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1 策定の趣旨 

 

本市の国土強靭化に資する取組を効果的・効率的に展開するためには、本市国土強靭

化地域計画（以下、「地域計画」という。）で定めた 17 の起きてはならない最悪の事態

を回避するための施策や、救援代替機能の強化のために推進する 5分野に関する施策等

を不断に見直し、必要に応じて新たな施策等を追加するとともに、施策の進捗管理を徹

底することが重要である。 

毎年度、推進すべき具体的な施策を企画・計画し、実施・評価した上で、財政状況や

施策の進捗状況等に応じた見直し、進捗状況に応じた修正、必要な新規施策の追加等を

行い、次年度につなげていく取組が必要である。 

このため、地域計画本編「Ⅳ計画の推進と見直し－4.1 計画の推進」のとおり、本市

が掲げる国土強靭化を推進するために、当該年度に取り組むべき施策を一覧に示す。 

 

 

 

2 推進する施策一覧 

 

本市の国土強靭化を推進するため、地域計画で定める 17 の起きてはならない最悪の

事態を回避するための施策及び救援代替機能の強化のために推進すべき 5 分野に関連

する施策を次のとおり示す。 

なお、実施期間欄に「継続」記載箇所については、記載している年度以降も施策が継

続することを示す。 

 

 



施策一覧

【足元の安心安全】

項目 推進する施策の名称等 備考　※事業実施期間は年度

住宅、建築物等の耐震化 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】住宅・建築物安全ストック形成事業

家具等の転倒防止 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】住宅・建築物安全ストック形成事業

緊急輸送道路の機能確保 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】住宅・建築物安全ストック形成事業

緊急輸送道路の機能確保 【地域をおこす・つながる道づくり】電線共同溝整備（(市)嘉瀬蔵岡線2号） 事業実施期間：2018-2022

緊急輸送道路の機能確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】電線共同溝整備（(国)113号(万代電線共同溝)） 事業実施期間：2018-2022

緊急輸送道路の機能確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】電線共同溝整備（(主)新潟黒埼インター笹口線(網川原電線共同溝)） 事業実施期間：2018-2022

緊急輸送道路の機能確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】電線共同溝整備（(主)新潟亀田内野線(亀田電線共同溝)） 事業実施期間：2018-2022

緊急輸送道路の機能確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】電線共同溝整備（(一)郷土資料館線(上大川前電線共同溝)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

避難場所の指定・整備 【緑豊かで魅力にあふれ、安全・安心な都市公園づくり】都市公園事業（赤塚公園）

消防署の機能維持 消防庁舎改修事業

消防部隊及び消防装備等の強化 消防水利整備事業

消防部隊及び消防装備等の強化 耐震性貯水槽整備事業

消防部隊及び消防装備等の強化 消防車両等の更新

消防団の充実強化 消防団加入促進事業

消防団の充実強化 消防団協力事業所表示制度事業

地域における防災活動の強化と防災リーダーの育成 地域防災力育成事業

事業所等の火災に対する安全対策 事業所への立入検査による指導

事業所等の火災に対する安全対策 自衛消防実技研修の実施

事業所等の火災に対する安全対策 老朽地下タンクの漏洩防止措置推進

事業所等の火災に対する安全対策 関係団体等と連携した事故防止研修会

その他 【新潟市地域と住まいの整備計画（新潟地域住宅計画(第3期)）】地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等ストック総合改善事業) 市営住宅の長寿命化

その他 【新潟市地域と住まいの整備計画（新潟地域住宅計画(第3期)）】地域住宅計画に基づく事業（住宅地区改良事業等（改良住宅ストック総合改善事業）） 市営住宅の長寿命化

その他 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり(第2期)】地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等ストック総合改善事業) 市営住宅の長寿命化及び耐震化

その他 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり(第2期)】地域住宅計画に基づく事業（住宅地区改良事業等（改良住宅ストック総合改善事業）） 市営住宅の長寿命化及び耐震化

