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「にいがた住まいの基本計画」に基づく重点施策・事業等一覧（平成 21 年度実施状況，平成 22 年度実施予定） 

 

※ 「にいがた住まいの基本計画」に記載されている重点施策のうち，現在取り組んでいる施策・事業について記載しています。 

※ 所管課等については順不同です。なお，所管課等の欄については，平成 21 年度の所管課等の名称を記載しています。 

 

重点施策 1 和（やわらぎ）の住まいづくり 

(1)安心・安全に住み続けられる個人住宅の住まいづくり 

①住宅の耐震化 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

住宅・建築物耐震

改修等事業費補助 

地震による建築物の倒壊等の災

害を未然に防止し，市民の安全

を確保するため，個人の木造住

宅の耐震診断，耐震設計，耐震

改修工事及び分譲マンションの

耐震診断，耐震設計，耐震改修

工事に要する費用の一部に対し

て補助を行います。 

 

木造戸建住宅 

耐震診断    150 件 

耐震設計    60 件 

耐震改修工事  40 件 

マンション 

予備診断     40 棟 

本診断･設計･工事 1 棟 

木造戸建住宅 

耐震診断    62 件 

耐震設計     9 件 

耐震改修工事   5 件 

マンション 

予備診断     0 棟 

本診断‧設計‧工事  0 棟 

木造戸建住宅 

耐震診断    100 件 

耐震設計     40 件 

耐震改修工事   30 件 

マンション 

予備診断     10 棟 

本診断‧設計‧工事  1 棟 

建築行政課 

勤労者等住宅建設

資金貸付 

市が補助を行う木造住宅耐震診

断を受け，耐震判定総合評点に

おいて 1.0 未満の結果に基づい

て耐震性を向上させる耐震改修

を含む工事を行う人に対し，よ

り低利な資金を貸付け，住宅の

耐震化の促進を図ります。 

 

勤労者等住宅建設資金貸

付金を実施します。 

固定金利 年 2.80％ 

耐震改修を含む工事に対

しては，年 2.20％ 

勤労者等住宅建設資金貸

付金を実施します。 

固定金利 年 2.80％ 

耐震改修を含む工事に対

しては，年 2.20％ 

新規貸付は募集停止。 

既貸付金に対する償還業

務のみ継続。 

建築行政課 

県営住宅の耐震補

強 

新潟県耐震改修促進計画に基づ

き，耐震基準未満の県営住宅の

耐震補強工事を実施します。 

○耐震補強工事：0棟 

○住戸改善と合わせた耐

震補強工事：0棟 

○耐震補強工事：0棟 

○住戸改善と合わせた耐

震補強工事：0棟 

○耐震補強工事：1棟 

○住戸改善と合わせた耐

震補強工事：0棟 

新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

重点施策 1 和（やわらぎ）の住まいづくり 
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住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

安心・安全に住み続けられる個

人住宅の住まいづくりの普及に

向けた支援として，住宅の耐震

化等に関する情報を提供する

「住まいの情報コーナー」と，

「住まいのホームページ」を設

置します。 

住宅の耐震化に関する情

報を提供していきます。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，新潟市木造住宅耐震

改修工事等補助制度，新潟

市勤労者等住宅建設資金

貸付制度に関する情報等

を提供しました。 

住宅の耐震化に関する情

報を提供していきます。 

住環境政策

課 

 

②水害対策 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

雨水流出抑制施設

設置助成 

雨水流出抑制施設（雨水浸透ます,

貯留タンク）を設置する市民に，

その設置費用を助成します。 

浸透ます1,100基 貯留タ

ンク140基の助成を予定し

ています。 

浸透ます1,087基 貯留タ

ンク155基の助成をしまし

た。 

浸透ます1,100基 貯留タ

ンク140基の助成を予定し

ています。 

経営企画課 

排水設備設置資金

融資 

排水設備設置に係る工事費を融資

します。 

・融資額：100 万円以内 

・利率：無利子 

・償還方法：元金均等 60 か月以内

新規申請件数 

   56 件（予定） 

 

新規申請件数 

   61 件 

 

新規申請件数 

   100 件（予定） 

 

経営企画課 

水洗便所改造助成

金 

排水設備設置に係る工事費に助成

をします。 

○処理開始日から 1年以内 

：3万円(便槽・浄化槽各 1槽につき）

○処理開始日から1年を経過し3年ま

で 

：2万円(便槽・浄化槽各 1槽につき)

○生活保護受給世帯 

：工事費の全額(生活保護受給者が居

住かつ所有している家屋が対象) 

