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市長記者会見 

 

期 日  令和３年１１月３０日（火） 

時 間  午前１０時００分～ 

場 所  対策室 

 

発 表 内 容 

 

 

１ 除雪に関する主な取り組みと見直しについて 

（土木総務課） 

 

 

２ 令和３年度 成人式の開催について（地域教育推進課） 

 

 

 

※（参考配布）新型コロナワクチン接種率について 

（保健管理課、政策企画部） 

 

 

新潟市 



 配 布 資 料 

 

令和３年度の除雪に関する主な取り組みと見直しについて 

新潟市除雪体制等検証会議から 11 月 11 日に提出のあった提言書を踏まえ、今年度の道路 
除雪について以下のとおり取り組みます。 

 
１ 新潟市除雪体制等検証会議でいただいた主な意見 

・「大雪等の災害事態における道路管理者の限界を広報しきれていない」 

・「地球温暖化の影響により、何年かに１度大雪が降る可能性があることを広報できていない」 

・「今の財政状況で、異常降雪時において、完璧な除雪対応は無理であることを市民に理解いただく 

必要がある」 

・「市の除雪力を超える雪が降った場合に、どうしたら社会的な影響を小さく抑えられるようになる 

のか、自治体が対応する部分と地域が対応する部分と役割分担の明確化が必要」 

・「降雪前に備えておく事、大雪が予想された時や降雪時の市の対応状況など、市民に伝えきれてい 

ない部分がある。」 
 

２ 新潟市除雪体制等検証会議による新潟市への提言（令和 3 年 11 月 中間とりまとめ） 

（１） 除排雪の効率化 

（２） 市民広報の積極的な展開 

 

３ 令和３年度の見直しと取り組み 
 

除排雪の効率化                                                  
 

（１） 雪置き場・雪捨て場の増設。107 箇所⇒128 箇所 

  ○ 雪捨て場等を増設することで、効率的な排雪を実施し、早期の道路交通の確保を目指します。 
（２） 排雪作業の実施基準を設け、優先順位に沿った除排雪を実施します。 

 ○ これまでの⼀⻫排雪から、幹線道路やバス路線の排雪作業の優先を明確化することで、雪捨 
て場の渋滞緩和を目指します。 

（３） 関係団体との応援体制を拡充します。 

 ○ 県・市との除雪の相互乗り入れなど、応援体制を強化します。 
 

 市民広報の積極的な展開 
 

（４） 市民への大雪の災害意識の浸透を図ります。 

 ○ 啓発⽤リーフレットを作成し全⼾配します。 
 ○ 不要不急の外出を控えることや、除雪の遅れについての理解・協力のお願い。 

 

（５） 市民への情報発信体制を強化します。 

 ○ 大雪や異常降雪の見込み、本市の除雪作業の進捗状況を市ホームページや、SNS で状況 
に即した情報を発信するとともに、テレビ等のマスメディアへ情報を提供します。 

   

新 潟 市 

令和 3 年 11 月 30 日 

新潟市記者発表資料 

【問い合わせ先】 
新潟市 ⼟⽊部 ⼟⽊総務課⻑ 阿部 
電話 025-226-3006（直通） 



大雪時は・・・

不要不急の外出を控えましょ う

除雪が遅れてし まう 場合があり ます

皆様のご理解とご協力をお願いします

最新の情報を

受け取りましょう

忘れていませんか？

新潟市も雪国です!

交通渋滞の発生 歩行の危険公共交通の運休

令和3 年1 月1 1 日

新潟市秋葉区内

市民の皆様へ

大切な
お願い

新潟市防災メール

新潟市公式LINE

令和3 年1 月のよう な



みんなで大雪に備えましょ う
新潟市も 雪国で す!

