
3,840
助成水準や利用件数見込を精査の上、予算案に計
上しました。

4,000 4,000
植生調査に必要な経費を精査のうえ、計上しまし
た。

2,500
地域環境プラットフォームの運営に必要な経費を
計上しました。

69,700 68,700
ナショナルチーム合宿受入に必要な経費や、聖火
リレー実施や市民の機運醸成に必要な経費を精査
の上、計上しました。

66,000 66,000

香港便の通年化に向けた取組みや東京2020大会時
のプロモーションに関する部分は拡充しつつ、団
体旅行客向けの旅行エージェントへのアプローチ
等について必要な経費を精査し、予算計上しまし
た。

新設整備に必要な経費を精査の上、計上しまし
た。

6,956
令和元年度の補助実績及び自治会等からの相談件
数等に基づき、見込台数を精査の上、予算計上し
ました。

1,600 1,374
既存の事業内容を精査した上で、新たに、市民ス
ピーカー養成分を計上しました。

8,440 4,220
助成水準や利用件数見込を精査の上、予算案に計
上しました。

11,520

令和２年度
当初予算 A

予算編成の考え方

歳出予算
左記のうち
一般財源

12,500

11,520 3,840 保育課27,000 9,000

2,911 1,455 こども家庭課

17 保育士宿舎借り上げ支援事業 ○
保育の担い手の県外への流出抑制及び県外からの移住促進による保育人材の確保と定住人口の
増加を目的に、市内保育士養成校新卒者または県外からのＵＩＪターン者で、市内民間保育園
等に就職した者に対して、宿舎の借り上げを行う事業者に、費用の一部を助成します。

15,768 7,884 5,529 2,76516 産後ケア事業 ○ 産後うつや育児不安解消のため、医療機関等に宿泊して必要な保健指導を受ける宿泊ケアのほ
か、新たに助産師などによる産後のデイケアや訪問ケアの費用の一部を助成します。

16,000 2,000
地域包括ケア推進
課

こども未来部

16,000 2,000
委託内容のうち会場使用料などを精査し、予算計
上しました。

介護予防ケアマネジメントの質を向上させるため、理学療法士や管理栄養士などの多職種が参
加し、介護予防ケアプランに対して専門的な視点で助言する検討会を開催します。

16,170 2,021

2,000 2,000 高齢者支援課

15
多職種合同介護予防ケアプラ
ン検討事業 ○

介護人材の確保・定着を目的に、小・中学生用のパンフレット配布や介護職員及び介護サービ
ス事業所への表彰を実施します。

2,551 2,5512,000 2,000
PR動画の作成費や表彰式に必要な経費を精査し、
予算計上しました。

2,500 環境政策課

福祉部

14 介護人材確保事業 ○

2,500

4,000 4,000 環境政策課

13
脱炭素イノベーション推進事
業 ○

地域における環境・経済・社会課題の同時解決を図るため、新たなエネルギー関連事業の創
出、競争力のある地元企業の育成、地元企業のビジネス参入機会の創出を目的に、地域経済の
活性化につながる事業スキームを構築します。

4,114 4,11412 鳥屋野潟植生調査事業 ○ 鳥屋野潟における環境保全の基礎資料とするため、概ね５年毎に実施している鳥屋野潟植生調
査を行います。

13,000 1,500 5,500 広域観光課

環境部

20,000 18,500
新潟駅を起点としたストーリー性のある観光エリ
ア形成に関する予算や、外国人旅行者の受け入れ
態勢整備に関する予算を精査し、計上しました。

本市への来訪者の満足度を高め、さらなる誘客につなげることを目的に、国内外からの旅行者
が快適に滞在し、行動できる受入環境を整備します。

26,300 24,800 18,50011
観光客おもてなし態勢促進事
業 ○

60,000 6,000 6,000 国際観光課
訪日外国人観光客に、本市へ更に多く訪れてもらうことを目的に、知名度の向上と海外セール
スの強化を図ります。

73,500 73,500 60,000

50,500 50,500 スポーツ振興課

観光・国際交流部

10 外国人誘客促進事業 ○

78,553 77,553 19,200 18,200

歴史文化課

9
東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会推進事業 ○

スポーツの振興、ホストタウン相手国であるロシア、フランスとの交流の継続・発展、および
交流人口の拡大による地域経済の活性化を目的に、東京2020大会直前合宿の受入れとそれに伴
う交流事業、および聖火リレーにおけるミニセレブレーション等を実施するほか、共生社会へ
向けた理解促進につながるパラリンピック聖火フェスティバルを実施します。

