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市 長記者会見

期 日  平成２９年５月１６日（火） 

時 間  午前１０時～ 

場 所  執行部控室 

発 表 内 容 

１ 平成２９年度「まちづくりトーク」の開催について     （広聴相談課） 

２ 白根大凧合戦の開催について             （南区産業振興課） 

※ 自治体国際交流表彰（総務大臣賞）の受賞について       （国際課） 

※ 日本遺産認定「北前船寄港地・船主集落」について  （国際・広域観光課） 

※ ＧＷ期間中の主要観光施設入込客数について        （観光政策課） 

新潟市
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平成２９年５月１６日

                   新 潟 市 広聴 相談 課

平成２９年度「まちづくりトーク」の開催について

１．目 的

市の主要な施策等を地域の皆さまに説明し、市長との意見交換を通じ

ていただいたご意見を、今後の市政に反映します。

２．日程

３．次 第

・開 会

・市長説明「平成 29年度予算と健康寿命の延伸に向けて」（３０分）
・区長説明「健康寿命延伸の各区の取り組み」（１０分）

・意見交換（５０分）

・閉 会

お問い合わせ先

               新潟市広聴相談課（担当：相崎） 

電話 ０２５－２２６－２０９４（直通）

区 開催予定日 時 間 会 場

１ 秋葉 5月 27日（土） 午前 10:00～11:30 秋葉区役所

２ 西蒲 5月 27日（土） 午後 3:00～ 4:30 巻地域保健福祉センター

３ 中央 5月 29日（月） 午後 7:00～ 8:30 万代市民会館

４ 東 6月 3日（土） 午前 9:30～11:00 東区プラザ

５ 西 6月 3日（土） 午後 2:00～ 3:30 西区役所健康センター棟

６ 北 6月 10日（土） 午後 3:00～ 4:30 豊栄地区公民館

７ 南 6月 17日（土） 午後 3:00～ 4:30 サルナート吉運堂

８ 江南 6月 18日（日） 午前 10:00～11:30 江南区役所
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平成２９年５月１６日 

新潟市南区産業振興課 

白根大凧合戦開催のお知らせ 

２４畳の大凧約３００枚が勇壮に空を舞う、世界最大スケールの大凧合戦 

「白根大凧合戦」が、いよいよ来月開催されます。 

花火大会やお祭り広場など、さまざまな関連イベントも同時開催しますので、

ぜひお越しください。 

１．日時  ６月１日（木）～５日（月） 午後１時～午後６時 

（ただし、２日は午後２時頃から、６日は午後５時３０分まで） 

２．会場  南区白根・西白根  中ノ口川堤防上 

３．主な関連イベント 

・子ども大凧合戦：５月３１日（水）午後２時から６時 中ノ口川堤防上 

・市中パレード：６月１日（木） 午後０時３０分から ※雨天中止 

小学生のトランペット鼓隊を先頭に、凧合戦に参加する全て

の凧組が白根商店街から中ノ口川堤防までパレードします。

パレード終了後には、開戦式が行われます。 

・花火大会：６月３日（土）午後８時から９時 西白根地内 

・お祭り広場：６月４日（日）午前１０時から午後５時 白根商店街 

飲食コーナーやステージイベント、ダンスなど、さまざまな

   楽しいイベント盛りだくさんで、伝統ある白根大凧合戦を盛上

   げます。 

お問い合わせ先 

新潟市南区役所産業振興課（担当:長倉、矢澤） 

電話０２５－３７２－６５０５(直通) 
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平成 29 年 5 月 16 日 

新潟市国際課 

自治体国際交流表彰（総務大臣賞）の 

受賞について（お知らせ） 

 本市はこのたび，第１１回自治体国際交流表彰（総務大臣賞）を受賞

しましたので下記の通りお知らせします。 

本表彰は，日本の自治体と外国の自治体の姉妹自治体提携等に基づく

交流活動のうち，創意と工夫に富んだ取り組みを行っている団体を表彰

するもので，本市の７つの姉妹・友好都市，交流協定都市との緊密な交

流が高く評価されたものです。 

記 

１ 表彰名   第１１回自治体国際交流表彰（総務大臣賞） 
＊本市のほか，大和高田・リズモー都市友好協会及び大和高田

市（奈良県），内子町（愛媛県）も同時に受賞 

２ 受賞理由（総務省発表資料より） 
交流先 ガルベストン市（アメリカ合衆国）、ハバロフスク市・ウラジオストク

市・ビロビジャン市（ロシア連邦）、ハルビン市（中華人民共和国）、

ナント市（フランス共和国）、ウルサン広域市（大韓民国） 

取組概要 対岸の北東アジア諸国を中心に７つの姉妹都市友好都市・交流協

定都市との間で多岐にわたる分野で交流を実施し、緊密な関係を築

いている。ハバロフスク市との間では「日ロ沿岸市長会議」を主導

し、平成 27 年に東アジア文化都市に選定されたことを契機に中国・

韓国の都市とも活発な 3 都市間文化交流を行い、ナント市とも「日

仏都市・文化対話」を主導して日仏交流の輪を広げている。 

 問い合わせ先 新潟市国際課 担当・金子 

電話０２５－２２６－１６７１（直通） 
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平成29年 5月 16日 
 国 際 ・広 域 観光 課 