助成予定件数  

○３万円：２，８０７件 

○２万円：  ７９１件 

○生活保護：  ４０件 

助成件数  

○３万円：１，５０３件

○２万円：  ３０５件

○生活保護：   ９件

助成予定件数  

○３万円：２，５７８件 

○２万円：  ６３３件 

○生活保護：  ２０件 

経営企画課 
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防水板設置等工事

助成 

・浸水被害の軽減を図るため，

住宅，店舗，事務所等の敷地内

に設置する防水板の工事に対し

て助成します。 

防水板設置助成制度 

申請件数 10 件（予定） 

防水板設置助成制度 

申請件数 1件 

 

防水板設置助成制度 

申請件数 10 件（予定） 

 

下水道計画

課 

住宅かさ上げ助成 浸水被害から市民の財産を守る

ため，住宅のかさ上げに対して

助成金の交付を行います。 

住宅かさ上げ助成 

申請件数 10 件(予定) 

住宅かさ上げ助成 

申請件数 2件 

住宅かさ上げ助成 

申請件数 10 件(予定) 

下水道計画

課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

安心・安全に住み続けられる個

人住宅の住まいづくりの普及に

向けた支援として，水害対策等

に関する情報を提供する「住ま

いの情報コーナー」と，「住まい

のホームページ」を設置します。

雨水流出抑制施設設置助

成等，水害対策に関する情

報を提供します。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，身近な雨水対策（雨

水浸透と雨水の利用）に関

する支援制度「雨水流出抑

制施設設置助成」の情報を

提供しました。 

雨水流出抑制施設設置助

成等，水害対策に関する情

報を提供します。 

住環境政策

課 

 

③住宅のバリアフリー化 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

障がい者向け住宅

リフォーム助成 

在宅の重度障がい者がいる世帯

に対して，障がい者の居住に適

するように住宅の改造をする場

合，必要な費用の一部を助成し

ます。 

申請件数 70 件（見込み） 利用件数 88 件 申請件数 78 件（見込み） 障がい福祉

課 

障がい者住宅整備

資金貸付 

障がい者または障がい者と同居

する親族に対し，障がい者の居

住環境を改善するため，障がい

者の専用居室等の新築・増築・

改築・改造・購入のために必要

な資金の貸付を行います。 

新規件数 8 件（見込み） 認定件数 3 件 新規件数 5 件（見込み） 

 

障がい福祉

課 
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高齢者向け住宅リ

フォーム助成 

介護保険法の要介護 1～5，要支

援の認定を受けている高齢者

（概ね 65 歳以上）が，安全で機

能的な日常生活を送るために，

住宅及び玄関先を改修する場合

に費用の一部を助成します。 

対象工事：高齢者の日常生活の

改善に直接関わる改修工事。 

 

 

利用件数（見込）：96 件 利用件数：113 件 利用件数（見込）：106 件 高齢介護課 

高齢者介護予防リ

フォーム助成 

介護保険法の要介護認定で「自

立」と判定された 65 歳以上の高

齢者が，将来介護が必要な状態

にならないよう住宅を改修する

場合に費用の一部を助成しま

す。 

対象工事：段差解消及び手すり

の取り付け工事に限定。 

 

利用件数（見込）：1件 利用件数：1件 利用件数（見込）：8件 高齢介護課 

老人居室等整備資

金融資 

高齢者と家族との好ましい関係

を維持するため，高齢者の専用

居室の新・増・改築や，浴室，

トイレ等の新設・改修（建売住

宅等購入の場合も含む）や，住

宅全体を高齢者に配慮した仕様

にする場合に必要な資金貸付を

行います。 

 

 

新規融資件数（見込） 

：5件 

新規融資件数：0件 新規融資件数（見込） 

：1件 

高齢介護課 
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住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

安心・安全に住み続けられる個

人住宅の住まいづくりの普及に

向けた支援として住宅のバリア

フリー化等に関する情報を提供

する「住まいの情報コーナー」

と，「住まいのホームページ」を

設置します。 

住宅のバリアフリー化等

に関する情報を提供しま

す。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，住宅をバリアフリー

化する際に利用できる「高

齢者・障害者向け住宅リフ

ォーム助成」，「高齢者向け

返済特例制度（バリアフリ

ーリフォーム債務保証）」

等の情報を提供しました。

住宅のバリアフリー化等

に関する情報を提供しま

す。 

住環境政策

課 

 

④防犯性の向上 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

防犯の住まいづく

りについての技術

指針等，関連情報

の提供 

犯罪防止に配慮した住宅の普及

を図ります。 

 