37,361 10,000 278,000

△ 1,618 文化創造推進課

8
（仮称）新潟市文書館整備事
業 ○

歴史資料の分散保管を改善し、収蔵・公開の拠点施設とするため、葛塚地域実行計画に基づ
き、北区太田地区において学校統合により閉校となった太田小学校校舎を再利用し、（仮称）
新潟市文書館を新設整備します。

298,322

42,882 48,500 44,500 △ 5,618

文化スポーツ部

7
アーツカウンシル新潟運営事
業 ○

市民の文化芸術活動の活性化や文化と他分野との連携を推進し、本市の持続的な文化創造都市
の推進体制を構築するため、文化芸術の専門家によるアーツカウンシル新潟を引き続き運営し
ます。

42,88242,882 42,882

外部受託業務との重複部分について、市への返還
方式から、経費精算方式に変更した点や、事務所
賃料の支払い元事業の変更による予算額の減少は
ありますが、事業実施に要する予算は前年度並み
を計上しました。

288,000

13,789 5,647 5,647 防災課
災害発生時における避難者への食料や物資の提供を目的として、防災基礎調査により示された
被害想定等に基づき、主食・保存水・衛生用品・毛布等の更新及び発電機の拡充を図ります。

22,644 22,644 13,78919,436 19,436
各避難所へ発電機を順次整備するための費用を拡
充して計上しました。

1,320 660 防災課

6 備蓄物資整備事業 ○

災害時、施設管理者が不在の場合であっても迅速に避難施設へ退避できる体制の強化を目的
に、施設の鍵を格納する暗証番号式のボックスを避難施設に整備します。

5,693 2,8471,320 660
暗証番号式のボックス設置による効果、課題を検
証するため、試験実施に必要な費用を計上しまし
た。

5 避難場所鍵ボックス整備事業 ○

危機管理防災局

1,800 1,800
前回策定時の実績を踏まえて、新行動計画策定に
必要な経費を精査の上、予算計上しました。

第3次新潟市男女共同参画行動計画が令和2年度で終了することから、令和3年度を始期とする新
行動計画を策定します。

1,990 1,9904
新男女共同参画行動計画策定
事業費 ○

男女共同参画課
共家事・共育児を啓発することを目的に、育児休業取得奨励金を増額するほか、新婚・子育て
世代に対する夫婦向けのセミナーを実施します。

8,000 7,750 3,4007,585 7,543
共家事・共育児を促進するため、奨励金事業の拡
充のほか、育児休業取得日数を増加させる取り組
みについて、予算計上しました。

1,400 △ 100 △ 26 男女共同参画課

1,800 1,800 男女共同参画課

3 男性の家庭活躍推進事業 ○

性的マイノリティへの差別や偏見をなくし、誰もが尊重され自分らしく暮らすことのできる社
会をつくることを目指し、当事者や家族等を対象とした電話相談や市民への啓発事業、性の多
様性について講演のできる市民スピーカー養成を行います。

1,995 1,769 1,700

△ 544 市民生活課

2
LGBT（性的マイノリティ）支
援事業 ○

12,600 7,056 12,500 7,500

3,400 4,185 4,143

様式１

令和２年度当初予算編成案のうち「主な事業」に係る編成結果　一覧

（単位：千円）

No. 事　業　名 新規 拡充 継続 事  業  概　要

令和２年度
当初予算要求額 B

左記のうち
一般財源

市民生活部

1 防犯カメラ整備補助金 ○ 地域における自主的な防犯活動の一環として、見守り活動の補完等を目的に、自治会・町内会
等が設置する防犯カメラの整備費用の一部を補助します。

