
第 2章 行財政 

1 予算 

（1）平成 31年度一般会計予算

＜A図＞ 

＜B図＞ 

歳出 

3,922 億円 

自主財源 

（43.3%）

依存財源 

（56.7%）

歳入 

3,922 億円 

議会費 10.2億円 (0.3%)

総務費 

462.6 億円 

(11.8%) 

労働費 11.5億円 (0.3%) 農林水産業費 66.9億円 (1.7%) 

消防費 

114.8億円 (2.9%) 

その他 80.8億円 (2.0%)

市税 

1,351.2億円 

(34.5%) 

諸収入その他 

344.9 億円 

(8.8%) 
地方交付税その他 

848.8 億円 

(21.6%) 

国・県 

支出金 

848.5 億円 

(21.6%) 

市債 

528.6 億円 

(13.5%) 

民生費 

1,195.7億円 

(30.5%) 

衛生費 

258.9億円 

(6.6%) 

土木費 

496.2億円 

(12.7%) 

教育費 

615.8億円 

(15.7%) 

公債費 

442.8 億円 

(11.3%) 

商工費 

165.8 億円 

(4.2%) 

（新潟市財務課）
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（2）平成 31年度農林水産業費内訳  

（単位：千円）

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

一般会計 397,500,000 380,200,000 392,200,000 

農林水産業費 7,320,683 6,344,568 6,686,213 

 農業費 3,611,151 3,237,116 3,374,810 

農業委員会費 495,302 504,128 555,460 

農業総務費 1,480,053 1,256,211 1,223,612 

農業振興費 1,210,583 1,114,258 1,384,871 

畜産振興費 10,615 8,620 8,321 

林業振興費 234,524 176,125 144,052 

農業活性化研究センター費 89,586 63,423 58,494 

食育・花育センター費 90,488 114,351 0 

農地費 3,183,793 2,643,212 2,956,878 

農地総務費 247,629 217,005 214,247 

土地改良費 1,252,058 903,188 1,062,692 

農村環境整備費 1,684,106 1,523,019 1,679,939 

水産業費 525,739 464,240 354,525 

水産業総務費 60,146 67,787 32,131 

水産業振興費 290,807 95,988 94,425 

漁港費 174,786 300,465 227,969 
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（３）平成 31年度施策展開方向 

 「にいがた未来ビジョン」に掲げる３つの都市像の実現に向けた取り組みにより「安心政令市にい

がた」を確立していきます。 

 ■新潟発わくわく教育ファーム推進事業                26,331 千円 

■農・福連携事業                  2,379 千円 

    ■田んぼダム利活用促進事業             1,978 千円 

    ■農業用排水施設等の管理運営・長寿命化                     566,304 千円 

 ■食育推進計画推進事業          1,758 千円 

 ■花育推進事業              435 千円 

■新規就農者確保・育成促進事業           16,360 千円 

 ■農産物高付加価値化推進事業         10,000 千円 

    ■環境と人にやさしい農業支援事業         36,437 千円 

  ■新潟市健幸づくり応援食品認定事業                    745 千円 

     ■農業活性化研究センター研究費               14,904 千円 

    ■元気な農業応援事業                      783,000 千円 

    ■農産物輸出促進事業                         7,917 千円 

    ■農業生産工程管理（ＧＡＰ）手法推進事業            342 千円 

    ■食と花の世界フォーラム                      38,623 千円 

    ■ほ場整備事業費負担金・補助金             302,126 千円 

    ■食文化創造都市推進事業                      28,741 千円 

■国家戦略特区推進事業                    3,115 千円

都市像Ⅰ  

市民と地域が学び高め合う，安心協働都市

都市像Ⅱ 

田園と都市が織りなす，環境健康都市 

都市像Ⅲ 

日本海拠点の活力を世界とつなぐ，創造交流都市 
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２ 農林水産関係機構図及び事務分掌（平成 31 年 4月 1日現在）

