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①はじめに 

東区自治協議会では、自治協議会提案事業として、平成２８年度から東区の

魅力を再発見し、東区に対する愛着を深めてもらうことや、他校の児童と交流

することを目的に、小学４～６年生を対象に、東区内の特色ある施設を見学す

るバスツアーを実施してきました。 

この度、東区自治協議会の事業報告として、これまでの実施状況をまとめた

報告書を作成しました。 

②開催概要

・新潟市東消防署 ・山の下閘門排水機場
・新潟空港　屋上 ・新潟空港　屋上
・航空自衛隊新潟分屯基地 ・航空自衛隊新潟分屯基地

・北越コーポレーション

・新潟新幹線車両センター ・新潟新幹線車両センター
・東区役所 ・新潟空港　屋上

・北陸重機工業株式会社 ・山の下閘門排水機場

・山の下閘門排水機場 ・航空自衛隊新潟分屯基地

・航空自衛隊新潟分屯基地

看護師１人

見学場所

H３０ R1

H28 H29

２６人 ３９人

見学場所

開催日時

参加者数

8月４日（木）
午前9時～午後３時

8月２１日（月）
午前9時～午後４時20分

スタッフ
自治協委員９人

看護師１人

自治協委員９人

看護師１人

8月21日（火）
午前9時～午後5時

看護師１人

8月20日（火）
午前9時２０分～午後４時１５分

スタッフ

３９人 ３７人

自治協委員８人 自治協委員１０人

開催日時

参加者数
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③準備したこと

・開催日、見学先、定員等を検討 

・見学先に依頼 

・バス業者選定→依頼 

・昼食場所の選定、問合せ 

・当日の詳細スケジュールを検討 

・必要に応じ見学先と調整 

・参加者募集（チラシ配布等） 

・傷害保険申込み 

・見学先に正式依頼（文書）、見学先と最終調整 

・当日必要となる物の準備 

④注意したこと 

・食事等を提供する場合は、アレルギーを考慮する 

・夏季に開催する場合は、熱中症にならないように参加者に水分補給を促す 

・見学先によっては持ち込み可能な物が限られていたり、写真撮影が禁止され

ているため事前に確認する 

・参加者の体調が悪くなった際の対応方法を検討する 

・参加者の緊急連絡先を把握しておく 

・悪天候に対応できるように雨具等を準備する（参加者に持参してもらう等） 

⑤主な経費 

支出 

・貸し切りバス代（56人乗りの場合５万６千円程度） 

・傷害保険料（54人加入の場合２千円程度） 
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⑥見学コース

