
追加

別紙１

別紙２

別紙３

別紙４

別紙５

Ⅳ 持続可能な財政運営
　［95事業］

Ⅴ 新たな財源を含めた歳入の確保と債権管理の適正化
　［14事業］

Ⅵ ファシリティマネジメントの考え方に基づいた財産経営
　のさらなる推進
　［26事業］

【改革効果の考え方】
・制度改正や業務改善などの見直しによる一般財源の影響（前年度比較）を改革効果として
　います。（単なる対象者数の増減等による影響は基本的に除いています。）
・人件費については、人員数の削減による効果額だけでなく、業務改善による業務量（労働
　時間）の削減効果も含んでいます。

【その他、留意事項】
・主な変更点及び効果額の差については、令和３年２月時点（前回公表時）との比較で記載
　しています。

新　潟　市

Ⅲ 民間活力の導入推進、市が運営する施設のあり方の検討
　［36事業］

集中改革プラン　取り組み項目一覧表
（令和３年９月時点）

　 ◎合計 343事業［331事業（R3.2月）＋12事業（R3.9月追加）］

新たに追加した取り組み[12事業]

Ⅰ 選択と集中による経営資源の適正配分
Ⅱ 職員の意欲・能力を発揮できる人材育成と働き方改革の実現
　［160事業］





■集中改革期間の効果（一般財源ベース）　※改革効果を▲として表記

（単位：億円）

令和元年度
実績

令和２年度
実績

令和３年度
見込

３年間
見込

10年間
見込

▲ 3.4 ▲ 12.3 ▲ 36.8 ▲ 52.5 ▲ 89.2

（0） （△0.1） （△18.8） （△18.9） （△20.4）

（△1.0） （△2.3） （△28.6） （△31.9） （△35.3）

▲ 1.5 ▲ 8.0 ▲ 32.0 ▲ 41.5 ▲ 58.3

（0） （△0.1） （△18.9） （△19.0） （△20.3）

（△1.0） （△2.7） （△28.2） （△31.9） （△33.4）

▲ 1.9 ▲ 4.3 ▲ 4.8 ▲ 11.0 ▲ 30.9

（0） （0） （＋0.1） （＋0.1） （△0.1）

（0） （＋0.4） （△0.4） （0） （△1.9）

▲ 24人 ▲ 46人 ▲ 49人 ▲ 119人 ▲ 346人

（0） （0） （＋1） （＋1） （0）

（0） （＋9） （＋6） （＋15） （＋6）

うち事業費

うち人件費

（正職員削減）

・定員配置計画▲２２０人（Ｒ1～Ｒ5）⇒見込み▲２９３人（Ｒ２当初△６５人含む）

・集中改革期間の中で事業のあり方・方向性を検討中のもの：３５（Ｒ３．２月時点比▲２０）

※（　　　　　）
上段・・・R3.2月時点との差
下段・・・R2.2月時点との差

年　度

◎全体３４３事業

集中改革効果
　［単年度］

（R3.2月比）

（R2.2月比）

≪集中改革期間≫

（＋ 12）

（＋111）





No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1 政策企画部 政策調整課 上越新幹線沿線活性化推進事業 1

2 環境部 環境政策課
【市民還元事業】
廃食用油回収事業

1

3 環境部 循環社会推進課 新田清掃センター灰溶融炉の停止 2

4 こども未来部 こども政策課 子育て応援情報発信事業 2

5 保健衛生部 地域医療推進課 外科系救急医療体制の改善 3

6 農林水産部 農林政策課 農業生産工程管理（ＧＡＰ）手法普及推進事業 3

7 都市政策部 港湾空港課 新潟万代島総合企画(株）の株式売却（民間主導への転換） 4

8 北区 地域総務課 新潟県競馬厩舎跡地の売却 4

9 東区 総務課 石山地区センター鍵開け業務委託 5

10 中央区 地域課 旧大畑少年センター跡地の売却（寄居コミハ等の移転） 5

11 中央区 地域課 旧新潟市白山浦庁舎跡地の売却 6

12 消防局 指令課 Net119緊急通報システム共同運用事業 6

新潟市集中改革プラン　取り組み項目一覧表　＜目次＞

■新たに追加した取り組み［12事業］
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1 政策企画部 広報課 効果的・効率的な広報の推進 1

