
予定であったが，計画の見直しにより，両校とも自校式とすることとな
り，下記「小学校大規模改造事業」で早通南小学校の給食棟の改造工事
を実施。

0

北 小学校大規模改造事業

【早通南小】
老朽化した校舎の大規模改造事業（耐震補強を含む）
【葛塚東小】
老朽化した校舎の大規模改造事業（耐震補強を含む）

1,505,449

北 小中学校暖房機整備事業

①灯油ＦＦ暖房機取替
　小学校６校(２１４台),  中学校２校(１０１台）
②ガスＦＦ暖房機取替
　小学校３校(３０７台),  中学校２校(１４１台)

97,181

学校教育

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

ゆとりと潤いのあるまち

保健衛生・医療

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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北 小中学校プール環境整備事業

・小学校
　ろ過機の入換え　９校
　プール本体の塗装工事　６校
・中学校
　ろ過機の入換え　３校
　プール本体の塗装工事　３校

70,595

北 小中学校校地施設整備事業

砂利敷きとなっている校地部分について，教室・給食施設への砂埃飛散
等の防止，防災上の待避所としての利用等を踏まえアスファルト舗装を
施工。
・小学校　　　  9,600㎡
・中学校　　　　5,400㎡

47,974

北 小中学校屋上防水改修事業
老朽化した校舎の防水補修。
・小学校５校 (大規模改造計画校を除く)
・中学校３校

152,637

江南 横越小学校給食室改築事業

施設の老朽度も高く，校舎の全面改築まで期間があることから，増築を
行って不足する設備（検収室，調理員用便所等）を建設し，より衛生的
な調理環境を整備。

・増築後の面積233㎡

131,103

江南 横越中学校用地取得事業
横越中学校用地の私有地の購入。
 個人所有地　６人分　　２，７５５㎡

46,850

江南 亀田学校給食施設改築事業
より衛生管理が行き届いた最新の施設から給食を提供するため，老朽化
が進んでいる施設を改築。

729,132

江南 亀田小学校プール改築事業
老朽化したﾌﾟｰﾙの改築事業。
・水面積　　２５ｍ×１1.5ｍ　　（ＦＲＰ製　6コース)
ﾌﾟｰﾙ付属室の設置。

96,694

江南
亀田西小学校校舎・体育館大規模改造
事業

校舎の大規模改造事業。 506,483

江南 亀田中学校校舎・体育館改築事業
老朽化した校舎の一部改築及び屋内体育館・武道場の改築事業，ランチ
ルーム建築事業。
・校舎，屋内体育館，武道場，ランチルーム

1,352,091

江南 適応指導教室移転建設事業
適応指導教室が老朽化が進み手狭であったため，亀田駅東に新築し，江
南区教育相談室として設置。

217,292

秋葉 新津第三小学校校舎棟大規模改造事業 老朽化した校舎の大規模な改修事業。(耐震補強を含む) 325,281

秋葉 結小学校北校舎大規模改造事業 老朽化した校舎の大規模な改修事業。(耐震補強を含む) 264,285

ゆとりと潤いのあるまち

学校教育

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

秋葉 結・市之瀬小学校再編改築事業

結小学校と旧市之瀬小学校の通学区域再編に伴う移転改築（建て替え）
事業。現在の荻川小学校。
・校舎，屋内体育館，プール，グラウンド整備

2,807,817

秋葉 新学校給食共同調理場建設事業
施設，設備の老朽化が著しい西部地区，金津地区の２共同調理場と新津
第一小，新津第二小の２単独校調理場を統合し，建設地を別に確保した
上で，新しい共同調理場を建設。

943,581

秋葉 中学校校舎・屋体改築事業

【新津第一中】
老朽化した校舎の一部及び屋内体育館の改築事業
【新津第二中】
老朽化した校舎の一部(普通教室棟)及び屋内体育館の改築事業

2,793,428

秋葉 中学校校舎大規模改造事業

【新津第一中】
老朽化した校舎の大規模改造事業(耐震補強を含む)
【新津第二中】
老朽化した校舎の大規模改造事業(耐震補強を含む)

450,934

秋葉 幼稚園園舎大規模改造事業

【第一幼稚園】
老朽化した園舎の大規模改造事業(耐震補強を含む)
【第三幼稚園】
老朽化した園舎の大規模改造事業(耐震補強を含む)

180,765

秋葉 小須戸中学校大規模改築事業
老朽化した校舎の一部(普通教室棟)の改築事業。
・校舎，プール改修，グラウンド等整備

986,654

南
白根第一中学校校舎体育館大規模改造
事業

校舎の大規模改造事業。（耐震補強含む） 641,804

南 根岸小学校危険改築事業 老朽化した校舎一部及び屋内体育館の改築事業 。 802,614

南
新飯田小学校校舎増築・体育館改修事
業

校舎の増築及び屋内体育館の改修事業。 205,324

南 白根北中学校グラウンド整備事業
グラウンド面の不陸整正等の整備事業。
・不陸整正(砕石路盤築造)，ポイントマーカー，側溝整備，散水栓設備

51,851

南 白根学校給食センター改築事業

より衛生管理が行き届いた最新の施設から給食を提供するため，大鷲学
校給食センターの受配校に白根小・白根第一中を加え，完全ドライ化施
設として改修。また，大鷲学校給食センターを白根学校給食センターに
名称を変更。

696,957

南 公用車（スクールバス）整備事業
1台入れ替え実施（小林小学校分）。
平成25年8月23日から7年契約で賃貸借(リース）契約。

1,847
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南 小学校グラウンド整備事業
【大鷲小】【臼井小】【白根小】
グラウンド面の不陸整正等の整備事業。
・不陸整正，ポイントマーカー，側溝整備，散水栓設備

108,415

南 学校設備整備事業 小学校　図書室の冷暖房エアコンを整備。 4,138

南 学校情報教育施設整備事業

普通教室２室を視聴覚室に改修する。
・床面積　１４０，０２㎡
間仕切撤去及び補強並びに内装工事。
・スクリーン等備品１式
・電気工事１式

8,657

南 月潟小学校改築事業 学校老朽化に伴う改築事業。 1,217,642

南 月潟学校給食共同調理場改築事業
より衛生管理が行き届いた最新の施設から給食を提供するため，白根地
区の一部の学校の給食を調理できる規模で改築。

291,680

南
償還金（教職員住宅譲渡代金等・公有
財産購入事業）

教員住宅建設に係る公立学校共済組合への譲渡代金。
支払い終了後，市の財産となる。
　・平成24年6月，譲渡代金の支払い終了
　・平成24年6月，市に所有権を移転

67,263

西蒲 岩室小学校プール改築事業

老朽化したﾌﾟｰﾙの改築事業。
・水面積　　287㎡　　25ｍ×11.5ｍ
(水位調整型　ＦＲＰ製　6コース)
プール付属室の設置。

101,012

西蒲 岩室中学校グラウンド改修事業
土質等の関係から土砂の飛散等が激しく，周辺住民から苦情が寄せら
れ，体育授業やクラブ活動の際にも支障をきたしているため，全面改修
を実施。

11,183

西蒲 小学校大規模改築事業

【升潟小】
老朽化した校舎（一部除く）の大規模改造事業（耐震補強を含む）及び
屋内体育館の改築事業。
【鎧郷小】
老朽化した校舎の大規模改造事業。（耐震補強を含む）

685,218

西蒲 養護学校建設事業
平成20年度設計，平成21年度に，旧県立巻工業高校の既存校舎の改修
及び増築を行い，平成２２年４月に「新潟市立西特別支援学校」として
設置・開校。南区・西区・西蒲区を通学区域とする。

1,440,296

西蒲 潟東村統合小学校新築事業

統合を視野に入れた学校適正規模の確保について調査。潟東東小学校，
潟東西小学校，潟東南小学校の3校を統合して，平成28年4月に新設校
「潟東小学校」を開校する。開校時は潟東南小学校の校舎を利用し，平
成33年4月を目途に潟東中学校に併設して統合小学校を新築する。

0

西蒲 潟東中学校改築事業
改築事業。
・理科室と音楽室を合築，屋内体育館，プール

688,349
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ゆとりと潤いのあるまち
学校教育

ゆとりと潤いのあるまち

学校教育

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

西蒲 中之口幼稚園改修事業 園舎外壁改修工事，屋上防水工事。 33,765

西蒲 小学校改修事業
【中之口東小】【中之口西小】
校舎防水工事等の改修工事。

45,877

西蒲 学校給食共同調理場建設事業
より衛生管理が行き届いた最新の施設から給食を提供するため，老朽化
が進んでいる施設を改築。

965,060

西蒲 巻北小学校大規模改造事業 老朽化した校舎の大規模改造事業。（耐震補強含む） 496,975

西蒲 巻北小学校プール改築事業 老朽化したプールの改築事業。 111,879
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ゆとりと潤いのあるまち
社会教育（生涯学習）