住宅の犯罪防止に関する

指針を受付窓口に備え付

け啓発に努めます。 

住宅の犯罪防止に関する 

指針を受付窓口に備え付

け啓発に努めました。 

住宅の犯罪防止に関する 

指針を受付窓口に備え付

け啓発に努めます。 

建築行政課 

生垣設置奨励助成 生垣設置，ブロック塀など取り

壊し費用に対する助成を行って

います。 

生垣助成・ブロック塀取り壊し

それぞれ 1ｍあたり，3，000 円

を基本とし，1件につき 90，000

円を限度とします。 

150 件の申請件数を予定し

ています。 

70 件の申請がありました。 80 件の申請件数を予定し

ています。 

公園水辺課 
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緑地協定地区にお

ける樹木配付事業 

市内の緑地協定地区において，

市では当該地区が緑化に取り組

む意識が高い事を考慮し，予算

の範囲内で協定に定めた樹木の

無償配布を行っています。 

・配布する樹木は，緑地協定に

定められたものに限ります。 

・協定に定められていない樹木

は配布できません。 

・道路に面し，そこに植栽する

ものについて対象としていま

す。 

配付 1 敷地につき，緑地協定有

効期間通算して 1回限りです。 

 

6 地区において 61 件の申

請,1280 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

6 地区において 14 件の申

請,345 本を配布しました。
6 地区において 58 件の申

請,1195 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

公園水辺課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

安心・安全に住み続けられる個

人住宅の住まいづくりの普及に

向けた支援として住宅の防犯性

の向上等に関する情報を提供す

る「住まいの情報コーナー」と，

「住まいのホームページ」を設

置します。 

 

 

住宅の防犯に関する情報

を提供します。 

住宅の犯罪の防止に関す

る指針等，住宅の防犯に関

する情報を提供しました。

住宅の防犯に関する情報

を提供します。 

住環境政策

課 
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(2)安心・安全に暮らしを支える市営住宅の改善と機能向上 

①既存市営住宅の有効活用 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

公営住宅ストック

総合改善事業 

新潟市公営住宅ストック総合活

用計画に基づき，大規模修繕工

事等により，市営住宅ストック

の改善を行います。 

 

 

桃山第１住宅等の外壁改

修，石山住宅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改

修及び一部住宅の消防設

備改修を実施します。 

桃山第 1 住宅等の外壁改

修，石山住宅等のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

改修，及び一部住宅の消防

設備改修を実施しました。

秋葉通住宅等の外壁改修，

早川町住宅等のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改

修，及び一部住宅の消防設

備改修を実施します。 

住環境政策

課 

 

②子育てファミリー世帯向けの市営住宅の確保 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

市営住宅における

子育てファミリー

世帯向けの市営住

宅の確保 

利便性の高い市営住宅におい

て，定期使用許可制度を導入し，

より多くの方に対し市民共有の

財産である市営住宅を供給する

ことにより，利用機会の公平性

を確保し，入居者と入居できな

い者との不公平感を解消しま

す。 

子育て世帯に対象を限定するこ

とにより，当該世帯に対しより

多くの戸数の予め供給し，安心

して子育てができるよう支援し

ます。 

 

 

なし 既設住宅において，子育て

世帯を対象とした供給を

行いました。 

市営住宅の建替え事業の

中で，供給の必要性につい

て検討します。 

住環境政策

課 
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(3)区分所有マンションの適切な維持・管理と円滑な建替え 

①マンション実態調査 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

マンション実態調

査 

マンション諸問題への相談体制の

充実や情報発信等の適切な支援を

図るため，マンション実態データ

ベースの管理を行うと共に，更新

に向けた情報収集に努めます。 

（仮）Ｈ21 年度新潟市マン

ション実態調査を行いま

す。調査をもとに、諸問題

への政策立案等の検討を

行います。 

Ｈ21 年度新潟市マンショ

ン実態調査を行いました。

Ｈ21 年度に実施した新潟

市マンション実態調査を

もとに、諸問題への政策立

案等の検討を行います。 

住環境政策

課 

 

②マンション管理の適正化 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

マンション管理情

報コーナー 

分譲マンションの適正な維持管理

が図られるよう，「住まいの情報コ

ーナー」や「住まいのホームペー

ジ」の中に「（仮称）マンション管

理情報コーナー」を設置し，管理

組合等に対する情報の提供や相談

体制の充実に努めます。 

マンション管理に関する

情報を提供します。 

 

「住まいの情報コーナー」

や「住まいのホームペー

ジ」の中でマンション管理

に関する情報を提供しま

した。 

マンション管理に関する

情報を提供します。また，

（仮称）マンション管理再

生セミナーの開催を検討

します。 

 

住環境政策

課 

 

③マンション管理組合のネットワーク形成（検討事業） 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

マンション管理組

合のネットワーク

形成 

区分所有という複雑な居住形態に

よる諸問題等が，マンション管理

組合によって，自主的に解決でき

るよう，マンション管理組合同士

の情報交換のネットワーク形成に

ついて検討します。 

マンション管理組合のネッ

トワーク形成に向けた情報

収集に努めます。また，マ

ンション管理再生セミナー

の開催を検討します。 

また，マンション実態調査

の中でのネットワーク形成

を検討します。 

マンション管理組合のネ

ットワーク形成に向けた

情報収集に努めました。 

 

マンション管理組合のネ

ットワーク形成に向けた

情報収集に努めます。ま

た，（仮称）マンション管

理再生セミナーの開催を

検討します。 

 