令和元年度
当初予算 C

前年度差額
増減（A-C）

担　当　課

歳出予算
左記のうち
一般財源

歳出予算
左記のうち
一般財源

歳出予算
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令和２年度
当初予算 A

予算編成の考え方

歳出予算
左記のうち
一般財源

様式１

令和２年度当初予算編成案のうち「主な事業」に係る編成結果　一覧

（単位：千円）

No. 事　業　名 新規 拡充 継続 事  業  概　要

令和２年度
当初予算要求額 B

左記のうち
一般財源

令和元年度
当初予算 C

前年度差額
増減（A-C）

担　当　課

歳出予算
左記のうち
一般財源

歳出予算
左記のうち
一般財源

歳出予算

「新バスシステム・BRT」に関連するバス交通改善
事業については、次期運行協定の内容を運行事業
者と協議中であり、本市としての役割や取組み内
容が決定していないことから、当初予算での予算
措置を見送りました。

6,000 6,000
市民及び国内外の来訪者にとってバス利用環境の
改善に繋がるため、必要な経費を計上しました。

18,180 11,180
社会実験を通じた道路空間の利活用や案内サイン
検討など、都市デザインの具現化に向けた取り組
みについて、予算計上しました。

809,360 70
事業の進捗に合わせ、必要となる事業費を予算計
上しました。

4,400 2,200
必要な経費を精査し、本市関係人口創出への取組
みに要する費用を計上しました。

766,900 766,900
稲作主体から園芸との複合営農への転換支援、売
れる米の生産を推進するため、必要な経費を計上
しました。

3,000 3,000
必要な経費を精査し、企業に対する奨学金返済支
援に要する費用を計上しました。

4,100 2,050
社員の幸福度を高めて生産性・創造性の向上を図
る中小企業への支援に要する費用を計上しまし
た。

22,000 11,000

事業効果を最大限に発揮できるよう、事業初年度
はスタートアップ企業輩出に向けた機運醸成や地
元企業との協業促進など土台作りの取組みとなる
よう事業費の精査を行いました。

7,000 3,500

新たな工業用地への市外企業の進出時期の確認に
よる事業費の精査を行いました。また、今後の更
なる工業用地検討に向け企業ニーズ調査に要する
費用を計上しました。
誘致に係るセールスプロモーションは既存事業費
で対応します。

6,000 6,000 都市交通政策課6,160 6,160

△ 10,330 △ 5,330 都市交通政策課

34
多言語対応バスシステム等拠
点性向上事業 ○

「にいがた新バスシステム時刻・運賃検索サイト」を多言語対応（英・中・韓）可能にすると
ともに、「観光循環バス」及び「区バス」の位置情報検索機能を追加することで、市民（外国
籍含む）のみならず、国内外から新潟市への来訪者にとっても、わかりやすく、満足度の高い
バス利用環境の構築を図ります。
国際都市の公共交通機関として備えるべき機能を実装することにより、県都にいがたの拠点性
向上に寄与します。

85,219 27,572 10,330 5,330

△ 635,457 22 まちづくり推進課

33 交通結節点等機能改善事業 ○

「新バスシステム・ＢＲＴ」総括における課題への取り組みの一環として、青山交通結節点へ
の防風パネル設置や万代シテイ結節点（新潟日報メディアシップバス停）へのバス停上屋設
置、新潟駅におけるバス停のバリアフリー化に向けた社会実験などを通じて、バス待ちや乗降
環境の改善により乗換負担の軽減を図ります。

809,360 40,570 1,444,817 48

12,180 5,180
都市計画課
港湾空港課

32
古町通７番町地区第一種市街
地再開発事業 ○

地権者等で構成される市街地再開発組合が実施する事業で、かつて新潟の繁華街の中心地で
あった古町地区における活性化を目的に、シンボルであった大和新潟店建物と隣接した周辺の
建物との共同化を図ります。