全市 中央図書館整備事業

各図書館の資料データ，検索・予約システム，配送システムなどを有
機的に結びつける中枢機能や，市立図書館全体の統轄機能を持つ施設
を建設。
・平成１９年１０月１日開館
・延べ床面積　９，１３２㎡
・蔵書能力最大　　８０万冊
・座席数　７３０席

4,846,851

江南 生涯学習センター整備事業
老朽化した横越地区公民館を，図書室機能を併せ持つ公民館として移
転新築し，だれでも，いつでも容易に学習活動ができる環境を整備。

589,590

秋葉 新津地区図書館改築事業

多様化する利用者ニーズに対応するため，秋葉区の核となる中心図書
館を建設し，地区サービス体制を整備。
・平成２６年７月２１日開館
・延べ床面積　２，２９２㎡
・蔵書能力最大　１３万冊
・座席数　１７０席

1,139,790

南 味方公民館外壁塗装事業
老朽化した味方村公民館本館（現・味方地区公民館）の外壁を吹付塗
装し，維持管理を実施。

7,006

西蒲 公民館改修事業
中之口地区公民館の老朽化したボイラーを，灯油からガスヒートポン
プ機器に変更して改修。

40,457

西蒲 図書館建設事業

多様化する利用者ニーズに対応するため，資料や施設の充実を図り，
機能を高めた巻図書館を整備。
・平成２３年９月１日開館
・延べ床面積　９２９㎡
・蔵書能力最大　　５万冊
・座席数　１００席

521,329

西蒲 公民館建設事業
地域の連帯感を高め，住みよい地域づくりの推進に資するため，コ
ミュニティ活動の中心的施設として松野尾地域コミュニティセンター
及び角田地区コミュニティセンターを整備。

478,491

ゆとりと潤いのあるまち

社会教育（生涯学習）

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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ゆとりと潤いのあるまち
社会教育（スポーツ・レクリエーション）

北 総合体育館制御システム更新事業
既存設備の経年による生産中止，部品供給終了等に対応するため，自
動制御機器中央監視システムを更新。

16,289

江南 屋内多目的運動場整備事業
亀田総合運動公園内に砂入り人工芝で冬季期間も利用可能な屋内多目
的運動場（フットサルコート1面又はテニスコート2面）及び武道場
（柔道場2面，剣道場2面）を合築により整備。

732,633

江南 武道場建設事業
亀田総合運動公園内に武道場（柔道場2面，剣道場2面）及び屋内多目
的運動場（フットサルコート1面又はテニスコート2面）を合築により
整備。（上記屋内多目的運動場と合築し整備）

0

秋葉 総合体育館建設事業（新津）
秋葉区の住民の生涯スポーツ，競技スポーツ推進の中核施設として総
合体育館を建設。

2,863,459

秋葉 金屋野球場整備事業 金屋野球場に照明設備及び安全設備（緩衝材等）を整備。 108,390

秋葉 市之瀬最終処分場跡地整備事業
埋立を完了した市之瀬最終処分場跡地にスポーツ公園（多目的グラウ
ンド等）を整備。

188,093

秋葉 国民体育大会弓道競技会場整備事業 平成２１年開催の国民体育大会弓道競技会場として施設を建設。 92,556

秋葉 新津地域学園庭球場整備事業 夜間利用などのサービス向上を図るため，照明付き庭球場を建設。 101,996

秋葉 柔剣道場新設事業 老朽化した小須戸柔剣道場を更新。 259,242

南 市民野球場移転新築事業
諏訪木運動広場（市民野球場）が，周辺の宅地化による騒音問題や下
水道ポンプ場建設地となっていることから，市民野球場を移転新築。

1,631,154

南 市民プール建設事業

市民の要望を踏まえ年間を通して活用できる室内温水プールを整備。
・用地　　　7,742.35㎡
・延べ床面積2,085.13㎡
・主な施設　25mプール（6コース）、22m歩行者用プール（2コー
ス）、幼児用プール、男女ロッカー室、シャワー室、車いす利用者用
更衣室・シャワー室、採暖室、見学スペース

977,321

南 カルチャーセンター施設改修事業 カルチャ－センタ－の照明制御設備をリニューアル工事。 16,100

南 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業
老朽化の著しい上屋シートの更新並びに上屋鉄骨とプール槽の塗装を
実施。

14,815

ゆとりと潤いのあるまち

社会教育（スポーツ・レクリエーション）

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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ゆとりと潤いのあるまち
社会教育（スポーツ・レクリエーション）/都市景観/住宅・住環境

南 味方体育館外壁塗装事業 老朽化により劣化した味方体育館の外壁塗装工事。 7,765

西蒲 岩室体育館屋根改修事業 岩室体育館のトタン葺き屋根を修繕。 23,698

西蒲 岩室野球場施設改修事業
岩室野球場施設を修繕。
（外野ﾌｪﾝｽ・配電施設・内野部分土入替・トイレ改修）

22,205

西蒲 わなみ運動広場等整備事業
わなみ運動広場を整備。
（既存多目的広場フェンス，広場外周ランニングコース）

12,112

西蒲 総合体育館建設事業（西川） 西川総合体育館を建設。 1,416,911

西蒲 中之口総合体育館改修事業
中之口総合体育館を修繕。
（アリーナ床面改修・外壁塗装・改修・舞台照明機器取替）

88,640

西蒲 城山運動公園整備事業
城山運動公園を整備。
（国体ホッケーコート芝整備事業・駐車場整備事業
・屋内体育施設整備事業・野球場整備事業）

1,615,882

秋葉 街路樹再生事業
街路樹において，一部枯れて連続性が損なわれている箇所の再生と，土
壌や環境が樹木と合っていない箇所の街路樹植替を実施。

33,559

南 街なみ環境整備事業

新飯田地区において，住民と行政が一体となって，ゆとりと潤いのある
街づくりを推進した。
整備促進区域内の道路，ポケットパーク，水路の整備，及び，民間によ
る通りに面した部分の住宅，生け垣等の修景施設整備を推進した。

92,334

北
豊栄インター南土地区画整理事業負担
金

日東道豊栄新潟東港インター周辺の立地条件を生かした商業及び住宅地
等の複合土地利用を図るため，土地区画整理組合に補助金を交付する。
・施行者の名称　　　　豊栄インター南土地区画整理組合
・施行地区の面積　　　229,224.22㎡

22,525

江南 ケア付き市営住宅建設事業
高齢者のみの一人暮らしや夫婦世帯で，独立して生活することに不安が
ある方を対象とした，シルバーハウジングを建設。

641,796

住宅・住環境

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

都市景観

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

ゆとりと潤いのあるまち

社会教育（スポーツ・レクリエーション）

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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ゆとりと潤いのあるまち
住宅・住環境/上水道

江南 大月市営住宅大規模改修事業
大規模改修を実施。
・外壁改修工事，屋上防水工事，居住部の改修工事 49,266

秋葉
まちづくり総合支援事業（新津本町
地区）

新津本町地区を自動車主体で考えていた生活環境において，人を主体と
したゆとりのある安全で住みやすいまちへと転換するためにシンボル
ロード整備，地域交流センター，イベント広場，駐輪場を整備，また，
レンタサイクル社会実験を実施。

1,918,581

秋葉 荻川地区市営住宅建替事業
老朽化した新津田島住宅，中野第１住宅，中野第２住宅及び結住宅を新
津田島住宅へ移転集約して建替え。

520,854

秋葉 新栄町ＲＣ造住宅改修事業
新栄町住宅（５棟104戸）について，老朽化が進んでいるため，屋上
防水・外壁改修などの大規模修繕工事を実施。

100,514

秋葉 市営住宅建替事業

老朽化した小須戸文京町住宅（平屋建），小須戸新栄町住宅及び天ヶ沢
住宅を小須戸文京町住宅へ移転集約して建替え。
建替えと併せて，小須戸文京町住宅の簡易耐火造２階建（35戸）の大
規模改修工事を実施。

978,843

南 市営住宅改築事業

新鯵潟住宅の土地の有効活用及び機能的な住宅配置による管理の効率化
を図るため，鯵潟住宅，戸頭住宅及び菱潟住宅を移転集約した。
・新鯵潟住宅：平成20測量・需要実態調査　平成22～23木造２階建
て４８戸建替え
・鯵潟住宅，戸頭住宅，菱潟住宅　用途廃止

