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歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまち

中央区

平成31年

中央区だより３月17日
第287号

区の人口 （住民基本
台帳による）

※平成31年2月末現在の住民基
本台帳による。転出予定者を含ま
ず。（　）内は前月末比。

人口…… 175,727人	（-194）
　男………83,623人	 （-68）
　女………92,104人	（-126）
世帯……87,001世帯	 （-83）

地域の安心・安全の拠点　新たに　

萬代橋交番が開所
　市のシンボル「萬代橋」
のたもとにある萬代橋交
番が新しい建物に生まれ
変わり、３月１日開所式
が行われました。
　同交番は昭和46年に設
置され、建物や設備が老
朽化したため、昨年６月
から建て替え工事を実施
していました。
　新築に伴い、今までに
なかったミニパトカーを配
備するなど、新たな設備
も増えています。外観は萬

代橋と馴染む配色を採用したほか、屋根をアーチ状にしま
した。現在は警察官４人と交番相談員１人が勤務し、４月
からは新潟島の交番の再編により人員が増える見込みです。
　完成した建物を見学した礎地域コミュニティ協議会の副
会長・清水大三郎さんは「萬代橋に近く、目立つこの交番の
存在は犯罪を防ぐ効果もあると感じていて、地域も頼りに
しています。新しくなって充実した安心・安全の拠点に期
待したいですね」と話してくれました。

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

　区では、自転車を利用する人が多い場所に駐輪場
を整備しています=右地図参照=。歩道などに自転車
を止めると、歩行者や車両の通行を妨げるだけでな
く、緊急時の避難などにも支障をきたします。駐輪
場の利用をお願いします。　Ü 建設課（☎223-7403）

駐輪場 台数 対象
１関屋駅北口 200台 自転車・原付
2 関屋駅南口 100台 自転車・原付
3 白山駅前 316台 自転車・原付
4 市役所ターミナル前 53台 自転車のみ
5 西堀通
時間　6：00～23：00

707台 自転車のみ

6 西堀通６番町 100台 自転車・原付
７新堀通 60台 自転車のみ
８東堀前通 168台 自転車・原付
９古町通５番町 132台 自転車のみ
10上古町 155台 自転車のみ
11本町通 44台 自転車・原付

消防局

5

9

11

13

14

1516
17

18

19
20 

6

4 1210 
8

7
1

2 3

※地図中の数字は下の表に対応。特記のない駐輪場は終日利用可能、利用料無料。

　 　自転車に乗る際
に役立つ、駐輪場
や自転車店、トイ
レなどの情報を掲
載した「新潟市中央
区自転車まちづく
りマップ」＝写真＝
を建設課窓口で配
布しています。

自転車ルールを守ろう

駐輪場 台数 対象
12本町通６番町 180台 自転車のみ
13川端 180台 自転車・原付
14万代 145台 自転車・原付
15万代地区 168台 自転車のみ
16八千代 108台 自転車のみ
17弁天（仮設） 60台 自転車・原付
18石宮公園地下
時間　6：00～23：00

967台 自転車のみ
É１日または
１回100円

19新潟駅南口第１ 300台 自転車・原付
20 新潟駅南口周辺
（仮設）

3,033台 自転車・原付

駐輪場を利用しましょう

自転車安全利用五則を守りましょう
知っていましたか？

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

2.車道は左側を通行

5.13歳未満の子どもはヘルメットを着用

4.安全ルールを守る

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

　ただし、次の場合は自転車が歩道を通行
できます。
○道路標識で認められている場合
○運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の
高齢者、身体の不自由な方の場合
○車道や交通の状況で、安全上やむを得ないとき。

○夜間はライトを点灯しましょう。
○飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です。
○交差点では信号を守り、一時停止・安全確認をしましょう。