その他 新潟市公立学校等施設整備計画

項目 推進する施策の名称等

河川改修等の治水対策等 【災害に強いまちづくり（防災・安全）】都市防災総合推進事業（天野地区）

河川改修等の治水対策等 地域防災力育成事業

市街地等の浸水対策 【新潟市下水道整備計画（防災・安全）】浸水対策：下水道施設の整備 事業実施期間：2019-2023

市街地等の浸水対策 大規模雨水処理施設整備事業 事業実施期間：2020-2027

市街地等の浸水対策 農業用排水施設等の管理運営・長寿命化

項目 推進する施策の名称等

土砂災害時の避難対策 地域防災力育成事業

山地災害等の防止対策 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

項目 推進する施策の名称等

津波発生時の避難場所の確保及び周知 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】津波避難ビル等看板設置事業

災害情報発信手段の整備 防災行政無線整備事業

津波の避難対策 地域防災力育成事業

項目 推進する施策の名称等

避難施設の災害別対応可否の周知 【災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な地域づくり（防災・安全）緊急対策】信濃川下流域ハザードマップ作成・周知支援事業

避難施設の災害別対応可否の周知 【災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な地域づくり【砂防分野】(防災・安全)】避難所標識板・案内板整備事業

①建築物等の大規模倒壊や火災による多数の死傷者の発生

②河川洪水や異常気象等で広域かつ長期的な浸水等による多数の死傷者の発生

③土砂災害等による多数の死傷者の発生

④広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

⑤情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生
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項目 推進する施策の名称等

避難所の環境整備、円滑な運営 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】防災専門家派遣事業

避難所の環境整備、円滑な運営 【防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第2期）】避難場所鍵ボックス整備事業

避難所の環境整備、円滑な運営 避難所機能強化対策事業

項目 推進する施策の名称等

自助・共助を含めた災害備蓄 備蓄物資整備事業

項目 推進する施策の名称等

医療救護活動体制の整備 医療救護所運営訓練

項目 推進する施策の名称等

庁舎等の耐震化 ふるまち庁舎整備事業

項目 推進する施策の名称等

通信施設の耐震化等 防災訓練

項目 推進する施策の名称等

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅付近連続立体交差事業】新潟駅周辺整備事業（新潟駅付近連続立体交差事業） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅の拠点性向上(拠点駅アクセスの向上)】新潟駅周辺整備事業（(都)新潟停車場線(新潟駅万代広場)） 事業実施期間：2018-2027

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅の拠点性向上(拠点駅アクセスの向上)】新潟駅周辺整備事業（新潟駅高架下交通広場） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅周辺地区の賑わいと活力を創出する交通環境整備】新潟駅周辺整備事業（(都)新潟駅西線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅周辺地区の賑わいと活力を創出する交通環境整備】新潟駅周辺整備事業（(都)出来島上木戸線） 事業実施期間：2018-2027

交通・物流ネットワークの確保 【新潟駅周辺地区の賑わいと活力を創出する交通環境整備】新潟駅周辺整備事業（(市)新潟駅東線） 事業実施期間：2018-2027

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(市)東6-157号線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(市)嘉瀬蔵岡線2号） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(市)新津2-700号線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(市)正尺早通線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(主)新潟亀田内野線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(都)鯵潟古川線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(都)小新亀貝線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(国)460号(巻南バイパス)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】交通網整備（(市)西川1-416号線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【地域をおこす・つながる道づくり】橋梁架け替え（(市)白根2-316号線(塩俵橋)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】交通網整備（(国)113号(河渡新町交差点)） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】交通網整備（(市)旭町日和山線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】交通網整備（(市)西5-270号線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】交通網整備（(市)豊栄2-18号線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】駅前広場整備（(市)西3-32号線外(小針駅周辺整備)） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】駅前広場整備（(市)東7-9号線外(越後石山駅周辺整備)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【生活空間の安全性・利便性の向上に資する道路空間整備（防災・安全）】駅前広場整備（(市)巻1-255号線(巻駅周辺整備)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(市)亀田1-252号線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(主)新潟港横越線(竹尾IC交差点)） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(都)川端町入船線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(都)亀田中央線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(市)下興野程島線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(市)曽和上新町線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(一)島見新発田線） 事業実施期間：2018-2022

