
1954（昭和29）年
坂井輪村が新潟市に合併

1960（昭和35）年
内野町が新潟市に合併

1961（昭和36）年
中野小屋村・赤塚村が新潟市に合併

2001（平成13）年
黒埼町が新潟市に合併

2007（平成19）年
区制施行により、坂井輪地区・西地区・
黒埼地区で構成される西区が誕生する。
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　西区の人口は約15万7千人で、市内全8区の中で
は2番目。面積は約94平方キロメートルで、市内全
8区の中では5番目です。
　鉄道沿線や幹線道路沿いを中心に良好な住宅地
が形成され、南側一体には農地が広がっています。
また、信濃川・中ノ口川・西川・新川といった河川、
佐潟・御手洗潟といった潟、日本海などの水辺が多
く存在しています。高度な学術研究機関としての大
学等も複数立地しており、学術・文化・産業が交流
するまちづくりが世代を超えた住民の参画によって
進められています。

佐潟（さかた）
　佐潟は今から1000年以上前に形成
されたとされる淡水湖で、市内で3番
目に大きな潟。昔から漁業や蓮根の
収穫など生活に密着した利用がされて
いたほか、多くの水鳥が飛来する場所
でもある。1996（平成8）年、日本で10
番目のラムサール条約*湿地となる。
　佐潟では白鳥をはじめとした200種
類以上の野鳥や、夏の水生植物に代
表される600種類以上の植物が確認さ
れており、四季を通じて様々な自然が
訪れる人の心を楽しませてくれる。
*ラムサール条約：特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する
条約。「湿地を上手に利用しながら保全しよう」という世界との約束。

自然排水する水門と6基のポンプから成る排
水機場に分かれており、海の水位が高い場合
や大雨の場合は水門を閉めてポンプで強制的
に排水する構造になっている。建設当時は東
洋最大級のものであった。（昭和43年3月着工、同47年3月完成）

B   新川河口排水機場
　　1820（文政3）年に完成した新川だが、川底に泥がたまり易
くなっていたことと、昭和30年頃からの地盤沈下で沿線排水
施設の能力が低下していたため、効果的な広域排水制御シス
テムとして建設されたのが「新川河口排水機場」である。海へ

C   赤塚の神明社（伝・船江神社）
　　神明社はかつては格式のある神社として知られ、本殿・幣殿・
拝殿・神楽殿があったと伝えられている。平安時代、醍醐天皇
の命で作られた「延喜式神名帳」 に載っている船江神社はこの
神明宮のことであるといわれている。神社の近くに位置する「御
手洗潟」は船江神社への参拝の際に体を清めた潟と伝えられ、
それが潟の名の由来となったという。

くろさき茶豆
　夏の食卓を彩る枝豆。中でも優雅な甘味と芳醇な香りが
特徴の「くろさき茶豆」は枝豆の王様といわれている。昭和
初期、山形県の茶豆の種子を小平方地区の農家が譲り受け、
気候・土壌に合うように改良が重ねられた結果新潟市の誇る
産品となった。7月下旬から8月中旬にかけて出荷されている。

A   新川・西川立体交差
　　新川は、西蒲原一帯の低湿地帯に住む農民や庄屋が力を合わ
せて鎧潟・田潟・大潟の悪水を日本海に排出するために掘られた
人工の川である。第一期工事として大潟から五十嵐浜の日本海
まで開通したのは1820（文政3）年で、幕府への開発願いから80
年後のことだった。この新川を掘るには、蒲原郷を潤し重要な
舟運路である西川と交差させなければならず、木造の樋管を西

川の底下に埋めて立体交差させる工法がと
られた。立体交差させる工事は、当時とし
ては日本の最先端技術を駆使した難工事で
あり、十返舎一九が取材に訪れた。現在では、
西川を水路橋で新川と立体交差させている。

西区とは

西地区の紹介
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黒埼地区の紹介
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区役所・出張所
西区役所 …………………………268-1000
西出張所 …………………………262-3111
黒埼出張所 ……………………377-3101
赤塚連絡所 ……………………239-2016
中野小屋連絡所 ………………262-2273
黒埼行政サービスコーナー …232-0077