2
市民生活部
財務部

市民協働課
財務課

・特色ある区づくり予算
・区提案予算

2

3 市民生活部 市民協働課 自治会等事務委託 3

4 文化スポーツ部 スポーツ振興課 オリンピック・ムーブメント推進事業 3

5 文化スポーツ部 文化政策課 文化創造交流都市ビジョンの推進 4

6 文化スポーツ部 文化政策課 マンガ活用 4

7 文化スポーツ部 文化政策課 マンガ・アニメのまちづくり構想第3期策定事業 5

8 観光・国際交流部
観光政策課
観光推進課

魅力発信・誘客推進事業 5

9 観光・国際交流部 観光推進課 広域連携誘客事業 6

10 環境部 環境政策課 自家消費型風力発電施設維持管理事業 6

11 環境部 環境対策課 環境大気常時監視 7

12 環境部 環境対策課
水濁法・ダイオキシン類対策法・浄化槽法等による立入調査
監視指導，油流出事故対応業務

7

13 環境部 廃棄物対策課 ごみの減量に向けた家庭ごみ収集運搬体制 8

14 環境部 廃棄物対策課 し尿収集運搬事業 8

15 環境部 廃棄物対策課 事業系ごみ減量化対策事業 9

16 福祉部 高齢者支援課
・ねたきり老人寝具乾燥事業
・訪問理美容サービス事業

9

17 福祉部 高齢者支援課 介護サービス利用支援給付事業 10

18 福祉部 高齢者支援課 紙おむつ支給事業（高齢者向け） 10

19 保健衛生部 保健管理課 難病患者支援事業（紙おむつ支給事業分） 11

20 福祉部 介護保険課 地域包括ケアシステム推進支援事業 11

21 福祉部 介護保険課 介護保険制度普及啓発事業（介護保険事業会計） 12

22 福祉部 保険年金課 国民健康保険等の保険料徴収組織の一元化 12

23 こども未来部 こども政策課 ひまわりクラブ運営費 13

24 こども未来部 保育課 入園利用調整へのAI導入 13

25 保健衛生部 地域医療推進課 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及費 14

26 保健衛生部 保健管理課 保健所情報システム管理運営事務 14

27 保健衛生部 健康増進課 いきいき健康づくり支援事業 14

28 保健衛生部 健康増進課
健幸になれるまちづくり推進事業（未来ポイント・ウオーキン
グチャレンジ）

15

29 保健衛生部 健康増進課
健幸になれるまちづくり推進事業（健康寿命延伸地域活動
支援事業）

15

30 保健衛生部 健康増進課 生活習慣病健診、各種がん検診事業 16

新潟市集中改革プラン　取り組み項目一覧表　＜目次＞
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

31 保健衛生部 衛生環境研究所 試験・検査事業 16

32 保健衛生部 健康増進課 健康栄養対策費 17

33 保健衛生部 保健衛生総務課 健康寿命延伸計画推進事業 17

34 経済部 雇用政策課 市内就労促進事業 18

35 農林水産部 農林政策課 水田農業の推進に関する事務 18

36 農林水産部 農林政策課 就農相談業務 19

37 農林水産部 農業活性化研究センター 農産物高付加価値化推進事業 19

38 農林水産部 中央卸売市場
市場関係団体に関する業務
【中央卸売市場特別会計】

20

39 農林水産部 食と花の推進課 新潟市健幸づくり応援食品認定制度 20

40 農林水産部 食と花の推進課
新潟の食と花のPR事業
（地産地消推進事業）

21

41 土木部 土木総務課 除雪対策 21

42 土木部 公園水辺課 萬代橋チューリップフェスティバル事業 22

43 総務部 行政経営課 経営資源の最適化（政策方針決定のプロセス強化） 22

44 総務部 総務課 郵便業務 23

45 総務部 総務課 平和推進事業 23

46 総務部 総務課 文書管理業務 24

47 総務部 総務課 庁舎の維持管理事業（ESCO) 24

48 総務部 総務課 電話交換業務外部委託事業 25

49 総務部 行政経営課 専門性や効率性の観点をふまえた業務体制の見直し 25