住環境政策

課 
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④マンション建替え支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

マンション建替え

支援事業 

建替えが必要な区分所有マンシ

ョン（分譲マンション）につい

て，円滑に建替えが推進される

よう支援します。 

随時，相談を受け付けま

す。 

申請件数 0件 

相談件数 0件 

随時，相談を受け付けま

す。 

市街地整備

課 

 

(4)コミュニティで支えあう安心・安全な暮らしの創出 

①安心・安全な住まいづくりとコミュニティのかかわりづくり（検討事業） 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

安心・安全な住ま

いづくりとコミュ

ニティのかかわり

づくり 

地域住民同士の助け合いや地域

活動といったコミュニティの取

り組みと，安心・安全な住まい

づくりとのかかわりのあり方を

検討し，適切な情報発信を行い

ます。 

安心・安全な住環境に欠か

せない地域コミュニティ

の保全・育成を促進するま

ちなみ整備なじらね協定

促進事業に取り組みます。 

1 地区を助成対象地域に認

定しました。 

1 協定を認定しました。 

安心・安全な住環境に欠か

せない地域コミュニティ

の保全・育成を促進するま

ちなみ整備なじらね協定

促進事業に取り組みます。 

住環境政策

課 

 

②コミュニティを育む新たな住まいづくり（検討事業） 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

コミュニティを育

む新たな住まいづ

くり 

コレクティブ・ハウジング等，

地域に貢献する良好なコミュニ

ティを育む新しい住まい方の支

援について，関係機関と連携し

ながら検討します。 

安心・安全な住環境に欠か

せない地域コミュニティ

の保全・育成を促進するま

ちなみ整備なじらね協定

促進事業に取り組みます。 

1 地区を助成対象地域に認

定しました。 

1 協定を認定しました。 

安心・安全な住環境に欠か

せない地域コミュニティ

の保全・育成を促進するま

ちなみ整備なじらね協定

促進事業に取り組みます。 

住環境政策

課 
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重点施策 2 宝を活かした住まいづくり 

(1)地域の魅力の情報発信・啓発 

①新潟の住まいの「宝」とその活かし方の事例紹介 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

街なかお宝・小路

解説板等整備事業 

古町周辺地区を対象に，同地区

の歴史文化的資源である「宝」

を抽出し，解説板の設置を進め

ることで，同地区の住まいの

「宝」への，市民と来訪者の理

解を深めます。ひいては都心居

住の魅力強化ともなります。 

関連計画等：都市再生整備計画

古町地区/古町周辺地区まちづ

くり基本計画 

 

お宝(寺町)解説板設置箇

所数       

12 箇所(予定) 

 

お宝(寺町)解説板設置箇

所数       

22 箇所 

 

お宝(寺町)解説板設置箇

所数       

6 箇所(予定) 

 

案内マップ作成部数 

10,000 部（予定） 

地域・魅力

創造部 

景観賞 市内において，良好な景観形成

に著しく寄与・貢献している建

築物や人などを表彰し，景観形

成に対する市民の意識高揚を図

ります。 

 

景観賞の方向性や大枠を

検討し，平成 22 年度実施

に向けた準備を行います。 

景観賞の実施を検討した

結果、景観賞は実施しない

こととしました。 

景観賞にかわる新たな周

知の方法を検討します。 

住環境政策

課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

新潟の住まいの「宝」とその活

かし方の事例を紹介する「住ま

いの情報コーナー」と，「住まい

のホームページ」を設置します。

新潟の住まいの「宝」とそ

の活かし方の事例を収集

し，適宜提供していきま

す。 

都市景観賞に関する情報

や新潟市の歴史・風土に根

ざした住まい・住環境づく

りに関する情報を提供し

ました。 

 

新潟の住まいの「宝」とそ

の活かし方の事例を収集

し，適宜提供していきま

す。 

住環境政策

課 

 

 

重点施策 2 宝を活かした住まいづくり 
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(2)新潟の住まいの「宝」を守り育て活かす活動に対する支援 