快適に自転車を使うために

　自転車は、道路交通法上の「車両」の一種です。以
下の5つのルールを守りましょう。

自転車及び歩行者
専用を示す標識

連載　行ってみよう！北前船スポット⑪　最終回

　江戸時代後期、新潟湊で
廻船問屋を営む鈴木弥五左
衛門の持ち船が、大阪から
の帰路で嵐に見舞われまし
た。沈没寸前に、船頭が船
に祀ってある金刀比羅様に
祈ると、金の御幣を持った
金比羅大権現が現れ、嵐が
止み、無事に新潟湊へ帰る
ことができました。その御
幣を祀ったのが、寄合町に
ある金刀比羅神社です。
　「当時の北前船による交易は、必ず廻船問屋が関わっていました。各地との交易で大
きな利益が出る反面、難波などの危険と常に隣り合わせでした」と説明するのは、新
潟シティガイドの渡辺博さん＝写真＝です。社殿には、当時の様子が彫られた「難船
彫刻絵馬」＝写真＝が奉納されており、荒波にもまれる船や乗組員たち、金比羅大権
現などが躍動的に表現されています。
　金刀比羅神社は、このような由緒から、海上安全、災難除けの祈願所となり、各廻
船問屋からの奉納品も多数安置されています。みなとまち新潟の風情を残す金刀比羅
神社に足を運んでみませんか。	 	 　　　　　		Ü 金刀比羅神社（☎222-7591）

金
こ と ひ ら

刀比羅神社　難船彫刻絵馬



中央区だより2 平成31年３月17日

【臨時窓口（中央区）での取り扱い業務と問い合わせ先】

臨時窓口を
開設する日時 担当窓口 業務内容

3/31（日）
8：30～
17：30

・
４/６（土）
８：30～
17：30

窓口サービス課 
（☎223-7126）

２階

戸籍謄本・住民票の写し、市・県民税課税（所得）
証明書などの各種証明書交付、印鑑登録、住民異
動届、戸籍届、児童手当・こども医療費助成の申請、
介護保険・高齢者福祉サービスの申請、転入に伴
う乳幼児の予防接種手続き、ほか

４階 国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・
し尿などの相談・受け付け、ほか

健康福祉課 
（☎223-7207） ３階

障がい福祉・介護保険住宅改修およびリフォー
ム申請、保育園・児童扶養手当・母子保健関係
医療助成・特定医療費・肝炎治療費に関する申
請、ほか

※住民票の写しの広域交付、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入は不可。
※出張所、連絡所、行政サービスコーナー、保健福祉センターでは臨時窓口は開設しません。
パスポートセンターは通常業務。

■マイナンバー「通知カード」などの持参を
　住所変更などの手続きの際は、記載事項の変更を行
いますので、変更する全員分のマイナンバーの「通知カ
ード」または「マイナンバーカード（個人番号カード）」を
お持ちください。マイナンバーカードの記載事項を変
更するときは、カードの暗証番号を入力する必要があ
ります。なお、前住所地でマイナンバーカードを利用
して転出の届出をした人は、臨時窓口では手続きでき
ない場合があります。

■本人確認を行っています
　住民票の写しなどの証明書の請求や住所変更、戸籍
の届出などの際には、運転免許証などにより、窓口に
来た人の本人確認を実施しています。これは、第三者
による不正な請求や届出を未然に防ぐために行ってい
るものです。

３/31（日）・4/６（土）

区役所に臨時窓口を開設
　３月31日（日）、４月６日（土）の両日、午前８時30分から午後５時30分まで区役

所に臨時窓口を開設します＝表＝。例年この時期の平日の窓口は、住所変更の手続き
などで大変混み合います。比較的空いている臨時窓口をぜひ利用してください。なお、
一部取り扱わない業務があります。　                 Ü 窓口サービス課（☎223-7126）

　４月７日（日）は、統一地方選挙（新潟県議会議員および新潟市議会
議員一般選挙）の投開票日です。投票に行きましょう。
■投票所の確認を　　今回の選挙から下記地区の投票所を変更します。