50 総務部 行政経営課 業務の見直しに合わせた組織の見直し 26

51 総務部 行政経営課
利用実態や地域での役割、市民サービス向上の観点を考慮
した出張所、連絡所のあり方の検討

26

52 総務部 行政経営課 成果志向による組織マネジメントの徹底 27

53 総務部 ICT政策課
AI・RPAの活用など事務の効率化を加速する方策の検討・
導入

27

54 総務部 ICT政策課
ICT戦略に基づく施策実施、ガバナンス推進及びＡＩ等の先
端技術の活用に向けた調査・検討

28

55 総務部 ICT政策課 統合型地理情報システム運用事業 28

56 総務部 ICT政策課 汎用連携データベースシステム 29

57 総務部 人事課 総人件費を意識した定員の適正化 29

58 総務部 人事課
人材育成とキャリア形成を念頭に置いた適材適所の人員配
置

30

59 総務部 人事課 公平で納得度の高い人事評価の実施 31

60 総務部 人事課 派遣研修費 31

61 総務部 人事課 自己開発支援事業 32

62 総務部
行政経営課
人事課
職員課

庶務など各課共通事務の部内での一元化 32

2
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

63 総務部

行政経営課
ICT政策課
人事課
職員課

総務事務システムの導入と全庁的な総務事務センター設置
の検討

33

64 財務部 用地対策課 土地開発公社に関する業務 34

65 北区 健康福祉課 生きがい対応型通所事業 34

66 北区 産業振興課 各種農業団体事務局事業 34

67 北区 産業振興課 豊栄認定農業者連絡会事務 35

68 東区 地域課 区民ふれあい祭開催事業 35

69 中央区 地域課 春のイベント開催費 35

70 江南区 健康福祉課 生きがい対策推進事業 36

71 江南区 健康福祉課 福祉バス 36

72 秋葉区 産業振興課 農業関係団体（野菜振興協議会） 36

73 秋葉区 地域総務課 スポーツ振興事業（各種教室開催費） 37

74 秋葉区 健康福祉課 生きがい対応型通所事業 37

75 南区 健康福祉課 生きがい対策推進事業 38

76 西区 地域課 西区アートプロジェクト（音楽・造形） 38

77 西区 健康福祉課 敬老事業 38

78 西区 健康福祉課 生きがい対応型通所事業 39

79 西蒲区 健康福祉課 生きがい対応型通所事業 39

80 消防局 総務課 常備消防運営費 40

81 消防局 警防課 非常備消防運営費 40

82 教育委員会 学務課 教育用コンピュータ整備事業 41

83 教育委員会 学務課 校内ＬＡＮ用コンピュータ整備事業 41

84 教育委員会 中央公民館 家庭教育振興事業費（早寝早起き朝ごはん事業） 42

85 教育委員会 中央図書館 視聴覚ライブラリー事業 42

86 教育委員会 中央図書館 図書館協議会 42

87 教育委員会 中央図書館 図書館管理運営費（新潟分） 43

88 教育委員会 中央図書館 読書普及事業費（事業費） 43

89 市民生活部 市民生活課 住基系証明発行申請等の受付の電子化対応業務 44 R2.9月追加

90 市民生活部 男女共同参画課 男女共同参画審議会 44 R2.9月追加

91 危機管理防災局 危機対策課 にいがた防災メール・職員参集メールの一元化統合事業 45 R2.9月追加

92 文化スポーツ部 文化政策課 マンガ家志望者支援事業 46 R2.9月追加

93 文化スポーツ部 文化政策課 助成金等内定者資金融資事業 46 R2.9月追加

94 文化スポーツ部 文化政策課 東アジア文化都市交流事業 47 R2.9月追加

95 文化スポーツ部 新津美術館 移動美術館開催事業（新津美術館　管理運営費） 47 R2.9月追加

3
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

96 文化スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツと音楽功労者表彰事業 48 R2.9月追加