①支援策に関する情報発信・相談受付 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

農業・農村をサポ

ートする仕組みづ

くり 

農業・農村に関わる人たちの連携

により，農業サポーターや農業ヘ

ルパー，農村資源等の情報を共有

する「（仮称）農業・農村コーディ

ネートセンター」を設立して，都

市と農村の交流等を促進し，農

業・農村の活性化につなげます。

農業サポーター受入農家に

一部一般農家を取り入れ，

一般公募に向けたモデル実

施するとともに，農業サポ

ーター・受入農家数の拡充

を図ります。 

○農業サポーター 130 名 

○受入農家    23 名 

農業サポーターシステムに

おいて，一般農家に受入農

家を拡大するとともに，Ｈ

22 年度以降の一般公募に向

け，農家懇談会を行いまし

た。また，日程調整の作業

効率化や活動実績管理のた

めのシステムを構築すると

ともに，ブログによる情報

発信を行いました。 

○農業サポーター  130 名 

○受入農家     23 名 

農業サポーター受入農家を

一般公募し，受入農家数の

拡充を図ります。また，Ｈ

21 年度に引き続き，サポー

ターと受入農家の意見交換

会を行い，システムの円滑

な運営に活かします。 

○農業サポーター 180 名 

○受入農家     50 名 

食と花の推

進課 

まちづくり勉強会 地域のまちづくり団体に対し，コ

ーディネーター派遣等の支援を行

います。地元のまちづくりのビジ

ョンづくりを支援し，協働のまち

づくりを促進します。活動の熟度

に応じ，様々な住まいづくりの支

援策についての情報提供も行い，

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟの可能性をはかります。

まちづくり団体への支援 

支援団体数：3団体(予定) 

まちづくり団体への支援 

支援団体数：7団体 

 

まちづくり団体への支援 

支援団体数：6団体(予定) 

市街地整備

課 

政令市都市計画推

進事業 

・さわやかトーク宅配便や窓口等

で，地区計画制度の情報を提供し

ます。 

・まちづくり団体や住民等と，ま

ちづくりへの課題について対話を

しながら，解決に向けた技術的な

アドバイスを行います。 

地区計画のＰＲを行いま

す。 

 

地区計画のＰＲを行いま

した。 

・地区計画のＰＲを行いま

す。 

・住民等とまちづくりの課

題を共有し，その解決策に

ついてアドバイスを行い

ます。 

都市計画課 
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(平成18年度まで) 

都市景観形成地

区，都市景観形成

推進組織の認定・

支援 

(平成19年度より) 

景観形成推進地

区，景観形成推進

組織の認定・支援 

これまで自主条例である新潟市

都市景観条例(旧条例)に基づ

き，都市景観形成地区内におけ

る一定規模以上の建築行為や生

垣設置等については，計画の届

出を義務づけ，景観形成指針に

沿った計画となるよう指導を行

ってきました。 

平成 19 年度からは，景観法の施

行を受けて制定した新潟市景観

計画及び新潟市景観条例(新条

例)に基づき，当該地区を特別区

域に指定するとともに，従前と

同様に計画の届出を義務づけ，

景観形成基準に沿った計画とな

るよう指導を行います。 

また，引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動に対し

て支援を行います。。 

景観形成推進組織による

まちづくり活動に対して

支援を行います。 

新たに1団体を景観形成推

進組織に認定しました。 

景観形成推進組織として

認定された団体によるま

ちづくり活動に対して支

援を行いました。 

引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動

に対して支援を行います。 

住環境政策

課 

すまいづくり教室 戸建住宅の新築，改築，改修リ

フォーム等を考えている市民

や，講座の内容に興味のある市

民を対象に，住まいに関する基

本的・実践的な情報から，一戸

の住まいづくりが，まちづくり

につながるといった意識啓発ま

で，様々な住情報の提供を行い

ます。 

1 会期 4～6 回の講座を 2

会期開催します。 

金曜夜教室を 6回（会場：

クロスパルにいがた），日

曜昼教室を 4回（会場：黒

埼市民会館）開催しまし

た。 

6 回の講座を 1 会期開催し

ます。 

また，「（仮称）住まいのガ

イド」を作成し，住まいに

関するさまざまな情報を

市民へ提供します。 

住環境政策

課 
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②まちづくり推進助成による活動支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

まちづくり推進助

成の活用 

エリアマネジメントや田園集落

づくり制度及び地区計画、市街

地再開発事業、土地区画整理事

業等の各種制度を活用した地区

レベルでのまちづくりの実現に

向けた初期の段階において、ア

ドバイザー等の派遣や計画策定

などの活動に要した費用の一部

に対して助成を行い、市民が主

体となったまちづくりを推進す

ることにより、良好な都市環境

の形成を図ります。（アドバイザ

ー派遣：年度あたり上限50万円。

2 年を限度。 活動経費助成：1

件あたり上限 300 万円かつ要し

た費用の 1/2 を補助。ただし国

の補助採択を受けて行う事業の

場合は上限 600 万円かつ要した

費用の 2/3 を補助。3年を限度。）

 

 

 

随時，相談を受け付けま

す。 

 

先導的都市環境形成総合

支援事業   ： 1 地区 

 

アドバイザー派遣地区  

       ： 2 地区 

随時，相談を受け付けま

す。 

想定利用件数：4件 

市街地整備

課 

 

 

 

 

 



