
平成３1年度 南区の主な事業と予算

　南区の未来を担う
小中学生に対し、地
域の実情に合った学
びの講座を実施する
ことにより、郷土愛あ
ふれる豊かな心の育
成と自分や地域の将
来を描くきっかけ作
りを提供します。

　国道8号白根バイパス全線開通後、空洞化が懸念され
ている白根のまちなかをはじめとした区の活性化に向け
た事業を行う「にいがた南区創生会議」の取り組みの支
援を行います。

　伝統的工芸品「新潟・白根仏壇」の技術の継承と後継
者育成を図るため、児童などを対象とした体験教室の実
施や児童向け教本の制作・配布、高い技術を生かした新
たなものづくりの支援を行います。

　南区内の文化施設や文化活動などの魅力を引き出し、
資源の価値を高めます。

　白根大凧合戦ドキュメンタリー映画を用いたPR活動に
より、伝統ある白根大凧合戦の文化を幅広く伝えます。

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向
け増加が予想される外国人を含めた来訪者に対し、観光
協会などとの協働により、観光コンテンツを磨き上げ、お
もてなし力の向上を図ります。

　地元NPO法人との協働による新たなブランディングや、
南区の風土と歴史とを組み合わせたストーリーづくりなど
を通して、ル レクチエの知名度向上、交流人口の拡大、新
たな担い手の移住促進により、南区の活性化を図ります。

　自治協議会の部会などで、公共交通のＰＲ、家族のふれ
あいや出会いの場づくり、区の魅力発信、地域活動団体
との協働による事業の実施などにより、区の地域課題解
決につながる取り組みを行います。

　総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し都市圏から
南区に移住可能な者を公募、「みなみーて地域応援隊」とし
て委嘱し行政では難しい柔軟な地域活性化策を推進しま
す。また、委嘱期間終了後の隊員の定住、定着を図ります。

問い合わせ　地域総務課　☎372-6440

南区の将来像「大地の恵みと伝統・文化にはぐくまれた郷土愛にあふれる、いきいきと暮らせるまち」の実現に向けた
平成31年度の南区の主な事業と予算について、「特色ある区づくり事業」を中心にご紹介します。

　自主防災組織の機能強化や地域防災の担い手育成の
一環として、中学生防災教室、高校生防災ボランティア講
座などの防災学習を実施し、災害時に自助・共助による安
心安全なまちづくりを推進します。

　地域と空き家調査結果の情報共有や空き家相談会な
どを開催し、市民意識の啓発、利活用に向けた情報提供
などで、空き家発生の抑制や活用促進につなげます。

　地域の実情に合わせた住民同士の助け合いの取り組
みを広め、在宅医療の啓発や、高齢者を地域で支える意
識の醸成や体制づくりを行います。また、食育や運動を活
用した健康づくりを進めます。

　子育て支援リーダーを活用し、子育て中の保護者が気軽
に利用できる「子育て広場」やNPプログラムの実施などに
より、親子の居場所確保や育児不安の軽減を図ります。

　区内唯一の高等学校である県立白根高校との連携の一
環として、地域とのさまざまなネットワークづくりを推進し、
まちづくりについての人材育成を図ります。

ひととひとがふれあい、
安心していつまでも暮らせるまち

ひととひとがふれあい、
安心していつまでも暮らせるまち

農商工の連携が、
新たな活力を生み出すまち

農商工の連携が、
新たな活力を生み出すまち

白根仏壇プロモーション ････････80万円継続

大凧が舞い、獅子が跳ね、
ル レクチエが実るまち
大凧が舞い、獅子が跳ね、
ル レクチエが実るまち

文化資源魅力UP事業 ････････ 250万円拡充

南区ル レクチエブランディング
　　　 ･････････････････････ 340万円

拡充

南区おもてなし力向上プロジェクト
　　　 ･････････････････････ 230万円

新規

地域おこし協力隊を活用した地域の活性化
　　　 ･･････････････････348万8千円

新規

その他の主な事業その他の主な事業

拡充 地域と取り組む防災事業 ･････ 200万円

誰もが快適に移動できる
交通の利便性が高いまち
誰もが快適に移動できる
交通の利便性が高いまち

南区まちづくり支援事業･･････ 270万円拡充

区民の皆さまにはいつもお世話に
なっています。新年度もよろしくお願
いいたします。
去る３月１０日に念願でした白根バ

イパスが全線開通いたしました。当日
は天気にも恵まれ、大勢の皆さまか
らお祝いいただきました。心より感謝
申し上げます。バイパスの全通により
新潟方面や三条方面へのアクセス