627,169

北 配水管幹線整備事業（豊栄）
長戸呂浄水場休止に伴う配水管幹線の整備。
整備延長　7.7km

759,018

北 老朽配水管更新事業（豊栄）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　13.7km

784,694

江南 配水管幹線整備事業（亀田）
亀田浄水場休止に伴う配水管幹線の整備。
整備延長　3.4km

799,584

秋葉 配水管幹線整備事業（新津）
小須戸浄水場休止に伴う配水管幹線の整備。
整備延長　9.6km

1,125,170

秋葉 老朽配水管更新事業（小須戸）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　2.6km

19,876

南 老朽配水管更新事業（白根）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　38.4km

859,209

南 戸頭浄水場施設整備事業
老朽化が進んでいた戸頭浄水場について，主要施設の更新，改善装置の
導入および設備改良を実施。

775,709

南 老朽配水管更新事業（月潟）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　3.1km

133,284

ゆとりと潤いのあるまち

住宅・住環境

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

上水道

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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ゆとりと潤いのあるまち
上水道/下水道

西蒲 老朽配水管更新事業（岩室）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　36.0km

1,459,254

西蒲 老朽配水管更新事業（西川）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　12.4km

308,863

西蒲 老朽配水管更新事業（中之口）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　37.0km

1,571,788

西蒲 老朽管改良事業(巻）
水道水の安定供給のため，老朽化した石綿セメント管を耐震管に更新。
更新延長　12.3km

969,455

江南
亀田公共下水道整備事業（雨水・汚
水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備区域周辺の下水道（汚
水）を整備し，下水道処理区域を拡大。
また，浸水被害を防止するための下水道（雨水）を整備。

4,742,515

秋葉 小須戸公共下水道整備事業（汚水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，早期から事業に着手し平成１８
年度に整備を完了。
また，浸水被害が発生している矢代田第２排水区において浸水被害解消
に向けた管渠を整備。

287,982

下水道

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

ゆとりと潤いのあるまち

上水道

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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一人ひとりの思いを受けとめるまち
コミュニティ/行財政改革

コミュニティ

北 コミュニティセンター新増築事業

コミュニティセンター新増築事業。
・木崎ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　用地：2,170㎡ 　建物：鉄骨造754㎡
・岡方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　建物：木造703㎡
・長浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　建物：鉄骨造600㎡
・早通ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　建物：鉄骨造27㎡

702,808

江南
コミュニティセンター建設事業（亀
田）

亀田地区住民の地域コミュニティ活動及び生涯学習活動の拠点施設とし
てコミュニティセンターを整備。
・延床面積　１，５９９．６４㎡（鉄骨造　２階建）
・交流ホール，会議室１・２・３・４，多目的ホール１・２，
　和室１・２，音楽研修室，調理実習室，事務室，ホワイエ等

757,371

秋葉 コミュニティセンター建設事業
・地域活動の拠点施設として「金津地区コミュニティセンター（平成
17年7月1日　開設），「新関コミュニティセンター」（平成22年9
月1日開設）」を建設。

363,827

南 大通地域生活センター増築事業
地域コミュニティー活動が活発に行われている地域で，多くの利用者が
あるため，施設を増築し，利用スペースの増加を図った。

52,304

南 地域生活センター改修事業
地域生活センターは，建設から３０年以上経過し老朽化が進んでいるこ
とから，屋上防水工事等を実施し長寿命化を図った。

29,585

秋葉 用地買戻関係償還金
新潟地方法務局新津支局へ貸付けている土地の先行取得経費を，市が土
地開発公社に対し償還。

178,287

南 庁舎等環境整備事業

平成17年に実施した施設調査結果により，緊急度を勘案し工事を実
施。
・H23　１階床・間仕切り改修工事，送風機更新等空調衛生工事，
　　　　 屋内消火栓ポンプ更新工事その他
・H24　屋根等防水改修，外壁・スロープ等改修その他
・H25　旧議場屋根防水改修，階段床面改修

104,331

南 庁舎等電話交換機等設備整備事業
平成18年度政令市移行に伴う庁舎改修事業費により全区役所庁舎の電
話交換設備を更新。（リース契約により電話交換設備の更新）

0

西蒲 中之口役場庁舎改修事業
中之口出張所事務室棟の外壁改修等のほか，議会棟を改修し，コミュニ
ティ活動の拠点である中之口地区コミュニティセンターとして整備。

170,856

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

行財政改革

一人ひとりの思いを受けとめるまち

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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（２）　未完了の事業のうち，実施が見込まれるもの（５４事業）

交通 北 競馬場島見町線整備事業

国道113号など幹線道路とネットワーク化を図
り，旧新潟・旧豊栄間を南北に結ぶ幹線道路と
する。また，競馬場渋滞の緩和及び沿線住民の
安全確保を図る。
・L=660m  W=16m

299,970
地権者の用地買収の合意を得る
のに時間を要したため。今後も
引き続き実施予定。

交通 北 豊栄駅木崎線整備事業

競馬場と市街地を結ぶ葛塚・競馬場線を補完す
る重要路線であり，都市計画道路木崎・見国山
線と直結することにより競馬開催時の道路混雑
を緩和する。
・全体 L＝2,400m　W＝11～33ｍ

844,348
地元への事業説明・協議調整に
時間を要したため。今後も引き
続き実施予定。

交通 北 正尺早通線整備事業

早通地区と葛塚地区を結び，日本海東北自動車
道豊栄東港インターチェンジに直結する道路で
あり，豊栄の市街地と高速道路及び新潟都市圏
を繋ぐ広域幹線である新潟大外環状道路との連
絡強化を図る。
・全体 L=2,330m W=25～16m

997,245

関係機関及び関係者との設計協
議（交差点部）に時間を要した
ため。今後も引き続き実施予
定。

交通 北 葛塚南線整備事業

広域ネットワークへのアクセスを容易とするた
め，主要地方道新潟大外環状線と主要地方道新
潟長浦水原線を直結する補助幹線道路を整備。
・全体　L＝760m　W＝16ｍ

616,977

関係機関及び施設管理者との支
障物件等の協議調整に時間を要
したため。今後も引き続き実施
予定。

交通 江南 幹線道路整備事業

中心市街地と周辺集落の沢海・小杉地区を結ぶ
幹線道路を，阿賀用水路の改修に合わせて拡幅
改良し，集落間の幹線道路として車両の円滑化
図り交通の利便性を確保する。
・延長：３，８００ｍ　　幅員：１０．５ｍ
（延長：３，０００ｍ　　幅員：９．０ｍ）

26,281

県営地盤沈下対策事業の阿賀幹
線用水路改修事業，横越地区排
水対策事業の遅れにより事業期
間内に完了していない。今後も
引き続き実施予定。

交通 江南
道路整備事業（一般県道白根亀田
線）

県道路工事負担金。亀田インターからの自動車
交通を円滑にするため，南北交通軸の機能向上
を図り，東西交通軸と併せて環状型の幹線道路
網を構築する。

9,028

地権者（一部）の用地買収の合
意を得るのに時間を要したた
め。平成２８年度供用開始予
定。

交通 江南 砂崩南線整備事業

主要地方道新潟港・横越線と市道（町道）１６
０号線を東西で結び，交通ネットワークを形成
すると共に，住民の利便性の向上を図る。
（砂岡地内町道160号線～砂崩地内町道236号
線）

67,297
地権者（一部）の用地買収の合
意を得るのに時間を要したた
め。今後も引き続き実施予定。

交通 江南 広域幹線道路整備事業
広域幹線道路整備事業
・亀田252号線　Ｌ＝1,300ｍ　Ｗ＝16ｍ
・亀田258号線　Ｌ＝1,800ｍ　Ｗ＝16ｍ

829,724
地権者（一部）の用地買収の合
意を得るのに時間を要したた
め。今後も引き続き実施予定。

交通 江南 主要幹線道路整備事業

主要幹線道路整備事業
・都市計画道路亀田南線（県道白根亀田線～亀
田バイパス（亀田町茅野山地内））
　　Ｌ＝１，２００ｍ　Ｗ＝１８ｍ
・亀田４８０号線（亀田町立早通小学校グラン
ド～県道白根亀田線交差点）
　　Ｌ＝２５０ｍ　Ｗ＝２０ｍ

932,573
地権者（一部）の用地買収の合
意を得るのに時間を要したた
め。今後も引き続き実施予定。

交通 秋葉 市道改良事業

地域生活道路の改良及び利便性の向上，アクセ
ス道路整備として，鎌倉横川１号線，北浦線，
小須戸竜玄号線，水田１号線，鎌倉１号線，北
山神社前線，新保竜玄２号線，水田横川１号
線，小須戸新保２号線などを整備。