97 文化スポーツ部 文化政策課 水族館管理経費 48 R2.9月追加

98 文化スポーツ部 歴史文化課 キャッシュレス収納対応経費 49 R2.9月追加

99 福祉部 高齢者支援課 高齢者あんしん相談センター運営事業 49 R2.9月追加

100 こども未来部 こども家庭課 児童発達支援センター業務管理システム導入事業 50 R2.9月追加

101 経済部 産業政策課 海外ビジネス支援事業 50 R2.9月追加

102 土木部 土木総務課 放置自転車対策費 51 R2.9月追加

103 教育委員会 学校支援課 国際交流推進事業 52 R2.9月追加

104 教育委員会 生涯学習センター にいがた市民大学開設事業 52 R2.9月追加

105 教育委員会 総合教育センター キャリアステージ・専門研修事業 53 R2.9月追加

106 教育委員会 教育総務課 教育施策の管理と適正な評価 53 R2.9月追加

107 教育委員会 学校人事課 教職員人事管理適正化事業 54 R2.9月追加

108 教育委員会 学校人事課 教職員県外研修等事業 54 R2.9月追加

109 市民生活部 市民協働課 市民活動支援センターの管理運営 55 R3.2月追加

110 危機管理防災局 防災課 避難所機能強化対策事業（発電機保守） 55 R3.2月追加

111 文化スポーツ部 文化政策課 新潟市美術展 56 R3.2月追加

112 文化スポーツ部 歴史文化課 歴史博物館管理運営費 56 R3.2月追加

113 環境部 環境政策課 脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化 57 R3.2月追加

114 環境部 環境政策課 潟ツーリズム 57 R3.2月追加

115 環境部 循環社会推進課 廃棄物中継施設・し尿処理施設の維持管理 58 R3.2月追加

116 福祉部 障がい福祉課 まちなかほっとショップ運営費 58 R3.2月追加

117 福祉部 障がい福祉課 障がい者就業能力向上支援事業（ＩＴサポート事業） 59 R3.2月追加

118 福祉部 障がい福祉課 農業を活用した障がい者雇用促進事業 59 R3.2月追加

119 福祉部 高齢者支援課 幸齡生きがいサポート事業 60 R3.2月追加

120 福祉部 地域包括ケア推進課 介護保険システム（運用支援業務） 60 R3.2月追加

121 こども未来部 こども政策課 にいがたっ子すこやかパスポート事業 61 R3.2月追加

122 こども未来部 こども家庭課 育児相談 61 R3.2月追加

123 こども未来部 保育課 私立保育園等職員保菌検査委託料 62 R3.2月追加

124
こども未来部
区役所

保育課
健康福祉課

市立保育園登降園記録システムの導入 62 R3.2月追加

125 保健衛生部 保健管理課 難病患者支援事業（看護手当支給事業分） 63 R3.2月追加

126 保健衛生部 保健管理課 けんこう広場ＲＯＳＡぴあ運営事業 63 R3.2月追加

127 保健衛生部 健康増進課 成人歯科健診事業 64 R3.2月追加

128 保健衛生部 健康増進課
むし歯予防事業
妊婦乳幼児歯科健診事業

65 R3.2月追加

129 保健衛生部 健康増進課 健康づくり推進事業 65 R3.2月追加

130 保健衛生部 健康増進課 新生涯歯科保健計画の推進事業 66 R3.2月追加

4



＜別紙１＞

No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

131 農林水産部
農林政策課
食と花の推進課

WEB会議などオンラインを活用した業務効率化 66 R3.2月追加

132 農林水産部 農業活性化研究センター 農業活性化研究センター研究費 67 R3.2月追加

133 建築部 住環境政策課 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業家賃対策補助金 67 R3.2月追加

