
【行政経費】

＜一般会計＞

部名 予算担当課 補助金名 評価結果

市民生活部 市民協働課 自治会等防犯灯補助金（設置補助） 継続
自治会等防犯灯補助金（電気料補助） 継続
自治会等集会施設借上補助金 継続

市民生活課 防犯業務推進事業補助金 継続
校区交通安全推進協議会補助金 継続
新潟市交通対策協議会補助金 継続
交通安全協会補助金 継続
新潟市交通安全母の会補助金 廃止

男女共同参画課 女性緊急一時保護等事業費補助金 継続
男性の育児休業取得奨励金 拡充

危機管理防災局 防災課 水難救済事業補助金 継続
文化スポーツ部 文化政策課 新潟市民芸術文化会館事業補助金 継続

（公財）新潟市芸術文化振興財団文化振興事業補助金 継続
（公財）新潟市芸術文化振興財団運営補助金 継続
坂口安吾顕彰事業補助金 継続

歴史文化課 文化財保護調査事業費補助金 継続
スポーツ振興課 （公財）新潟市スポーツ協会補助金（運営費補助） 継続

（公財）新潟市スポーツ協会補助金（事業費補助） 継続
観光・国際交流部 観光政策課 新潟まつり開催補助金 継続

とやの湖桜まつり開催補助金 継続
新潟市民謡連盟補助金 継続
新潟万代太鼓振興会補助金 継続
ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント補助金 継続
観光循環バス運行補助金 継続
新潟総踊り祭開催補助金 継続
（公財）新潟観光コンベンション協会運営事業補助金 継続
にいがた食の陣開催補助金 継続
ガストロノミーツーリズム推進事業補助金 継続
日本海夕日キャンペーン開催補助金 継続

広域観光課 外国人観光客受入整備補助金 継続
環境部 環境政策課 公害防止施設資金助成金利子補給金 継続

廃棄物対策課 集団資源回収保管倉庫購入等補助金 継続
地域清掃活動費等補助金 継続
ごみ集積場設置等に係る補助金 継続

福祉部 福祉総務課 有明福祉会館補助金 継続
新潟県保護会補助金 継続
新潟市社会福祉協議会運営費補助金 継続
北区南浜遺族会補助金 継続
新潟市中央区連合遺族会補助金 継続
黒埼地区遺族会補助金 継続

障がい福祉課 手話通訳者養成事業費補助金 継続
障がい者共同生活援助事業補助金 廃止
障がい者体験型グループホームモデル事業補助金 廃止
障がい者職場実習支援事業（チャレンジオフィス事業）奨励金 継続
中小企業特別融資における障がい者雇用推進のための利子補給金 継続
強度行動障がい者共同生活援助事業所支援事業補助金 継続

高齢者支援課 新潟市老人クラブ補助金 継続
新潟市老人クラブ連合会補助金 継続
新潟市老人福祉大会補助金 継続
有明センター補助金 継続
新潟市シルバー人材センター補助金 継続
軽費老人ホーム事務費補助金 継続

地域包括ケア推進課 地域の茶の間助成事業 継続
こども未来部 こども政策課 地域組織活動育成事業費補助金 廃止

有明児童センター運営費補助金 継続
放課後児童健全育成緊急対策事業補助金 継続
私立短期大学支援補助金 廃止
私立高等学校支援補助金 継続
新潟県専修学校各種学校協会補助金 廃止
私立高等学校学費助成金 継続
私立中学校支援補助金 継続
外国人学校支援補助金 継続
私立専修学校設備整備費補助金 廃止
結婚新生活支援補助金 改善

こども家庭課 新潟市助産師会補助金 継続
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 継続
自立支援教育訓練給付金 継続

