
事
業
概
要

　コロナ禍において、子ども食堂の活動形態を弁当配布などに変えて継続する団体や活動を再開する団体
に対して、新型コロナウイルス感染症対策に係る運営費の一部を補助します。

事業名 子ども食堂等活動支援事業

金額
(千円)

歳出 3,900 財源内訳 一般財源3,900

部・区名 こども未来部 課名 こども政策課 問い合せ先 025-226-1211 担当名 日根

事
業
概
要

　児童の密集を避けるため、コンピューター教室や体育館を活用して分散運営を行うクラブにおいて、支援
員を増員します。

事業名 ひまわりクラブ運営費

金額
(千円)

歳出 45,900 財源内訳 国費30,600（臨時交付金15,300） 県費15,300

部・区名 こども未来部 課名 こども政策課 問い合せ先 025-226-1211 担当名 日根　

事
業
概
要

　新型コロナウイルス感染症の影響等により、孤独や孤立で不安を抱えながらも支援が届いていない女性
に対し、NPO等の団体の知見・能力を活用し、相談窓口の周知や、アウトリーチ型支援、女性の居場所づく
り、女性用品の配布などの女性に寄り添った支援を行うとともに、相談関係機関のネットワークを強化しま
す。

事業名 女性つながりサポート事業

金額
(千円)

歳出 15,000 財源内訳 国費15,000（臨時交付金3,750）　

部・区名 市民生活部 課名 男女共同参画課 問い合せ先 025-226-1058 担当名 笹川

事
業
概
要

　高齢者の新型コロナワクチン接種の円滑化を図るため、高齢者に対し、ワクチン接種等のために使用する
タクシー運賃の一部を助成します。あわせて、公共交通の一翼を担うタクシー業界の支援に繋げます。
　
　【配布対象】65歳以上の新潟市民（昭和32年4月1日以前に生まれた方）で個別接種医療機関及び集団接
                   種会場において新型コロナワクチンを接種された方
　【配布枚数】タクシーチケット　500円券×2枚
　【配布方法】接種場所でワクチン接種の度に1枚配布します。（1人計2枚まで）
　【利用方法】タクシー運賃精算時にタクシーチケットを渡し割引を受けます。
　【利用期限】令和3年9月30日（木）

事業名 高齢者ワクチン接種タクシー利用助成事業

金額
(千円)

歳出 190,000 財源内訳 新型コロナウイルス感染症対策協力基金100,000　一般財源90,000
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部・区名 保健衛生部 課名 保健所保健管理課 問い合せ先 025-212-8173 担当名 明間
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繰越等 債務負担11,559,500（R4～6) 財源内訳 国費6,357,725　市債4,681,500　一般財源520,275

事業名 道路橋りょう維持費

金額
(千円)

歳出 553,000 財源内訳 国費299,000　市債254,000

事
業
概
要

　社会資本整備総合交付金等の補助内示に伴い、増額補正するものです。
　道路交通の安全を確保するため、除雪機械、消雪パイプの更新等を行うほか、災害防止のための法面対
策、道路照明の更新、通学路の安全対策、橋りょうの修繕等を行います。

部・区名 土木部 課名 土木総務課 問い合せ先 025-226-3006 担当名 阿部

事業名 新潟駅付近連続立体交差事業

金額
(千円)

歳出 1,480,000 財源内訳 国費814,000　市債666,000

事
業
概
要

　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、
賑わい空間の創出により「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、鉄道高架化を進めます。

部・区名 都市政策部 課名 新潟駅周辺整備事務所 問い合せ先 025-245-1263 担当名 中澤

事業名 新型コロナウイルス感染症対策協力基金積立金

金額
(千円)

歳出 2,700 財源内訳 寄附金2,700

事
業
概
要

　新型コロナウイルス感染症対策のために支援していただいた寄附金について、感染拡大防止に向けた取
り組みや市民生活、地域経済などの回復に向けた事業を行う際の財源として、有効に活用させていただくた
め、「新型コロナウイルス感染症対策協力基金」へ積み立てるものです。
（2年度末残高197,827千円 ＋ 6月補正積立2,700千円 － 6月補正取崩100,000千円 ＝ 6月補正後残高100,527千
円）

部・区名 財務部 課名 財務課 問い合せ先 025-226-2185 担当名 高橋

事業名 介護施設等の多床室個室化改修支援事業

金額
(千円)

歳出 1,980 財源内訳 県費1,980

事
業
概
要

　介護施設等において、感染が疑われる人が複数発生し、多床室（4人部屋など）に蔓延するような事態に
備え、多床室を空間的に分離し個室化するための改修費に補助を行います。

部・区名 福祉部 課名 高齢者支援課 問い合せ先 025-226-1289 担当名 岡村
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事
業
概
要

　高齢者福祉施設の防災減災対策を推進するため、大規模修繕、非常用自家発電の整備等に対して補助
を行います。

事業名 高齢者施設等の防災対策等支援事業

金額
(千円)

歳出 72,400 財源内訳 国費63,000　市債9,400

部・区名 福祉部 課名 高齢者支援課 問い合せ先 025-226-1289 担当名 岡村

事
業
概
要

　社会資本整備総合交付金の補助内示に伴い、増額補正するものです。
　公園を安全で安心して利用いただくため、公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した遊具等の更新・改
修を進めるほか、西区のきらら西公園の駐車場整備等を行います。

事業名 公園整備事業

金額
(千円)

歳出 221,000 財源内訳 国費110,500　市債99,400　一般財源11,100

部・区名 土木部 課名 公園水辺課 問い合せ先 025-226-3058 担当名 高島

事
業
概
要

　国の負担金通知を受け、国道７号など直轄国道の整備に要する負担金を増額するものです。

担当名 玉木

事業名 直轄事業負担金

金額
(千円)

歳出 141,000 財源内訳 市債141,000

部・区名 土木部 課名 道路計画課 問い合せ先 025-226-3034

部・区名 土木部 課名 道路計画課 問い合せ先 025-226-3034 担当名

事
業
概
要

　社会資本整備交付金等の補助内示に伴い、増額補正を行うものです。
　県道や幹線市道の改良を推進することによって、交通ネットワークを強化するとともに、生活空間の安全
性・利便性の向上を図ります。

玉木

事業名 道路新設改良事業

金額
(千円)

歳出 236,000 財源内訳 国費118,600　市債117,400
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市債77,000繰越等 繰越明許費設定 77,000 財源内訳

事
業
概
要

　老朽化した葛塚中学校の空調設備機器更新を行います。

事業名 中学校空調設備更新事業

金額
(千円)

歳出 80,000 財源内訳 市債80,000

部・区名 教育委員会 課名 施設課 問い合せ先 025-226-3182 担当名 高橋

事
業
概
要

　犯罪の被害に遭った方やそのご遺族に対し、犯罪被害によって生じる経済的な負担を軽減できるよう、被
害に応じて見舞金を支給します。

　　（１）遺族見舞金　 ：３０万円
　　（２）重傷病見舞金：１０万円

事業名 犯罪被害者等見舞金支給事業

金額
(千円)

歳出 2,000 財源内訳 県費1,000　一般財源1,000

部・区名 市民生活部 課名 市民生活課 問い合せ先 025-226-1009 担当名 田中
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