134 建築部 住環境政策課 空き家活用推進事業 68 R3.2月追加

135 土木部 公園水辺課 緑化イベント事業 68 R3.2月追加

136 下水道部 経営企画課 通船川・栗ノ木川フラッシング経費寄附金 69 R3.2月追加

137 総務部 総務課 庁内ネットワークを利用したWEB会議システムの活用促進 69 R3.2月追加

138 総務部
ICT政策課
総務課

職員向けシステム操作研修及びシステム運用確認に係る見
直し

70 R3.2月追加

139 北区 地域総務課 夏休み公共施設利用の促進 70 R3.2月追加

140 北区 地域総務課 北区賑わいづくり事業 71 R3.2月追加

141 東区 健康福祉課 ＜東区＞生きがい対策推進事業 71 R3.2月追加

142 中央区 建設課 公園緑地管理費 71 R3.2月追加

143 中央区 建設課 路上駐輪対策事業 72 R3.2月追加

144 江南区 地域総務課 亀田あけぼの会館管理運営事業 72 R3.2月追加

145 秋葉区 地域総務課 交通安全教室運営体制の見直し 73 R3.2月追加

146 秋葉区 産業振興課 夏まつり開催事業 73 R3.2月追加

147 秋葉区 産業振興課 ＜秋葉区＞露店市場管理費 74 R3.2月追加

148 南区 地域総務課 ＜南区＞スポーツ振興事業 74 R3.2月追加

149 南区 区民生活課 白根斎場の管理運営 74 R3.2月追加

150 西区 健康福祉課 ＜西区＞生きがい対策推進事業 75 R3.2月追加

151 西区 健康福祉課 西区ふれあい・ふゆまつり 75 R3.2月追加

152 西蒲区 地域総務課 ＜西蒲区＞交通安全事務費 75 R3.2月追加

153 西蒲区 産業観光課 露店市場管理 76 R3.2月追加

154 西蒲区 産業観光課 ＜西蒲区＞海水浴場管理費 76 R3.2月追加

155 消防局 総務課 AEDの適正管理事業（レンタルサービス） 76 R3.2月追加

156 教育委員会 学校支援課 高等学校各種体育大会費 77 R3.2月追加

157 教育委員会 中央公民館 地域コミュニティ活動活性化支援事業 77 R3.2月追加

158 教育委員会 中央図書館 図書館ネットワーク費 78 R3.2月追加

159 水道局 経営管理課 公用車管理費【水道事業会計】 78 R3.2月追加

160 水道局
中央事業所
工務課

指定様式印刷費【水道事業会計】 78 R3.2月追加

5
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1 文化スポーツ部 歴史文化課 新津鉄道資料館企画展等実施事業 1

2 文化スポーツ部 歴史文化課 新津鉄道資料館管理運営費 1

3 文化スポーツ部 歴史文化課 史跡古津八幡山遺跡確認調査事業 2

4 観光・国際交流部 観光推進課 観光客おもてなし態勢促進事業 2

5 福祉部 障がい福祉課 障がい者デイサポートセンター明日葉事業 3

6 福祉部
高齢者支援課
各区健康福祉課

公設デイサービスセンター 3

7 福祉部 地域包括ケア推進課 認知症高齢者等地域支援推進事業 4

8 こども未来部 こども政策課 婚活支援事業 4

9 こども未来部 保育課 保育事務の外部委託 5

10 農林水産部 食と花の推進課 食と花の世界フォーラム 6

11 農林水産部 食と花の推進課 食文化創造都市推進事業（若手料理人育成支援事業） 7

12 農林水産部 食と花の推進課
食文化創造都市推進事業（レストランバス等を活用したコン
テンツ開発）

8

13 土木部 公園水辺課 フラワーパートナー事業 8

14 下水道部
下水道管理センター維持
管理課

管路施設の包括的民間委託 9

15 下水道部
下水道管理センター施設
管理課

ポンプ場の維持管理及びその総括に関する業務 9

16 下水道部
下水道管理センター施設
管理課

クラウド技術を用いたＭＰ管理委託業務の効率化・コスト縮
減

10

17 財務部 財務企画課 ふるさと新潟市応援寄附金業務 10

18
西蒲区
教育委員会

地域総務課
中央公民館
中央図書館

市民会館の管理運営 11

19
西蒲区
保健衛生部

区民生活課
環境衛生課

巻斎場の管理運営業務 11

20 水道局 計画整備課
廃止浄水場取水施設撤去業務
【水道事業会計】

12

21 教育委員会 保健給食課 学校給食運営事業 12

22 教育委員会 地域教育推進課 若者支援事業 13

23 教育委員会 地域教育推進課 学校開放管理指導委託 13

24 教育委員会 学校人事課 用務員業務の見直し 14

25 教育委員会 中央図書館 図書館・図書室窓口等業務委託 15

26
こども未来部
各区

保育課
健康福祉課

市立保育園配置計画の推進 16 R2.2月追加

27 下水道部
下水道管理センター施設
管理課

ポンプ場の維持管理業務 17 R2.9月追加

28 財務部 市民税課 課税（所得）証明コンビニ交付導入事業 17 R2.9月追加

29 文化スポーツ部 文化政策課 にいがたアニメ・マンガフェスティバル開催事業 18 R3.2月追加

30 経済部 企業誘致課 株式会社新潟流通センター民営化 18 R3.2月追加

新潟市集中改革プラン　取り組み項目一覧表　＜目次＞
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31 都市政策部 港湾空港課
万代島多目的広場の管理運営（万代島にぎわい空間の創
造事業）