1,166,210
計画的に，普通建設事業として
引き続き実施予定。

交通 南 塩俵橋及び中塩俵国道線整備事業

南区と西区を結ぶ現塩俵橋は老朽化のため，車
両通行止めとなっており，架け替え工事が必
要。県が実施している中ノ口川改修事業に合わ
せて架け替えを実施する。また，国道８号まで
の道路整備を行い広域的な道路整備を図る。

394,849

新潟県が実施する中ノ口川の河
川改修が遅れていたが，現在，
新潟県の中ノ口川改修工事が進
んでおり，これに合わせて架け
替えを予定している。今後，河
川改修工事との調整及び河川管
理者との協議を行う。

未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

交通 南 高井橋整備事業

南区の根岸地区と味方地区を結ぶ高井橋は，利
用する関係者が多いにもかかわらず，現況幅員
３．５ｍで狭く，車両のすれ違いができない状
況である。
高井橋の架け替えを行うことにより，２車線の
車道と歩道を設置し，車両交通の円滑化と歩行
者の安全確保を図る。

870,112

新潟県が実施する中ノ口川の河
川改修が遅れていたが，現在，
高井橋は橋台部が完成してお
り，平成２７年度から護岸工事
及び桁の製作工を行い，その後
旧橋の撤去工事と取付道路工事
を行い，開通は平成３４年度以
降になる見込み。

交通 南
道路整備事業（主要地方道新潟大
外環状線・大郷橋）

大郷橋は，旧白根市と旧新津市をつなぐ主要地
方道新潟大外環状線の信濃川にかかる橋梁であ
るが，潜り橋であるため洪水時には通行止めを
余儀なくされる状況となっている。また，国道
８号から磐越自動車道へのアクセスする緊急輸
送道路として位置付けられている。

4,266

大郷橋の架け替えは，事業中の
橋梁の整備・供用後における交
通流動状況を見た上で，その必
要性も含めて判断したい。

交通 南 都市計画道路鯵潟古川線整備事業

主要幹線道路へのアクセス性の向上，地区内交
通の集約による細街路への通過交通の抑制，幹
線道路の交通混雑緩和など，道路交通環境の改
善を図るため，国道８号と８号白根バイパスと
を接続する東西方向の幹線道路を整備するとと
もに，都市計画道路七軒蓑口線までの南北方向
の地区内幹線道路を整備する。

1,037,928

平成２５年度予備設計，平成２
７年度から実施設計を行う予
定。実施設計後は用地測量，用
地買収，工事を行い平成３０年
代前半の供用を予定。

交通 南 茨曽根兎新田線整備事業

真木新田地内の未改良区間約７０ｍの道路拡幅
及び，広域農道から兎新田集落までの歩道設
置。当路線は，白南中学校の通学路として計画
しており，道路拡幅と共に歩道を整備して，生
徒の安全確保と交通の円滑化を図る。

558,015

工法見直しによる事業費の増加
と，地元調整に伴う通行規制及
び工事期間設定などにより工事
の遅延を生じたため。平成２７
年度に供用を予定。

交通 南
都市計画道路戸頭下木山線整備事
業

国道８号白根バイパスと戸頭下木山線との交差
点を整備する。

153,774

一部の地権者の用地買収及び物
件補償の合意を得るのに時間を
要したため。平成２７～２８年
度に物件移転，平成２９年度に
供用を予定。

交通 南 月潟大別当線整備事業

一般県道新津茨曽根燕線は，幅員が狭く，曲が
りくねった道路であることから，車輌が他路線
に迂回するため，周辺市道に交通負荷を与えて
いるため，一般県道新津茨曽根燕線の路線の付
け替え工事を行うことにより，広域的な交通体
系を確立する。

119,363

大別当工区について，関係者の
全員から同意をいただいておら
ず，また，六分工区について
も，地権者と物件補償内容につ
いて合意に至っていない。

交通 南
道路整備事業（一般県道黒埼新飯
田線）

県道黒埼新飯田線の月潟村西萱場地内，月潟村
野球場下手から味方村大字白根，国道460号と
の交差点までの区間に歩道を設置する。
・事業区間L=2,400ｍ　歩道幅W=2.5～3.5ｍ

314,334

用地交渉や水路管理者などの関
係機関協議に時間を要したた
め，事業が遅延したものであ
り，引き続き整備を実施する。

交通 西蒲 幹線道路整備事業
地域住民の交通の利便性及び通学者等の安全性
の向上を図るため，旧西川町地内の幹線道路の
拡幅や歩道を整備。

400,552
道路法線の決定や地元合意に時
間を要したが，今後も引き続き
実施予定。

交通 西蒲
道路整備事業（主要地方道新潟燕
線）

五之上地内の主要地方道新潟燕線は，狭隘で屈
曲し，通過交通が多く集落内の交通安全が確保
されていないため，集落の西側にバイパスを整
備。

95,906
道路法線の決定や地元合意に時
間を要したが，今後も引き続き
実施予定。

交通 西蒲 巻駅周辺整備事業
住環境の向上を図るため，JR越後線巻駅に自由
通路や駅前広場などを整備。

3,921

当初計画時から期間内完了事業
ではない。にいがた交通戦略プ
ランや区ビジョンで区の拠点駅
としていることから，今後も引
き続き実施予定。

交通 西蒲 巻312・212号線整備事業

国道460号の交通量の分散を図るため，旧国道
116号と国道460号を結ぶ区間を道路拡幅し，
また，旧国道116号から国道116号巻バイパス
までの約700mの間は，両側に歩道も併せて整
備。

1,072,531
河川管理者との協議に時間を要
したため。平成27年度完了予
定。
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

交通 全市 新潟大外環状道路整備事業

新潟大外環状道路（※新潟中央環状道路）全長
約45ｋｍのうち，国道8号～国道116号間を市
で整備し，市圏域の横断軸の骨格となる当該道
路の早期完成を図る。
・計画区間
　国道８号～国道116号　L=約9.0ｋｍ（現道
区間を含む）

4,780,019
平成30年代前半の供用を目指
していたものであり，引き続き
整備を推進する。

農業 西蒲
むらづくり交付金事業（農村振興
総合整備事業）

農道，農業用排水路，農業集落排水路を整備。 218,274
補助事業を活用し施工している
ため，平成29年度までの事業
計画。

公園 南 公園水洗トイレ整備事業

平成１６年度の下水道供用開始に伴い，公園ト
イレの水洗化を図る。
平成１7年度より逐次整備を行い公園の良好な環
境整備を行う。
・既存トイレの水洗化　８箇所。

25,915

下水道の未整備により水洗化が
出来なかったことによる。
今後も下水道整備に併せて水洗
化予定。

防災 北 消防ポンプ自動車等整備事業
救助工作車１台，消防ポンプ自動車３台，防火
指導車１台，広報車１台を更新整備。

159,092

合併建設計画事業については平
成26年度ですべて完了。平成
27年度以降の事業（広報車）
については，その他車両も含め
た全体での優先順位により更新
を行っていくもの。

防災 江南 消防ポンプ自動車等整備事業

・消防車両更新基準に基づき，経過年数15年を
目途に消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）1台を更
新整備。
・消防車両更新基準に基づき，経過年数18年を
目途に水槽付消防ポンプ自動車１台を更新整
備。

60,527

合併建設計画事業については平
成25年度ですべて完了。平成
27年度以降の事業（消防ポン
プ自動車）については，その他
車両も含めた全体での優先順位
により更新を行っていくもの。

防災 秋葉
元寺沢川（矢代田１号幹線排水
路）改良事業

元寺沢川（矢代田１号幹線排水路）排水路改
良。

4,622
当初計画（H26～H28）に合
わせ，普通建設事業として実施
予定。

防災 南 臼井地内排水対策事業

臼井商店街周辺は集中豪雨のつど雨水が湛水
し，床下浸水等の被害を出している状況であ
る。この湛水区域の排水対策として，既設排水
路への流入量を減らすために排水ルートを分散
させることで，床下浸水等の被害を軽減し，生
活環境の整備を図る。

41,057

関係機関との協議が整わず，事
業執行ができなかった。今後は
排水ルートの見直しを行うとと
もに，引き続き関係機関との協
議を行い，排水対策工事を実施
する。

防災 南 可搬式小型動力ポンプ更新事業
可搬式小型動力ポンプ２２台の老朽化に伴う更
新。

30,609

合併建設計画事業については平
成26年度ですべて完了。平成
27年度以降の事業（可搬式小
型動力ポンプ１４台更新）につ
いては，その他の可搬式小型動
力ポンプも含めた全体での優先
順位により更新を行っていくも
の。