令和元年度における補助金評価結果（終期が令和元年度末のもの）



部名 予算担当課 補助金名 評価結果

こども未来部 保育課 新潟市保育会補助金 廃止
新潟市私立保育園協会補助金 廃止
私立保育園等延長保育事業補助金 継続
私立保育園等一時預かり事業補助金 拡充
認可外保育施設補助金 継続
私立保育園等産休等代替職員費補助金 廃止
保育教諭確保事業補助金 継続
幼稚園就園奨励費補助金 廃止
私立幼稚園父母負担軽減補助金 廃止
私立幼稚園すこやか補助金 継続

保健衛生部 保健衛生総務課 新潟県精神保健福祉協会新潟市支部補助金 廃止
新潟市精神障害者地域家族会補助金 継続
新潟地区断酒友の会連合会補助金 継続
精神障がい者地域生活支援施設補助金 継続
新潟市精神障害者団体連合会運営費補助金 廃止
新潟いのちの電話補助金 継続

地域医療推進課 病院群輪番制病院運営事業補助金 継続
保健管理課 日本リウマチ友の会新潟支部補助金 廃止

新潟白菊会補助金 改善
難病患者夜間訪問看護サービス事業費補助金 継続

健康増進課 新潟市食生活改善推進委員協議会補助金 継続
食の安全推進課 新潟市食品衛生指導員協議会補助金 継続

新潟市食品衛生協会補助金 改善
新潟市調理師会補助金 継続

環境衛生課 新潟市公衆浴場協同組合補助金 改善
新潟市公衆浴場設備改善事業補助金 改善
新潟市公衆浴場経営安定化事業補助金 拡充
新潟市住みよい郷土推進協議会補助金 継続
新潟市衛生害虫駆除用機具購入費補助金 廃止
新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金 継続
新潟市周辺火葬場利用補助金 廃止

経済部 産業政策課 中小企業経営強化支援事業補助金（新潟IPC財団補助金） 継続
新潟市外資系企業等進出促進補助金 継続
新潟市農産物輸出促進支援事業 改善

商業振興課 めざせ！商人（あきんど）事業補助金 改善
商店街活性化ステップアップ事業補助金 継続
商店街ＬＥＤ灯街路灯等維持管理事業補助金 継続
中小企業指導事業補助金（新潟商工会議所） 継続
中小企業指導事業補助金（新潟西商工会） 継続
中小企業指導事業補助金（酒屋町商工会） 継続
中小企業指導事業補助金（赤塚商工会） 継続
中小企業指導事業補助金（黒埼商工会） 継続
中小企業育成事業補助金（北新潟商工振興会） 継続
中小企業育成事業補助金（曽野木商工会） 継続
中小企業育成事業補助金（大江山商工振興会） 継続
新潟市商店街連盟補助金 継続
新潟市青色申告会補助金 廃止
新潟県信用保証協会保証料補助金 継続

企業誘致課 新潟市漆器同業組合補助金 継続
新潟東地区鉄工協同組合補助金 継続
新潟仏壇組合補助金 継続
新潟市外国人技能実習生受入事業支援補助金 継続
創業サポート事業（オフィス）補助金 継続
情報通信関連産業立地促進事業補助金 改善
工業振興条例助成金 拡充
物流施設立地促進事業補助金 継続
企業立地緊急対策事業助成金 継続

成長産業支援課 新潟市ソフトウェア産業協議会運営費補助金 継続
新潟市実証実験プロジェクト事業補助金 拡充
航空機産業国際認証取得支援事業補助金 廃止

雇用政策課 連合新潟地域協議会補助金 継続
メーデー開催費補助金 継続
新潟港湾労働者福祉センター補助金 継続
新潟市高等職業訓練校運営費補助金 廃止
（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター補助金 改善

農林水産部 農林政策課 農業近代化資金利子補給金 継続
農業経営基盤強化資金利子補給金 継続
新規参入者経営安定資金利子補給金 継続
がんばる農家支援事業費補助金 廃止
農業用廃プラスチックリサイクル処理推進事業費補助金 継続
飛砂防止対策支援事業費補助金 継続
新潟市家畜防疫推進事業費補助金 継続
新潟市畜産経営支援事業費補助金 継続
きのこ王国支援事業補助金 継続
農業経営力向上支援事業費補助金 廃止