が今まで以上に向上しましたが、もろ手を挙げて喜んで
ばかりいられません。まちなかを通らず、バイパスを利用
する車両が多くなることが予想され、街の空洞化が進む
ことが懸念されます。この空洞化にどのように対応して
いくのかという大きな課題があり、この課題解決のため
行政と区民が協働して、対応策を考えていかなければと
思っています。
１０年後、２０年後の「南区の明るい未来の実現」を目
　

指す目的で設立した「にいがた南区創生会議」が、今年
で３年目を迎えます。昨年度、創生会議の提案により、白
根まちなか地区が、市から定住人口増加のための地域
活性化モデルの第１号に指定されたことは、大変喜ばし
いことです。また、軌道系の公共交通がない南区で、バ
ス交通には多くの課題があります。新年度はバス交通の
あり方について、創生会議の皆さまと引き続き検討を重
ねていきたいと思っています。
　そのほか、バス交通の定時性などを高めるには、国道
８号の４車線化が必要であることから、昨年度は大通、
根岸コミュニティ協議会様から協力をいただき、４車線化
に向けた提言書を国に提出いたしました。今後事業化に
向けて動き出すことを心より期待しています。新潟中央
環状道路は少し時間がかかるとは思いますが、着実に
工事が進んでおります。現白根北部工業団地の周辺で
も、新たに約8.6haの工業団地の造成が今月からス
タートする予定です。

新潟市南区長　渡辺　稔新年度区長あいさつ

　５月１２日に白根ハーフマラソンが、６月には南区最大
のイベントである白根大凧合戦が6日から10日まで開催
されます。期間中は多くの方からご来場いただき、経済
効果がもたらされることを期待しています。
　これから収穫のピークを迎えるイチゴの「越後姫」、７月
からは県内で一番の生産量を誇るモモやブドウ、お盆を
過ぎるとこれも県内で一番の生産量の日本ナシが、そして
１1月下旬には日本一の生産を誇る西洋ナシの「ル　レク
チエ」が出荷されます。まさに南区は食の宝庫で、皆さま
においしい果物や農産物をお届けできると思っています。
　区長として５年目を迎えますが、これまで自治協議会、
コミュニティ協議会、商工会、青年会議所、福祉団体を
はじめとする多くの団体の皆さまから、区の活性化のた
めご尽力いただいていることに改めて感謝申し上げます
とともに、引き続き区民の皆さまと一緒になって、南区の
活性化のため精一杯頑張ることをお約束して、新年度
のごあいさつといたします。

区自治協議会提案事業…600万円区自治協議会提案事業…600万円拡充

白根大凧合戦映画のPR･･･････ 100万円新規拡充 未来創造教室 ･･･････････････ 290万円

継続 空き家対策プロジェクト ････････70万円

継続 地域包括ケアシステムの推進･･･ 180万円

継続 地域で子育てネットワーク ････ 120万円

新規 白根高校とのまちづくり連携事業･･･70万円

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
編　集／南区役所地域総務課
〒950－1292 南区白根1235番地
電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.288 平成31年4月7日
大地の恵みと伝統・文化に
はぐくまれた郷土愛にあふれる
いきいきと暮らせるまち

、

南区ホームページ　http：//www.city.niigata.lg.jp/minami/　　Eメール　chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp（南区役所地域総務課）　
南区の人口（平成31年2月末現在、カッコ内は前月比）：44,825人（－26）　男：21,827人（－9）　女：22,998人（－17）　世帯数 16,031世帯（＋6）（住民基本台帳による）