防災 南 小型動力ポンプ積載車更新事業
小型動力ポンプ積載車１３台の老朽化に伴う更
新。

35,320

合併建設計画事業については平
成26年度ですべて完了。平成
27年度以降の事業（可搬式小
型動力ポンプ積載車２３台更
新）については，その他の可搬
式小型動力ポンプ積載車も含め
た全体での優先順位により更新
を行っていくもの。

防災 南 消防ポンプ自動車等更新事業

救急車５台，広報車４台，指揮車１台，消防ポ
ンプ自動車４台，水槽付消防ポンプ自動車１
台，マイクロバス１台，はしご付消防ポンプ自
動車１台を更新整備。

406,511

合併建設計画事業については平
成26年度ですべて完了。平成
27年度以降の事業（高規格救
急自動車１台及び広報車３台更
新）については，その他車両も
含めた全体での優先順位により
更新を行っていくもの。
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

防災 西蒲 水路新設改良事業
土水路で不衛生な生活関連の排水路や豪雨で溢
水する排水路の改良整備。

275,135
当初計画時から期間内完了事業
ではないため，今後も引き続き
実施予定。

学校 秋葉 結幼稚園移転改築事業
老朽化した木造園舎の移転改築事業。
・園舎（鉄筋コンクリート造），幼児用プー
ル，屋外運動場等

0

子ども・子育て支援ニーズ調査
の結果を踏まえる必要があるこ
とから，２年間計画を延期し
た。今後は地元に説明した上
で，事業に着手する。

学校 西蒲 中之口中学校改築事業
老朽化した校舎及び屋内体育館の改築事業。
・校舎，屋内体育館，武道場，グラウンド整備

1,592,692

後期合併建設計画策定時に財源
調整（及び統廃合検討対象校で
あること）から，事業を２年後
送りとした。
平成27年度事業終了予定。

学校 西蒲 巻南小学校大規模改造事業
老朽化した校舎の大規模改造事業（耐震補強含
む）。

523,209

新潟市建築物耐震改修促進計画
に基づき，平成27年度までに
校舎の耐震化を完了する予定で
あり，大規模改造と耐震補強を
併せて実施する。

学校 西蒲 巻西中学校校舎大規模改造事業

老朽化した校舎の大規模改造事業（耐震補強含
む）。
・経年により消耗，機能低下した室内外，設備
等の大規模な改造工事。

210,997

新潟市建築物耐震改修促進計画
に基づき，平成27年度までに
校舎の耐震化を完了する予定で
あり，大規模改造と耐震補強を
併せて実施する。

学校 西蒲 巻東中学校校舎大規模改造事業

老朽化した校舎の大規模改造事業（耐震補強含
む）
・経年により消耗，機能低下した室内外，設備
等の大規模な改造工事

412,013

新潟市建築物耐震改修促進計画
に基づき，平成27年度までに
校舎の耐震化を完了する予定で
あり，大規模改造と耐震補強を
併せて実施する。

スポーツ 西蒲 間瀬海岸埋立地開発事業
間瀬地区のこめぐりの郷公園隣接の埋立地につ
いて，防風・防砂等に配慮した，市民が憩える
広場を整備。

316,976
平成27年度完成（平成28年度
4月１日から供用開始）予定。

住宅 西蒲 市営住宅建替事業
老朽化した巻１区第1・2住宅及び巻12区住宅
を巻１区住宅（12戸）に移転集約して建替え。

196,074
下水道排水設備工事について
は，下水道処理開始区域として
指定されていないため。

下水 北 豊栄駅北口周辺雨水対策事業

豊栄駅北口周辺の雨水対策を行うことにより，
下大口ガードの浸水の解消及び周辺地域の市民
生活の安全性を高める。
・雨水幹線整備　 HP管Φ1350　　L= 34m
　　　　　BOX 1500×1200  　 L=137m
　　　　   BOX 1000×1000 　  L=189m

759,947
関係機関との調整に時間を要し
たため，事業計画の見直しを行
い，今後も引き続き実施予定。

下水 北 公共下水道管渠更生事業

 旧コミプラの施設は，管渠の老朽化が進んでお
り，侵入水や不明水及び陥没等が発生している
ため更生工事を行い，維持管理の向上を図る。
下水道管渠の更生
・計画全延長　13.9km
・改築実施の管渠延長　3.67km（H17～
H26）

318,881

管渠の老朽化の状況を把握しな
がら工事を進めてきたが，未完
了となった施設についても管渠
更生計画を策定のうえ，今後も
引き続き実施予定。

下水 北
豊栄公共下水道整備事業（雨水・
汚水）

【雨水】
　市街地の浸水防除を目的とし，都市計画決定
区域748haうち220haを事業認可区域として
整備。
【汚水】
　・計画処理区域面積  1,503 ha
　・計画処理区域人口  44,737人

11,381,227

公共下水道整備（雨水・汚水）
の全体計画のうちの一部を整備
する計画であり，今後も引き続
き整備計画を策定のうえ実施予
定。
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

下水 江南 横越地区排水対策事業
横越地内の排水路が阿賀用水路で分断され，豪
雨時に一部で湛水が発生しているため，阿賀用
水路の改修に合わせて排水路等を整備。

1,113,061
新潟市下水道中期ビジョンに基
づき，自助・共助の強化を含む
総合的な浸水対策を実施。

下水 秋葉
新津公共下水道整備事業（雨水・
汚水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理開始区域を拡大。また，中部排水区・真木野
ポンプ場の更新整備，バイパス幹線整備，荻川
地区の幹線排水路整備，南部・古津地区の幹線
排水路整備，覚路津大通川廃川に伴う雨水幹線
整備。

19,775,214

新潟市下水道中期ビジョンに基
づき，雨水対策については自
助・共助の強化を含む総合的な
浸水対策を実施し，下水道未整
備区域は引き継き実施予定。

下水 南
白根公共下水道整備事業（雨水・
汚水）

白根市街地の雨水対策として，白根水道町ポン
プ場等を整備。衛生的で快適な市民生活の確保
のため，既整備区域周辺の下水道（汚水）を整
備し，下水道処理区域を拡大する。また，平成
23年度より人家がまばらな周辺地域について
は，下水道ではなく，市設置型の合併処理浄化
槽による整備手法を新たに採用し，整備を促進
する。

15,325,991

新潟市下水道中期ビジョンに基
づき，雨水対策については自
助・共助の強化を含む総合的な
浸水対策を実施し，下水道未整
備区域は，接続意思が確認でき
た区域から順次整備を実施予
定。

下水 南
味方特定環境保全公共下水道整備
事業

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。

2,970,063

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

下水 南
月潟特定環境保全公共下水道整備
事業

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大する。また，平成23年度より人家
がまばらな周辺地域については，下水道ではな
く，市設置型の合併処理浄化槽による整備手法
を新たに採用し，整備を促進する。

1,121,110

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

下水 西蒲 岩室公共下水道整備事業（汚水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。また，平成23年度より人家がま
ばらな周辺地域については，下水道ではなく，
市設置型の合併処理浄化槽による整備手法を新
たに採用し，整備を促進。

4,352,638

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

下水 西蒲
西川公共下水道整備事業（雨水・
汚水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。また，学校町，新栄町の浸水解
消を図るため，調整池等を整備。

3,602,776

新潟市下水道中期ビジョンに基
づき，雨水対策については自
助・共助の強化を含む総合的な
浸水対策を実施し，下水道未整
備区域は，接続意思が確認でき
た区域から順次整備を実施予
定。

下水 西蒲
潟東特定環境保全公共下水道整備
事業

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。また，平成23年度より人家がま
ばらな周辺地域については，下水道ではなく，
市設置型の合併処理浄化槽による整備手法を新
たに採用し，整備を促進。

1,950,997

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

下水 西蒲
中之口特定環境保全公共下水道整
備事業

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。また，平成23年度より人家がま
ばらな周辺地域については，下水道ではなく，
市設置型の合併処理浄化槽による整備手法を新
たに採用し，整備を促進。

1,772,015

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

下水 西蒲 公共下水道整備事業（汚水）

衛生的で快適な市民生活の確保のため，既整備
区域周辺の下水道（汚水）を整備し，下水道処
理区域を拡大。また，平成23年度より人家がま
ばらな周辺地域については，下水道ではなく，
市設置型の合併処理浄化槽による整備手法を新
たに採用し，整備を促進。

3,187,563

下水道未整備区域は，新潟市下
水道中期ビジョンに基づき，接
続意思が確認できた区域から順
次整備を実施予定。

コミュニティ 秋葉
こすどコミュニティセンター建設
事業

【コミュニティセンターの建設事業】
・地域住民の交流の場や地域活動の拠点施設と
して「小須戸まちづくりセンター」を建設。

723,443

建設工事はH26度で終了。公民
館の解体工事は跡地を調整池に
利用するため，予算上の問題か
らH28以降に工事を予定。
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（３）　その他＜廃止，検討を要するもの＞（３０事業）