体育施設
西総合スポーツセンター ……268-6400
黒埼地区総合体育館 ………377-5211
善久河川敷公園庭球場・流通公園庭球場・
寺地河川敷公園庭球場 ………………………… 

…黒埼地区総合体育館へお問い合わせください
みどりと森の運動公園体育施設 ……… 

………………………………………379-3766
黒埼地区野球場 ……………………………
みどりと森の運動公園体育施設へお問い合わせください
小針野球場 ……………………265-0513

図書館
坂井輪図書館 …………………260-3242
内野図書館 ……………………261-0032
黒埼図書館 ……………………377-5300
真砂地区図書室・西内野地区図書室 
・小針地区図書室・赤塚地区図書室・
青山地区図書室・中野小屋地区図書
室・黒埼北部地区図書室 ……………… 

 ……坂井輪図書館へお問い合わせください

子育て
坂井輪児童館 …………………269-3154
有明児童センター ……………267-7311

保健・健康
西地域保健福祉センター ……264-7731
黒埼地域保健福祉センター …………… 

………………………………………264-7474
坂井輪健康センター ……………264-7423
黒埼健康センター ……………264-7474

余暇・文化
文化財センター ………………378-0480
坂井輪地区公民館 ……………269-2043
西地区公民館 …………………261-0031
西新潟市民会館（小針青山公民館） ……… 

………………………………………230-1071
黒埼市民会館（黒埼地区公民館） …… 

………………………………………377-1420
黒埼北部公民館 ………………232-0077
黒埼南部公民館 ………………378-0400
赤塚公民館 ……………………239-2016
中野小屋公民館 ………………262-2273
坂井輪コミュニティセンター …………… 

………………………………………232-0125
西コミュニティセンター ……262-0377
青山コミュニティハウス ……233-2990
五十嵐コミュニティハウス …260-3890
内野まちづくりセンター ……378-4450
黒埼農村環境改善センター ……………
………………………………………378-7807
佐潟水鳥・湿地センター ……264-3050
アクアパークにいがた ………264-6400
新潟ふるさと村 ………………230-3030

施設案内

ABOUT NISHI WARD

I   伊藤五郎左衛門
　　中野小屋村の割元役だった伊藤五郎左衛門は、
低湿地帯ゆえに度重なる水害から農民たちを救
おうと三潟（鎧潟・大潟・田潟）の水抜きを計画。
これを一生の大事業として研究を重ね、西川の
下を底樋によって立体交差させ、低湿地帯の水
を海に流すための水路（新川）を通すことを考案。
3年がかりの大工事を行い、1820（文政3）年1月、
ついに新川の通水に成功した。治水事業に全財産を投じた恩人
の墓は、伊藤家代 の々菩提寺である蓮久寺（高山）にある。

五十嵐浜の漁業
　　五十嵐浜にある新川漁港では約100艘の
船がこの港を利用し、年間を通じて出漁し
ている。季節により、イワシ、アジ、ヒラメ、
カニ、タコなど様々な魚介類が水揚げされ、

早朝の港は新鮮な魚を求める人で賑わう。なかでも12月末か
ら3月末ごろに水揚げされるタコは、ユデダコとなって漁港付
近の沿道でつるして販売され、人気を呼んでいる。

西地区の野菜
　　西地区の海岸砂丘地帯は、さつまいも（いもジェンヌ）やすいか、
大根、ねぎなどの生産が盛んな地帯である。特に「いもジェンヌ」
は西区の特産品としてブランド化が進められている。

E   中原邸（明治天皇行在所）
　　かつて赤塚地区最大の地主だった中原家
の邸宅。邸宅は1878（明治11）年、明治天
皇の北陸御巡幸の際、行在所にあてられた。
1852（嘉永5）年の大火後再建された中原邸

は、市内に残る数少ない歴史的館として貴重な存在。また、
この界隈はかつて赤塚が北陸道（通称北国街道）の宿場町であっ
たころの面影を良く残している。年2回春・秋に一般公開される。