近年は雪の降り方が極端化

災害は 自助 共助 公助

●降らない年もありますが、

  非常に降る年もあります

●近年は短時間で集中的に

　 降る傾向があります

新潟市では平成23、29年度、
令和2年度のような災害級の大雪を

「 異常降雪」としています。

新潟市の防災メール・
LINEに登録

降雪情報、道路情報、
新潟市HPなど

災害はいつ起きるか分かりません

大雪時は不要不急の
外出をしない

やむを得ず外出する場合は
時間に余裕を持った行動を

・ ご自宅前やお年寄り 世帯前の除雪等、地域での

ご協力をお願いします。

・ みんなで使う 場所は助け合いの除雪をお願いします。

 （ ごみ集積場、バス停など）

・ 皆さんの除雪へのご協力が大きな助けとなります。

・ 救急車等の緊急車両の通行を考慮して、大きな道路か

ら除雪を行います。

・ 大雪時は異常事態であり 、除雪に時間がかかり 遅れる

場合があります。

・ 新潟市の除雪は、かきわけ除雪（ 道路の雪を両脇に寄せ

る）が基本となるので大雪時は特に、道幅が狭くなります。

連絡先

その他の雪に関する
ことについて
関係課及び各区

各区の道路除雪に
ついて

各区建設課

道路除雪に関する全般について

土木総務課　 TEL 025-226-3017

日ごろから
気象情報を入手！1 2 3 4最新情報を

常にcheck！！
日ごろから
備える

新潟市の雪の降り 方

自分自身の身の安全を
守りましょう

みんなで
助け合いましょう

市の道路除雪に
ご理解をお願いします

共助

自助

公助

この三つの行動が大切です。

R2 年度は
わずか1 0日間で
1 5 0 cm も
積もったよ・・・

一気に降ると
通常の生活には
なかなか
戻れません・・・

新潟市
防災メール

新潟市
公式LINE

新潟市防災
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令和３年度新潟市成人式の開催について 

 
1. 令和３年度新潟市成人式 

○趣 旨  新成人の新たな門出を祝福するとともに、新成人が感謝と希望を胸に、責任

ある大人としての自覚と誇りをもつことを目的に、新潟市成人式を開催する。 

        

〇日 時  令和４年１月９日（日） 
      第一部 １１時３０分開場、１２時３０分開式（１３時終了予定） 
      第二部 １４時３０分開場、１５時３０分開式（１６時終了予定） 

※ 開式３０分前からプレイベントを実施 
 
〇会 場  朱鷺メッセ 展示ホール（新潟市中央区万代島６－１） 
 

〇対象者  平成 13 年 4 月 2 日から平成 14 年 4 月 1 日に生まれ、新潟市に住民登録の 
ある方 7,363 人（9 月 30 日現在 男 3,802 人、女 3,561 人） 

      第一部  中央区・江南区・西区にお住まいの方 
      第二部  北区・東区・秋葉区・南区・西蒲区にお住まいの方 

※11 月末時点で住民登録のある方には 12 月中旬に案内はがきを送付します。 
※新潟市に住民登録がない方も参加可能です。 

 
〇内 容   プレイベント 新潟万代太鼓の演奏、成人式実行委員会企画イベント 
      開  式 市長祝辞 

市議会議長祝辞 
           来賓、協賛事業者紹介 
           新成人へのお祝いの言葉 
            フラー株式会社  代表取締役会長 渋谷修太 様 

二十歳の主張       
      ※ 式典の様子は YouTube LIVE で配信します。（1 月末日まで配信） 
 

2．参加者への事前登録のお願い 

参加者数を事前に把握するため、専用アプリ、または指定するインターネットサイトか

ら参加登録をお願いします。アプリ登録の方は、式典当日の体温を登録すると発行され

る QR コードを入場時にご提示ください。 

詳しい登録方法は、12 月中旬にお送りする案内はがきやホームページでご案内します。 
 

3．新型コロナウイルス感染症対策の取り組み 

(1) 式典を 2 部に分けて客席の間隔をとることで、会場内の密を避けるほか、2 階階段付

近から入場口までパーティションで仕切り、列に並びながらお待ちいただくことで、

ロビーでの密を防ぎます。 

(2) 式典当日は、マスク着用でのご来場をお願いします。入場時の検温・手指消毒にご協

力いただきます。体温 37.5℃以上の方や体調の優れない方は参加をご遠慮ください。 
 

お問い合わせ先 

新潟市教育委員会 地域教育推進課 担当：小熊、小野寺 

電話０２５－２２６－３２１８ 

令和３年 11月 30 日 

新潟市記者発表資料 
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新型コロナウイルスに係るワクチン接種の概況 
 

集計 令和 3年 11月29日時点 

【速報値】 

 
 

 
 
 
 

