
65歳以上の市民の方は「シルバーチケット」の登録で、区内バス運賃が半額になります。地域総務課にて受け付け中です。

　西蒲区の魅力である「食・農業」と「観光」を活用し区内外に発信するとともに、
健康寿命の延伸や子育て支援、地域防災力の向上に努め、交流人口の拡大と地
域の活性化を図り、人と人があたたかくつながるまちづくりを進めます。
　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　地域総務課（☎0256-73-1000）

　農家組合や生産者部会から環境に配慮した農業の実践を宣
言してもらい、その取り組みをPRすることで、農業者と一般市民
の相互信頼を醸成し、環境配慮型農業の実践を進めます。

西蒲区の魅力である「食 農業」と「観光」を活用し区内外に発信するとともに

西蒲区の特色ある区づくり事業と主な事業西蒲区の特色ある区づくり事業と主な事業
平成31年度

魅力あふれる農水産物を供給するまち

にしかん環境にやさしい農業実践（100万円）新規

　2018年からの生産調整手法や、消費動向・流通体系など、
農業を巡る様々な情勢変化に対応し、将来の農業の担い手に
もうかる農業経営を残すため、新たな農産物などの特産品の開
発に取り組みます。

新たな産地づくりプロジェクト（150万円）継続

　地域や関係団体と連携して、角田山麓に新たな賑わいスポッ
トを創生するとともに、角田山自然館を活用したイベント開催な
どにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ります。

角田山麓まちづくり（205万円）継続

　県外や海外からの誘客促進を図るため、歴史文化的につな
がりのある旧西蒲原および県央エリアでの観光資源を巡るツ
アーの造成に向けたモデルコースツアーを実施します。

観光とレクリエーションのまち

人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち

にしかん観光誘客促進（335万円）新規

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見
据え、区内の観光関連事業者を対象にセミナーを行い、インバ
ウンド誘客への機運向上と受入態勢の整備を図ります。

インバウンド受入態勢の整備（147万円）新規 　豊かな自然に恵まれた美しい西蒲区を未来の子どもたちに残
すため、子どもたちを対象に環境イベントなどを開催し、環境や
リサイクルに対する意識の醸成を図ります。

西蒲区こども環境プロジェクト（122万円）新規

　健康寿命の延伸を目指し、「栄養」「運動」「お口の健康」の
大切さを普及します。西蒲区民が自ら健康意識を向上させ、改
善に向けて行動ができる地域づくりを進めます。

にしかん健康プロジェクト（380万円）新規

　スポーツを通した健康づくり、スポーツ活動の活性化を図る
ため、スポーツに親しむ機会の提供と支援を行います。

にしかんスポーツサポート（70万円）新規

　新潟空港から岩室温泉および弥彦温
泉までの乗り合いタクシーを往復運行
し、空港利用者の西蒲区域への誘客促
進を図ります。

新潟空港からの
二次交通整備（70万円）

主な事業

新規

　岩室温泉を起点として、角田山麓や
岩室地区にある観光資源を巡る観光周
遊バスを試験運行し、県外客やインバウ
ンド対応に向けた、区内および隣接する
エリアとの周遊性の向上を図ります。

新たな三次交通
手段の整備（300万円）

新規

　年間10万人以上が訪れる上堰潟公
園の人気スポットであるひまわり広場周
辺で、高齢者・障がい者などに配慮した
ユニバーサルデザインを取り入れた環
境整備を行い、観光交流拠点としての
魅力を高めます。

ハッピープレイス推進
（600万円）

新規

　「潟東地域実行計画」に基づき、老朽
化が進んでいる周辺公共施設機能を潟
東体育館に統合・増築し、2020年度の
供用開始に向けた建設本体工事を実施
します。

（仮）潟東地域コミュニティ
センターの整備（4億200万円）

　西蒲区の魅力を題材として制作した西蒲映画3部作をイン
ターネットや各地のイベント、映画館などで上映することで区の
魅力を広く伝え、交流人口の拡大や移住者の増加、インバウン
ド獲得を図ります。

西蒲映画の活用（220万円）新規

～はじめの一歩　つづける一歩～

～環境配慮型農業の推進～

　防災訓練や防災資機材整備への助成を行い、地域防災力
の強化を図ります。次代の地域防災を担う中学生を対象に体
験型防災学習を実施し、災害から生き抜く力を身につけてもらう
とともに地域貢献の意識を育みます。