G   内野の酒蔵
　　新川開削の地として栄えた内野はかつてい
くつかの造り酒屋があり、中でも樋木酒造は
創業が1832（天保3）年と伝えられ、店舗兼主
屋と酒蔵は国の登録有形文化財となっている。

J   西川の桜並木
　　開新橋からにじかけ橋の
両岸約1kmに周辺自治会が
1992（平成4）年から3年がか
りで51本の桜を植樹、1本1
本の苗木にオーナー制を導入
し完成した桜並木。自治会が
加盟する西川緑地愛護会が
育樹・清掃活動を行っている。

L   関屋掘割記念碑・坂井郷治水碑
　坂井郷一帯は水はけが悪く、 農
民は長い苦労の末、 関屋掘 割
を1911（明治44）年に完成通 水
し、その喜びを1916（大正5）
年に坂井郷普通水利組合が碑 に
した。（写真左）
　関屋掘割は一時排水不可能に な
り、ポンプによる排水を行って き
たが、相次ぐ宅地化で坂井郷土 地
改良区の役目は終了し、業務を 新
潟市に移管するにあたり、改良 区
が建立したのが写真右の「坂井 郷
治水碑」である。

K   坂井輪村役場跡
　1889（明治22）年までは坂井
村、1889~1901（明治22~34）年
までの上坂井輪村（坂井・須賀・
大野郷屋の合併）、1901~1954
（明治34~昭和29）年の坂井輪
村（上坂井輪・下坂井輪・新貝・

新通村が合併）の役場が置かれ、村の政治・行政の中心地で
あった。現在跡地には、その経緯を記した碑と書庫だった建
物がある。

M   「志士之霊」碑　
　江戸末期の1867（慶応3）年、小針
村など9か村は幕府領（会津藩預か
り）となり、翌慶応4年戊辰戦争が始
まる。平島から小針村あたりまで薩
摩・長州軍（官軍）が攻めてきて、会
津方（幕府方・奥羽列藩同盟軍）の米
沢兵は次々と敗れた。重傷を負った
米沢藩兵は小針村に逃れ、村人の手
当てを受けたが死亡、瑞林寺（小針）
に葬られたとも言われている。

P   道場山道と記念碑
　坂井橋から新通小学校前を経
て坂井神社脇に至る道は、お
参りした坂井の人が砂山の畑へ
行く細い道であった。1928（昭
和3）年に弥彦参宮線（現県道16
号）にバスが通ったことで「坂
井道場山道を広く」は皆の願
いになる。有志5人が計画を提
案、実現に2年半を費やしたが、
1931（昭和6）年6月着工し10月
に完成。工事費は地元負担と
寄付金で賄い、“食糧増産の戦
時、国に奉ずべき”との機運の
中、1942（昭和17）年に竣工記
念碑を現在地に建立した。

N   波切橋と平島の道標
　　坂井輪地区で西川に最初
に架けられた橋。1873（明治
6）年、当時の大野町の小林
政司の私設で、 小新の渡し
場に長さ18間、幅2間の橋が
架けられた。

手踊り（板井地区）
　法然聖人から習ったと伝え
られる念仏踊りの一種で、笛・
太鼓・歌に合わせ大勢で緩や
かなテンポで踊る。以前は祭
礼に伴なって行われていた。

長刀踊り（黒鳥地区）
　江戸時代の黒鳥芸人といわ
れた農民集団からの伝承とさ
れ、長刀を持った女と太刀
を持った男が舞う。

棒踊り（木場地区）
　　1598（慶長3）年、上杉氏が越
後から会津に国替えになり、そ
の出城であった木場城が廃城に
なったとき、村の人々が当時の
武術の形を残そうと踊りに託し
て伝えたものと言われる。

S   伊多井神社（有形民俗文化財）
　　1986（昭和61）年5月1日指定
　　1910（明治43）年に八幡社の神
明社への合祀が許可されて1社
になり、社名も伊多井神社に改
められた。現在、鳥居には伊多
井神社の社額が揚げられ、拝殿
には神明社と八幡社の2枚の社
額が揚げられている。天井絵は、
拝殿奥の高さ約2.7メートル、広さ約3.6メートル四方の天井を36面の正
方形に区画する格天井の各面に描かれている。絵は下地を塗らずに天
井板にじかに花鳥などの図柄を描いたもので多くが淡彩である。