 14

(3)地域の魅力向上に向けた総合的な支援 

①地域の一体的な整備に対する支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

政令市都市計画推

進事業 

ハード整備も含めたまちづくり

の課題を解決するため，まちづ

くり団体や住民等に対して地区

計画の勉強会開催などにより，

支援を行います。 

地区計画作成中の地区に

おける勉強会や説明会の

開催と，地区計画決定に向

けた手続きを行います。 

・地区計画決定に向けた説

明会を開催しました。 

・地区計画決定（1 地区）

を行いました。 

まちづくりの課題を地区

計画により解決する地区

に対する素案作成などの

技術的支援を行ないます。 

都市計画課 

(平成18年度まで) 

都市景観形成地

区，都市景観形成

推進組織の認定・

支援 

(平成19年度より) 

景観形成推進地

区，景観形成推進

組織の認定・支援 

これまで自主条例である新潟市

都市景観条例(旧条例)に基づ

き，都市景観形成地区内におけ

る一定規模以上の建築行為や生

垣設置等については，計画の届

出を義務づけ，景観形成指針に

沿った計画となるよう指導を行

ってきました。 

平成 19 年度からは，景観法の施

行を受けて策定した新潟市景観

計画及び新潟市景観条例(新条

例)に基づき，当該地区を特別区

域に指定するとともに，従前と

同様に計画の届出を義務づけ，

景観形成基準に沿った計画とな

るよう指導を行います。 

また，引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動に対し

て支援を行います。 

景観形成推進組織による

まちづくり活動に対して

支援を行います。 

景観形成推進組織による

まちづくり活動に対して

支援を行いました。 

引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動

に対して支援を行います。 

住環境政策

課 
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建築協定 住宅地としての良好な環境や商店

街としての利便をより高度に維

持・増進することを目的として，

地域住民の合意による基準を定め

ることを認める制度であり，その

活用を促進します。 

都市計画課・市街地整備課

等関係する課と連携を図

り制度の周知に努め協定

地区の増加に努めます。 

認可した地区はありませ

んでした。 

都市計画課・市街地整備課

等関係する課と連携を図

り制度の周知に努め協定

地区の増加に努めます。 

建築行政課 

緑地協定 市内にある緑地協定地区におい

て，市では当該地区が緑化に取り

組む意識が高い事を考慮して，支

援として，市の予算の範囲内で，

樹木の無償配付を行っています。

・配付する樹木は，緑地協定に定

められたものに限ります。 

・協定に定められていない樹木は

配付できません。 

・道路に面し，そこに植栽するも

のについて対象としています。 

・配付 1 敷地につき，緑地協定有

効期間通算して 1回限りです。 

6 地区において 61 件の申

請,1280 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

6 地区において 14 件の申

請,345 本を配布しました。

6 地区において 58 件の申

請,1195 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

公園水辺課 

新飯田地区 

：民間整備として，修景施

設の整備を 3 件予定して

います。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 2

件実施いたしました。 

新飯田地区 

：民間整備として，修景施

設の整備を 3 件予定して

います。 

南区建設課 街なみ環境整備事

業 

住民と行政が一体となって，公共

施設の整備や，民間の修景施設の

整備を実施し，住環境の改善を図

り，ゆとりと潤いのある街づくり

を行います。 随時，相談を受け付けます。 

南区新飯田地区で実施中の

街なみ環境整備事業の円滑

な推進に向け支援します。 

 

南区新飯田地区で実施中の

街なみ環境整備事業の円滑

な推進に向け支援を行いま

した。 

随時，相談を受け付けます。 

南区新飯田地区で実施中の

街なみ環境整備事業の円滑

な推進に向け支援します。 

住環境政策

課 
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まちなみ整備なじ

らね協定促進事業 

歴史・文化や自然環境など地域

の「宝」を活かし，独自の魅力

ある街なみ景観づくりを行う地

域コミュニティを支援します。 

まちなみ整備なじらね協

定促進事業を実施します。 

1 地区を助成対象地域に認

定しました。 

1 協定を認定しました。 

まちなみ整備なじらね協

定促進事業を実施します。 

住環境政策

課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

「街なみ環境整備事業」等地域

の一体的な整備に対する支援に

関する情報を総合的に集めた

「住まいの情報コーナー」と，

「住まいのホームページ」を設

置します。 

地域の一体的な整備に対

する支援について，適宜周

知，啓発していきます。 

住まいの情報コーナー及 

び住まいのホームページ 

を設置し，地区計画，建築

協定等に関する情報を提

供しました。また，街なみ

環境整備事業に関する情

報を収集しました。 

 

地域の一体的な整備に対

する支援について，適宜周

知，啓発していきます。 

住環境政策

課 
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重点施策 3 まちなかの住まいづくり 

(1)まちなか（都心）居住の魅力，支援策の情報提供 

①まちなか（都心）居住の魅力的なライフスタイルの啓発 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

まちなか（都心）居住の魅力的

なライフスタイルを啓発するた

め，居住の魅力的なライフスタ

イルに関する情報を提供する

「住まいの情報コーナー」と，

「住まいのホームページ」を設

置します。 

 