旧投票所 新投票所 対象地区

天神尾自治会館
（天神尾２-１-34）

恵光学園第一幼稚園
（天神尾１-４-１）

天神１・２丁目、天神尾１・
２丁目、花園１丁目の１部、
米山、米山２丁目

■当日投票に行けない場合は期日前投票を
　当日投票に行けない場合は、以下の会場で期日前投票ができます。
投票所入場券を持ってお越しください。最終日は混雑が予想されま
すので早めの投票をお願いします。
期間　３月30日（土）から４月６日（土）までの毎日午前８時30分~午後８時
会場　中央区役所（NEXT21）、東・南出張所、東区役所石山出張所
持入場券　
※中央区役所へ車でお越しの方は、市営西堀地下駐車場をご利用く
ださい。歩行が困難な方は、NEXT21地下２階のおもいやり駐車場
を利用できます。 
Ü 中央区選挙管理委員会事務局（☎ 223-7086、総務課内）

４/７（日）は投票へ　統一地方選挙

古町を盛り上げよう　新潟小の取り組み
５年生　開港150周年のせんべいをデザイン

 　５年生児童が開港150
周年を記念したせんべいの
絵柄をデザインしました。
　古町地域を活性化させよ
うと、地域貢献活動の一環

として取り組んだものです。児童たちは、せんべいの絵柄９種類とパッ
ケージの絵柄を昨年９月から考え、市内の米菓会社が協力して作り上げ
ました。せんべいには、芸妓など地域が誇る文化や歴史を感じる絵柄が
描かれています。
　２月18日に児童たちは中原市長を訪問し、
せんべいの魅力をPR。実際に試食した中原市
長は「これからも地域のことを知り、盛り上げ
る活動を続けてくださいね」と励ましました。
　蒸気船の絵柄を描いた金子宗甫さんは「蒸
気船が優雅に走るところをイメージしながら
描きました。自分で調べて新潟の良いところ
も知れてよかったです」と笑顔を見せました。

せんべいは先月、古町通
６番町の店舗で限定 500
袋で販売されました。

６年生　未来の古町へ提言

 　３月５日、６年生の児童が自分た
ちが理想とする古町をイラストの提
言書をもとに市職員に発表しました。
　提言書には、身近な地域を多くの人
たちでにぎわう場所にするために、こ
れからできる取り組みが「安心・安全・
快適」「いこいの場」など、５つの観点
に分けてイラストで描かれています。
　児童たちは１学期から地域のイベントに参加したり、まちに足を運ん
でアンケートを実施したりして、古町の現状や課題を探ってきました。

　クラスごとの発表では、点字ブロックが途切れ
た箇所を挙げながら、誰もが安心して歩けるまち
づくりの必要性などが提案され、児童の１人阿部
梨々香さんは「大人になったら古町で働いて、まち
を盛り上げる力になりたいです」と目を輝かせます。

　最後に提言書を受け取ったまちづくり推進課職員は「大人になっても今
の気持ちを忘れずにいてください」と呼び掛けました。

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

 
安心・安全・快適 

いろいろな人の立場に立って、点字ブロックや駐輪場

などを見直し、誰もが安心して歩ける街にする。散歩に

行きたくなるような明るくきれいな通りにする。 

 

いこいの場 

町の中心に、誰もがリラックスできる自然豊かな公

園を造る。ベンチや緑を多く設置し、たくさんの人が

集い、交流できるようにする。 

 

イベント 

春夏秋冬、季節にあった飾り付けをし、古町ならでは

のイベント、体験会などを開催する。定期的なイベント

を開催することで、人が集う機会を設定する。 

 

PR（アピール） 

ポスターやチラシ、SNSなどで情報を発信し、全

国に古町や本町のよさをアピールする。みんなが親し

める「ゆるキャラ」を考え、PR活動をする。 

古町・本町の歴史 

昔、みなとまちとして栄えていたことをアピールする

ために、堀や柳を復活させて、船で通れるようにし、歴

史感じる街に統一する。 

 

 