22,300 15,300 6,000 6,00031 都市デザイン推進事業 ○

「新潟都心の都市デザイン」の具現化に向け、都心のにぎわい創出を目的に、「新潟駅・万代
地区周辺まちづくり協議会」の運営や、最適な道路空間の形成に向けた社会実験を地元関係者
等と協働で開催するとともに、ビッグデータを活用した歩行者動線や空間シミュレーションを
行うことで、最適な歩行ルートやサイン整備計画を検討し、官民連携によるまちづくりを推進
します。

12,896 農林政策課

都市政策部

23,496
森林資源の適切な管理を行うため、アンケートの
実施や、森林ボランティア団体への活動支援な
ど、必要な経費を計上しました。

「林業の成長産業化」と「森林資源の適切な管理」を推進するため、森林環境譲与税活用基金
を活用して、R元年度に引き続き森林経営者に対するアンケートの実施するとともに、新たに森
林ボランティア団体への活動支援補助の創設等を実施します。

27,012 10,60030 新たな森林経営管理関連事業 ○

商工業とともに市内において農業を営む中小企業者等の事業活動に必要な資金の調達を円滑に
することを目的に、信用保証付きで貸付を受けることができる制度資金事業を展開し、融資金
額に応じて信用保証料を補助します。

90,600 1,600 62,40090,600 1,600
商工業とともに農業を営む事業者の資金調達を円
滑にするため、要求通りとしました。

29
新潟市国家戦略特別区域農業
保証制度資金 ○ 400 28,200

1,200 食と花の推進課

28 農産物高付加価値化推進事業 ○

農繁期の労働力不足を補うため、農業に関心のある人と、農作業の手助けを必要としている市
内の農家を結び付けます。既存の農業サポーター制度に加え、「関係人口」に着目し、市外の
方を人口減を支える人材として捉え、継続的に関わる関係を構築します。

3,497 3,4971,200 1,200
「関係人口」を活用した農業の労働力不足解消の
ため、必要な経費を計上しました。

10,000
付加価値の高い商品開発を進めるため、要求通り
としました。

1,200
ニューフードバ
レー特区課

農業活性化研究セ
ンター

27 農業応援隊受入推進事業 ○

本市農業を担う意欲的な担い手を確保・育成することを目的に、新規就業者を雇用した農業経
営体へ研修費の一部を助成します。

16,992 16,992 16,36016,992 16,992
新たな農業の担い手を確保・育成するため、要求
通りとしました。

1,200

農業者の所得向上や農業振興を目的に、付加価値の高い商品開発を進めるため、農産物の様々
な機能性成分に着目し、科学的根拠を裏付けとした調査研究に取り組みます。

10,000 10,000 10,00010,000 10,000

2,700 2,325 食と花の推進課

26
新規就農者確保・育成促進事
業 ○

「もうかる農業」の実現に向け、市長のリーダーシップのもと地域を一体にまとめ、新たな需
要開拓支援及びトップセールスなどのプロモーションを展開します。

4,509 2,4532,700 2,325
販路拡大のため、調査委託費やプロモーション費
などを精査のうえ、必要な経費を計上しました。

16,360 632 632 農林政策課

783,000 △ 16,100 △ 16,100 農林政策課

25 園芸作物販路拡大推進事業 ○

「もうかる農業」の実現に向けて、経営規模の拡大、生産性の向上やコスト低減に対する取り
組みや、高収益な園芸作物の導入に向けた取り組みに対する支援を、米対策支援・園芸対策支
援・新たな産地づくり支援の3事業で行います。

783,000 783,000 783,000

3,000 1,500 雇用政策課

農林水産部

24 元気な農業応援事業 ○

4,440 2,220 1,400 700

4,100 2,050 雇用政策課

23
学生×地域の魅力探究プロ
ジェクト（新潟暮らし創造運
動の推進事業内）

○
進学や就職のタイミングで市外転出する高校生・大学生及び本市に縁のある首都圏在住者と継
続的なつながりを持ち続ける仕組みを構築することを目的に、大学生等と地域活動を行う団体
が協働で地域の課題を解決するプロジェクトを企画・運営します。