 

引き続き，まちなか（都心）

居住の魅力的なライフス

タイルに関する情報を提

供します。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，まちなか（都心）居

住の魅力的なライフスタ

イルに関する情報を提供

しました。 

 

まちなか（都心）居住の魅

力的なライフスタイルに

関する情報を提供します。 

住環境政策

課 

 

②まちなか（都心）居住の支援策に関する情報提供 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

まちなか（都心）に共同住宅な

どを供給する場合に活用できる

支援制度等について，「住まいの

ホームページ」等で情報発信し，

その活用を促進していきます。 

まちなか（都心）に共同住

宅などを供給する場合に

活用できる支援制度等に

ついて情報を発信します。 

 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，都心居住促進活動助

成制度，まちなか再生建築

物等整備事業，まちなか環

境形成促進助成事業，総合

設計制度等関連制度等の

情報を提供しました。 

 

 

まちなか（都心）に共同住

宅などを供給する場合に

活用できる支援制度等に

ついて情報を発信します。 

 

住環境政策

課 

 

 

 

重点施策 3 まちなかの住まいづくり 
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③地球環境にやさしいまちなか（都心）居住についての啓発 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

地球環境にやさしいまちなか

（都心）居住を啓発するため，

まちなか居住が田園の保全を促

進するなど環境にもやさしい側

面があること等の情報を提供す

る「住まいの情報コーナー」と，

「住まいのホームページ」を設

置します。 

都市と田園の共存を図る

まちなか（都心）居住につ

いての啓発を行っていき

ます。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，まちなか（都心）居

住と環境に関する情報を

提供しました。 

 

都市と田園の共存を図る

まちなか（都心）居住につ

いての啓発を行っていき

ます。 

住環境政策

課 

 

(2)魅力的なまちなかの住まいの実現に向けた支援 

①民間共同住宅の供給支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

随時，事前相談を受け付け

ます。 

申請件数：0件 

相談件数：0件 

 

随時，事前相談を受け付け

ます。 

市街地整備

課 

市街地再開発事業

による供給支援 

市街地再開発事業の活用を促進

し，密集した木造老朽家屋の共

同建替えや商店街の共同建替え

等を促進することにより，魅力

的な住環境の創出を図ります。 

新潟駅南口第二地区 

：本体工事を竣工します。 
相談件数 2 件 

新潟駅南口第二地区 

：本体工事を竣工しまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所 
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西堀通 6番町地区 

：本体工事を竣工しま

す。 

古町通 5番町地区 

：引き続き既存建物の解

体工事を行い本体工

事に着手します。 

万代 2丁目地区 

：調査設計計画業務に着

手します。 

下大川前通 5ノ町地区 

：本体工事を竣工しま

す。 

西堀通 6番町地区 

：本体工事が竣工しまし

た。 

下大川前通 5ノ町地区 

：本体工事が竣工しまし

た。 

古町通 5番町地区 

：既存建物の解体工事が

完了し，本体工事の設

計も完了しました。 

万代 2丁目地区 

：関係機関，地元住民等

と協議を実施しまし

た。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手しま

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい

調査設計計画業務に

着手します。 

市街地整備

課 

まちなか再生建築

物等整備事業によ

る供給支援 

まちなか再生建築物等整備事業

の活用を促進し，密集した木造

老朽家屋の共同建替えや商店街

の共同建替え等を促進すること

により，魅力的な住環境の創出

を図ります。 

随時，事前相談を受け付け

ます。 

相談件数：1件 

 

随時，事前相談を受け付け

ます。 

新潟駅周辺

整備事務所 

まちなか環境形成

促進助成による供

給支援 

ユニバーサルデザインに配慮

し，周辺の環境や景観と調和し

た共同住宅等の建築物や公開空

地等の整備を行う民間事業を支

援することによって，まちなか

環境の向上とまちなかのリニュ

ーアルを促進し，歩いて楽しい

賑わいのあるまちなかを実現し

ます。 

申請件数：1件（予定） 申請件数：0件 

相談件数：0件 

 

事業再検討のため，予定な

し。 

市街地整備

課 
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都心居住促進活動

助成による供給支

援 

中心市街地内において良好な都

市環境の創出を伴う良質な共同

住宅建設などの事業計画に対

し，基本構想等を作成する費用

の助成を行います。（1 件当たり

上限 100 万円かつ要した費用の

1/2 を補助） 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

申請件数：0件 

相談件数：0件 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

住環境政策

課 

 

②戸建住宅の共同化支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

まちづくり推進助

成による共同化支

援 

主に，まちづくり計画策定の初

動期における新潟市独自の制度

で，計画策定活動に要した費用

の一部に対して助成します。市

街地再開発事業等による計画的

な市街地の整備の際に，関係権

利者による主体的なまちづくり

を支援し，良好な都市環境の形

成を促進します。 

 

