
配 布 資 料  

新潟市

市長記者会見 

期 日  令和４年７月１４日（木） 

時 間  午前１０時～ 

場 所  対策室 

発 表 内 容 

１ 大河津分水通水 100 周年・関屋分水通水 50 周年 

 令和 4 年 8 月の通水記念に向けた取り組みについて 

                    （土木総務課） 

（資料配布） 

※ 新潟市「夏の催し」について       （広報課） 



  2 つの分水は、水害から私たちを守り安心安全な暮らしをもたらすだけではな

く、米をはじめとした「食」を新潟の強みにし、本市が誇る魅力的な水辺空間で

あるやすらぎ堤を創出するなど、その恩恵は私たちの日常的な暮らしの礎となっ

ています。 

  2 つの分水と本市の暮らしの関りを多くの方に知っていただき、未来へと繋げ

ていくべく、取り組みを進めています。 

1st：歴史を知ろう
 ★歴史博物館みなとぴあ企画展「大河津分水・関屋分水と新潟市」 

  日時：7月 17日（日）～8月28日（日） 

場所：新潟市歴史博物館みなとぴあ 

2nd：通水を祝おう
 ★せきぶん誕生祭  

  日時：8月 10日（水） 

  場所：関屋分水資料館周辺 

※主催：国土交通省信濃川下流河川事務所

3rd：恩恵を感じよう
★水辺の新潟体感イベント 

  日時：8月 27日（土） 28日（日） 

  場所：信濃川やすらぎ堤（りゅーとぴあ前～八千代橋間） 

     関屋分水資料館周辺（27日のみ） 

なお、大河津分水通水100周・関屋分水通水50周年記念プレイベントとして、 

THE BRIDGE MARKETと共催のイベントを予定しています 

日時：7月31日（日） 16時～21時 

    場所：白山公園空中庭園・信濃川やすらぎ堤

次の 50年・100 年の未来へ
 ★分水サミット ※11月 26日開催予定 

  ⇒流域9つの小学校の学生から、川の学習の成果発表 

と、未来の理想の川への想いを発表いただきます 

 ★記念シンポジウム ※12月 4日開催予定 

  ⇒これからの川づくりについて考えます 
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令和 4年 7月 14日 
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新潟市 

大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年 

令和4年8月の通水記念に向けた取り組みについて

【お問い合わせ先】 

新潟市役所土木部土木総務課 

担当：藤下・加藤 

電話：025－226-3025（直通） 

【現在の関屋分水】 【50年前の通水式】 

※この２つの取り組みは、国・県・流域市町村で構成する 

大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念 

未来につながる事業実行委員会として取り組みます。 



期 日 名 称 会 場 内 容 問い合わせ先

開催中
 8月10日（水）

新潟まつりを応援 
市民参画プロジェクト

市内各所（45団体が実施）
3年振りの開催となる新潟まつりを市民と一緒に盛り上げるた
め、市民発意で市民自らが行う新潟まつり応援プロジェクトで
す。

同実行委員会
観光政策課内

電話025-226-2608

開催中
 9月25日(日)

ミズベリング信濃川やすらぎ堤
「水辺アウトドアラウンジ

やすらぎ堤」

【中央区】
  信濃川やすらぎ堤
  萬代橋 八千代橋間

県内有数のアウトドアブランド｢スノーピーク」が運営・管理を
担い、信濃川やすらぎ堤で、飲食の出店やマルシェ、健康イベン
ト(SUP、ヨガ等)、焚火イベントなどを行います。

ミズベリング信濃川
やすらぎ堤事業担当
電話025-282-5686

7月16日(土)
 9月19日
(月・祝)

2022 SUMMER
ILLUMINATION

テーマは「和・夏祭り」

【中央区】
  いくとぴあ食花

いくとぴあ食花のサマーイルミネーションを今年も開催します。
今年のテーマは「和・夏祭り」。錦鯉のアクアリウムや縁日、フ
リーマーケットなどイベントも予定しています。

いくとぴあ食花
電話025-282-4181

7月23日(土)
   24日(日)

新潟空港 HAPPY そらフェスタ
 Let's enjoy ニッポン!! 