　あたたかな春の陽光に包まれて、桜花爛漫の季節が訪れました。
　新年度がスタートし、私自身「新しい心」「新しい目」を持ち、「現場第一」と「対
話」を大切にして区政運営に努めてまいります。
　本年度の本市の予算編成は、政令指定都市の第2ステージとして、未来に向
かって「全国とつながる」、「世界とつながる」拠点都市・新潟に向けた取り組み
を加速させるとともに、「安心して暮らせるまち」「ずっと暮らしたいまち」を実感し
ていただけるよう課題解決に取り組む姿となっています。
　こうした中、西蒲区では区が抱える課題の解決を加速させるため「特色ある
区づくり事業」において7つの新規事業と、（仮称）潟東地域コミュニティセンター
整備事業、観光誘客の推進などに力を注いでいきます。
　これは東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、区の
魅力である「食・農業」と「観光」のポテンシャルを最大限に活用し国内外に発信
することで交流人口の拡大と地域の活性化を図ると
ともに、8区の中で一番高い高齢化率や少子化、健
康寿命の延伸など、区の重要課題の解決に向け積
極的に取り組むものです。
　また、区自治協議会提案事業においても、次代を
担う子どもたちの豊かな心を育む講演会の開催や、
全国的に増加傾向にある認知症の対策などにも取
り組んでいただきます。
　これからも区民の皆さまと一緒に汗をかいて、より
多くの皆さまから「西蒲区に住んでよかった」と言っ
ていただけるよう、一生懸命に仕事をしてまいりま
す。

地域の防災力向上支援（220万円）

新年度あいさつ

西蒲区長　鈴木 浩行

東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向け交流人口の拡大を

継続

　子育てへの不安や孤立感を軽減し、安心して子どもを産み育
て、子育てを楽しむことができる環境づくりを進めるほか、小中
学生を対象に子育て体験教室を開催し、乳幼児との触れ合い
を通して命の大切さを伝えます。

楽しい子育て支援（210万円）継続

　高齢者の見守り訪問や専門職員による介護予防の取り組み
などを行うことで、高齢者が心も身体も健康（お達者）で安心し
て過ごせ、共に支え合うことができる地域づくりを進めます。

　複雑・多様化する地域課題に対応し、市民力・地域力を生かしたまちづくりを進
めるため、区自治協議会の提案をその主体的な取り組みのもとに事業化します。

◆西蒲区「豊かな心」の育成（150万円）
　次代を担う子どもたちの「豊かな心」を育成・形成するため、保護者を対象に
社会教育の専門家による講演会を開催し、価値観やライフスタイルの変化、人
間関係の多様化・複雑化に伴う教育問題に対応するための方法を学びます。
◆西蒲区認知症対策（150万円）
　認知症に関する正しい知識を学び、認知症予防への関心を高めるとともに、
運動習慣や脳トレ習慣を身に付けることで、健康意識の醸成や認知症予防など
を推進し、健康寿命の延伸を図ります。
◆西蒲区まち歩きガイドの養成（200万円）
　まち歩きガイドを養成し、西蒲区のまちの魅力を区内外へPRすることで人を
呼び込み、地域の活性化を図ります。

地域で支える
「いきいきお達者プロジェクト」（241万円）

区自治協議会提案事業区自治協議会提案事業

継続

継続

（500万円）

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
【編集・発行】新潟市西蒲区役所　地域総務課
〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話 0256-73-1000（代表）
FAX  0256-72-6022
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● 西蒲区データ　　人口 57,010人（－48）　世帯数 20,381世帯（＋5）　男 27,585人（－32）　女 29,425人（－16） ※2月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝参加費（記載のないものは無料）￥ ＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

　新潟市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処
理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進しています。平成31年4月1日か
らは、くみ取便槽から合併処理浄化槽への転換も補助対象になりました。
　この機会にぜひ、環境にやさしい合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
【補助対象者】
　住宅または店舗等併用住宅の単独処理浄化槽または
くみ取便槽を、補助対象の合併処理浄化槽に転換する人
（建築確認申請が必要な増・改築などを伴うものは除く）
【補助対象区域】
　公共下水道認可区域、農業集落排水事業区域、公設浄化槽区域を除く区域
　（詳細は問い合わせてください）
【補助限度額】

　掲載した以外にも、暮らしの中で起きるいろいろな問題や悩みごとの解決に相談
窓口を設けています。相談は無料で、秘密は固く守られます。詳しくは、問い合わせ
てください。　※氏名は敬称略