⑥劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による、多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生

⑦被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止

⑧被災による医療機能の麻痺

⑨市役所及び区役所の被災による大幅な機能低下

⑩防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止

 ⑪地震・洪水・大雪等による地域交通ネットワーク及び広域的な基幹交通の機能停止
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交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(市)亀田1-480号線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】交通網整備（(市)鳥屋野女池線、(市)南7-238号線） 事業実施期間：2018-2027(継続)

交通・物流ネットワークの確保 【道路メンテナンス事業】交通網整備（(市)葛塚南線） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【道路メンテナンス事業】橋梁架け替え（(国)460号（臼井橋）） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 【道路メンテナンス事業】橋梁架け替え（(市)北田中線（高井橋）） 事業実施期間：2018-2022

交通・物流ネットワークの確保 日本海沿岸東北自動車道（朝日温海道路）整備 事業実施期間：

交通・物流ネットワークの確保 磐越自動車道４車線化整備 事業実施期間：

交通・物流ネットワークの確保 国道１７号三国防災（新三国トンネル）改築事業 事業実施期間：

交通・物流ネットワークの確保 新潟山形南部連絡道路整備事業 事業実施期間：

交通・物流ネットワークの確保 国道７号万代島ルート線ほか直轄国道整備事業 事業実施期間：

道路ネットワークの整備 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】新潟中央環状道路整備（(主)新潟中央環状線(国道49号～国道8号)） 事業実施期間：2018-2027(継続)

道路ネットワークの整備
【浦木工区：安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）、横越バイパス：地域をおこす・つながる
道づくり】新潟中央環状道路整備（(主)新潟中央環状線（国道7号～国道49号））

事業実施期間：2018-2022

道路ネットワークの整備 【ICアクセス道路】新潟中央環状道路整備（(主)新潟中央環状線（国道8号～国道116号）） 事業実施期間：2018-2022

道路ネットワークの整備 新潟中央環状道路整備（(主)新潟中央環状線（国道116号～国道402号）） 事業実施期間：2018-2027(継続)