4,100 2,050

3,000 3,000 雇用政策課

22 社員幸福度向上応援事業 ○
企業の多様で柔軟な働き方の実践により、仕事と家庭の両立環境を実現するとともに、若者が
求める魅力ある企業を増やすため、社員の幸福度を高めて生産性・創造性の向上を図る市内中
小企業の取組を支援します。

3,098 3,098

7,000 3,500 企業誘致課

21
企業参加型奨学金返済支援事
業 ○ 若者の市内就労の促進と企業の人手不足解消を目指し、奨学金の返済を抱える新規学卒者等の

経済的負担を諸手当等により支援する企業の支援額の一部を市が支援します。

81,390 76,751

22,000 11,000 産業政策課

20 製造・物流業誘致推進事業 ○

現行の企業立地緊急対策事業助成金の拡充措置の終了と併わせ、新たな工業用地への進出に係
る助成について新たな制度を創設するとともに、県や東京事務所と連携した市外企業へのセー
ルスプロモーションを実施し、魅力ある企業の誘致を推進します。また、今後の更なる工業用
地検討に向け企業ニーズ調査を実施します。

50,000 25,00019
（仮）スタートアップ支援事
業 ○ 新規性・成長性を有するスタートアップ企業の輩出・誘致を目的に、育成プログラムの実施や

イノベーション創出促進の各種プログラムを実施します。

2,000 385 地域医療推進課

経済部

2,000 385
救急医療連携シート運用のモデル実施に必要な事
業費等を精査の上、予算計上しました。

救急搬送時の情報共有の強化や、住民向け普及啓発に取り組み、人生の最終段階において本人
の意思が尊重されやすい医療提供体制を構築するための連携ルール策定に向けた検証を行いま
す。

4,305 828

保健衛生部

18
在宅医療・救急医療連携推進
パイロット事業 ○
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10,110,573 26,075
事業の進捗に合わせ、必要となる事業費を予算計
上しました。

1,190,720 60
道路インフラ施設の維持補修や更新に必要な予算
を令和元年度当初予算より増額しました。

4,600

22,000

427,000

187

30,184 36,816

432 432 南区地域総務課

西蒲区役所

48
にしかん観光周遊バス試験運
行事業 ○

3,920 3,920 3,488 3,4883,920 3,920
「地域おこし協力隊」制度を活用した、「みな
みーて地域応援隊」隊員の活動に要する費用を計
上しました。

3,000 3,000
広告宣伝の経費を精査するとともに、令和2年度の
試験運行に必要な予算を計上しました。

6,000 △ 6,000 △ 6,000 秋葉区建設課

南区役所

公園再整備に向けた基本構想が整理されたのちに
整備を行うこととし、予算計上は見送りました。

『区民主動de秋葉公園魅力up事業』において調査や意見聴取を行った結果を受け、秋葉公園の
魅力を高めるため整備を行います。

2,496 2,496 6,000

3,000 西蒲区産業観光課
区内の観光施設や隣接する観光エリアへの周遊性の向上を促進するため、角田山麓・岩室温泉
の魅力あふれる観光資源を巡る周遊バスを運行します。

4,163 4,163 3,000

46 秋葉公園魅力up整備事業 ○

子育て支援センター「育ちの森」を移転・整備します。 5,940 5,9404,600 500
移転整備にあたっての設計業務にかかる費用を計
上しました。

47
地域おこし協力隊を活用した
地域活性化事業 ○

人口減少の著しい南区の地域活性化策を推進するため、総務省の「地域おこし協力隊」制度を
活用し、都市圏から新潟市南区に移住可能な者を公募し、「みなみーて地域応援隊」の隊員と
して委嘱します。