適宜，情報発信を行ないま

す。 

随時，相談を受け付けま

す。 

 

相談件数：0件 適宜，情報発信を行いま

す。 

随時，相談を受け付けま

す。 

市街地整備

課 

都心居住促進活動

助成による共同化

支援 

魅力的なまちなかの住まいの実

現に向けた戸建住宅の共同化を

支援するため，市の助成制度で

ある都心居住促進活動助成制度

について，情報発信を行い支援

制度の活用を促進します。 

 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

 

申請件数：0件 

相談件数：0件 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

 

住環境政策

課 
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③高齢者向け住宅の供給支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事

業 

高齢者が低廉な家賃で安全で

安心して暮らせる，優良な賃貸

住宅の供給促進をめざして，民

間の土地所有者等がその賃貸

住宅を整備する場合に整備費

と，入居者の家賃の一部を補助

する事業です。 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施しました。 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

 

住環境政策

課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

「高齢者向け優良賃貸住宅供給

促進事業」等，高齢者向け住宅

の供給支援制度に関する情報を

提供する「住まいの情報コーナ

ー」と，「住まいのホームページ」

を設置します。 

高齢者向け住宅に関する

情報を提供します。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，高齢者向け住宅に関

する情報を提供しました。

高齢者向け住宅に関する

情報を提供します。 

 

住環境政策

課 

 

④子育てファミリー向け住宅の供給支援 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

まちなか（都心）居住における

子育てファミリー向け支援制度

等に関する情報を提供する「住

まいの情報コーナー」と，「住ま

いのホームページ」を設置しま

す。 

子育てファミリー向け住

宅に関する情報を収集し，

適宜提供します。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて，子育てファミリー向

け住宅に関する情報を提

供しました。 

また，若年世帯を中心に住

宅に関する実態調査を実

施しました。 

子育てファミリー向け住

宅に関する情報を収集し，

適宜提供します。 

また，実態調査の結果をも

とに，諸問題への政策立案

等の検討を行います。 

住環境政策

課 
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(3)世帯構成に応じた適切な住宅が得られる仕組みづくり 

①高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度の普及・啓発 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

高齢者円滑入居賃

貸住宅登録制度 

「高齢者の居住の安定確保に関

する法律」に基づき，高齢者の

入居を拒まない賃貸住宅を，貸

主に登録してもらう制度です。

住宅を探している高齢者の方

に，このような賃貸住宅の情報

を提供します。 

 

平成 20 年度と同様に制度

の周知に努めます。 

県ホームページ等により，

制度の周知に努めました。

平成 21 年度と同様に制度

の周知に努めます。 

新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

あんしん賃貸支援

事業 

地方公共団体，支援団体（NPO・

社会福祉法人等），宅地建物取引

業者等が連携し，高齢者，障害

者，外国人，子育て世帯の入居

を受け入れる民間賃貸住宅（あ

んしん賃貸住宅）の登録や居住

に関する各種サポート等を行う

ことにより，入居の円滑化と安

心できる賃貸借関係の構築を支

援します。 

 

引き続き事業の実施に向

けた検討を行います。 

－ 引き続き事業の実施に向

けた検討を行います。 

新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

住まいの情報コー

ナー，住まいのホ

ームページ 

高齢者円滑入居賃貸住宅登録制

度等，高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情報を提

供する「住まいの情報コーナー」

と，「住まいのホームページ」を

設置します。 

高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情

報を適宜提供します。 

住まいの情報コーナー又

は住まいのホームページ

にて、高齢者円滑入居賃貸

住宅，家賃債務保証，高齢

者向け返済特例制度等に

関する情報を提供しまし

た。 

高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情

報を適宜提供します。 

 

住環境政策

課 
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②子育てファミリー世帯や高齢者世帯の住宅のミスマッチの解消（検討事業） 

事業名等 事業概要 平成 21 年度の実施予定 平成 21 年度の実施状況 平成 22 年度の実施予定 所管課等 

子育てファミリー

世帯や高齢者世帯

の住宅のミスマッ

チの解消 

一人や二人暮らしの高齢者世帯

が広い住宅を持て余す一方，フ

ァミリー世帯が子育てに十分な

広さを持った住宅に居住できな

いなどといった「住宅のミスマ

ッチ」への対策について，国の

動向を踏まえ，リバースモゲー

ジ等の住み替えの仕組みづくり

を検討し，適切な情報提供を行

います。 

 

情報収集に努め，住宅ミス

マッチの解消等に向けた

支援策について検討しま

す。 

住み替え制度について情

報の収集，提供を行いまし

た。 

また，若年世帯を中心に住

宅に関する実態調査を実

施しました。 

情報収集に努め，住宅ミス

マッチの解消等に向けた

支援策について検討しま

す。 

また，実態調査の結果をも

とに，諸問題への政策立案

等の検討を行います。 

住環境政策

課 

 