交通 北 葛塚環状線外1線整備事業

市街地から市道葛塚・競馬場線を経由して，新
新バイパス競馬場インターへ直結する都市計画
街路であるが，現道が狭い上交通量が多く混雑
しているため，拡幅改良する。

・L＝265ｍ　W＝16ｍ

0

地権者から事業計画の賛同が得
られなかったため。現段階では
事業進捗を計ることが困難なこ
とから一時休止とする。

交通 江南
二本木地区開発事業(新駅設置・
パーク＆ライド）

ＪＲ新駅とその周辺部約６０ｈａを土地区画整
理事業等により整備し，新しいまちづくりを図
る。土地利用については，現在計画中の新潟大
外環状線とリンクしたパークアンドライド施設
の整備による中心市街地の車の負荷解消や駅を
利用した業務系・一般住宅等を整備する。

0

「新たな開発は，市全体や各区
の持続的な発展に繋がるような
質の高い開発に限定し，必要
性，位置や規模の妥当性，整備
水準，事業実施の確実性を評価
し，真に必要かつ妥当と判断さ
れたもののみとしている。」の
で，これらを満たす開発計画が
前提となる。
市街化区域随時編入を目指す事
業化に向けた課題解消を図り，
土地区画整理事業の計画精度の
向上を支援する。

交通 秋葉
能代川水辺サイクリングロード整
備事業

能代川の堤防や高水敷を利用した地域相互の連
携交流を図るたえめ，広域サイクリングロー
ド，拠点施設を整備（新津市～五泉～村松
町）。

46,565

市全体の施策の中で，優先順位
を判断し，新潟県の堤防改修の
進捗に合わせ，必要な整備を実
施予定。

交通 南
道路整備事業（主要地方道白根西
川巻線）

味方橋西手から旧役場までの区間に歩道を設置
する。バス路線を利用した通学路であり，児童
生徒及び交通弱者の安全を確保する。また、旧
役場との連絡歩道ともなる。

・事業区間L=680m　歩道幅W=3..5m

0
地権者及び自治会との協議の結
果，合意形成が図れない状況で
あり，廃止事業とした。

交通 西蒲 越後曽根駅地下歩道整備事業
駅裏の住宅開発を考慮し，通勤・通学者の利便
性の向上を図るため，JR越後線越後曽根駅に自
由通路を整備。

3,920

整備の前提である駅裏開発が進
まない状況であるが，調査結果
から自由通路のほか周辺整備の
要望もあることから，西蒲区の
地域拠点駅である巻駅の周辺整
備後に再検討。

交通 西蒲 高山インター南線整備事業
升岡工業団地の利便性の向上を目指し，新潟西
バイパス高山ICへのアクセス道路を広域農道田
潟交差点から新設整備。

0

関係自治会の同意が得られず，
また今後中央環状道路が整備さ
れる予定であり，周辺道路環境
が変化することが想定され，計
画当時より費用対効果が薄れて
いるため，事業を廃止。

交通 西蒲
道路整備事業（主要地方道白根西
川巻線・六分バイパス）

道路が狭隘で屈折しており，歩道もないことか
ら，交通渋滞の解消及び歩行者等の安全を確保
するため，バイパスを新設整備。

1,987
関係地権者の同意が得られず事
業着手が困難なため，事業を廃
止。

交通 西蒲 縦道踏切拡幅整備事業 ボトルネックとなっている踏切を拡幅整備。 0

閉鎖する踏切が決定していない
こと，および踏切拡幅により並
行する県道の抜け道となること
が懸念されるため，事業を廃
止。

商業 江南 亀田本町通商店街環境整備事業

商店街歩道のバリアフリー化により高齢者，障
害者等誰もが歩きやすい歩行者空間の確保を目
的とし，優しいまちづくりによる消費者の集積
を図る。
・舗装工事（切土工，舗装工，フルフラットブ
ロック工）
・Ｌ＝８００ｍ×２＝１，６００ｍ
・Ｗ＝１．５ｍ

0
関係地権者の同意が得られず事
業着手が困難なため，事業を廃
止。

未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

商業 秋葉
新潟バイオリサーチパーク形成促
進事業

バイオ研究基盤の強化と産学官の連携によるバ
イオ関連分野の研究開発力の強化，育成拠点と
して，「新潟バイオリサーチパーク」を形成。
・産学共同研究施設の設置
・バイオ関連施設等誘致エリアの確保

661,841

合併建設計画期間において，必
要な事業について着手し，完了
した。公設研究施設及び大学
キャンパスゾーンの用地取得に
ついては，現時点では用地の利
用見込みがないため，今後，市
全体の施策の中で，必要に応じ
て検討していく。

農業 江南
バイオマスエネルギー活用推進事
業

CO2無排出のバイオマス資源を利用したエネル
ギーサイクルの構築と，石油代替液体燃料の製
造をするため，稲わら，もみ殻等の農業系廃棄
物や，サトウモロコシ，ハイブリッド米等の作
物栽培系バイオマス及び木くず，建築廃材，古
紙等の廃棄物系バイオマスをガス化し，メタ
ノールを合成するためのプラントを建設する。

0

バイオアルコール製造は国内で
の実証の結果から，当面は事業
採算性が見込まれず，事業化は
難しい状況であることから，本
事業については廃止とする。

農業 秋葉 基盤整備促進事業（農道整備）

農道の改良を行い，農業経営基盤の強化を図る
ため整備予定。
鎌倉地区農道，新保地区農道，高ヶ沢地区農
道，矢代田地区農道，横川浜地区農道の５路線
で整備を予定。

0

後期実施計画策定時の点検によ
り事業期間の変更を行い，その
後，必要性を改めて判断すると
の独自見直しの結果，期間外に
延伸。

農業 南
カントリーエレベーター設置補助
事業

収穫した米を高位均質化し，高品質で売れるし
ろね米を供給するためカントリーエレベーター
（穀類等乾燥調整貯蔵施設）を設置する。

0

ＪＡ新潟みらいでの内部検討の
結果，カントリーエレベーター
利用による省力化と均質生産か
ら，差別化による高付加価値生
産への消費動向の変化に対応す
るため，建設を行わないことに
決定したことから，事業は廃
止。

漁業 西蒲 加工施設等整備事業
新潟市漁業協同組合西蒲支所の水産物加工施設
と販売施設の建設。

0

事業主体である新潟市漁業協同
組合西蒲支所と協議した結果，
必要性が低下したことから，事
業は廃止。

漁業 西蒲 漁船漁具保全施設整備事業
新潟市漁業協同組合西蒲支所の漁具倉庫の改
築。

0

事業主体である新潟市漁業協同
組合西蒲支所と協議した結果，
必要性が低下したことから，事
業は廃止。

漁業 西蒲 地域水産物供給基盤整備事業 長期計画に基づく巻漁港の漁港施設を整備。 962,888

市の水産物供給基盤機能保全事
業基本計画に基づき，全市的な
優先順位を考慮しながら実施し
ていく。

漁業 西蒲 海岸保全事業 巻漁港区域内の海岸保全区域の整備。 0
事業効果が薄く，補助事業の採
択が見込めないため事業は廃
止。

漁業 西蒲 漁港関連道新設事業
巻漁港に隣接する角田浜海水浴場との接続道路
の新設。

0
事業効果が薄いため事業は廃
止。

漁業 西蒲 漁港高度利用対策事業
巻漁港において，プレジャーボート等収容施
設，トイレを整備。

0
事業の必要性が低下したため事
業は廃止。

観光 西蒲 観光複合施設建設事業（西川）
国道116号沿いに西川地区をアピールする観光
を中心とした複合施設を建設。

3,745

建設予定地は優良農地であり，
「道の駅」での一体型整備は国
との協議が整わず，当建設予定
地での建設は白紙。今後.，必要
に応じ，観光複合施設や道の駅
という施設でよいのか，あり方
や建設位置についても区全体で
検討予定。
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未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

公園 江南 砂崩南公園整備事業

人にやさしい緑豊かなまちづくりを進めるた
め，公園を整備し緑化の推進と緑の確保に努め
る。
・面積＝５ｈａ

0
既存公園の配置状況等を見直
し，必要性が低いと判断したた
め，事業を廃止する。

公園 江南 泉公園整備事業

人にやさしい緑豊かなまちづくりを進めるた
め，公園を整備し緑化の推進と緑の確保に努め
る。
・面積＝３．５ｈａ

1,365

既存公園の立地状況や周辺の土
地利用などを検討した結果，現
時点においては必要性や緊急性
が低いと判断したため，事業を
廃止する。

公園 秋葉
阿賀野川交流センター（河川博物
館）整備事業

阿賀野川の自然や歴史を紹介したり，環境教育
を提供する施設を建設し，各種の情報発信機能
を持たせることで，阿賀野川を中心とした諸施
設の交流拠点とすることができる。また，防災
拠点としての機能を持たせ，多目的利用を行
う。