～たくさんの笑顔があふれますように～ 

４月１日から 避難所の指定変更のお知らせ
　新たにゆいぽーとを避難所・津波避難ビルに指定します。地震、洪水、津波、
土砂災害等の災害発生
時に開設します。発災
時には正確な情報収集
と早めの避難を心掛け
てください。
　なお、寄居コミュニ
ティハウスは避難所指
定を解除しますが、津
波などの災害時に一時
的に避難する場所とし
てこれまでどおり避難
できます。長期間の避
難生活が想定される場
合は、ゆいぽーとをは
じめとする周辺避難所
に避難してください。
Ü 総 務 課（ ☎ 223-
7064）
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川
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中央消防署沼垂出張所中央消防署沼垂出張所

中央消防署附船出張所中央消防署附船出張所

中央消防署礎出張所中央消防署礎出張所

新潟中央警察署新潟中央警察署

新潟駅前交番新潟駅前交番

附船交番附船交番

豊照交番豊照交番

萬代橋交番萬代橋交番

中央交番中央交番

市役所前交番市役所前交番

柾谷小路交番柾谷小路交番

万代交番万代交番

西大畑交番西大畑交番

松波町交番松波町交番

国道11
6号

国道11
6号 県道白山停車場女池線

県道白山停車場女池線

主要
地方
道新
潟小
須戸
三条
線

主要
地方
道新
潟小
須戸
三条
線

新潟市役所

本庁舎（分館）

上大川前庁舎

白山浦庁舎

中央区役所

窪田町住宅

稲荷町住宅

白山小学校

宮浦中学校

鏡淵小学校

関屋小学校

NEXT21

南万代小学校

日和山小学校

万代市民会館

新潟柳都中学校

市役所（本館）

ダイアパレス本町

中央ビルディング

レジデンス学校町

ホテルオークラ新潟

西湊町通２ノ町住宅

クロスパルにいがた

新潟日報メディアシップ

シルバーハウジング早川町住宅

万代島ビル（ホテル日航新潟）

北部総合コミュニティセンター
入舟連絡所入舟連絡所

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部３号館
ホテルディアモント新潟

新潟中央高等学校

総合福祉会館

万代長嶺小学校

カントリーホテル新潟

新潟商業高等学校

ドーミーイン新潟

西湊町通１ノ町住宅

ANAクラウンプラザホテル新潟

寄居コミュニティハウス

寄居中学校

新潟小学校

ゆいぽーと
※平成 31年 4月１日か
らは避難所・津波避難ビ
ルとしても利用可能

教育相談センター

二葉コミュニティハウス

避難所

津波避難ビル



安産教室（全２回）
Ä4月24日（水）午後１時30分～３時30分、５月16
日（木）午後６時30分～８時30分
Å南地域保健福祉センター
Ç出産予定日が今年８～９月の妊婦先着20人
持母子健康手帳、筆記用具
Ö３月20日（水）から健康福祉課健康増進係（☎223-
7237）へ

育児相談　
Ñ保健師などによる個別相談
持母子健康手帳、バスタオル	 Ö当日直接会場

Ü各地域保健福祉センター　※入舟健康センター希
望者は、中央地域保健福祉センターへお問い合わせ
ください。
期日 時間 会場

４/４（木）9：30～11：00 中央地域保健福祉センター

４/16（火）9：30～11：00 入舟健康センター（北部総合コ
ミュニティセンター別館棟１階）

４/17（水） 9：30～11：00
13：30～15：00 ◎南地域保健福祉センター

４/18（木）13：30～15：00 ◎東地域保健福祉センター

◎は栄養士、◆は歯科衛生士による相談あり

はじめての離乳食
Ñ離乳食の始め方と進め方、試食
Çおおむね生後５カ月の子どもの保育者
持母子健康手帳、バスタオル
Ö３月20日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ
時間　午後１時30分～３時　※受け付けは１時15
分から

