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市長記者会見

期 日  平成３０年１０月４日（木）

時 間  午前１０時～

場 所  執行部控室

発 表 内 容 

１ 新潟市健
けん

幸
こう

づくり応援食品認定制度第４回認定について

（ニューフードバレー特区課）

※ 「忘れるな拉致 県民集会」について            （防災課）

※ 第９回にいがたアニメ・マンガフェスティバル

「がたふぇすＶОＬ９」の開催について  （文化政策課） 

新潟市
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平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ４ 日

新潟市ニューフードバレー特区課

新潟市健
けん

幸
こう

づくり応援食品認定制度第４回認定について

○趣  旨  農産物を含む市内産食品の高付加価値化及び市民の健康増

進を図るため、機能性に関する科学的な報告がある成分を含む

食品、及び健康づくりに配慮されている食品に対し、市独自の

認定を付与する「新潟市健幸づくり応援食品認定制度」の第４

回認定を行うもの。

○認定日   平成３０年１０月４日

○認定内容  認定件数：３件

食品名
ジマンうす塩しょう

ゆ（１Ｌ、３７０ｍｌ）

ジマンまろやか

しょうゆ（３００ｍｌ）
新潟柿の葉うどん

事業者名 新潟醤油株式会社 株式会社中島屋商店

対象成分 食塩相当量 柿葉ポリフェノール

認定文言

健康な身体づくりのためにこの食品の食塩相

当量の含有量を新潟市が認定したものです。 

（本品大さじ 1 杯（15ml） あたり：2.0g、日

本食品標準成分表に掲載の同種の食品（こいく

ちしょうゆ）大さじ 1杯（15ml）あたり：2.6g）

この食品が含有する柿葉ポ

リフェノールは、『健康な身

体づくりのための科学的な

報告』があることを新潟市

が認定したものです。 

お問い合わせ先

新潟市ニューフードバレー特区課（担当：津森、宮川）

電話０２５－２２６－１８６４（直通）



 

 

 

１．認定食品 7 社 10 食品（H30.10.4 現在） 

第１回（H29.3.14） ３社 ３食品 第 3 回（H30.3.2） 1 社 1 食品 

第２回（H29.9.26） １社 ３食品 第４回（H30.10.4） ２社 ３食品 

 

２．パターン別 

 ＜パターンＡ＞ 

認定番号 食品名 事業者名 対象成分 商品画像 

第 1-A1-2 号 
くろさき茶豆落雁 

Ｃａ茶豆 

素井興食品工業 

株式会社 
ｶﾙｼｳﾑ 

 

第 1-A2-3 号 南蛮えびせんべい 
新潟中央水産市場 

株式会社 
ｶﾙｼｳﾑ 

 

第 2-A3-4 号 
塩分０％ 

味噌風味調味料 

石山味噌醤油 

株式会社 

食塩相当量 

（ﾅﾄﾘｳﾑ） 

 

第 2-A4-5 号 
塩分１％ 

超低塩味噌 

石山味噌醤油 

株式会社 

食塩相当量 

（ﾅﾄﾘｳﾑ） 

 

第 2-A5-6 号 
塩分２％ 

超低塩味噌 

石山味噌醤油 

株式会社 

食塩相当量 

（ﾅﾄﾘｳﾑ） 

 

第 3-A６-7 号 
ぱしもんビネガー 

プレミアム 

新潟柿酢事業協同 

組合 
カリウム 

 

 

第 4-A7-8 号 
ジマンうす塩しょう

ゆ（1L、370ml） 
新潟醤油株式会社 

食塩相当量 

（ﾅﾄﾘｳﾑ） 

 

 

第 4-A８-９号 
ジマンまろやかしょ

うゆ（300ml） 
新潟醤油株式会社 

食塩相当量 

（ﾅﾄﾘｳﾑ） 

 

 

 ＜パターンＢ＞ 

認定番号 食品名 事業者名 対象成分 商品画像 

第 1-Ｂ1-1 号 丸麦 
社会福祉法人 

親和福祉会 
大麦βｸﾞﾙｶﾝ 

 

第４-Ｂ2-10号 新潟柿の葉うどん 株式会社中島屋商店 
柿葉ポリフェ

ノール 

 

 

 新潟市健幸づくり応援食品認定制度 認定食品一覧 

 