《広告欄》

　随筆、コント、小説、詩、短歌、俳句、川
柳など区民の力作を集めた文芸集。
　１冊1,000円　（A5判　151ページ）
販売・問い合わせ　白根地区公民館
※郵送を希望の場合はお問い合わせください。

　５月１１日～１０月１２日（土曜全５回）午
前９時半～１１時
　白根学習館２階ルーム３
　区内の小学２～６年生で、５回受講可能
な人　２０人（応募多数の場合は抽選）
　1,000円（5回分を初回に徴収）
持ち物　白い靴下、筆記用具
　4月18日（木）までに白根地区公民館へ

　６月９日（日）午前10時～午後5時
　リオンドール白根店前県道
　一緒にマルシェを盛り上げ、南区の魅
力を多くの人に広めてもらえる出店者を
募集します。（飲食・物販・手作り雑貨・伝
統工芸品など）　　20店舗
　出店料１区画1万円
　4月26日(金)までに産業振興課へ
　☎372-6505

　農業機械で道路を走行する際は、機械
に付いた土などを落としてから走行し、道
路に泥を落とさないように気を付けましょ
う。道路はみんなの財産です。気持ち良く
通行できるようご協力をお願いします。
　建設課　☎372-6460

　昨年９月３０日付けで坂井治一さん(庄
瀬)、３月３１日付けで栗田修二さん（茨曽
根）と野澤裕さん（山王）が任期満了で人
権擁護委員を退任されました。長い間あ
りがとうございました。
　代わって関根芳昭さん（清水）が昨年１
０月１日付けで、泉康信さん（万年）と冨井
信喜さん（大倉）が４月１日付けで法務大
臣から人権擁護委員に委嘱されました。
　同委員は、身近な悩みごとの解決のお
手伝いをします。いじめや嫌がらせ、不当
な差別など、人権問題でお悩みの人はご
相談ください。
　区民生活課　☎372-6105

　４月２０日(土)～５月６日(月・休)
　いずれも午前9時～午後4時半
　しろね大凧と歴史の館　特別展示室
　昨年、フランスで凧絵描きを実演した
荏原正雄さんの凧を展示します。
　同館　☎372-0314

　４月２３日(火)　午前1０時～正午
　月潟地区公民館
　映画『黄昏』の上映
　当日直接会場へ

　５月９日（木）午前１０時～１１時半
　老人福祉センターいこいの家　月寿荘
　おいしいお茶の入れ方とよもやま話
講師　山田泰介さん（山田七蔵茶舗）
　４月２６日（金）までに月潟地区公民館へ

お知 せら
南区役所 ☎373ー1000㈹
味方・月潟出張所へもつながります

区役所関係の問い合わせ先は、各係の直通番号です。
時間外および閉庁時は代表電話にご連絡ください。

人権擁護委員が代わりました人権擁護委員が代わりました

相　談

白根の凧絵師　荏原正雄展白根の凧絵師　荏原正雄展

お出かけください

みなみマルシェ～シロネラコッテ～
出店者募集

みなみマルシェ～シロネラコッテ～
出店者募集

募　集

農業機械の泥は
道路に落とさないでください

農業機械の泥は
道路に落とさないでください

生　活

公共交通情報コーナー 付けて、走って広げよう、地域の魅力
～図柄入りナンバープレート

　新潟市各区の特産品をラッピングした南区バス２
台のナンバープレートを変更しました。萬代橋にトキ
をあしらったデザイン（写真）。区バスの運行を通して
南区から新潟市の魅力を発信していきます。区バス
を見かけた際は、ナンバープレートにも注目してみて
ください。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6605

す

す。
。

桜遊園　桜・灯ろう祭り桜遊園　桜・灯ろう祭り

スポーツスポーツ

　４月７日(日)以降に同センター窓口または電話(先着順)