期日 会場 定員
（先着）

４/18（木） 南地域保健福祉センター 30人

４/25（木） 中央地域保健福祉センター 20人

ステップ離乳食
Ä４月18日（木）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時40分から

健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
明石2-3-25	 ☎ 243-5312

■南地域保健福祉センター
　新和3-3-1	 ☎ 285-2373
■中央地域保健福祉センター
関屋下川原町1-3-11	☎ 266-5172

中央区だより 3平成31年３月17日

お知らせ
市役所、区役所、関係機関からの情報
を掲載します。

シルバー人材センター会員募集
シルバー人材センターは、就業を通

して健康や生きがいの実現を目指す団
体です。高齢者の豊かな技能や知識を
生かし、親切・丁寧に仕事に取り組む
ことで、地域社会に貢献しています。
Ç原則60歳以上の健康で働く意欲のある人
■入会説明会
Ä毎月第２・４水曜午後１時30分から
Å同センター中央事務所（上所１）
Ö当日直接会場
Ü同事務所（☎241-3541)

アート・ミックス・ジャパン2019
Ä４月13日（土）・14日（日）
Åりゅーとぴあ、燕喜館（白山公園内）、
ほか
Ñ和楽器や狂言など全24公演
出演者　吉田兄弟（津軽三味線）、人間

関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てネットまつぼっくり
Ä４月５日から26日までの毎週金曜午前10時～正午
Ñ絵本の読み聞かせ、ほか
Ç乳幼児と保護者	 Ö当日直接会場
■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
Ä４月５日（金）午前10時～正午
Ñ壊れたおもちゃの修理
É無料（実費負担の場合あり）	 Ö当日直接会場

■みんなのふれあい広場
Ä３月19日（火）午後１時30分～４時
Ñ気軽に会話を楽しむ　※午後２時から40分程度ミニ
コーナー「気軽に健康体操」を開催
持タオル Ö当日直接会場

中央公民館　☎224-2088
〒951-8055　中央区礎町通3-2086

石山地区公民館　☎250-2930
〒950-0852　東区石山1-1-12

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの
情報を掲載します。※敬称略

アルビレックス新潟観戦無料招待
Ä４月３日（水）午後７時キックオフ
Åデンカビッグスワンスタジアム
Ç1,000人　※応募多数の場合は抽選
Ö３月28日（木）までに右の二
次元コードを読み取り申し込
み　※読み取ることができ
ない人はお問い合わせくだ
さい。
Üアルビレックス新潟後援会（☎282-
0011）

本紙掲載の催しに参加する際は、できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

≪広告欄≫

公民館
※申込受付は午前９時から

関屋地区公民館続き
■囲碁入門教室(全19回）
Ä４月から来年３月までの毎月第１・３土曜（５月
４日、８月３日・17日、10月19日、来年１月４日
を除く）午前10時～正午
Ç小学生以上20人
※応募多数の場合は抽選（抽選結果は3月25日に通知）
Ö３月21日（祝）までに電話で同館へ
■将棋クラブ（全19回）
Ä４月から来年３月までの毎月第１・３土曜（５月
４日、８月３日・17日、10月19日、来年１月４日
を除く）午前10時～正午
Ç小学生25人
※応募多数の場合は抽選（抽選結果は３月25日に通知）
Ö３月21日（祝）までに電話で同館へ

■子育てサロン「木戸っこくらぶ」
Ä３月22日（金）午前10時～11時30分
Å木戸公民館（東区山木戸２）
Ñ自由遊び、手遊び、読み聞かせ、ほか
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場
■ご近所だんぎ「春色なごやか大笑い～笑いヨガで
健
けんこう

幸になる」
Ä３月25日（月）午後１時30分～３時30分
Ñ笑いヨガを体験したあと、参加者同士で茶話会
É100円
Ö当日直接会場

Å南地域保健福祉センター
Ñ２回食・３回食への進め方、試食
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着30人
持母子健康手帳、バスタオル、らくらく離乳食ガイ
ドブック（持っている人）
Ö３月20日（水）から４月16日（火）までに電話で市
役所コールセンター（☎243-4894）へ