45 新津育ちの森移転整備事業 ○

秋葉区の土砂災害地域において、土砂災害発生時に市民が迅速・確実に避難できるよう、緊急
情報を確実に伝達することを目的に、同報無線を整備します。

47,853 5322,000 設置基数を精査し、費用を計上しました。

500 秋葉区健康福祉課

44
土砂災害地域防災行政無線整
備事業 ○ 秋葉区地域総務課

5,000 5,000 中央区地域課

秋葉区役所

5,000 5,000
地域主導として継続性を確保すべく、地域住民で
構成する運営組織を整備した上での取組みとなる
よう事業費を精査しました。

市内でも人口減少・高齢化の進行が顕著な「しもまち地域」の活性化のため、しもまちの魅力
を集めた場（しもまちマーケット（※））を創出し、この場を通して、しもまちの魅力発信、
人の交流・流入を促進することで、若い世代の定住につなげます。
※しもまち地域にまつわる「ヒトやモノやコト」の魅力をまとめて紹介するＨＰサイトやマル
シェなどの場のこと

7,600 7,60043 しもまち地域活性化事業 ○

117,600 北区地域総務課

中央区役所

1,200,000 117,600
新庁舎に係る建設事業費及び庁舎移転に係る付帯
費用を予算計上しました。

安心・安全でよりよい行政サービスの提供を目的として、耐震性能やバリアフリー等に配慮さ
れた新庁舎を建設します。

1,271,058 392,758 773,000

4,700 4,700 消防局指令課

北区役所

42 北区役所庁舎整備事業 ○

5,518 5,5184,700 4,700

187 消防局指令課

41
Net119緊急通報システム整備
事業 ○ 聴覚・言語機能障がい者等からの１１９番通報に的確に対応することを目的に、Net119緊急通

報システムを導入します。

187 18740
三者間同時通訳システム整備
事業 ○ 外国人からの１１９番通報に的確に対応することを目的に、電話通訳センターを介した三者間

同時通訳システムを導入します。 187 187
今後増加が想定される外国人からの119番通報等に
対応するための予算を計上しました。

事業費を精査し、119番通報の多様化のための予算
を計上しました。

△ 8,184 公園水辺課

消防局

457,000 22,000
公園施設の長寿命化など、公園整備に必要な予算
を計上しました。

公園を誰もが安心・安全に利用できるように更新時期を迎える公園施設の安全確保と機能保全
を図るため、遊具等の定期的な更新やトイレ、園路などのバリアフリー化を行い、公園施設の
良好な維持管理に努めます。

504,000 75,700 420,184

△ 1,000,000 50 道路計画課

39 公園施設の維持補修事業 ○

新潟中央環状道路は、本市の多核連携型の都市構造において、市域に放射状に広がる都心アク
セス軸を環状に結び、交流連携を強化する道路（地域拠点連携軸）であり、都心部へ流入する
通過交通の削減と、災害に強い道路網の形成、アクセス性の向上による新たな企業立地の支
援、地域の活性化等を目的とし、延べ18.5㎞の区間において事業を推進します。

5,000,000 237,051 5,000,0004,000,000 50
国の令和元年度補正予算を活用して優先区間事業
を前倒しするとともに、事業費の精査を行いまし
た。

1,510,607 112,140 △ 25,060 土木総務課

38 新潟中央環状道路整備事業 ○

安心・安全な冬期道路交通確保を目的に、国・県・市道における車道・歩道除雪や防雪柵設置
などの対策を行います。また、将来にわたる安定的な除雪体制の確保に向けICTを導入し、除雪
協力業者の支援を目的に車道除雪機械の購入費用の一部を助成します。

4,548,450 3,151,550 2,687,4072,799,547 1,485,547
防雪柵の恒久化や除雪機械の更新など、安定的な
除雪体制の確保に向けた予算を計上しました。

1,970 260,386 △ 1,910 土木総務課

37 道路除雪対策事業 ○

道路・橋りょうなど多くの道路インフラ施設は、高度成長期の人口増加に伴い集中的に整備さ
れており、今後急速に老朽化が進んでいく見込みです。また、国が示す防災・減災・国土強靭
化対策を確実に推進するためにも、道路インフラ施設の維持補修や更新、耐震化事業を推進し
ます。