19 R3.2月追加

32 東区 健康福祉課 老人憩の家運営費（松崎荘） 19 R3.2月追加

33 南区 産業振興課 月潟農村環境改善センター維持管理運営費 20 R3.2月追加

34 西区 地域課 みどりと森の運動公園体育施設等管理運営費 20 R3.2月追加

35 教育委員会 地域教育推進課 芸術創造村・国際青少年センター管理運営費 21 R3.2月追加

36 教育委員会 中央図書館
各図書館管理運営費（亀田・白根・月潟・黒埼・西川・巻・岩
室）

21 R3.2月追加
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1 市民生活部 市民協働課 【市民還元事業】地域活動補助金 1

2 市民生活部 市民協働課 防犯灯設置補助事業 2

3 文化スポーツ部 文化政策課 文化活動支援事業 2

4 文化スポーツ部 文化政策課 アート・ミックス・ジャパン開催事業 3

5 文化スポーツ部 文化政策課
（公財）新潟市芸術文化振興財団運営費補助金（アーツカウ
ンシル新潟）

3

6 文化スポーツ部 文化政策課 水と土の宝物活用事業 4

7 文化スポーツ部 文化政策課 市民芸術文化会館事業費補助金 4

8 文化スポーツ部 文化政策課 みなと新潟「光の響演」事業 5

9 観光・国際交流部 観光政策課
（公財）新潟観光コンベンション協会補助金（プロパー人件
費）

5

10 観光・国際交流部 観光政策課 新潟まつり開催補助金 6

11 観光・国際交流部 観光政策課 にいがた食の陣開催補助金 6

12 観光・国際交流部 観光政策課 日本海夕日キャンペーン開催補助金 7

13 観光・国際交流部 観光政策課 新潟総踊り祭開催補助金 7

14 観光・国際交流部 観光政策課 NIIGATA光のページェント補助金 8

15 観光・国際交流部 観光政策課 とやの湖桜まつり開催補助金 8

16 観光・国際交流部 観光推進課 文化・スポーツコミッション運営補助金 9

17 環境部 環境政策課 【市民還元事業】にいがた未来ポイント事業 9

18 環境部 循環社会推進課 阿賀北広域組合負担金（し尿処理） 10

19 環境部 循環社会推進課 【市民還元事業】家庭ごみ処理手数料収入の使途 10

20 環境部 循環社会推進課 【市民還元事業】食品リサイクル地域活動支援事業 11

21 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】古布・古着拠点回収事業 11

22 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】クリーンにいがた推進員育成事業 12

23 環境部 廃棄物対策課
【市民還元事業】ごみ集積場看板配布事業（ごみ集積場設
置等補助金）

12

24 環境部 廃棄物対策課
【市民還元事業】ごみ収集カレンダー経費（分別意識の向上
と啓発）

13

25 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】集団資源回収運動費 13

26 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】古紙拠点回収費 14

27 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】ごみ出し支援事業 14

28 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】ごみ集積場設置等補助金 15

29 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】違反ごみ・不法投棄対策事業 15

30 環境部 廃棄物対策課 【市民還元事業】地域清掃等補助金 16
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