　人権擁護委員制度とは、地域住民の中から選ばれた人権擁護委員が国民の
基本的人権を擁護する制度です。あなたの最寄りの人権擁護委員の皆さんで
す。いつでも相談を受け付けています。

　一部を除き、予約は不要です。当日直接会場へお越しください。
●行政相談とは
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政全般についての苦情、その他
の相談や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って必要な
あっせんを行い、行政の制度および運営の改善に反映させるものです。

　糖尿病をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病は、知らない間に血
管を傷つけ、脳卒中や心臓病など大きな病気の原因になります。生活習慣病の
知識を深め、病気知らずの健康なカラダづくりを目指しましょう！

　①4月15日(月)、②4月26日(金) いずれも午後1時半～3時半（全2回）
　巻地域保健福祉センター

※参加者は、各回の午後1時～同30分に無料で体組成測定・血管年齢測定など
　ができます
　先着40人
持ち物 動きやすい服装、内履き、タオル、飲み物、筆記用具、前回受けた
健診の結果（持っている場合）
　4月12日(金)までに電話で健康福祉課健康増進係（☎0256-72-8380）へ

　環境対策課水質係（☎025-226-1371）
　区民生活課生活環境係（☎0256-72-8312）

《広告欄》西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告を募集中！　　地域総務課（☎0256-72-8179）

　1月23日、全国農業協同組合連合
会新潟県本部において、新潟砂丘地
園芸振興協議会主催の「平成30年
度新潟砂丘地すいか高品質生産品
評会」の表彰式が開催されました。こ
れは、市内（北区、西区、西蒲区）の
砂丘地生産者を対象に行なわれたも
のです。
　この中で、高品質生産技術導入の
部において、越前浜の早見誉さんが新潟市長賞を、高品質果実出荷実績の
部において、巻大原の伊丹浩大さんが全国農業協同組合連合会新潟県本
部長賞を受賞しました。
　例年同様、当産地のすいか栽培の技術力の高さが証明され、改めて品質
の高さを示す結果となりました。　　　　 産業観光課（☎0256-72-8417）

浄化槽設置の補助金制度が一部変わります！

総務省の「行政相談」

弁護士による無料法律相談（要予約）

育てよう一人ひとりの人権意識  －思いやる心が築く西蒲区－

♡育児相談会
　4月23日(火)午前9時半～11時
　巻地域保健福祉センター
　個別相談、体重測定、栄養相談、歯
科相談
　乳幼児の保護者
持ち物　母子健康手帳

♡妊婦歯科健診
　4月24日(水)午後1時～同45分
　巻地域保健福祉センター
持ち物　母子健康手帳

♡ステップ離乳食（要予約）
　5月20日(月)午後1時半～2時半（受
付：午後1時15分～）
　巻地域保健福祉センター
　離乳食の進め方・試食・相談、体重
測定（希望の人）
　生後6カ月以上の乳児の保護者　
先着20人　
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
（赤ちゃん連れの場合）、らくらく離乳食
ガイドブック（持っている場合）
　4月10日(水)～5月18日(土)までに市
役所コールセンター（☎025-243-4894）
へ申し込みください。

☎☎☎0256-72-83720256-72-83720256-72-8372
健康福祉課健康増進係健康福祉課健康増進係母子保健だより母子保健だより母子保健だより 問