対象者数

A Ｂ
割合

（B÷A ）
Ｃ

割合
（C÷A ）

 65歳以上 242,000  224,667  92.8% 223,492  92.4%

 60歳～64歳 47,405   43,468   91.7% 43,354   91.5%

 50歳～59歳 104,658  94,071   89.9% 93,677   89.5%

 40歳～49歳 111,439  96,796   86.9% 96,027   86.2%

 30歳～39歳 84,480   70,085   83.0% 69,095   81.8%

 20歳～29歳 70,863   57,954   81.8% 56,929   80.3%

 12歳～19歳 54,155   42,290   78.1% 41,153   76.0%

715,000 629,331 88.0% 623,727 87.2%

【参考】総人口ベース（令和3年1月1日現在の住民基本台帳に基づくもの）

対象者数

A Ｂ
割合

（B÷A ）
Ｃ

割合
（C÷A ）

784,774  629,331  80.2% 623,727  79.5%新潟市 合計

接種者数(第1回) 接種者数(第2回)

【年齢別】ワクチン接種実績データ

年齢階級

接種者数(第1回) 接種者数(第2回)

新潟市 合計

・各年齢階級別の対象者数は住民基本台帳人口を基にしたR4.3月末時点の推計値です。

・接種者数は、ワクチン接種記録システム（VRS）に基づく実績。

【問い合わせ先】 

  新潟市保健衛生部 コロナワクチン接種推進担当課長 明間 

  電 話：025-212-8173（直通） 

 

令和 3 年 11 月 30 日 

新潟市記者発表資料 
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R3.11.26

新潟市調

【１回目接種率】(政令市で１番目) 【２回目接種率】(政令市で１番目)

順位 都市名 接種率 時点 順位 都市名 接種率 時点

1 宇都宮市 88.4 11月24日 1 新潟市 86.9 11月25日

2 新潟市 87.7 11月25日 2 浜松市 86.2 11月25日

3 浜松市 87.1 11月25日 3 仙台市 85.1 11月24日

4 鹿児島市 86.6 11月21日 4 宇都宮市 85.0 11月24日

5 仙台市 86.3 11月24日 5 横浜市 84.0 11月23日

6 船橋市 86.1 11月25日 6 静岡市 83.6 11月17日

7 千葉市 85.9 11月25日 7 さいたま市 83.5 11月25日

8 静岡市 85.2 11月17日 8 船橋市 83.4 11月25日

9 北九州市 85.0 11月24日 8 相模原市 83.4 11月24日

9 さいたま市 85.0 11月25日 10 千葉市 83.3 11月25日

11 福岡市 84.8 11月25日 11 松山市 83.1 11月23日

12 熊本市 84.6 11月22日 11 福岡市 83.1 11月25日

12 相模原市 84.6 11月24日 11 北九州市 83.1 11月24日

14 松山市 84.4 11月23日 14 熊本市 82.9 11月22日

14 川崎市 84.4 11月22日 14 川崎市 82.9 11月22日

14 川口市 84.4 11月25日 16 川口市 82.4 11月25日

17 姫路市 84.3 11月21日 17 神戸市 82.2 11月25日

18 神戸市 83.6 11月25日 18 鹿児島市 81.9 11月21日

18 札幌市 83.6 11月25日 19 姫路市 81.8 11月21日

20 名古屋市 83.0 11月22日 20 名古屋市 81.0 11月22日

21 岡山市 82.9 11月24日 20 岡山市 81.0 11月24日

22 堺市 82.7 11月24日 22 堺市 80.9 11月24日

23 京都市 82.3 11月25日 23 札幌市 80.8 11月25日

24 広島市 80.5 11月24日 24 京都市 80.0 11月25日

25 東大阪市 80.2 11月25日 25 広島市 79.3 11月24日

26 大阪市 78.8 11月21日 26 東大阪市 77.6 11月25日

横浜市 (非公表) 11月23日 27 大阪市 76.4 11月21日

注1　新潟市の時点は、浜松市の時点が11月25日であるため、同日とした。

　2　接種率は、12歳以上人口に対する割合。分母となる人口データは、多くの都市が住基人口の

　　令和3年1月1日現在や令和3年4月1日現在であるが、接種券発送数(新潟市や浜松市等)として

　　いる都市もあるため、同一指標による比較ではない。また、全人口を分母にして公表してい

　　る都市は、令和3年1月1日現在の住基人口を用いて算出。

　3　政令市以外の都市名は斜体で表示。

人口50万人以上の都市のワクチン接種率比較(参考)
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新 潟 市
令和３年１１月３０日
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【お問い合わせ先】

新潟市 危機管理防災局 危機対策課 尾暮

ＴＥＬ ０２５－２２６－１１４２