【東区】
  新潟空港 旅客ターミナルビル

国内線全ての就航地のPRイベントを実施します。
各就航地PRブース・物産展・体験コーナー、ステージイベン
ト、フライトシミュレーター、クイズラリー、ほか

新潟空港ビルディング(株)
電話025-275-2611

 7月29日(金)
 8月7日(日)

食の陣CRAFT in Summer
【中央区】
  万代シテイ

クラフトビール発祥の地・新潟で、県内外のクラフトビールと相
性ぴったりのグルメが集まる夏の祭典です。

にいがた食の陣実行委員会
電話025-286-9112

7月30日(土） オーケストラはキミのともだち
【中央区】
りゅーとぴあ 新潟市 芸術 化会
館 コンサートホール

初めてオーケストラの演奏を聴く子どもから大人まで皆が楽しめ
るよう、東京交響楽団がクラシックの名曲だけでなくゲームや映
画音楽など、おなじみの曲も演奏します。

オーケストラはキミのともだち
実 委員会事務局
電話025-226-2631

 7月30日(土)
味方地区

ふるさと納涼まつり
【南区】
  味方野球場

総合司会さとちん、ひなたミニコンサート、味方中学校吹奏楽
部、味方穀倉太鼓、地元の皆さんの芸能発表、飲食出店、ほか
※屋外ですが、雨天実施(荒天中止)

同実行委員会
味方地区コミ協内
電話080-8040-7850

7月30日(土)
     31日(日)

和納十五夜まつり
【西蒲区】
  住吉社、三社神社、
  ほか

棒遣い、神楽舞、神輿渡御、草花火、ほか
※草花火:31日(日)20:30 

和納十五夜祭り実行委員会
電話 0256-82-5225

8月5日(金)
   7日(日)

新潟まつり
【中央区】
  古町周辺、  万代シテイ、
  やすらぎ堤、ほか

大民謡流し、住吉行列、お祭り広場、手づくり子どもみこし、花
火ショー
※花火:7日(日)19:30 

同実行委員会
観光政策課内

電話025-226-2608

8月6日(土)
  ７日(日)

間瀬海まつり
【西蒲区】
  田ノ浦海水浴場
  ほか

スイカ割り、宝探し、浜辺に漂着した流木等を使ったアート作り
体験、ほか

田ノ浦開発協議会
岩室温泉観光協会内
電話 0256-82-5715

８月11日(祝)
  21日(日)

西川まつり
【西蒲区】
  傘鉾通り商店街、曽根神社、
  ほか

子ども盆踊りフェスティバル、傘ぼこ巡業、神輿渡御、花火、ほ
か
※花火:21日(日)20:00 

西川まつり実行委員会
西川地域コミ協内

電話 0256-88-5900

8月16日(火) 沼垂まつり
【中央区】
  沼垂白山神社、ほか

神輿灯篭巡行、神輿くぐり、ほか
同実行委員会
沼垂白山神社内

電話025-244-1821

8月16日(火)
潟東おまつり広場
どろんこカップ

【西蒲区】
  潟東体育館前、
  鎧潟水生公園前水田、ほか

田んぼでドッジボール、ステージイベント、花火、ほか
※花火:１６日(火)19:30 

潟東地域コミ協
電話 0256-86-3123

8月16日(火)
にいつ夏まつり
「新津松坂流し」

【秋葉区】
 新津本町

戦国時代から伝わる民謡「新津松坂」の調べに乗って、例年は
1,000人以上の踊り手が集う民謡流し。
今年は実施時間と参加人数を縮小して開催する予定です。

同実行委員会
新津観光協会内

電話0250-24-3777

8月19日(金)
  20日(土)

にいつ夏まつり
「屋台まつり」

【秋葉区】
 新津本町

例年7台の豪華けんらんな屋台が大通りに一斉に繰り出され、引
き回される迫力あるまつり。
今年は一部の屋台がまちなかを巡行する予定です。

祭屋台たるみこし
実行委員会(堀出神社内)
電話0250-24-0008

8月20日(土)
  21日(日)