部名 予算担当課 補助金名 評価結果

農林水産部 農業活性化研究センター ６次産業化・農商工連携支援補助金 継続
農村整備・水産課 新潟市漁業近代化資金利子補給金 継続

鮭種苗生産事業費補助金 継続
ニューフードバレー特区課 新潟市国家戦略特別区域農業保証制度資金 継続
食と花の推進課 新潟市食と花の銘産品事業補助金 廃止

新潟市学校給食地場産米供給事業補助金 廃止
学校教育田設置事業費補助金 継続

都市政策部 まちづくり推進課 新潟市景観形成推進組織助成金 継続
新潟市まちなみ整備なじらね協定促進事業助成金 継続

都市交通政策課 路線バス運行費補助金 継続
港湾空港課 新潟清港会補助金 改善

新潟空港周辺環境対策事業補助金（電気料及び防音サッシ修理費助成事業） 廃止
新潟空港周辺環境対策事業補助金（住宅騒音防止対策事業） 廃止

建築部 住環境政策課 新潟市高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業家賃減額補助金 継続
新潟市マンション共用部分バリアフリー化支援事業補助金 廃止
移住モデル地区定住促進住宅支援事業 継続

土木部 土木総務課 新潟市応急排水ポンプ維持管理費助成金 継続
新潟市道路除雪機械購入補助金 継続

公園水辺課 新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金 継続
下水道部 下水道計画課 私設排水路等整備助成金 継続
北区 北区地域総務課 地域振興事業補助金 廃止

地区スポーツ振興会補助金 継続
各種農業団体補助金（豊栄花卉園芸組合運営費補助金） 廃止
各種農業団体補助金（豊栄ハウス園芸協会運営費補助金） 廃止
豊栄仏壇組合補助金 継続

東区 東区総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続
新潟東地区保護司会補助金 継続

中央区 中央区総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続
新潟中央地区保護司会補助金 継続
新潟市中央区自主防災組織防災資機材整備事業補助金 継続

江南区 江南区地域総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続
秋葉区 秋葉区地域総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続

新潟中蒲地区保護司会補助金 継続
鮭種苗生産事業費補助金 廃止

南区 南区地域総務課 月潟地区運動会補助金 廃止
地区スポーツ振興会補助金 継続

西区 西区総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続
黒埼まつり開催補助金 改善

西蒲区 西蒲区地域総務課 地区スポーツ振興会補助金 継続
新潟西蒲・南地区保護司会補助金 継続
西蒲区地域防災力向上支援事業補助金 継続

消防局 消防局総務課 新潟市防火連合協議会補助金 継続
教育委員会事務局 保健給食課 新潟市高等学校定時制課程夜食費補助金 継続

地域教育推進課 新潟市青少年育成協議会補助金 継続
新潟市少年団体連絡会補助金 廃止
子ども発明クラブ補助金 廃止

学校人事課 新潟市小学校長会運営費補助金 廃止
新潟市中学校長会運営費補助金 廃止

学校支援課 新潟市中学校体育連盟スポーツ活動運営費補助金 廃止
北信越高等学校体育大会補助金 継続
新潟県ＮＩＥ推進協議会運営費補助金 継続

議会事務局 議会事務局総務課 新潟市議会政務活動費 継続

<特別会計>

部名 予算担当課 補助金名 評価結果

福祉部 高齢者支援課 新潟市介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金 継続
地域包括ケア推進課 地域の茶の間支援事業 継続

住民主体の訪問型生活支援補助金 継続
介護保険課 住宅改修支援事業助成金 継続

農林水産部 中央卸売市場 青果物消費拡大対策事業補助金 継続