東区めぐり子どもバスツアーの見学先とスケジュールです。 

⑦見学した施設

航空自衛隊 新潟分屯基地（新潟救難隊） 

 施 設 紹 介：航空救難団飛行群新潟救難隊等 

        が所在する基地 

 見 学 時 間：９０分 

 対応可能人数：約５０人 

 対応可能日：平日（年末年始除く） 

 （時間帯）  午前１０時～午後３時 

 見 学 内 容：新潟分屯基地見学（ガイド付き） 

概要説明、航空機等見学※申請書・見学者名簿提出必要 

 問 合 せ 先：航空自衛隊 新潟救難隊 広報係  

        ０２５－２７３－９２１１ 

※この報告書は令和元年１２月に作成したものです。 

H30

15:00

16:00

R1

9:00

10:00

H28

13:00

17:00

11:00

12:00

14:00

H29

新潟新幹線

車両センター
新潟新幹線

車両センター

新潟市

東消防署

航空自衛隊

新潟分屯基地

航空自衛隊

新潟分屯基地

航空自衛隊

新潟分屯基地

航空自衛隊

新潟分屯基地

新潟空港屋上

新潟空港屋上

新潟空港屋上
新潟空港

昼食

山の下閘門

排水機場

新潟空港

昼食
新潟空港

昼食

北越

コーポ

レーション

山の下閘門

排水機場

東区役所

北陸重機

株式会社
山の下閘門

排水機場

東区役所 昼食
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新潟空港 

施 設 紹 介：２，５００メートルの滑走路を 

持つ日本海側の拠点空港 

見 学 時 間：相談により調整可能 

対応可能人数：特になし 

対応可能日：平日、土日可能 

（時間帯）   午前７時１０分～午後８時 

見 学 内 容：屋上、ＰＲルームの見学※屋上見学は有料 

問 合 せ 先：新潟空港ビルディング株式会社 総務部管理課 

        ０２５－２７５－２６２１ 

新潟市東消防署 

施 設 紹 介：１署と３出張所に消防車１２台、 

       救急車３台、その他車両３台を 

配備する消防署 

見 学 時 間：６０分 

対応可能人数：約５０人 

対応可能日：平日 

（時間帯）  午前９時～午後３時 

見 学 内 容：概要説明、施設・車両の見学、防火衣着衣体験 

問 合 せ 先：市民安全課 総務係 ０２５－２７５－９１１１ 

北越コーポレーション株式会社 新潟工場 

施 設 紹 介：紙・パルプの生産設備を有する 

       国内最大級の製紙工場  

見 学 時 間：約６０分～９０分 

対応可能人数：１０人以上の団体様（要相談）  

対応可能日：平日 

見 学 内 容：概要説明、工場見学 

問 合 せ 先：代表番号 ０２５－２７３－１１４１ 
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北陸重機工業株式会社 

施 設 紹 介：ディーゼル機関車やトロッコ 

       列車の製造工場 

見 学 時 間：相談により調整可能 

対応可能人数：要相談 

対応可能日：要相談 

（時間帯）  要相談 

見 学 内 容：ディーゼル機関車の製造現場見学 

問 合 せ 先：代表番号 ０２５－２７４－３３１１ 

山の下閘門排水機場

施 設 紹 介：巨大なポンプで河川水を流出させ 

る排水施設 

見 学 時 間：６０分 

対応可能人数：原則として約３０人 

（超過する場合は要相談） 

対応可能日：平日 

（時間帯）  午前９時～午後５時 

見 学 内 容：排水機場内見学（説明付き）、筏の運搬の見学（不定期） 

問 合 せ 先：新潟地域振興局地域整備部機場管理課（山の下閘門排水機場） 

       ０２５－２７３－８４４６ 

その他

・新潟新幹線車両センターは、行政や学校等の教育機関に限り受け入れ可能なため、

ここでは掲載していません。 

・その他の見学先については、下記のURLを参考にしてください。 

 http://genki-dama.jp/kouken/act/kengaku/ 

  HOME＞地域貢献活動情報＞見学会を受入れ＞見学会を受入れ一覧 

5



⑧まとめ 

「東区めぐり子どもバスツアー」は、私たち自治協議会委員にとって、元気

な子どもたちと会える楽しい事業でした。 

平成２８年度に開始した当初、子どもたちに東区の魅力を発見してもらい、

東区の良さを学び、それを広げてもらうためには継続していくべきだと考え、

自治協議会提案事業として４年間実施してきました。 

事業の実施にあたり、子どもたちの体調に十分配慮することや、周知方法や

申込方法に不公平感が生じないよう検討するなど、前年度の反省点を踏まえ、

より良い事業となるよう努めてきました。 

夏休みのイベントとして、毎年、定員を上回る申し込みがあり、アンケート

の結果を見ても、多くの子どもたちに満足してもらえたものと思います。 

また、東区にある様々な施設をめぐり、見学することで、自分たちの住むま

ちを知り、誇りを持ってもらう良い機会になったものと思います。 

本事業の目的である東区の魅力再発見や愛着を深めること、他校の児童との

交流については、子どもたちの様子やアンケート結果からも十分に達成できた

ものと考えています。 

この目的の達成をもって、自治協議会としての事業実施は一区切りとし、今

後は、新たな地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。 

私たちの事業報告が、地域の皆様の活動のご参考になれば幸いです。 

東区自治協議会 第２部会委員一同 
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参考 

過去のチラシ、アンケート結果 
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○お申込み 電話で、子どもと保護者の氏名・学校名・学年・住所・電話番号
を下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※定員に達し次第、受付を終了します。