R   報徳運動記念碑
　　黒埼村は1933（昭和8）年、新興報徳
会佐々井会長の指導のもと、報徳仕法
を村政の指導原理に採り入れ、農林
省（現農林水産省）の模範事例となった
「農村負債整理組合」を結成し、経済
再生を実現する。それ以来黒字財政を
堅持しつつ郷土建設の歩みを進めてき
た。郷土の発展に寄与した先覚者の功
績をしのび、村政再建に尽力した佐々
井会長の作歌を歌碑として役場邸内
（現黒埼出張所）に建立した。

T   緒立遺跡
　　緒立遺跡は縄文時代から中世に至る複合
遺跡で、昭和30年代の調査で出土した土器
は縄文が施され、文様も縄文晩期のものと共
通していた。そのため、当初は「縄文晩期の
土器」とされていたが、その後の研究で弥生前
期の土器と考えられるようになった。これらは、
「緒立土器一括」として市の指定文化財となっ
ており、文化財センターに展示されている。
　また、緒立八幡宮の社殿下からは、4世紀頃
の古墳が見つかっている。調査により古墳は円
墳で、斜面を葺石で覆っていた事がわかった。

U   的場遺跡
　　発掘調査により、奈良・平安時代を中
心とする大量の土器や漁具等が非常に良
い状態で発見された。なかでも文字が記
された木の札、奈良時代に流通した古い
銭貨である和同開珎、魚とりに使う網の

おもりとうきのセットなどは、全国的にも貴重な資料であり、
的場遺跡は奈良・平安時代の水産物の捕獲や管理に関係する
基地のような性格を持っていたと推測される。跡地は公園とし
て復元展示されているほか、文化財センターにも展示されている。

F   六地山遺跡
　　六地山遺跡は、1956（昭和31）年、新潟市域で最初に発掘調
査された遺跡である。出土品から約1,800年前の弥生時代後期
の稲作農耕での生活が証明された。当時は新潟県でも弥生時
代に稲の水田耕作が行われていたと思われていたが証明するも
のがなかった。そこに飛び込んできたビッ
グニュースであり、これにより内野は越後
農業発祥の地としての地位を確立した。

H   飯田金物店
　　土蔵内部の柱の間隔は通常3尺から2尺程度だ
が、ここの土蔵の柱は1尺間隔になっており、また、
柱と柱の間には鉄の棒が組み込まれている珍し
いもので、国の登録有形文化財になっている。

D   静田神社
　　1888（明治21）年、子どもたちの相次ぐ溺死
に頭を痛め、祟りを鎮めるために建てられた
もので、創立の世話人であった静田氏にちなん
で社名とした。祭神は神武天皇。

V   山田の焼鮒
　　鳥屋野に3年間逗留し
た親鸞聖人は、山田に
も布教に訪れた。1211
（建暦元）年、山田に布教
に訪れた親鸞が配流を許
されて越後を去るとき、
山田の人々は山王神社（現山田神社）に集まり、親鸞との別
れを惜しんだ。人々は手造りの酒を持ち寄ったり、酒の肴
に焼いたフナ（鮒）を献じた。親鸞がその焼鮒を山王神社の
池に入れると焼いたフナが生き返ったと言われている。
　また、親鸞が山田の人々との別れの際、袈裟を掛けたと
いうエノキ（榎）が1796（寛政8）年に大風で折れた時、幹の
切り口に親鸞聖人の姿と焼鮒の姿が現れていたという。こ
の話を聞いて人々が詰めかけると、世を惑わすものとして新
発田藩に幹を没収されたが、どこを輪切りにしても親鸞と
焼鮒の姿が現れたという。