白根カルチャーセンター　☎373-6311

白根総合公園屋内プール　☎378-4435

○スポーツ教室　参加者募集

○短期ちびっこ水泳教室
　水慣れから始め、クロールで25m完泳を目指します。
　同プール窓口または電話（先着順）

時　間

17:20～
18:20

コース名

1・2年生コース

3・4年生コース

5・6年生コース

期　間

5/8～6/3

5/9～31

6/12～20

曜日

月・水

木・金

月・水・
木・金

定員

15人

15人

15人

対　象
泳げない
小学1・2年生
泳げない
小学3・4年生
泳げない
小学5・6年生

参加費

1,600円
入場料 毎回200円

1,200円
入場料 毎回200円

つきがた映画むらつきがた映画むら

第1回月寿教室第1回月寿教室

月潟地区公民館　☎375-1050

「文芸みなみ風」第１０号　発売中「文芸みなみ風」第１０号　発売中
白根地区公民館　☎372-5533

こども茶道教室こども茶道教室

教室名
ナイター
初心者テニス

期間
5/13～
6/24

曜日

月

時間
19:20～
21:00

回数

６回

定員

10人

対象
15歳以上

(中学生を除く)

参加費

7,200円

　4月1３日（土）午後２時～９時
　桜遊歩道公園（南区鷲ノ木新田）
　豚汁の販売（協力金100円以上）、防災用ア
ルファ化米無料配布(500食)、白根大凧太鼓
や津軽三味線、エレクトーン演奏など。午後５時
半から、ペットボトルで作る手づくり灯ろうで灯ろう流しを行います。
持ち物　灯ろうを作成したい人は、５００mlサイズの空のペットボトル
◇桜ライトアップ
　４月５日(金)～１４日(日)　午後６時～9時半
　同まつり実行委員会（鷲巻地域生活センター内）　☎362-5711

第１２回　南区フロアカーリングオープン大会を開催します第１２回　南区フロアカーリングオープン大会を開催します
日時　６月２日（日）　午前８時半～午後3時半
会場　白根カルチャーセンター　メインアリーナ
申し込み　参加申込書に必要事項を記入の上、参加費を添えて５月７日（火）
までに同センターへお申し込みください。（☎373-6311）
＊参加申込書は、同センター窓口に置いてあります。

＊一般の部の監督は選手と兼任可。小学生の部の代表者および監督は保護者とします。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6604

チーム構成（登録人数）

３～６人

部　門
一般（中学生以上）

小学生

参加費（１チーム）
１，０００円
５００円

　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。４月１日からは、く
み取り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。ぜひ、この
機会に環境に優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】
　住宅または併用住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽
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きます。)
【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
（詳細はお問い合わせください。）
【補助限度額】

問い合わせ　環境対策課　☎226-1371　　区民生活課　☎372-6145

浄化槽設置の補助金制度が一部変わります

設置区分
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽
への転換

くみ取り便槽から合併処理浄化槽への
転換

浄化槽の大きさ
５人槽
７人槽
１０人槽
５人槽
７人槽
１０人槽

補助限度額
704,000円
882,000円
1,176,000円
352,000円
441,000円
588,000円

春先は空気が乾燥し、枯れ草などが燃えやすい状態となります。たばこなどの
小さな火種でも、強風にあおられ大きな火災につながります。廃棄物の焼却やた
ばこの投げ捨ては、絶対にしないでください。また、大切な家族の命や財産を守る
ため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。

枯れ草からの出火を未然に防止

問い合わせ  南消防署市民安全課予防調査係　☎372-0119

廃棄物の
焼却は
しない！

たばこの
投げ捨ては
危険！

たそがれ
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子育て子育て

　掲載を希望する場合は、5月19日号は4
月16日（火）まで、6月2日号は5月8日（水）
までに、掲載依頼票を提出してください
（FAX可）。依頼票は南区役所ホームページ
（本紙表紙参照）でダウンロードすることが
できます。※掲載は原則1回のみ