「忘れるな拉致 県民集会」の開催について 

拉致問題の早期解決を願い、市民の皆様に関心を持ち理解を深めていた

だくため、下記のとおり「忘れるな拉致 県民集会」を開催します。

記

1. 日時 平成 30年 11月 17日（土）午後 2時～午後 4時 30分
（開場午後 1時 30分）

2. 会場 新潟県民会館 大ホール

3. 内容
○ 東京国際大学 伊豆見 元教授による講演

○ 拉致被害者家族による訴え

横田めぐみさんご家族

曽我ひとみさん

     大澤昭一さん

中村クニさん

○ 新潟市ジュニア合唱団によるミニコンサート

○ 拉致報道写真展

4. 申し込み 平成 30年 11月 5日（月）必着
※ 詳細は別添チラシをご確認ください
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【お問い合わせ先】

新潟市危機管理防災局 防災課（担当：南雲）

TEL：025-226-1143（直通）
FAX：025-224-0768 
E-mail：bosai@city.niigata.lg.jp

平成 30 年 10 月 4 日 

新潟市記者発表資料 
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平成３０年１０月４日

               新潟市文化政策課

「がたふぇすＶｏｌ．９」

第９回にいがたアニメ・マンガフェスティバルの開催について

○目的  身近にマンガ・アニメに触れる機会を創出し、マンガ・アニメの

魅力と情報を新潟から発信するために開催する。

○開催日 １０月２０日（土）・２１日（日）

１０：００～２０：００ ※イベントにより異なります

○会場  【古町エリア】

      古町通 5～7番町、JAM日本アニメ・マンガ専門学校、
i-MEDIA国際映像メディア専門学校、新潟市マンガの家、

      柳都オレンジスタジアム

【白山エリア】

新潟県政記念館、新潟県民会館大ホール、燕喜館、

上古町商店街、神明宮

【万代エリア】

      新潟市マンガ・アニメ情報館、大かま（万代島多目的広場）

○主な内容 ・新潟出身のマンガ家しげの秀一による話題の作品「MFゴー
スト」とのコラボ企画（主人公「赤い 86」車両展示など）

      ・ミニ四駆コラボ企画（タミヤ公認競技会「がたふぇすカッ

プ 2018」、1/1ミニ四駆実車車両展示、エンジンデモなど）
・豪華なステージイベント

       新潟市出身のアニソンシンガー石田耀子さんら

       有名声優、アーティストが多数出演

      ・がたふぇす初の県民会館を使った大型アニソンライブ

      ・市内に作画スタジオを持つアニメ制作会社プロダクション

IGによる作品上映会や声優トークショーなど
      ・コスプレ撮影会やコスプレパレード＆ステージ

お問い合わせ

新潟市文化政策課（担当：大森、田巻）

 電話 ０２５－２２６－２５６６



「がたふぇす Vol.9」イベント一覧 

【古町エリア】
MF ゴースト×がたふぇす

アニメ作品上映イベント

・『魔法使いの嫁』セレクション上映＆

トークイベント 

・『銀河英雄伝説 Die Neue These』新潟

会戦／セレクション上映会 

・作戦名モルゲンロート～払暁の稜線、

朱く輝けり～ 

・『銀河英雄伝説 Die Neue These』新潟

会戦／振り返り上映会 

ミニ四駆がたふぇすカップ

マンガ家Belneのトーク＆マンガ作品

公開講評会 in がたふぇす

声優とアニメ会社社員による、意外と

身近なアニメ業界 in新潟 その２！

「アトリエ・セントー『鬼火』の世界

展」

新潟痛車フェス

アニメ・マンガ業界まるごと体験

萌えキャラスタンプラリー

アニソンリクエストコーナー

アニ☆コン in がたふぇす

古町 7番町ステージ 

オープニングセレモニー

「知多娘。」ステージ 

がたふぇすアニソンカラオケ大会 

The cranes ステージ 

AiLi ステージ 

BANZAI JAPAN ステージ 

マンガ家 深谷かほる先生『夜廻り猫』

トークショー 

AMLimit ライブステージ 

コスプレパレード＆コスプレステージ 

がたふぇすグランドフィナーレ石田燿

子 25 周年スペシャルライブ 

柳都オレンジスタジアム 

声優グランプリチャンネル Presents

「アトリエReina inがたふぇすスペシ

ャル」 

サイキックラバー・福山芳樹・LIVE ス

テージ with 石田燿子 

高崎翔太トークショー 

『神酒ノ尊』&CAST!!!「みきみこちゃ

んねる」公開生配信  

ホテル イタリア軒 

◆ 「どうぶつビスケッツ」ミニ LIVE 

【白山エリアイベント】 
 『超アニソンライブ 2018 supported 

by がたふぇす 

 コスプレガタケット Special 

 コスプレパレード＆コスプレステー

ジ 

【万代エリアイベント】 
 A3!展 

イベントの詳細につきましては，後日改めてリリースをさせていただきます。

広報のご協力をよろしくお願いいたします。