要予約）
1時半～2時半（受

新潟砂丘地すいか高品質生産品評会

各種相談会のご案内各種相談会のご案内

浄化槽の
大きさ

単独処理浄化槽から合併処理
浄化槽への転換

くみ取便槽から合併処理
浄化槽への転換

5人槽 704,000円 352,000円
7人槽 882,000円 441,000円
10人槽 1,176,000円 588,000円

5月15日平成31年度

4月17日

6月19日
7月17日

9月18日
8月21日

10月16日
11月20日

1月15日
12月18日

2月19日
3月18日

内　容 講　師

①

②

・食事バランスについて
・運動について、簡単ストレッチ

・健康福祉課 管理栄養士
・高島善史さん（健康運動指導士）

・歯の健康について
・グループワーク、個別相談

・平澤貴典さん（歯科医師）
・健康福祉課 管理栄養士

学ぼう「血管いきいき教室」

早見　誉さん 伊丹　浩大さん

平成31年度

●区内の相談委員と相談日

区民生活課区民窓口係（☎0256-72-8317） 新潟地方法務局人権擁護課（☎025-222-1563）

毎月第3水曜　午後1時15分～4時15分　※1人30分以内

西蒲区役所 　　　　区民生活課区民窓口係（☎0256-72-8317）へ

西蒲区役所

毎月第2水曜
午後1時半～3時

相談希望の人は、
事前に上記へ連絡
の上、相談日を決
めてください。

4月10日
5月8日
6月12日
7月10日
8月 14日
9月11日
10月9日
11月13日
12月11日

1月8日
2月12日
3月11日

青柳　　治
西蒲区堀山新田
☎0256-73-2179

●人権擁護委員制度をご存知ですか？

地区名 委員名 住　所中之口出張所
毎月第1水曜
※◆は第2水曜
　午後1時半～3時
4月3日
◆5月8日
6月5日
7月3日
8月7日
9月4日
10月2日
11月6日
12月4日

有田　　一正
小川　　栄爾
丸山　　智生
福島　　　實
高山　　裕子
神村　　　博
桑原　　淳一
赤塚　　久子
池浦　　周英
佐野　えり子
熊谷　　孝夫

巻
角田浜
前田
和納
間瀬
松崎
魲
井随
茨島
小吉
道上

◆1月8日
　2月5日
3月4日

山澤　啓一郎
西蒲区潟浦新
☎025-375-4561

潟東出張所

随時 巻

岩室

西川

潟東

中之口

川村　克巳
西蒲区五之上
☎025-372-1830

平
成
31
年
度

平
成
31
年
度

 に  し  か  ん  22 平成 31年 4月7日



《広告欄》

　西川地区の春の名物イベント「桜まつり2019」も同公
園で開催します。皆さまのご来場をお待ちしています。
　4月14日(日)午前10時～午後4時　
　西川ふれあい公園　※雨天時は、西川体育センター
　歌謡ショー、代官太鼓、かさぼん体操、飲食屋台、フ
リーマーケット、ほか
　同商工会（☎0256-88-3646）

■発達障がいへの理解を広げるための
「しゃべり場」
　家族や自分のことで心配ごとや困りご
とがある人、発達障がいについて関心が
ある人、一緒に考えてみませんか。
　4月23日(火)午後7時～8時半
　5月14日(火)午前10時～11時半
　5月28日(火)午後7時～8時半
　各100円
持ち物　マイカップ
　電話で同館へ

●赤ちゃん広場「親子触れ合い遊び」
　4月9日(火)午後2時～3時
持ち物　バスタオル、飲み物、母子健康手
帳
その他　発育測定も開催。手形・足形が
取れるかわいい発育ノートもあります。
●おはなしぱぴい「絵本読み聞かせ」
　4月11日(木)午前10時45分～
●作って遊ぼう「こいのぼり」
　4月16日(火)・17日(水)①午前10時半
～11時半、②午後2時半～3時半
※17日は①のみ
●お誕生日会
　4月18日(木)午前10時半～11時
　4月生まれのお子さんは直接または電
話で同センターへ
●フリーマーケット
　4月20日(土)午前9時半～11時半
※20日は午前中の自由遊びの時間はあ
りません

●赤ちゃん広場
　4月8日(月)午前10時半～
　「はじめまして、こんにちは」のフリートー
ク、触れ合い遊び

●発育測定
　4月15日(月)・16日(火)随時
●作って遊ぼう
　貼り絵と折り紙でお部屋に春を飾りませ
んか。こいのぼりも作ります。
　4月18日(木)・19日(金)随時

●はじめましての会
　4月10日(水)午前10時半～11時
●こいのぼり制作
　4月15日(月)・16日(火)①午前10時～
午前11時、②午後2時～3時
●ベビーマッサージ
　4月19日(金)午後1時20分～3時半
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
　満1歳までの乳幼児と保護者 先着15組
持ち物　バスタオル
　4月15日(月)までに電話で同センターへ

　4月の休館日は、16日(火)午後です。各
種行事の詳細は、ホームページで確認し
てください。
●ようこそ新1年生週間
　新小学1年生を対象に、児童館の使い
方などを説明します。
　4月8日(月)～12日(金)随時
●春を探しに行こう
　隣の公園に春を探しに行きます。
　4月12日(金)午前10時半～
●0（ゼロ）ちゃんタイム＆発育測定
　今月のお昼寝アートは「春が来たよ！」で
す。発育測定も実施。新しい発育カードを
皆さんにプレゼントします。
　4月17日(水)午前10時半～