岩室温泉まつり
【西蒲区】
  岩室温泉街、ほか

子どもみこし、岩室温泉芸妓屋台踊り、越王太鼓、仕掛花火、ほ
か
※仕掛花火:20日(土)20:00 

岩室温泉振興対策協議会
岩室温泉観光協会内
電話 0256-82-5715

新潟市「夏の催し」について (２０２２年)
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期 日 名 称 会 場 内 容 問い合わせ先

8月21日(日) 黒埼まつり
【西区】
  新潟ふるさと村、ほか

郷土芸能などの競演、茶豆まつり、花火大会
※花火:21日(日)19:30 

同実行委員会
黒埼出張所内

電話025-377-3101

8月25日(木)
阿賀野川

ござれや花火

【北区・東区】
  松浜橋上流付近の
  阿賀野川河川敷

「シン・ゴザレヤ。」のテーマのもと、２尺玉をはじめとする花
火に想いをのせ、未来へ心豊かな希望を照らします。
 20 00 20 30

同実行委員会事務局
電話025-259-5811

8月25日(木) 小須戸燈籠押合いまつり
【秋葉区】
  小須戸本町通り

桜、松、竹、梅の4基の燈籠が練り歩き、2組に分かれて迫力あ
る押し合いをしていたまつり。
今年は燈籠がまちなかを巡行する予定です。

秋葉区役所産業振興課
電話0250-25-5689

8月26日(金) かめだ祭り
【江南区】
  亀田本町通り商店街

亀田甚句の民謡流し、子ども岩万燈押し合いと、岩をかたどった
巨大な大岩万燈の巡行を行います。

同実行委員会
亀田商工会議所内
電話025-382-5111

8月27日(土) 第20回 萬代橋誕生祭

【中央区】
  信濃川左岸緑地（みなと・さが
ん）、メディアシップほか、萬
代橋周辺

本市のシンボル「萬代橋」の誕生を祝うイベントです。ステージ
イベントやフリーマーケットなどを開催します。

同実行委員会
中央区建設課内

電話025-223-7410

8月27日(土) 佐潟まつり
【西区】
  佐潟公園

園児や小・中学生が、和紙に願い事やイラストを書き、LEDキャ
ンドルを光源とした「こどもとうろう」のみを開催します。遊歩
道などに1,000個設置する予定です。

佐潟まつり実行委員会
佐潟観光協会

電話025-239-2315

8月28日(日) みなと・しもまち・川祭り2022
【中央区】
  歴史博物館みなとぴあ

地域の方々が心をこめて作った「あかり」や「灯籠」が会場敷地
内を彩ります。当日会場で作ることもできます。

歴史博物館みなとぴあ
電話025-225-6111

８月28日(日)
はじめて、しもまち。
おひさまホリデイ

【中央区】
みなとぴあ旧第四銀行住吉町支
店、芝生広場

音楽ステージ、ワークショップ、射的、ほか
会場には、柳都中学校の皆さんがしもまち地域をイメージして制
作した作品も展示します。

中央区地域課
電話025-223-7023

8月28日(日)
 10月31日
(月)

わらアートまつり
【西蒲区】
 上堰潟公園

武蔵野美術大学の学生と市民ボランティアが制作したわらのオブ
ジェを展示します、期間中の土・日・祝日には「西蒲市場」を開
催します。

西蒲区産業観光課
電話0256-72-8417

9月6日（火）
 9月8日（木）

葛塚まつり
【北区】
 旧豊栄市街地

マーチングバンド演奏、各町内の灯籠・山車運行、灯籠入舞及び
押し合い ※公道上の露店は中止

葛塚まつり実行委員会
(北区産業振興課内)
電話025-387-1356

9月17日(土) 内野まつり
【西区】
  内野まちづくりセンター駐車場

例年、大民謡流しを皮切りに3日間開催される内野まつりは、3
年振りに規模を縮小して、バンドフェスティバルのみ開催しま
す。

内野まつり実行委員会
(西商工会内)

電話025-262-2316

９月17日(土)
      18日(日)

山の下まつり
【東区】
 山の下神明宮周辺

神輿や太鼓・山車による祭り行列、山の下木遣の奉納、露店、ほ
か

山の下まつり実行委員会
山の下神明宮

電話025-275-3212
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