市 民 の

情報掲示板板板示示示情報掲示板情報掲示板情報掲示板
●アナログの響き再び
　４月１１日～3月12日(毎月第2木曜・全
12回)午後１時半～３時
　白根学習館ラスペックホール
　真空管アンプでさまざまなジャンルの
レコードを鑑賞する集いです。
　当日直接会場へ
　懐かしのレコード鑑賞会　近藤
　☎372-2535
●相撲甚句を楽しむ (初心者向け )
　４月２６日～９月２７日（毎月第４金曜・全
６回）午後７時～９時
　白根学習館２階ルーム４・５
　自分なりの方法で楽しみながらうたう
ことができます。　　先着２０人程度
　2,000円(全６回分。初回に徴収)
　４月２４日(水)までに相撲甚句を楽しむ
会　西野　☎３７７-７１３５

●新潟下町・早川堀通りつつじ祭り
　フリーマーケット・ハンドメイド出店者募集
　５月６日(月・休)午前１０時～午後３時
　早川堀通り（中央区西湊町通３）
　１区画３ｍ×３ｍ　1,500円　駐車場1
台、1,000円 詳細は同祭りホームページ
を参照
　４月２０日(土)までに同祭り実行委員会
事務局　高橋　☎090-8649-5000
●湊まち新潟歴史ウォーク2019
　５月２５日～１１月２３日（毎月第４土曜・
全７回）午前９時～正午
　中央区・東区の新潟港(西港)周辺
　全７回とも参加可能で、４ｋｍ程度歩け
る人　４０人(応募多数の場合抽選)
　４月２５日(木)までに新潟港湾・空港整
備事務所ホームページから応募
　同事務所　☎222-6111

▷おはなしのじかん
　４月１１日・２５日(木)
　午前１１時～同３０分
　乳幼児から
▷えほんのへや（絵本のよみかたり）
　毎週土曜　午前10時半～11時
　ボランティアによる読み語り

白根図書館　☎372-5510 月潟図書館　☎375-3001

４月の児童センター・児童館

■白根児童センター　☎372-0530
リラックスカフェ
　４月１１日・18日・25日(木)
　午前１０時半から
　飲み物を飲んだり、おしゃべりしたりし
てホッとした時間を過ごしませんか？11
日・25日はハンドトリートメントを実施。
　保育中のママさん　　
■味方児童館　☎201-8346
味方児童館10周年記念祭
　４月２０日(土)午後２時～３時４５分
　第１部【１０周年おめでとうセレモニー】
「味方穀倉太鼓」の皆さんによる演奏、
10周年おめでとうムービー、キャンドル
サービス＆子どもたちによるハンドベル
演奏など。第2部【レクリエーション】みん
なで児童館の誕生日をお祝いしましょう。

　どなたでも。予約不要
■白根北児童館　☎379-1260
ホットほっとタイム
　４月１１日(木)午前１０時半～11時半
　無料でコーヒー、紅茶などのお茶を用
意しています。ママ友同士、おしゃべりを
しながらのんびり過ごしませんか？
お子さん向けに絵本の読み聞かせもあ
ります。
　子育て中の保護者　定員なし
■白根南児童館　☎201-6021
ママタイム「ハンドトリートメント＆ティー
タイム」
　４月２６日(金)午前１０時半から
　ハンドトリートメントで癒やされた後は、
ティータイムでおしゃべりを楽しみましょう。

今月の目玉イベント

赤ちゃん
タイム

白根図書館（おはなしのへや）
月潟図書館（視聴覚室）

毎週土曜　午前11時～午後2時半
毎週木曜　午前10時～正午

図書館情報図書館情報

■にゃんこの手
　４月１８日(木)午前１０時半～１１時半
　白根北児童館
　スイーツデコ作り、茶話会
　子育て中のママ　先着10人(スイーツ
デコのみ。要事前申し込み)　　300円
　同館　☎201-8346

　“子育てオーエンジャー☆みなみ”は
「子育て広場」を運営する子育て支援
リーダーの集まりです。南区内の児童セ
ンター・児童館などを拠点に活動してい
ます。お子さんと一緒にリラックスした時
間を過ごしてみませんか。