31 福祉部 福祉総務課 民生委員・児童委員活動費 16

32 福祉部 福祉総務課 新潟市社会福祉協議会補助金（プロパー含） 17

33 福祉部 障がい福祉課
障がい者福祉タクシー利用料金・燃料費助成費(人工透析患
者通院費助成事業費を含む）

17

34 福祉部 障がい福祉課
更生訓練費給付費（障がい者等施設通所助成費、精神障が
い者通所作業訓練所交通費助成費を含む）

18

35 福祉部 障がい福祉課 グループホーム運営費補助金 18

36 福祉部 障がい福祉課 意思疎通支援費（手話通訳者等派遣） 18

37 福祉部 高齢者支援課 新潟市シルバー人材センター補助金 19

38 福祉部 高齢者支援課
・小規模特別養護老人ホーム建設事業費補助金
・グループホーム建設事業費補助金
・小規模多機能型居宅介護事業所建設事業費補助金

19

39 こども未来部 こども政策課 結婚新生活支援補助金 20

40 こども未来部 こども政策課 民設放課後児童クラブ補助金 20

41 こども未来部 こども政策課 私立高等学校支援補助金 21

42 保健衛生部 保健管理課 新潟白菊会補助金 21

43 保健衛生部 環境衛生課 新潟市公衆浴場協同組合補助金 22

44 保健衛生部 環境衛生課 新潟市公衆浴場経営安定化補助金 22

45 保健衛生部 環境衛生課 新潟市公衆浴場設備改善補助金 23

46 経済部 産業政策課 新潟IPC財団補助金 23

47 経済部 商業振興課 次世代店舗支援事業（中心商店街活性化支援事業） 24

48 経済部 成長産業支援課 新潟IPC財団補助金 24

49 経済部 成長産業支援課 航空機産業部品製造技術高度化支援事業 24

50 経済部 成長産業支援課 航空機産業クラスター推進事業 25

51 経済部 成長産業支援課 ＩＣＴを活用した事業創出 25

52 経済部 企業誘致課 中小企業生産性向上設備投資補助金 25

53 経済部 企業誘致課 情報通信関連産業立地促進事業補助金 26

54 経済部 企業誘致課 企業立地等緊急対策事業 26

55 経済部 雇用政策課 （公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター補助金 27

56 経済部 雇用政策課 移住支援金交付事業 27

57 農林水産部 農林政策課 環境と人にやさしい農業支援事業 28

58 農林水産部 農林政策課 農業用廃プラスチックリサイクル処理事業 28

59 農林水産部 農林政策課 南区資源循環事業 28

60 農林水産部 農林政策課 元気な農業応援事業 28

61 都市政策部 都市交通政策課 公共交通利用促進事業（シニア半わり） 29

62 都市政策部 都市交通政策課 バス交通等補助金 29

2
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No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