W   親鸞聖人の波切御名号堂
　　親鸞聖人が布教を終え船
で鳥屋野の里へ戻る時のこ
と、烈風吹きすさぶ中、船
頭が難儀していると、聖人

自ら「南無阿弥陀仏」の名号を書き、船の舳先に掲げると
不思議にも波が静まり、聖人一行は無事に鳥屋野の里に
着いたと伝わる御名号が安置されている。

自然・まちなみ

歴史・旧跡

人物

名産品・特産品

自然・まちなみ
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O   青山御幣稲荷神社
　青山稲荷の拝殿の奥に2
体のお稲荷が座っている。
高さ30センチで、石で彫ら
れたもの。首から下を白い麻
紐でぐるぐる巻きにされて赤
と紫の前掛けをしている。願
い事を念じてお稲荷さんを持
ち上げられると願い事がかな
うという言い伝えがある。

歴史

旧跡

伝統芸能

伝説・逸話

名産品・特産品

Q   関屋分水資料館　
　関屋分水路は1972（昭和47）年に通水し新潟市の中心部
を洪水被害から守るために信濃川水門と新潟大堰が造られ
た。資料館には信濃川と関屋分水路の歴史や役割等のビデ
オや資料が展示されている。
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イベント&まつり

市場&直売場

おすすめ情報!西
区

日本海夕日コンサート
期日    8月上旬（予定）　 会場   青山海岸海水浴場

1

黒埼まつり
期日    8月中旬から下旬（予定）　
会場   新潟ふるさと村、大野町商店街ほか

2

佐潟まつり
期日    8月中旬から下旬（予定）　 会場   佐潟公園

3

ふれあい坂井輪まつり
期日   9月第1日曜日　 会場   寺尾中央公園

4

内野まつり
期日    9月中旬 3日間（予定）　 会場   内野町

5

5

3

2

2

4

1

西区新鮮あさ市
期日    5月下旬～10月下旬までの日曜日6：45～（予定）　
　　　  ※なくなり次第終了　
会場    西区役所駐車場

1

アクアパークにいがた青空野菜市
期日    6月～12月 営業日／月・火・金曜　13：00～16：00
会場    アクアパークにいがた

2

内野露店市
期日    1日・15日（毎月）・ 8/11・8/13・12/26
　　　 8：00～15：00
会場    内野まちづくりセンター前　

3

大野町市場（三・八市）
期日    3日・8日・13日・18日・23日・28日（毎月）
　　　 6：00～14：00
会場    大野町

4

ファーマーズ・マーケット いっぺこ～と
期日    9：30～18：00 ※水曜定休 12/31～1/4休み
会場    亀貝

5

佐潟村
期日    毎週土・日　7：00～　※なくなり次第終了
会場    佐潟水鳥・湿地センター脇

6

お母ちゃんの直売所  JA新潟みらい（内野店）
期日    5月中旬～11月　※火曜定休　
　　　 2月～5月中旬・12月　※日・火・木・金曜は定休　
　　　 9：00～14：00
会場    JA新潟みらい内野支店隣り