道路ネットワークの整備 日本海沿岸東北自動車道（朝日温海道路）整備 事業実施期間：

道路ネットワークの整備 磐越自動車道４車線化整備 事業実施期間：

道路ネットワークの整備 国道１７号三国防災（新三国トンネル）改築事業 事業実施期間：

道路ネットワークの整備 新潟山形南部連絡道路整備事業 事業実施期間：

道路ネットワークの整備 国道７号万代島ルート線ほか直轄国道整備事業 事業実施期間：

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)403号：車場高架橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：296百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)460号：夕映えの跨線橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：292百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)460号：川根2号橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：23百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟五泉間瀬線：新鼻大橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：35百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟五泉間瀬線：朝日橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟五泉間瀬線：1号橋(2)）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟五泉間瀬線：副線橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟五泉間瀬線：ヒラソ橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕・耐震補強（(主)新津村松線：新津跨線橋）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：675百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟安田線：兄弟堀橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟長浦水原線：導水橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：30百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(県)豊栄太夫浜線：競馬場線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)鳥屋野線1号：八千代橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：615百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)関屋掘割町平島線：青山跨線橋・歩道橋）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：316百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)橋本金池線：矢川橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：20百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)岩室1-59号線：矢川2号橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：12百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)白根2-686号線：西大通川2号橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：16百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)西4-41号線：輪之内歩道橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)豊栄1-132号線：東本街橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：35百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)新津1-31号線：覚路津大橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：30百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)小針線2号：山田跨線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：85百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)内野五十嵐中島線：崎山橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：65百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)引越保坂線：中部排水路1号橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：13百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)夏井津雲田線：原栄橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)新津3-276号線：無名橋(687)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)403号：矢代田跨線橋）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：437百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)新明町袋津線：亀田新橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：361百万円
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緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)402号：無名橋(2191)）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：5百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)460号：大通川橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：8百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(県)新津茨曽根燕線：小合橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)五十嵐町線：内野五十嵐跨線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：43百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)東3-246号線：新川橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)白根2-300号線：根岸橋(1)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：30百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)引越保坂線：西大通川1号橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：16百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)味方1-204号線：味方29号橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)岩室1-207号線：さかえ橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)巻1-22号線：堰場橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)潟東1-409号線：四ヶ字橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)西川2-322号線：境橋(3)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)潟東1-432号線：浦田橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)潟東1-437号線：極楽橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟新発田村上線：馬越跨線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：55百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)曽和インター信濃町線1号：新通橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)曽和インター信濃町1号線：高山小橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：48百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)402号：無名橋(2190)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：5百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)潟東1-61号線：島方7号橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：8百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)460号：西白根跨線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：27百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)白根-1-86号線：萱場橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)広域3号線：大平橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：20百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)槇島団地・新栄町線：栄橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：20百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)中之口1-359号線：桃島橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)403号：茅野山IC橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：25百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(主)新潟亀田内野線：ゆきよし跨線橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：15百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)北6-44号線：南浜橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：42百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(国)402号：浜浦橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：78百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁修繕（(市)新津1-97号線：新瀬橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：194百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁点検（(国)113号ほか：新潟市管内国道橋）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：260百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁点検（(主)新潟亀田内野線ほか：新潟市管内県道橋）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：472百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】橋梁点検（(市)小針線2号ほか：新潟市管内市道橋）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：545百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】歩道橋撤去（(市)曽和インター信濃町線2号：掘割町横断歩道橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：80百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】防災対策（(国)402号：間瀬ほか1）
事業実施期間：2024まで
全体事業費：2,440百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】防災対策（(主)新潟五泉間瀬線：間瀬ほか）
事業実施期間：2024まで
全体事業費：520百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】防災対策（(県)弥彦岩室線：間瀬ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：599百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】トンネル修繕（(国)402号：白岩トンネルほか）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：885百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】トンネル点検（(国)トンネル点検：西蒲区）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：108百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(国)460号：小戸上組ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：45百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(主)新潟亀田内野線ほか：関屋大川前1丁目ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：56百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(主)新潟中央環状線ほか：大郷ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：23百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(主)新潟安田線ほか：松潟ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：63百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(県)白山停車場女池線ほか：幸町ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：110百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(市)川端町入船線1号ほか：上大川前通1番町ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：6百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(市)山の下東港線1号ほか：上王瀬町ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：47百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(市)新光町堀割町線ほか：網川原ほか）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：362百万円
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緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路照明等修繕（(国)402号：松海が丘ほか）
事業実施期間：2027まで
全体事業費：625百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路附属物等点検（(国)402号ほか：西区ほか）
事業実施期間：2024まで
全体事業費：163百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路附属物等点検（(主)新潟中央環状線ほか：西区ほか）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：324百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】道路附属物等点検（(市)黒埼2-163号線ほか：西区ほか）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：449百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟新発田村上線：久平橋左歩道橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：80百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟新発田村上線：久平橋右歩道橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟村松三川線：松浜橋歩道橋(左)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：35百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟村松三川線：松浜橋歩道橋(右)）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：35百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟寺泊線：信濃川大橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：630百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟中央環状線：大阿賀橋）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：1,050百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(国)403号：小阿賀野橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：504百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟新津線：寿橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：383百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)大蔵第1号線：小阿賀橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：236百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)白根西川巻線：味方橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：357百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(国)402号：内野新川大橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：35百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟亀田内野線：関屋大橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：631百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)曽和インター信濃町線1号：有明大橋）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：1,735百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)文京町五十嵐二の町線2号：掘割橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：219百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(主)新潟寺泊線：間手橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：48百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)曽根駅前通り・川崎踏切線：千隈橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：10百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(国)113号：中之橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：30百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(県)島見濁川線：一貫橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：50百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)油島植野線：植野用水機橋）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：3百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)巻1-238号線：無名橋(1664)）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：5百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(市)堀山鷲ノ木線：無名橋(2167)）
事業実施期間：2020まで
全体事業費：3百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁修繕（(国)460号：阿賀浦橋）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：777百万円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】橋梁架け替え（(国)113号線（山ノ下橋）） 事業実施期間：2018-2027(継続)