0

計画の熟度が低く，気運の醸成
が十分ではない。また，対岸の
阿賀野市，阿賀野川河川事務所
とも具体的な整備の動きがな
く，今後8年間の区ビジョンま
ちづくり計画の期間内には実施
する見込みがない。

廃棄物 南 リサイクルプラザ建設事業
資源ごみ及び粗大ごみを効率的に再資源化する
総合的な資源化関連施設を建設。

0

民間のリサイクルルートの確立
やリサイクル啓発事業の進展な
どから，施設建設の必要性が低
下しているため，廃止。

防災 秋葉 排水路改良（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ）事業
・新栄町１号排水路改良工事　延長：650m
・新栄町２号排水路改良工事　延長：350m

0
今後普通建設事業として実施予
定。

防災 南 大通南地内排水整備事業

大通南地内の一部（約１５ha）が低地部であ
る。一級河川鷲ノ木大通川の高水位の上昇によ
り，放流先から逆流し道路，住宅に冠水し水害
が発生する。防災対策事業として自然放流から
ポンプ施設整備をおこない本地域の排水整備を
図る。

9,975

放流先の管理者と協議が整わな
いため、引き続き協議を行うと
ともに、雨水抑制の効果的な方
策を検討する。

福祉 西蒲 児童館建設事業（巻）
巻図書館東手に児童館を建設する計画であった
が，建設中止。

0

ひまわりクラブの施設改修，複
合施設としての児童厚生施設整
備等で「子どもの居場所」を拡
充。

学校 秋葉 小合中学校校舎改築事業
老朽化した校舎一部改築事業。
・校舎（鉄筋コンクリート造）

0

現在はプレハブ校舎で増築して
いるが，改築については学校適
正配置の動向を踏まえて対応す
る。

学校 秋葉 小学校校舎・屋体新増改築事業

【新津第一小学校】
・老朽化した校舎の一部及び屋内体育館の改築
事業，普通教室棟の耐震補強，プール改築事業
【新関小学校】
・老朽化した校舎及び屋内体育館の改築事業
・プール改築事業，グラウンド整備

2,084,966

新津第一小学校の校舎は事業終
了。屋内体育館は，平成21年
度に耐震補強を実施しており，
改築は市全体の学校施設整備計
画に位置付けて,平成31年度以
降に実施する。
新関小学校は事業終了。

学校 西蒲 岩室中学校大規模改築事業 校舎改築事業 1,174,333

校舎の改築は平成25年度事業
終了。
屋内体育館,プールなどの整備
は,市全体の学校施設整備計画に
位置付けて,優先度を精査した上
で実施する。
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（４）　負担金・償還金＜国や県の動向により実施していくもの＞（５１事業）

農業 全市 償還金（農業）
国営土地改良事業に係る償還負担金及び債務負担設定
済分の土地改良区への補助金・負担金。

3,141,795

農業 北 国営かんがい排水事業(阿賀野川地区)
国営かんがい排水事業（阿賀野川右岸地区）完了後の
建設費を負担する。

662,565

農業 江南 県営湛水防除事業負担金(亀田郷東地区)
本所遊水池新設，大淵バイパス排水路新設，横越遊水
池新設（H20国営かんがい排水事業で国が実施済）。

0

農業 江南
県営かんがい排水事業負担金（亀田郷第
２）

県事業の負担金。水質の悪化した用排水路の改修を県
営事業で行い，土地改良法に基づく市町村負担金の支
払い。

0

農業 江南
県営地盤沈下対策事業負担金（新潟南部
２～６期）

地盤沈下による不等沈下等で機能が低下した用排水路
や揚排水機場の改修を県営事業で行い，土地改良法の
規定に基づく市町村負担金を支払うもの。

155,812

農業 江南 県営かんがい排水事業負担金
県事業の負担金。都市化の発展で用排水路の水質が悪
化しており，更新期を向かえた施設の再整備と併せて
水質浄化など多面的機能を有する施設整備を行う。

106,019

農業 江南
県営地盤沈下対策事業負担金（新潟南部
２～６期）

地盤沈下による不等沈下等で機能が低下した用排水路
や揚排水機場の改修を県営事業で行い，土地改良法の
規定に基づく市町村負担金を支払うもの。

101,597

農業 秋葉 県営一般農道整備事業(岡田中新田線)

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[基盤整備
促進事業](農道整備・岡田中新田線)
当該道路は両新地区ほ場整備事業の幹線農道として，
ほ場の大区画化や大型機械化による効率的な農作業を
図るため整備。

315,920

農業 秋葉 経営体育成基盤整備事業

県事業の負担金。
地区面積を大区画ほ場（５０a～１ｈａ）に整備する事
業で，これを契機に担い手への農地集積，連担化や団
地化を図り近代的・低コストの農業経営を推進し，地
域の発展を図るため整備。

452,834

農業 秋葉
県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整
備事業負担金(小向地区)

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[基盤整備
促進事業](農道整備・小向水田線)
当該道路は小向水田地区の幹線農道として，大型機械
化による効率的な農作業を図るため整備。

76,752

農業 秋葉 経営体育成基盤整備事業(小須戸地区)

県事業負担金。
小須戸地区の担い手への農地集積,連担化や団地化をは
かり近代的・低コストの農業経営を推進し,地域の発展
を図るため整備予定。

0

農業 南 土地改良施設維持管理適正化事業負担金

土地改良事業の負担金。
集落内の生活雑排水をすべて農業排水路に頼らなけれ
ばならない実情から，土地改良区と一体となって制度
を活用し，排水路整備を図る。
・事業主体　　白根郷土地改良区

236,396

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

農業 南
国営付帯県営農地防災事業負担金(白根郷
２～５期)

県事業の負担金。
白根郷は農業用排水施設の機能が低下している。その
機能回復と湛水被害を防止するため，「国営総合農地
防災事業」の附帯として，排水機場３箇所の新設，排
水路５６路線の改修を実施する。

207,987

農業 南
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

県事業の負担金（旧味方村分）。
地域の排水対策事業であり，土地改良事業としてすで
に着手済の事業への償還金負担分。
・西蒲原２期，西蒲原３期，西蒲原４期

39,698

農業 南 経営体育成基盤整備事業(曲通西萱場地区)
県事業の負担金。
大規模経営が可能となる，大区画ほ場を中心とした事
業を実施し，効率的で安定的な経営体の育成を図る。

0

農業 南
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

県事業の負担金（旧月潟村分）。
地域の排水対策事業であり，土地改良事業としてすで
に着手済の事業への償還金負担分。
・西蒲原２期，西蒲原３期，西蒲原４期

24,216

農業 西蒲
県営かんがい排水事業負担金(西蒲原２～
４期）

地域の排水対策事業の償還金。（岩室地区負担分） 47,025

農業 西蒲
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

地域の排水対策事業の償還金。（西川地区負担分） 58,125

農業 西蒲
県営地盤沈下対策事業負担金（西蒲原地
区）

地盤沈下対策として過去に造成された，排水機場，揚
水機場，頭首工の改修・更新事業。（西川地区負担
分）

3,109

農業 西蒲 県営ため池等整備事業負担金(四ツ合地区)
災害のおそれのある農業用ため池や用排水施設を整
備。（西川地区負担分）

58

農業 西蒲
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

地域の排水対策事業の償還金。（潟東地区負担分） 56,570

農業 西蒲
県営地盤沈下対策事業負担金（西蒲原地
区）

地盤沈下対策として過去に造成された，排水機場，揚
水機場，頭首工の改修・更新事業。（潟東地区負担
分）

40,089

農業 西蒲
県営ため池等整備事業負担金(四ツ合地
区）

災害のおそれのある農業用ため池や用排水施設を整
備。（潟東地区負担分）

1,247

農業 西蒲 土地改良施設修繕保全事業（深潟）
水利用の安定と合理化，農業上の土地利用の高度化を
図るため，地域の基幹的農業用用排水路の施設を整
備。

542

農業 西蒲 経営体育成基盤整備事業（番屋地区）

担い手への農地集積を進め，経営規模の拡大と大型機
械の効率的利用により生産コストの低減を図り，安定
した農業経営を確立。現在の10a区画から50a～1ha
の大区画に整備し，水管理の合理化と用排水分離及び
農道整備を図るなど生産基盤を整備。

0
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項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