7

茶豆の里  JA越後中央（黒埼支店）
期日    5月～12月　※水曜定休　10：00～15：00
会場    JA越後中央黒埼支店隣り

8
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関屋分水資料館

青山御幣稲荷神社

新川河口排水機場

槇尾大橋

内野
新川
大橋

往来
橋

新川
元橋

浜浦
橋

掘割
橋

有明
大橋

関屋
大橋

平成大橋

ときめ
き橋

信濃川大橋

大
野
大
橋

静田神社

飯田金物店
樋木酒造

新川・西川立体交差

青山海浜公園

青山水道遊園

浦山交番

青山斎場

西小針交番

小新交番五十嵐交番

新潟大学

道場山道と竣工記念碑

寺尾地下歩道（こどもギャラリー）

坂井神社

聖園病院

青山小学校
明倫短期大学

真砂小学校

小針中学校

立仏小学校

小針野球場
五十嵐中学校

西総合スポーツセンター

新川漁港

内野浜
海水浴場

新潟県水産海洋研究所
西地区公民館
内野図書館

赤塚公民館　
赤塚地区図書室

西コミュニティセンター　
西内野地区図書室

五十嵐小学校

坂井輪中学校

坂井輪児童館

五十嵐コミュニティハウス

寺尾中央公園

坂井輪地区公民館
坂井輪図書館

新潟工業短期大学

西内野小学校

赤塚小学校

新潟西高校

小新中学校

小針小学校

新潟工業高校 山田小学校

焼鮒
警察学校

内野中学校

広
通
川

新
川

新川

関屋分水

信
濃
川

信濃
川

中ノ
口川

西川

広
通
川

西
川

西
川

内野小学校

東青山小学校

波切橋（道標）

親鸞聖人
波切御名号堂

寺地河川敷公園
庭球場

山田高架下
ゲートボール場

山田河川敷公園

善久河川敷公園
善久河川敷公園庭球場

西川水門排水機場

新潟ふるさと村

木山小学校

新潟国際情報大学

赤塚の神明社

中原邸

赤塚中学校

日本文理高校

新通小学校

坂井輪小学校

西川の桜並木

明治天皇駐輦の蹟
「志士之霊」碑

二重辻の
地蔵堂

「坂井輪の歴史」の碑

坂井東小学校

大曲の地蔵さま

衛生環境研究所

関屋掘割記念碑
坂井郷治水碑

内野駅前交番
遠藤実記念碑

小瀬小学校

中野小屋中学校

笠木小学校

黒埼南小学校

茶
豆
ふ
れ
あ
い
ラ
イ
ン

ランニングロード

佐潟水鳥・湿地センター

中野小屋連絡所
中野小屋公民館
中野小屋地区図書室

赤塚駐在所

メイワサンピア

佐潟荘

信楽園病院

黒埼病院
新潟翠江高校

黒埼中学校 西消防署黒埼出張所

大野小学校

佐潟

御手洗潟

どんち池

新川右岸排水機場

新潟県総合研修センター

新田清掃センター

鳥原駐車場（高速バス）
ヨウ素製造所

ファーマーズ・マーケットいっぺこ～と

黒埼南部公民館

新潟西警察署

木場駐在所

木場城址推定地

釈迦堂

宮池／金巻の池／水戸際池

六地山遺跡

アジア大気汚染研究センター

きらら西公園

西消防署赤塚出張所

西消防署

西区役所　
坂井輪健康センター

黒埼市民会館
黒埼地区公民館

緒立八幡宮
緒立遺跡

黒埼出張所
黒埼地域保健福祉センター
報徳運動記念碑

寺尾交番

黒埼交番

横田切れ洪水水位標

文化財センター
旧武田家住宅

的場史跡公園　
的場遺跡

内野まちづくりセンター 
西出張所　
西地域保健福祉センター

赤塚連絡所

伊藤五郎左衛門の碑

中野小屋駐在所

新潟清心女子中学・
高等学校

西新潟市民会館
小針青山公民館

真砂地区図書室

雪梁舎美術館

新潟信愛病院
西新潟中央病院

新潟医療センター

済生会新潟第二病院

新潟脳外科病院

西消防署小針出張所

有明児童センター

青山コミュニティハウス　
青山地区図書室

青山海岸海水浴場
日本海夕日コンサート

なぎさふれあいセンター
（ゆうやけこばり）

坂井輪コミュニティセンター　
小針地区図書室

黒埼北部公民館
黒埼北部地区図書室

黒埼行政サービスコーナー
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アクアパークにいがた

黒埼地区野球場

木場八幡宮

伊多井神社

流通公園庭球場

黒埼地区
総合体育館

黒埼健康センター

みどりと森の運動公園

宮のもり・
木場城公園 黒埼農村環境改善センター

黒埼図書館
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佐潟
　市内唯一のラムサール

条約湿地。冬は白鳥など

の渡り鳥、夏はハスなど

の水生植物の宝庫。周囲

約5.5㎞を自由に散策で

きるほか、自然観察会な

ども多数開催されている。

佐潟水鳥・湿地センターか

らは常設の望遠鏡で自由

に湖面を観察できる。

佐潟水鳥・湿地センター
西区赤塚5404-1　
☎025-264-3050
開館時間/9：00～16：30　
※11～2月の土日は7：00
から　休館日/月曜日（祝休
日の場合は翌日）、年末年
始　駐車場/140台(無料)

1

1

2

7

6

5

9

8

4

3

寺尾中央公園
　“チューリップの遊園地”