子育てオーエンジャー☆みなみ 子育て広場～子育てに“ひといき”つきませんか～

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す

今月のお知らせ

地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できるよう、
さまざまな相談に応じています。なお、相談は無料で、秘密は守られます。
地域包括支援センターしろね南（担当：白根第一・白南中学校区） ☎373-6770
地域包括支援センターしろね北（担当：白根北・臼井中学校区） ☎362-1750
地域包括支援センターあじかた（担当：月潟・味方中学校区） ☎372-5121

地域包括支援センターからのイベントや教室のご案内です
▷読書会
　４月２１日（日）午後２時から
　白根学習館2階ルーム２
　テーマ：「春の本」
　当日直接会場へ
▷おはなしのじかん
　毎週土曜　午後2時から

にいがた防犯ボランティアネットワークへの
登録団体を募集しています
　地域で防犯活動に取り組むボランティア団体等の「にいがた防犯ボランティア
ネットワーク」への登録を募集しています。

※登録していただいた団体には、防犯グッズの無償貸与、犯罪統計等を記載した
ネットワーク通信の配布、市が主催する防犯講習会等の案内などの活動支援を
行います。※現在、南区では8団体が登録しています。
登録・問い合わせ 南区役所地域総務課　☎３７２-６４３１
 市民生活課　☎２２６-１１１０

新潟国道事務所が整備を進めてきた国
道8号白根バイパスの保坂～鯵潟間
2.0kmが完成し、白根バイパス5.9kmが3
月10日に暫定2車線で全線開通しました。
当日はバイパス敷地内（鯵潟）で、テープ

カット、バルーンリリ－スの開通式典のほ
か、開通前のバイパスを歩く記念ウオーキ
ングや記念大凧揚げ、白根大凧太鼓の披
露、きのこ汁の振る舞いなど盛りだくさんのイベントが行われ、春の暖かい日差し
の中、約2,000人の来場者でにぎわいました。

登録の目的 ・ネットワークの形成　・地域どうしの情報共有、連携　・活動支援

子どもを交通事故から守りましょう！
　入学や進学を迎える４月以降に、子どもの歩行中・自転車乗車
中の交通事故が増加する傾向にあります。
　家庭においては、日頃から交通安全について話し合う機会を
持ち、子どもと一緒に出かける際には、大人が手本となって交通ルールを守り、正しい
交通マナーを示しましょう。
　また、ドライバーは、学校や保育園、幼稚園などの近くを通るときや子どもを見かけ
たときは、飛び出しなど子どもの動きに十分注意し、徐行するなど安全で思いやりの
ある運転を心掛けましょう。

問い合わせ　地域総務課　☎372‐6431

ールを守り 正ししい

【交通安全家庭の日】毎月１０日 ～家族で話そう、みんなの交通事故防止～
【新入学（園）児を守る交通安全週間】４月８日（月）～１４日（日）

元気で暮らし続けるために、教室に参加してみませんか？
『幸齢ますます元気教室』参加者募集中！
○幸齢ますます元気教室とは
　元気で動ける体を維持し、これからも自立した生活が送れることを目的と
した新潟市の委託事業です。3カ月コースで、次回は7～9月の開催です。
○対象者
　新潟市の「介護予防の基本チェックリスト」により事業の対象となった人、
または要支援の認定を受けている人のうち、医師による運動制限のない人。
（新潟市が認める対象者には、自宅から会場まで無料送迎します）
○内容
　集団での体操やレクリエーション（簡単な体やお口の体操、認知症予防の
ゲームなど）各種ミニ講座（運動、お口の健康、栄養についてなど、専門家か
らのアドバイス）
○参加費　300円（教材費）
※参加を希望する人は、最寄りの地域包括支援センターまでお問い合わせください。

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
日時　４月２７日（土）　午後１時半～３時半
場所　白根健康福祉センター
内容　認知症に関するミニ講座、認知症予防・介護予防の体操、茶話会、その
他（内容は変更になる場合があります）
参加費　300円（茶菓代）　　　申し込み　当日直接会場へ

こうれい

どなたでも気軽に参加
できる集いの場です!

白根バイパス全線開通

《広告欄》
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