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【安全・安心・快適な暮らしを支える社会基盤整備（防災・安全）】橋梁架け替え（(主)新潟新津線（亀田跨線橋）） 事業実施期間：2018-2027(継続)

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁架け替え（(主)白根安田線（小須戸橋））
事業実施期間：2019-2033
市負担額：124.7億円

緊急輸送道路等の広域的な基幹交通の確保 【道路メンテナンス事業】橋梁架け替え（(国)402号（獅子ヶ鼻大橋）） 事業実施期間：2018-2027(継続)

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】除雪(機械)（(市)紫竹山鳥屋野線ほか：除雪機械購入）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：1,314百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(国)460号：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：224百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(国)460号：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：375百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(県)新津茨曽根燕線：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2024まで
全体事業費：171百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(県)白根黒埼線：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2021まで
全体事業費：66百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(県)黒埼新飯田線：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：44百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(市)中央1号線ほか：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：254百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】消雪施設修繕（(市)本町滝谷線ほか：消雪パイプ修繕）
事業実施期間：2022まで
全体事業費：445百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】除雪柵設置（(国)460号：除雪柵設置）
事業実施期間：2023まで
全体事業費：300百万円

安心・安全な冬期道路交通の確保 【雪や災害に強く快適に移動できる安心・安全な道路の確保】除雪柵設置（(主)新潟村松三川線ほか：除雪柵設置）
事業実施期間：2024まで
全体事業費：345百万円

空港施設の大規模自然災害対策 新潟空港整備事業費負担金

項目 推進する施策の名称等

食料生産基盤の整備 農業用排水施設等の管理運営・長寿命化

農地の荒廃抑制 多面的機能支払交付金事業

農地の荒廃抑制 田んぼダム利活用促進事業

⑫農地の荒廃、生産基盤の機能停止等による食料供給の停滞
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項目 推進する施策の名称等

都市ガス施設の耐震化等 耐震性の高い導管への入替

項目 推進する施策の名称等

水道施設の耐震化等 浄配水施設の計画的耐震化

水道施設の耐震化等 管路施設の計画的耐震化

応急給水体制の強化 事故災害時における復旧体制の強化

業務継続体制の強化 事故災害時における復旧体制の強化

相互応援体制等の強化 事故災害時における復旧体制の強化

項目 推進する施策の名称等

下水道施設の耐震化等 【新潟市下水道整備計画（防災・安全)】地震対策：下水道施設の改築 事業実施期間：2019-2023

下水道施設の耐震化等 【新潟市下水道整備計画】　改築更新：下水道施設の改築 事業実施期間：2019-2023

項目 推進する施策の名称等

廃棄物処理体制の整備 仮置場候補地の選定、運営方法マニュアルの整備

項目 推進する施策の名称等

地域における防災活動の強化と防災リーダーの育成 地域防災力育成事業

【救援代替機能の強化】

項目 推進する施策の名称等

道路 日本海沿岸東北自動車道（朝日温海道路）整備

道路 磐越自動車道４車線化整備

道路 国道１７号三国防災（新三国トンネル）改築事業

道路 新潟山形南部連絡道路整備事業

道路 国道７号万代島ルート線ほか直轄国道整備事業

道路 新潟中央環状道路整備

鉄道 羽越本線高速化・新幹線整備促進新潟地区同盟会（白新線・羽越本線、上越～北陸新幹線駅間の輸送強化）

鉄道 新潟県鉄道整備促進協議会（磐越西線の輸送強化）

項目 推進する施策の名称等

食料拠点 農産物輸出促進事業

食料拠点 海外ビジネス支援事業

④食料拠点

⑬電力やガス等の長期にわたるエネルギー供給の停止

⑭上水道の長期にわたる供給停止

⑮下水道施設の長期にわたる機能停止

⑯大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態

⑰地域コミュニティの機能が活かされないことによる被害の悪化、有形・無形文化の衰退や喪失

①-1広域交通インフラ（道路）
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