として市民に親しまれて

いた新潟遊園の跡地に造

られた公園。日本海を眼

下に豊富な緑とチューリッ

プ、鳥のさえずりが美しく、

静かな散策の場として幅

広い層に人気がある。

西区寺尾中央公園1-1
アクセス/バス：W5西小
針線「寺尾公園前」下車　
駐車場/30台(無料)

ユキヤナギ（4月上旬）　チューリップ（4
月下旬～）

桜（4月下旬～）　バラ（6月上旬～8月
上旬、10月上旬）

みどころ

3

みどりと森の運動公園
 自然を感じながら様々

なレクリエーションやス

ポーツを楽しむことがで

きる公園。

20基の遊具があるあそびの
広場

みどころ

西区板井1018-1　☎025-379-376
6

アクセス/バス：W8味方線「板井下
」下車　徒歩約

12分　駐車場/614台（無料）

7 雪梁舎美術館
　越後の七不思議のひと
つ「焼鮒」の旧跡地に建
てられた純和風建築の美
術館。公園内には親鸞聖
人の歌碑が建てられてお
り、館内では年間を通し
て展覧会を開催している。
西区山田451　☎025-377-1888開館時間/9：30～17：00　休館日/月曜日、展示替期間　冬季期間（12月末～1月末）　駐車場/30台(無料)　入館料/一般500円、団体400円（10名以上）、中学生以下は無料

青山水道遊園
 　滝・池・川を配した造
園美が素晴らしい、水を
いかした公園。クジャク
やウサギなどの小動物も
いて、小さい子ども連れ
の家族に人気。

西区青山水道1-1
アクセス/バス：W3寺尾線W4大堀線「青山水道遊園前」下車すぐ　鉄道：JR越後線「小針駅」徒歩10分駐車場/16台(無料)

フジ（５月中旬）　ハナショウブ（６月中旬）

みどころ

アクアパークにいがた
　隣接する新田清
掃センター焼却施設
からの電気・蒸気を
利用した温浴・プー
ル施設。
西区笠木3629-1　☎025-264-6400開館時間/10：00～22：00　※5~9月の土・日・祝日及び7/25～8/31は9：00から　休館日/毎週水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、施設点検日※ゴールデンウィーク及び7/25~8/31は休まず営業料金/中学生以上500円、3歳～小学生250円、3歳未満無料　駐車場/250台(無料)

2 4
的場史跡公園

 発掘された土器などを

展示し、奈良・平安時代

の的場遺跡を紹介する

新潟市初の史跡公園。

西区的場流通1-2-1
アクセス/W5小新線「流通センター会

館前」下車　徒歩

７分　駐車場/なし

古代越後国の漁業や流通に
関わる様 な々資料を展示。

みどころ

5 文化財センター
　市内で出土した土器
や木製品といった考古学
資料を展示。また、敷
地内には市指定文化財
の民家旧宅「旧武田家住
宅」が移築されている。

西区木場2748-1
☎ 025-378-0480
開館時間/9：00～17：00　　休館日/毎週月曜日（祝日
の場合は翌日）、年末年始
駐車場/67台(無料)

土器パズル（無料）や勾玉づくり（有料）の体験ができる。

みどころ

新潟ふるさと村
　新潟の魅力を詰め
込んだ、県下最大級
の道の駅。アピール館
では新潟の歴史・文
化などについて知るこ
とができ、バザール館
では酒・米・魚などの
味覚や県内各地の特
産品・伝統工芸品を
一堂に取揃えている。

西区山田2307
☎ 025-230-3030（アピール館）
　 025-230-3000（バザール館）
開館時間/9：00～17：00（ア
ピール館）※夏期延長あり　9：
30～17：30（バザール館）※大
型連休時変更あり　駐車場
/386台(無料)

9
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家族みんな
で

楽しめる！

文化・生涯学習施設

学校

警察署・交番

消防署・出張所

病院・医療施設

地図記号の見方

A  ～ W  の解説が裏面にあります

スポーツ施設

史跡・旧跡

区役所・出張所

公園・海水浴場

桜の見どころ

6 8

西消防署
寺尾出張所

A