 市    長  

― 副 市 長 

 農林水産部 
農林水産部長   

― 農林政策課  18 人（新潟県への派遣含む）

企画管理係 

(1) 部の事務事業の総合調整に関する事項 

(2) 部の予算及び決算の総括に関する事項 

(3) 農業行政の企画，調査及び農業災害に 

関する事項 

(4) 食肉センターに関する事項 

(5) 林業行政及びその他林業振興に関する事項 

(6) 課の庶務に関する事項  

生産政策係 

(1) 農畜産業の振興に関する事項 

(2) 環境保全型農業及び生産環境に関する事項 

(3)農業災害に関する事項 

担い手育成室 

(1) 農業振興地域の整備計画に関する事項 

(2) 農業経営基盤の強化に関する事項 

(3) 農事組合法人に関する事項 

(4) 農業金融に関する事項 

― 農業活性化研究センター  15 人 

(1) 野菜，花卉，果樹，水稲の試験研究 

(2) 土壌診断事業 

(3) 農業技術相談 

(4) ６次産業化の支援 

― 農村整備・水産課  12 人 
管理係 

(1) 農業農村整備事業の予算，決算 

(2) 土地改良事業の賦課金に関する事項 

(3) 農村環境改善センター及び地域研修センター

の総括 

(4) 地籍調査事業の総括 

農村計画係 

(1) 国，県，土地改良区が行う農業基盤整備の調

整 

(2) 農村環境の保全 

(3) 多面的機能支払交付金事業の推進 

(4) 農地と農業用施設の災害防止と復旧 

(5) 田んぼダムの推進 

(6) その他農業農村整備事業の関する事項  

水産振興室 

(1) 水産統計に関する事項 

(2) 漁業金融に関する事項 

(3) 輸出水産物に関する事項 

(4) 水産動植物の増養殖に関する事項 

(5) 水産関係団体及び漁業者指導に関する事項 

(6)水産施設，漁港，漁港海岸施設等の計画，整備  

及び管理に関する事項 

   (7)漁場の開発，造成及び調査に関する事項 

   (8)漁業構造改革等に関する事項 

 (9) その他水産業の振興に関する事項 

― 中央卸売市場  12 人 
管理係 

(1) 市場使用料，手数料，保証金の徴収・管理 

(2) 市場内の秩序維持 

(3) 市場施設の使用指定・許可 

指導係 

(1) 市場における売買取引の指導及び監督並びに

許可等に関する事項 

(2) 仲卸業者，関連事業者の許可及び売買参加者

の承認に関する事項 
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(4) 市場施設の整備・維持管理 

―ニューフードバレー特区課  10 人

(1)  ニューフードバレーの推進に関する事項 

   (2)  新潟国家戦略特区に関する事項 

   (3)  農畜産物の販路拡大に関する事項 

(4)  食と花の世界フォーラムに関する事項 

―食と花の推進課  16 人 

(1) 農畜産物の情報発信に関する事項 

(2) 地産地消の推進に関する事項 

(3) 食文化創造都市の推進に関する事項 

(4) 農村と都市の交流に関する事項 

(5) 食育及び花育の推進に関する事項 

(6) 食育・花育センターに関する事項 

(7) 食と花の交流センターに関する事項 

(8) アグリパークに関する事項 

（農林水産部農業活性化研究センターの所管する 

ものを除く） 

(9) 農業と他分野の連携推進に関する事項 

(3) 卸売業者，仲卸業者及び関連事業者の経営指

導に関する事項 

(4) 市場取扱品目の流通事情の調査及び情報に

関する事項 

― 北区役所  

― 東区役所  

― 中央区役所  

― 江南区役所  

― 秋葉区役所  

― 南区役所  

― 西区役所  

― 西蒲区役所  

 産業振興課 
          ・・・・・・・・・・・新産業創出係

・

 産業振興課 

 産業振興課  
・・・・・・・・・・ いきいき里山室  

 産業振興課 

 農政商工課  
・・・・・・・・・・・食と産業振興室

 産業観光課 
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 北区農業委員会  

 中央農業委員会  

 秋葉区農業委員会  

 南区農業委員会  

 西区農業委員会  

 西蒲区農業委員会  

 北区農業委員会事務局 ・・・・・・・農地係，農政振興係 

 中央農業委員会事務局 ・・・・・・・管理係，農地係，農政振興係

 秋葉区農業委員会事務局 ・・・・・農地係，農政振興係

 南区農業委員会事務局 ・・・・・・・農地係，農政振興係

 西区農業委員会事務局 ・・・・・・・農地係，農政振興係

 西蒲区農業委員会事務局 ・・・・・農地係，農政振興係

      農業委員会事務局の事務分掌 

 管理係（中央農業委員会事務局のみ） 

(1) 各農業委員会の事務事業の調整に関する事項 

(2) 各農業委員会の予算及び決算の総括に関する 

事項 

(3) 総会，役員会及び代表者会議等に関する事項 

(4) 中央農業委員会農地利用最適化推進委員の

募集に関する事項 

(5) 物品の管理に関する事項 

(6) 公用自動車の管理に関する事項 

(7) 他の農業委員会の所管に属しない事項 

(8) 事務局の庶務に関する事項 

(9) 新潟県からの事務移譲に関する事項 

(10) 農地台帳の管理及び公表に関する事項 

(11) 他の係の所管に属しない事項 

農地係 

(1) 農地部会の会議に関する事項 

(2) 農地部会の所掌事務に関する事項(農政振興

係の所管に関する事項を除く) 