スマイルキッズ
（障がいのある子の保護者の集い）
Ä３月22日（金）	午前10時~11時30分
Å南地域保健福祉センター
Ñ参加者同士の情報交換、自由遊び、ほか　※10時
30分から11時まで「先輩ママとフリートーク」を実施
Ç障がいのある子どもと保護者　※保護者のみの参加可
Ö前日までに電話で同センター（☎285-2373）へ

健康相談
Ñ保健師・栄養士による個別相談
持健診や人間ドックの受診結果（持っている人）
Ö締め切り日までに電話で各地域保健福祉センターへ

期日 受付時間 会場 申し込み
締め切り

４/10（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター ４/８（月）

４/12（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

４/10（水）
13：30～14：30 東地域保健福祉センター

国宝 奥村旭翠（筑前琵琶）、市山七十郎・
古町芸妓（日本舞踊）、ほか
É1,500円から　※公演により異なり
ます。チケットの購入方法など詳細は
お問い合せください。
Ü同イベント専用ダイヤル（☎255-1332、
平日午前９時～午後６時）

沼垂テラス商店街　朝市
Ä４月７日（日）午前８時～正午
Å沼垂テラス商店街（沼垂東３）
Ñ同商店街常設店舗の一斉オープン、
各種イベント、ワークショップ、ほか
Üテラスオフィス（☎384-4010）

４/７（日）新潟ロードレース大会
交通規制を実施

ロードレース大会の実施に伴い、下
記の日時に交通規制を行います。規制
時間は進行状況により変わることがあ
ります。
Ä４月７日（日）①午前８時～10時②午
前８時～11時③午前８時～正午　※番
号は下図と対応　
Ü市陸上競技協会（☎230-6269）
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施設名 開放場所 期日 時間 対象 開放しない日
クロスパルにいがた フリースペース 毎週土曜 13：00～17：00 小・中・高校生

東地区公民館
（☎241-4119）

フリースペース ３/16（土）～４/７（日）

９：00～17：00 小学生

３/24（日）

９：00～19：00
※日曜・祝日は17：00まで 中・高校生

学習室 ９：00～17：00 中・高校生

鳥屋野地区公民館
（☎285-2371）

フリースペース 毎週土曜 13：00～17：00 小・中・高校生

学習室 ３/18（月）～４/７（日） ９：00～18：00
※日曜・祝日は17：00まで 中・高校生

関屋地区公民館 フリースペース 3/19（火）～４/14（日） ９：00～19：00
※日曜・祝日は17：30まで

小・中・高校生 3/26（火）学習室 中・高校生

石山地区公民館
談話室 休館日を除く毎日 ９：00～19：00

※小学生は18：00まで。日
曜・祝日は17：00まで。

小・中・高校生 ３/24（日）
学習室 ３/17（日）～３/27（水）

春休みの公民館 フリースペース・学習室
　主催事業などにより利用できない場合があります。詳しくは各館へお問い合わせください。

※表中に電話番号が記載されていない公民館の問い合わせ先は下記をご確認ください。

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

古町誕生祭
ÅNEXT21・１階アトリウム
Ü新潟中心商店街協同組合（☎222-
0665）
■湊町新潟ふるまち消滅？再生？
シンポジウム
Ä３月24日（日）午後２時～４時
パネリスト　新潟大学教授、古町芸
妓、ほか Ç先着100人
Ö電 話 で 新 潟 商 工 会 議 所（ ☎223-
6272)へ
■湊町・新潟ふるまち誕生企画展
Ä３月30日（土）までの午前11時～
午後５時
Ñ江戸時代の湊町新潟を復元したCG
動画の公開、古町歴史パネルの展示
■まちなか歴史クイズラリー
Ä３月30日（土）までの午前11時～
午後５時　※NEXT21のほか、古町
５～９番町に設置した歴史パネルの
クイズの正解者に抽選で古町歴史ポ
ストカード、新潟市・佐渡市共通商
品券などをプレゼント


