
H31 H30 前年比

予算額 予算額 増減額

人件費 スポーツ振興課 101,767 106,036 △ 4,269

少年少女スポーツ大会 220 220 0

50,679 早起き野球大会 2,000 2,000 0

自転車活用事業 1,000 1,000 0

氷上スポーツ体験学習 2,665 3,600 △ 935

（公財）新潟市スポーツ協会補助金 28,296 27,592 704

国際大会等出場選手激励費 5,435 5,200 235

氷上スポーツジュニア選手育成事業 1,185 3,000 △ 1,815

51,030 障がい者スポーツ大会関連事業費 13,914 15,442 △ 1,528

「目指そう，支えよう，パラリンピアン」
　障がい者スポーツ推進事業

1,200 2,400 △ 1,200

氷上スポーツ選手強化事業 1,000 0 1,000

ドキドキ・ワクワクスポーツふれあい促進事業 15,955 17,250 △ 1,295

プロ野球招致推進事業 1,209 933 276

47,673 ナショナルチーム合宿誘致 3,009 4,000 △ 991

東京2020オリンピック・パラリンピック

みるスポーツ
（みる機会・交流機会の拡大をはかります）

健康スポーツ
（生涯にわたるスポーツ活動を推進します）

平成31年度スポーツ振興課　当初予算　　

（大事業名） （小事業名）

新潟シティマラソン 44,794 40,000 4,794

競技スポーツ
（競技力の向上を推進します）

(単位：千円）

資料２差替

東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けた合宿誘致

19,200 1,200 18,000

氷上スポーツイベント開催 1,300 1,300 0

オリンピック・ムーブメント推進 2,000 2,000 0

国際ユースサッカーin新潟 5,000 5,000 0

支えるスポーツ
（スポーツを支える環境を構築します）

スポーツ施設管理運営・スポーツ施設の整備 346,408 360,299 △ 13,891

361,764 スポーツと音楽功労者表彰事業 231 227 4

ｽﾎﾟｰﾂ推進委員関係 14,925 14,925 0

スポ柳都にいがたプラン推進事業 200 200 0

スポーツ情報ネットワーク・医科学支援体制 目指せオリンピック！医科学サポート事業（スポ協補助金に合算） （ 500 ） （ 500 ） 0

ｽﾎﾟｰﾂ振興諸経費 スポーツ推進審議会関係 456 456 0

6,034 大会補助金・負担金・事務費等 5,578 5,678 △ 100

101,767 106,036 △ 4,269

517,180 513,922 3,258

618,947 619,958 △ 1,011合計

スポーツ振興費　小計

一般管理費



資料２ 

平成３１年度当初予算事業説明書

（一般会計）
（単位 千円）

課  名 

（31年度担当課）

事  業  名 

(予算説明書内の該当ページ)

事 業 費 事 業 の 概 要 

財 源 内 訳 

スポーツ振興課 新潟シティマラソンの

開催 

（健康スポーツ）

４４，７９４

（特定） 

  １２，０００

（一般） 

  ３２，７９４

市民はもとより内外から多

くのランナーが参加する本市

の一大スポーツイベント。 

【開催日】10月13日(日)予定 

【種目】 

フルマラソン 

ファンラン 

少年少女スポーツ大会

の開催

（健康スポーツ）

２２０

（一般） 

   ２２０

市内の小学生を対象に，野

球・サッカー・ミニバスケッ

トボール・バレーボールの大

会を開催し，児童の心身の健

康づくり等を図る。 

【開催期間】

7月中旬～8月上旬

早起き野球大会の開催 

（健康スポーツ）

 ２，０００

（一般） 

   ２，０００

日本一の参加チーム数を誇

る早起き野球大会を開催し，

大会を通してスポーツの振興

と健康増進を図る。 

【開催期間】

新潟市早起き野球大会

5月下旬～7月下旬

自転車活用事業 

（健康スポーツ）

１，０００

（一般） 

   １，０００

自転車で市内各所を巡る

「新潟シティライド」をロン

グライド（120km），ミドルラ

イド（70km），ショートライ

ド（33km）の3種目で開催する

ほか，「新潟ヒルクライム」

を1マイルタイムトライアル

とヒルクライムの2種目で行

う。 

【開催日】 

シティライド 6月2日(日) 

ヒルクライム 8月31日(土) 

       9月1日(日) 



資料２ 

平成３１年度当初予算事業説明書

（一般会計）
（単位 千円）

課  名 

（31年度担当課）

事  業  名 

(予算説明書内の該当ページ)

事 業 費 事 業 の 概 要 

財 源 内 訳 

スポーツ振興課 氷上スポーツ体験学習

推進事業 

（健康スポーツ）

２，６６５

（特定） 

２，６６５

児童に氷上スポーツに親し

んでもらうため，市内の小学

校が校外活動で新潟市アイス

アリーナを利用する際の経費

を助成する。 

(公財)新潟市スポーツ

協会補助金

（競技スポーツ）

２８，２９６

（一般） 

  ２８，２９６

各種大会の実施や指導者の

育成，ジュニア層を中心とし

た選手の育成・強化を図る新

潟市スポーツ協会の運営費・

事業費に対し補助する。 

障がい者スポーツ大会

関連事業

（競技スポーツ）

１３，９１４

（特定） 

  ４，６４３

（一般） 

  ９，２７１

第19回全国障害者スポーツ

大会「いきいき茨城ゆめ大会」

へ政令市として単独チームを

派遣する。 

【開催期間】

10月12日(土）～14日（月）

その他，上記大会へ出場す

る選手の選考の場として，新

潟県とともに県大会を開催す

るほか，障がい者スポーツ教

室や，選手育成・強化を実施

する。 

「目指そう，支えようパ

ラリンピアン」障がい者

スポーツ推進事業 

（競技スポーツ）

１，２００

（特定） 

  ６００

（一般） 

  ６００

パラリンピック競技の合宿

誘致に取り組む。 

また，パラリンピアンによ

る障がい者スポーツの体験会

若しくは講演会を開催する。 



資料２ 

平成３１年度当初予算事業説明書

（一般会計）
（単位 千円）

課  名 

（31年度担当課）

事  業  名 

(予算説明書内の該当ページ)

事 業 費 事 業 の 概 要 

財 源 内 訳 

スポーツ振興課 ドキドキ・ワクワク 

スポーツふれあい促進

事業 

（みるスポーツ）

１５，９５５

（一般） 

  １５，９５５

プロのサッカー選手・コー

チの中学校派遣指導や，年中

児から小学生までを対象とし

たサッカー教室を開催するほ

か，サッカーJ2 やプロ野球・

バスケットボールの親子観戦

招待を行い，青少年の心身の

健全育成とスポーツ文化の醸

成を図る。 

東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック競

技大会に向けた合宿誘

致事業 

【拡充】

（みるスポーツ）

１９，２００

（特定） 

  １，０００

（一般） 

１８，２００

国で定めるホストタウン登

録をしたフランスやロシアを

メインターゲットとし，ナシ

ョナルチームの事前合宿及び

その役員による合宿の事前視

察の受け入れを行う。

オリンピック・ムーブメ

ント推進事業 

（みるスポーツ）

２，０００

（一般） 

  ２，０００

 東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向け

た機運を高めるため，オリン

ピック・ムーブメントの普

及・啓発を目的としたイベン

トを開催する。 

・オリンピックデーラン 

・オリンピック教室 