(3) 国有農地の管理等に関する事項 

(4) 農地の競売等に関する事項 

(5) 相続税・贈与税納税猶予事務に関する事項 

(6) 農業振興地域整備計画に関する事項 

(7) 農地台帳の管理に関する事項（秋葉区及び西

蒲区のみ） 

(8) 農地法の規定に基づく新潟県農業会議への諮

問の調整に関する事項 

(9) 農地関係の証明及び調査，統計に関する事項 

(10) その他農地に関する事項 

農政振興係 

(1) 総会，役員会及び代表者会議等に関する事項

（中央除く） 

(2) 各区農業委員会農地利用最適化推進委員の

募集に関する事項（中央除く） 

(3) 物品の管理に関する事項（中央除く） 

 (4) 事務局の庶務に関する事項（中央除く） 

(5) 農政振興部会の会議に関する事項 

(6) 農政振興部会の所掌事務に関する事項 

(7) 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

(8) 農地中間管理事業に関する事項 

(9) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 

の策定に関する事項 

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項 

(11) 農地移動適正化あっせん事業に関する事項 

(12) 農業者年金基金業務に関する事項 

(13) 農業者年金基金の農地等の管理に関する 

事項 

(14) 農地台帳の管理に関する事項（中央，秋葉区

及び西蒲区除く） 

(15) 農業経営安定対策に関する事項 

(16) 優良農地確保（遊休農地対策）に関する事項 

(17) 賃借料の情報提供に関する事項 

(18) 農業団体等との連絡協調に関する事項 

(19) その他農政・振興に関する事項 

(20) 他の係の所管に属しない事項（中央除く） 
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３ にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画：平成 27 年～令和 4年） 

第 3次実施計画における施策体系 平成 31年～令和 2年 

主要事業名

都市像Ⅰ　市民と地域が学び高め合う，安心協働都市 
政策①　ずっと安心して暮らせるまち

施策２　障がいのある人などが地域で自立した生活をおくるための支援 ○農・福連携事業
○新規就農者確保・育成促進事業
○新潟発わくわく教育ファーム推進事業（「アグリ・ケア・プ
ログラム」の推進）

施策５　災害に強いまちづくり ○田んぼダム利活用促進事業
○農業用排水施設等の管理運営・長寿命化

政策②　男女共同参画の推進・子どもを安心して産み育てられるまち
施策６　妊娠・出産・子育ての一貫した支援 ○新潟発わくわく教育ファーム推進事業

○食育推進計画推進事業
○花育推進事業

政策③　学・社・民の融合による教育を推進するまち
施策８　自分の力に自信をもち心豊かな子どもを育む学校教育の推進 ○新潟発わくわく教育ファーム推進事業

都市像Ⅱ　田園と都市が織りなす，環境健康都市
政策⑤　地域資源を活かすまち

施策１４　食と農を通じた地域づくり ○12次産業化推進事業
○新潟発わくわく教育ファーム推進事業
○食育推進計画推進事業
○花育推進事業
○農・福連携事業
○新規就農者確保・育成促進事業
○新潟発わくわく教育ファーム推進事業（「アグリ・ケア・プ
ログラム」の推進）
○農業活性化研究センター研究費
○農産物高付加価値化推進事業
○食育推進計画推進事業
○環境と人にやさしい農業支援事業
○食文化創造都市推進事業
○農業サポーター推進事業
○新潟の食と花のＰＲ事業
○地場産学校給食推進事業

政策⑥　人と環境にやさしいにぎわうまち
施策２０　資源循環型社会への取組み・低炭素型まちづくり ○環境と人にやさしい農業支援事業

政策⑦　誰もがそれぞれにふさわしい働き方ができるまち
施策２２　障がいのある人などがいきいきと働ける環境づくり ○農・福連携事業

○新規就農者確保・育成促進事業
○新潟発わくわく教育ファーム推進事業（「アグリ・ケア・プ
ログラム」の推進）

都市像Ⅲ　日本海拠点の活力を世界とつなぐ，創造交流都市
政策⑧　役割を果たし成長する拠点

施策２３　ニューフードバレーの推進 ○国家戦略特区推進事業
○元気な農業応援事業
○農産物高付加価値化推進事業
○6次産業化サポート事業
○農業活性化研究センター研究費
○新潟市健幸づくり応援食品認定事業
○農業生産工程管理（ＧＡＰ）手法普及推進事業
○農産物輸出促進事業
○ほ場整備促進活動費補助金
○新規就農者確保・育成促進事業
○多面的機能支払交付金事業
○食と花の世界フォーラム

施策２４　環日本海ゲートウェイ機能の強化 ○農産物輸出促進事業
政策⑨　雇用が生まれ活力があふれる拠点

施策２７　成長産業の育成 ○元気な農業応援事業
○農産物高付加価値化推進事業
○6次産業化サポート事業
○農業活性化研究センター研究費
○国家戦略特区推進事業
○新潟市健幸づくり応援食品認定事業

政策⑩　魅力を活かした交流拠点
施策２９　食と花の魅力の向上 ○食文化創造都市推進事業

○農産物輸出促進事業
○新潟の食と花のＰＲ事業
○いくとぴあ食花の管理運営
○農業サポーター推進事業

政策⑪　世界とつながる拠点
施策３３　さまざまな分野での戦略的な国際交流の推進 ○農産物輸出促進事業

体　系
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