63 都市政策部 都市交通政策課 区内の生活交通社会実験 30

64 都市政策部 都市交通政策課 空港アクセス改善事業 31

65 都市政策部 港湾空港課 新潟清港会補助金 31

66 建築部 住環境政策課 （子育て・高齢者支援）健幸すまいリフォーム助成事業 32

67 建築部 建築行政課 民間建築物アスベスト除去工事等補助事業 32

68 総合的な汚水処理の推進（未普及対策事業） 33

69 総合的な汚水処理の推進（市浄化槽整備事業） 33

70 総合的な汚水処理の推進（市浄化槽設置整備補助事業） 34

71 下水道部
下水道管理センター施設
管理課

包括委託のレベルアップ（白根・島見浄化センター） 34

72 下水道部 下水道計画課 ストックマネジメントによる改築事業 35

73 下水道部 下水道計画課 浸水対策事業（鳥屋野・万代・下所島排水区） 35

74 下水道部 下水道計画課 浸水対策事業（鳥屋野・万代・下所島排水区その２） 35

75 下水道部 下水道計画課 浸水対策事業（松浜排水区） 36

76 下水道部 下水道計画課 坂井輪雨水1号幹線整備事業 36

77 下水道部 下水道計画課 工事設計書作成委託事業 36

78 下水道部 下水道計画課 合流式下水道改善事業 37

79 下水道部 経営企画課 施設整備の選択と集中による起債残高の削減 37

80 財務部 財務課 （病院繰出金）共済組合追加費用 38

81 財務部 財務課 （病院繰出金）医師確保経費（初任給調整手当増額分） 38

82 財務部 財務課 水道事業会計への出資金 39

83 財務部 用地対策課
新潟市土地開発公社への資金貸付・債務保証及び返済に
関する事務

39

84 中央区 地域課 沼垂まつり補助金 40

85 中央区 建設課 市民と考えるまちづくり推進事業 40

86 秋葉区 産業振興課 勤労者福祉共済事業補助金 41

87 西区 農政商工課 黒埼商工会駐車場補助金 41

88 教育委員会 学務課 就学援助事業 42

89 経済部 商業振興課 次世代店舗支援事業(既存店魅力向上事業) 43 R2.9月追加

90 教育委員会 学務課 新潟市奨学金 43 R2.9月追加

91 市民生活部 市民生活課 防犯カメラ整備補助金 44 R3.2月追加

92 観光・国際交流部 国際課 新潟県ソウル事務所参画事業 44 R3.2月追加

93 観光・国際交流部 国際課 新潟市国際交流協会運営費補助金 45 R3.2月追加

94 こども未来部 こども家庭課 特定不妊治療費助成費 45 R3.2月追加

95 江南区 産業振興課 江南区文化会館管理運営費（自主事業） 46 R3.2月追加

下水道部
環境部

下水道計画課
経営企画課
環境対策課

3





＜別紙４＞

No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1

農林水産部
北区
西区
西蒲区

食と花の推進課
産業振興課
農政商工課
産業観光課

市民農園・収穫農園推進事業 1

2 建築部 住環境政策課 市営住宅明渡請求訴訟業務 1

3 財務部 財務課 行政サービスの受益と負担の適正化 2

4 財務部 財務企画課 広告収入やネーミングライツなど、新たな自主財源の確保 3

5 財務部 納税課 市税納付勧奨業務 4

6 財務部 納税課
保険料納付お知らせセンター運営業務委託の拡充（市税を
追加する拡充）

4

7 教育委員会 地域教育推進課 「成人の日」のつどい開催 4

8 教育委員会 中央図書館 読書普及事業費（資料購入費） 5

9 福祉部 保険年金課 国民健康保険料キャッシュレス納付推進事業 6 R2.9月追加

10 財務部
市民税課
資産税課
納税課

市税キャッシュレス納付導入事業 6 R2.9月追加

11 教育委員会 中央図書館 中央図書館管理運営費 7 R2.9月追加

12 環境部 廃棄物対策課 一般廃棄物処理手数料（し尿）の収納率の向上 7 R3.2月追加

13 保健衛生部
環境衛生課 動物愛護セン
ター

動物愛護管理事務 8 R3.2月追加

14 都市政策部
都市計画課
まちづくり推進課

屋外広告関係諸経費 8 R3.2月追加
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＜別紙５＞

No 部局区 担当課 事務事業名 ページ 備考

1 財務部 財産活用課 公共施設の最適化 1

2 財務部 財産活用課 市有財産の有効活用の推進 2

3
文化スポーツ部
西区

スポーツ振興課
地域課

スポーツ施設のストック適正化 3

4 環境部 循環社会推進課 廃棄物処理の民間委託化と土地利活用 4

5 環境部 循環社会推進課 ごみの減量に向けた焼却施設のあり方 4

6
福祉部
各区

高齢者支援課
健康福祉課

老人憩の家 5

7 農林水産部 食と花の推進課
と畜場事業会計繰出金（食肉センター指定管理委託料）
【と畜場事業会計】

5

8 建築部 住環境政策課 市営住宅管理費（維持修繕工事） 6

9 下水道部 下水道計画課 処理場維持管理（農業集落排水施設） 6

10 下水道部 下水道計画課 処理場維持管理（特定環境保全下水道） 7

11 秋葉区 地域総務課 新津地区市民会館管理運営費 7

12 西蒲区 地域総務課 生涯にわたるスポーツ活動の推進 8

13 西蒲区 健康福祉課 高齢者の生きがい推進等に関する事業 8

14 教育委員会 学校支援課 幼稚園の管理運営（幼稚園への支援員配置） 9

15 教育委員会 中央公民館 各公民館維持管理運営（分館） 9

16 教育委員会 中央公民館 各公民館維持管理運営 10

17 教育委員会 中央図書館 潟東図書館管理運営費 10

18 教育委員会 中央図書館 地区図書室管理運営費 11

19 こども未来部 こども政策課 ひまわりクラブ施設整備 11 R2.2月追加

20
北区
財務部

地域総務課
財産活用課

葛塚地域実行計画の推進 12 R2.2月追加

21
江南区
財務部

地域総務課
財産活用課

曽野木地域実行計画の推進 13 R2.2月追加

22
西区
財務部
こども未来部

地域課、総務課
財産活用課
こども政策課

坂井輪地域実行計画の推進 14 R2.2月追加

23 環境部 循環社会推進課 不燃・粗大ごみ処理施設の一部統合 15 R2.9月追加

24 環境部 循環社会推進課 埋立処分地の一部統合 15 R3.2月追加

25 経済部 雇用政策課 新潟市職業訓練センター管理運営費 16 R3.2月追加

26 土木部 土木総務課 橋梁長寿命化修繕計画の推進 16 R3.2月追加
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