農業 西蒲
県営地盤沈下対策事業負担金（西蒲原地
区）

地盤沈下対策として過去に造成された，排水機場，揚
水機場，頭首工の改修・更新事業。（中之口地区負担
分）

26,450

農業 西蒲
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

地域の排水対策事業の償還金。（中之口地区負担分） 43,295

農業 西蒲 経営体育成基盤整備事業

担い手への農地集積，生産コストの低減を図り，安定
した農業経営を確立するため，大区画整備を実施。
（河間・三ツ門地区，小中川地区，小吉地区，次新地
区，道上地区，羽黒地区，福島地区）

575,728

農業 西蒲 県営農道整備事業負担金
作業コストや輸送コストの軽減を図るため，大型農業
用機械の導入が難しい狭小な農道を整備。

163,864

農業 西蒲 経営体育成基盤整備事業（漆山地区）
担い手への農地集積，生産コストの低減を図り，安定
した農業経営を確立するため，大区画整備を実施。
（漆山・巻東町地区）

40,210

農業 西蒲 経営体育成基盤整備事業（広通江地区）

担い手への農地集積を進め，経営規模の拡大と大型機
械の効率的利用により生産コストの低減を図り，安定
した農業経営を確立。現在の10a区画から50a～1ha
の大区画に整備し，水管理の合理化と用排水分離及び
農道整備を図るなど生産基盤を整備。

0

農業 西蒲
経営体育成基盤整備事業（河井・柿島地
区）

担い手への農地集積を進め，経営規模の拡大と大型機
械の効率的利用により生産コストの低減を図り，安定
した農業経営を確立。現在の20a区画から1haの大区
画に整備し，水管理の合理化と用排水分離及び農道整
備を図るなど生産基盤を整備。

0

農業 西蒲 農道・排水事業負担金
西蒲原地域の広域的な農道及び排水事業であり，県営
及び団体営事業で既に完了した事業費の市町村負担分
償還負担金。

71,008

農業 西蒲 国営事業負担金（西蒲原排水）
西蒲原地域の広域的な排水事業であり，国営事業で既
に完了した事業費の市町村負担分の償還負担金。

317,309

農業 西蒲
県営かんがい排水事業負担金（西蒲原２
～４期）

地域の排水対策事業の償還金。（巻地区負担分） 91,167

農業 西蒲
県営地盤沈下対策事業負担金（西蒲原地
区）

地盤沈下対策として過去に造成された，排水機場，揚
水機場，頭首工の改修・更新事業。（巻地区負担分）

7,891

福祉 全市 償還金（保健福祉） 障害者施設及び高齢者施設に係る建設費償還金補助。 5,171,065
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項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

福祉 西蒲 東・西部・南保育園移転新築事業
私立東保育園，西部保育園，南保育園の移転統合を前
倒しして平成16～17年度で建設。建設費の一部は，
福祉会で借り入れて，債務負担行為を設定。

333,216

福祉 西蒲 福祉施設建設費償還金補助 障害者施設及び高齢者施設に係る建設費償還金補助。 540,865

下水 北 流域下水道建設事業負担金（豊栄）
阿賀野川流域下水道新井郷川処理区建設に係る負担
金。

637,450

下水 江南 流域下水道建設事業負担金（横越） 信濃川下流流域下水道新潟処理区建設に係る負担金。 88,399

下水 江南 流域下水道建設事業負担金（亀田） 信濃川下流流域下水道新潟処理区建設に係る負担金。 374,843

下水 秋葉 流域下水道建設事業負担金（新津） 信濃川下流流域下水道新津処理区建設に係る負担金。 428,185

下水 秋葉 流域下水道建設事業負担金（小須戸） 信濃川下流流域下水道新津処理区建設に係る負担金。 132,137

下水 南 流域下水道建設事業負担金（味方） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 144,253

下水 南 流域下水道建設事業負担金（月潟） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 154,340

下水 西蒲 流域下水道建設事業負担金（岩室） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 266,957

下水 西蒲 流域下水道建設事業負担金（西川） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 387,044

下水 西蒲 流域下水道建設事業負担金（潟東） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 159,482

下水 西蒲 流域下水道建設事業負担金（中之口） 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 191,701

下水 西蒲 流域下水道整備事業負担金 西川流域下水道西川処理区建設負担金。 681,551
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（５）　後期実施計画策定時廃止（１０事業），期間外延伸（４事業）

【廃止１０事業】

交通 西蒲 除雪機械整備事業
冬期間の道路交通確保を図るため，老朽化した
除雪機械の入れ替えを実施。

0
機器についてリースで対応する
予定であるため。

廃棄物 秋葉 最終処分場建設事業（新津）

現施設・市之瀬最終処分場は，平成１５年度末
に閉鎖したことにより，従来の管理型処分場
（開放型・遮水シート）を改め，屋根移動式ク
ローズドシステム（補強土壁工法）処分場を建
設することにより，自然環境や生活環境の保全
を推進する。

0
近隣同種施設整備により必要性
が低下したため。

廃棄物 南 汚泥再生処理センター建設事業
し尿処理施設の更新にあたり，生ごみ等の有機
性廃棄物も併せて処理する汚泥再生処理セン
ターを建設。

0
下水道普及率向上により，既存
の処理施設を増強することで対
応できるため。

廃棄物 南 最終処分場建設事業（白根地域）
廃棄物を適正に処分するため，最終処分場及び
浸出水処理施設を建設。

0
新赤塚埋立処分地の供用開始な
どによる必要性の低下のため。

学校 江南 早通小学校移転建設事業
都市計画道路の決定及び道路整備事業の進捗に
あわせて,学校の移転改築を検討する。

0
移転の要因であった道路計画が
変更になったことにより，移転
不要となったため。

生涯 南
白根国道８号バイパス７工区横断
歩道橋設置事業

白根国道８号バイパス７工区No.１９４地点に計
画している横断歩道橋と白根学習館２階部分の
接続並びにしろね大凧と歴史の館駐車場にエレ
ベータ施設を伴った歩道橋の建設。

0 必要性が低下したため。

スポーツ 北 多目的運動広場建設事業 陸上競技場（多目的）建設事業。 0
他区に比べ運動広場の整備水準
が高いため。

上水道 全市 内野送水施設整備事業
岩室及び西川浄水場廃止による当該給水区域を
巻浄水場からの給水区域へ統合するため，巻浄
水場施設の増強を実施。

0
当初計画では内野配水場からの
給水区域統合予定であったが，
計画変更により事業廃止。

上水道 南 月潟配水場向送水管整備事業
計画策定段階では戸頭浄水場から月潟配水場ま
で送水管を整備し配水場から給水することで，
月潟浄水場を休止する予定であった。

0

戸頭浄水場の施設能力を再検討
した結果，効率性の観点から，
月潟浄水場と月潟配水場を休止
し，戸頭浄水場から直送するた
めの配水管整備に事業変更した
ため。

上水道 西蒲 配水管幹線整備事業（西川）
計画策定段階では内野配水場から配水管幹線を
整備し西川浄水場を休止する予定であった。

0

巻町との合併に伴い再検討を
行った結果，効率性の観点か
ら，巻浄水場からの配水管整備
に事業変更したため。

未完了の理由及び
今後の方向性

項
目

区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）
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交通 江南 城所踏切拡幅整備事業

・既存踏切幅：２．１ｍ
・計画幅：車道7ｍ歩道２ｍ
・延長：１６ｍ
・前後取付道路：Ｌ＝１３０ｍ　Ｗ＝７ｍ

0
必要性について検討が必要であ
り，期間中の実施は目途が立た
ないため。

交通 秋葉
道路整備事業（主要地方道白根安
田線）

市街地の交通渋滞緩和のために，市街地を迂回
するバイパスを整備するとともに小須戸橋の架
け替えを行う。
（小須戸工区　Ｌ＝１．３ｋｍ，小須戸～白根
工区　Ｌ＝２．８ｋｍ，橋梁２箇所）

0

整備予定の道路が接続する国道
403号線の延伸の進捗状況を考
慮して，事業実施時期の見直し
を行う必要があるため。

貿易 北
新潟東港物流団地整備事業（横土
居地区）

新潟東港物流団地整備事業（横土居地区）にお
ける補助金及び市道整備事業。
・横土居地区面整備事業（組合施工による土地
区画整理事業）
・事業面積 16.66ha

0

土地価格の推移や地域の熟度・
企業の需要状況を見極める必要
があり，現在のところ都市計画
の見直しを行える状況にないた
め。

学校 西蒲 曽根小学校施設整備調査事業
校舎の移転改築事業。
・校舎棟，体育館棟

0
移転改築は平成31年以降とす
るため。

未完了の理由及び
今後の方向性

項目 区 事業名 事業概要
H26年度ま
での決算額
（千円）

【期間外延伸４事業】
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