　毎年多くの農作業事故が発生していま
す。春の農繁期となりましたが、次の点に
心掛け、農作業事故を未然に防止しましょ
う。
○日常点検・始業点検を励行しましょう

○道路では道路交通法を遵守し、周りをよ
く見て走行しましょう
○安全フレーム・シートベルトを装着しま
しょう
○労災保険・共済などに加入しましょう
○無理な運転はやめ、作業中は適度な休
息をとりましょう
○トラブル時は必ずエンジンを止めましょう
　産業観光課（☎0256-72-8407）

　4月16日(火)午後1時半～4時
　建築国保会館（新潟市中央区川岸町）
　住宅の新・増・改築、建築関連工事全
般、業者の斡旋
　新潟地域住宅相談協議会
(☎025-266-6650)

　アルビレックスBBスクールのコーチを
講師に招き、バスケットボール教室体験会
を開催します。友達を誘って、まずは体験
してみませんか。
　4月12日(金)①午後5時～6時、②午後
6時10分～7時10分
　中之口体育館
　①満4歳～小学1年生、小学2～3年生

各20人程度、②小学4～6年生　各20人
程度
持ち物　運動着、内履き、飲み物、タオル、
ボール（持っている人）
　直接または電話で同館
（☎025-375-5007）へ

　認知症の人や家族、介護を終えた人、認
知症のことを知りたい人など、どなたでも
参加できます。

※出入り自由　　
　200円　　
　地域包括支援センター巻
（☎0256-73-6780）

催　し催　し催　し

お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

お知らせお知らせお知らせ
春の農作業安全運動実施中

認知症カフェ　かくだ山

住まいの無料相談

相　談相　談相　談

中之口体育館
バスケットボール教室体験会

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

　今年もお花見の季節がやってきます。家族や友人でお出かけできるおすすめスポット
をご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　建設課維持係（☎0256-72-8513）

　岩室温泉街の近くにある自然豊かな
公園です。遊具や自由広場などがあり、
憩いの場となっています。
駐車場　35台

　角田山の麓に広がる広大な公園で
す。ピクニックやハイキングなどで1日ゆっ
くりと過ごすことができます。
駐車場　第1駐車場：112台
　　　　第2駐車場：100台（未舗装）

　広い芝生広場や
複合遊具などがあ
り、子どもからお年
寄りまで誰もが「ふ
れあい・やすらげ
る」場所です。
駐車場　42台

時間 会場4月
19（金）
20（土）

巻地区公民館
西川学習館

午後1時半
～3時半

休日救急当番医 ● 4 月 7日～ 4月 2 1日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
毎日（夜間）午後7時～１０時

歯　　　 科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時

内　科
小児科
歯　科

 4月 7日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111
  14日 新潟白根総合病院 ･･･････南区（白根地区） ☎025-372-2191
  21日 えんどう整形外科クリニック･･･燕市（燕地区） ☎0256-66-0009

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※新潟市急患診療センター（中央区紫竹山：☎025-246-1199）では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

公民館公民館公民館
岩室地区公民館 ☎0256-72-8844

お花見に出かけよう !お花見に出かけよう !お花見に出かけよう ! ～おすすめスポットを紹介～～おすすめスポットを紹介～

丸小山公園（岩室温泉 166-1） 上堰潟公園（松野尾 1）

西川ふれあい公園（松崎 73）

●西川商工会主催「桜まつり2019」

上

　西蒲映画3部作の完結編「ボケとツッ
コミ」がついに完成、上映会を行いま
す。短篇映画「にしかん」、「ハモニカ太
陽」総集編も同日上映します。監督や映
画スタッフによる舞台挨拶と素敵な景
品が当たる抽選会もあります。ぜひお
越しください!
　4月20日(土)午後1時～
　巻文化会館
　先着800人
　産業観光課（☎0256-72-8454）

西蒲映画「ボケとツッコミ」上映会

　本紙3月17日号の1面に掲載した区バス運行概要の記事中、「運行経路概要」に
表示した路線番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。

　　　　　　　　　　【誤】　　　 →　【正】

お詫びと訂正

402 460
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問い合わせ・申し込みの際は、電話番号のかけ間違いがないようご注意ください。　はにいがた未来ポイント