「日本遺産」の認定について 

この度、山形県酒田市を代表市とする11市町で申請した以下のストーリーが「日本遺産（Japan Heritage）」に認
定されました。 

文化庁は、４月5日開催の「日本遺産審査委員会」の審議を経て、全国の自治体から提案の あった79件のストーリー
の中から新たに17件のストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」に認定しました。これにより、全国で54件のストーリ
ーが日本遺産の認定を受けたことになります。 
「日本遺産（Japan Heritage）」は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化
庁が認定するものです。ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を、地域が主体となっ
て総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目的として
います。 

●お問い合わせ／国際・広域観光課 寺尾 

℡ 226-2611、FAX 228-6188 

E メール koiki.k@city.niigata.lg.jp 

１．申請者     北海道函館市、北海道松前町、青森県鰺ヶ沢町、青森県深浦町、

秋田県秋田市、山形県酒田市、新潟県新潟市、新潟県長岡市、

石川県加賀市、福井県敦賀市、福井県南越前町 

２．ストーリーのタイトル 
「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～」

３．ストーリーの概要   別紙資料参照



別 紙

「北前船寄港地・船主集落」の日本遺産登録について 

１.申請者 

 酒田市、函館市、松前町、鰺ヶ沢町、深浦町、秋田市、新潟市、長岡市、加賀市、敦賀市、南越

前町 （１１市町）

２.ストーリーのタイトル 

 荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～

３.認定年月日  平成２９年４月２８日

４.認定証交付 

文化庁において松野文部科学大臣より、酒田市長（北前船寄港地日本遺産登録推進協議会 会長）

が１１市町を代表し、認定証を受理

５.認定数  １７件（申請は７９件）

６.日本遺産認定について 

①認定対象 

 歴史経緯や、地域の風土に根ざし世代を超えて受け継がれている伝承、風習等を踏まえたストー

リーを認定する（文化財そのものが認定対象ではない）。

②構成文化財 

 ストーリーを語る上で不可欠な文化財群（地域に受け継がれている有形・無形のあらゆる文化財

を対象）

③認定の可否 

 認定果皮は、外部有識者で構成される「日本遺産審査委員会」の審査結果を踏まえて、文化庁が

決定する。

④認定基準 

・ストーリーの内容が、当該地域の際立った歴史的特徴・特色を示すものであるとともに我が国の

魅力を十分に伝えるものとなっていること。

・日本遺産という資源を活かした地域づくりについての将来像と、実現に向けた具体的な方策が適

切に示されていること。

・ストーリーの国内外への戦略的・効果的な発言など、日本遺産を通じた地域活性化の推進が可能

となる体制が整備されていること

⑥北前船日本遺産認定の評価 

・「これほど広域的な交流連携をベースに申請した日本遺産はこれまでにない。１１市町に個性あ

ふれる歴史と文化、魅力的な街並みが形成されてきたことが評価された」（酒田市長談：河北新

報）

・「審査では『日本海をダイナミックにつないだストーリー展開が面白い』と評価された」（河北新

報）

・「北前船によって育まれた貴重で魅力的な歴史的・文化的資源が継承され、今なお光り輝いてい

ることを評価いただいた」（酒田市長談：読売新聞）



※ 表中の対前年比は、調査日数が異なるため、１日平均で比較しています。

　　　　<主要観光施設集計期間> 平成29年 ： 4月29日～5月7日 （ 9日間）

平成28年 ： 4月29日～5月8日 （10日間）

（単位：人）

入込客数 1日平均 入込客数 1日平均

 新潟ふるさと村 96,279 10,698 95,437 9,544 1,154 112.1%

 マリンピア日本海 36,443 4,049 37,117 3,712 337 109.1%

 Befcoばかうけ展望室 11,058 1,229 10,984 1,098 131 111.9%

 みなとぴあ 4,295 477 6,544 654 △ 177 72.9%

 北方文化博物館 10,729 1,192 16,015 1,602 △ 410 74.4%

平成29年5月16日
新潟市観光政策課

平成２９年 平成２８年
主要観光施設

ゴールデンウィーク期間中の主要観光施設入込客数

対前年比
【1日平均】
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 いわむろや 7,296 811 7,515 752 59 107.8%

 ピアBandai 50,354 5,595 51,243 5,124 471 109.2%

 いくとぴあ食花 89,252 9,917 102,930 10,293 △ 376 96.3%

 アグリパーク 9,300 1,033 9,317 932 101 110.8%

合　　計 315,006 35,001 337,102 33,711 1,290 103.8%

≪参考≫

イベント 平成２９年 平成２８年

 ラ・フォル・ジュルネ
 【有料公演】

16,811 16,886 △ 75 99.6%

※ 速報・暫定値

※ 会期：4月15日・4月28日～4月30日

（単位：人）

対前年比