3,672,000 183,800 930,334

5,219,717 △ 7,733 新潟駅周辺整備事務所

土木部

36
道路・橋りょうの維持補修事
業 ○

10,124,518 490,720 4,890,856 33,80835 新潟駅周辺整備事業 ○
着実に進展する鉄道を挟む南北市街地の一体化や自動車・自転車・歩行者の安全かつ円滑な交
通を確保するとともに、「日本海拠点都市にいがた」としてふさわしい都市機能の強化を図る
ことを目的に、鉄道高架化や幹線道路及び駅前広場の整備を進めます。
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605,600 602,132
現行の配置基準に基づき、小学校275人（前年度比
＋21人）、中学校61人（前年度比＋6人）配置でき
るよう予算案計上しました。

93,516 93,516
教育ネットワーク基盤構築及び統合型校務支援シ
ステムの導入に係る経費を予算計上しました。

25,936 17,496
国の予算措置の考えと同様に、22学級以上の小学
校25校に配置できるよう予算計上しました。

11,536 7,691
国の予算措置の考えと同様に、中学校14校に配置
できるよう予算計上しました。

3,800 3,800
直近開催市や前回（H23）の本市の開催実績を参考
に、ポスター作製や視察旅費など事務経費を精査
しました。

1,016,223 1,016,223
新入学学用品などの単価増額や、生徒会費の費目
を新たに追加し予算案計上しました。

76,086

1,800

76,086 学務課93,516 93,516 17,430 17,430

140,926 139,667 学校支援課

10,370 6,979 学校人事課

3,800 3,800 学校支援課6,659 6,659

56 教育ネットワーク構築事業 ○ 教育現場での情報セキュリティの強化とICTを活用した校務事務処理を効率化することを目的
に、教育ネットワーク基盤と統合型校務支援システムを整備します。

522,126 518,377 464,674 462,465

4,944 3,296 学校支援課

55 特別支援教育支援員配置事業 ○
市立小学校及び中学校に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に特別支援教育支援
員を配置し、学校での着替えや排せつ、移動等の日常生活の支援を行い、児童生徒の学校生活
の質の向上や事故防止、安全確保等を図ります。

13,184 8,790 6,592 4,39554 部活動指導員配置事業 ○ 中学校等の部活動の質的な向上を図るとともに、教員の多忙化を解消するため、部活動の技術
指導や大会への引率等を行う部活動指導員を配置します。

33,952 22,930 15,566 10,517

△ 401 △ 401 学務課

53 学校事務支援員配置事業 ○ 教員の負担軽減を図ることを目的に、国のスクール・サポート・スタッフ配置事業を活用し、
学習プリントの印刷などを教員に代わって行う事務支援員を配置します。

1,016,223 1,016,223 1,016,624 1,016,62452 就学援助費 ○ 義務教育の円滑な業務遂行に資することを目的に、経済的理由により就学困難な児童・生徒の
保護者に学用品等の必要な経費を援助します。

51
全国高校総合体育大会開催事
業 ○

女子バスケットボールと新体操の2競技を新潟市で開催することを通して、高等学校生徒に広く
スポーツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な高校
生を育成するとともに、生徒相互の親睦を図ります。

3,705 3,450

△ 216 △ 144 地域教育推進課

50
コミュニティ・スクール推進
事業 ○

保護者、地域が一定の責任と権限の下、学校運営に参画することで、学校と共通の目標をも
ち、一体となって連携・協働しながらより良い教育を実現することを目的に、市立小中学校に
「学校運営協議会」を設置し、「地域とともにある学校」づくりを進めます。

141,814 94,543 135,766 90,51149
地域と学校パートナーシップ
事業

135,550

1,704 教育総務課

90,367
事務費を精査するとともに、既存の配置人数や業
務量を鑑み、新たに1名分相当を追加して予算計上
しました。

1,800 1,704
実施内容を精査のうえ、12校区におけるモデル実
施分の事業費を予算計上しました。

○
学・社・民の融合による教育を推進することを目的に、地域と学校を結ぶ役割を担う地域教育
コーディネーターを市立小中・特別支援学校、市立高等学校に配置し、学校教育活動の充実及
び豊かなコミュニティづくりを進め、協働事業を推進します。

教育委員会事務局
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