○受付期間 平成２８年７月６日（水）から２０日（水）
午前９時から午後５時 （土・日、祝日を除く）

○主催 東区自治協議会

○お問い合わせ 東区自治協議会事務局(東区役所地域課企画係)
電話：０２５－２５０－２１１０

平 成 年 月 日（ ）

午前 時から午後 時

東区役所 → 新潟市消防局東消防署 → 新潟空港

→ 航空自衛隊新潟分屯基地 → 東区役所

小学生（４～６年生）を対象に、大型バスで東区内の施設を巡る

見学ツアーを開催いたします！

この夏休みに、東区の魅力を発見しに行きませんか？

１，０００円（昼食代）※各施設、見学は無料です。
（新潟空港ビル内「レストラン シルバースカイ」にて昼食）

先着４０名 小学生(４～６年生)

ぶんとん

写真提供：航空自衛隊新潟分屯基地

新潟空港(イメージ)

一正蒲鉾株式会社(イメージ)

新潟市消防局東消防署(イメージ)
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１．東区めぐり子どもバスツアーは楽しかったですか？

とても楽しかった 22

楽しかった 3

ふつう 0

あまり楽しくなかった 0

未回答 1

計 26

２．どうやってこのツアーを知りましたか？

2

12

6

6

0

26

３．見学してみたい場所があれば、書いてください。

・警察署（７人　うち、河渡交番 １人）　　　  ・新潟西港（３人）

・日本海タワー　　　　　　　　　　　　　　　・新潟東港

・新潟駅 ・万代シティ

・じゅんさい池公園 ・銀行

・泰叟寺（たいそうじ） ・新潟市全体

・東区役所 ・プール

・東京スカイツリー

・山の下みなとランド（２人） ・東総合スポーツセンター（２人）

計

平成２８年度 東区めぐり子どもバスツアー アンケート結果

東区だより

友達に誘われたから

その他

学校に貼られたポスター

家族にすすめられたから

とても

楽し

かった

85%

楽し

かった

11%

ふつう

0%あまり

楽しく

なかっ

た

0%

未回答

4%

東区だよ

り

8%

学校に貼

られたポ

スター

46%

家族にす

すめられ

たから

23%

友達に

誘われ

たから

23%

実 施 日：平成２８年８月４日（木）午前９時～午後４時

見学訪問地：新潟市東消防署、新潟空港 屋上

航空自衛隊新潟分屯基地

参 加 者 数：２６名（東区内２３名、東区外３名） 回答数：２６名
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平成29年度 東区自治協議会提案事業

平成２９年

８月２１日（月）9:00 16:20

ぶんとん ほくえつきしゅうせいしこうくうじえいたい

1,000円（昼食代）※各施設の見学は無料
（新潟空港ビル内「レストラン シルバースカイ」にて昼食）

先着４０名 小学生（4 6年生）
※児童のみでの参加です。保護者の方は同行できません。

こうもんはいすいきじょう

申込受付期間 ７月１８日（火） ８月４日（金）
8:30 17:30（土・日、祝日を除く）

電話もしくは窓口で、子どもと保護者の氏名・学校名・学年・住所・電話番号を
お知らせください。

＜申込み・問合せ先＞東区役所地域課 企画係（43番窓口）TEL. 025-250-2110

●東区を洪水から守るしくみを
学ぼう！

●運が良ければ船のエレベーター
が見られるかも！？

●屋上送迎デッキから飛び立つ
飛行機を見学

●滑走路が見えるレストランで
みんなでおいしいお昼ごはん 

●航空自衛隊のお仕事って
なんだろう？

●めったに見られない航空機
を間近で見学！

●世界最大級の高速紙づくり
マシンは迫力満点！

●東区からどこに！？
作られた紙のゆくえを学ぼう！

写真提供：航空自衛隊新潟分屯基地

こうくうじえいたい

夏休みの
思い出作りに
なるぞ！

渟足柵マスコットキャラクター「ぬたりん」
ぬたりのき
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１．東区めぐり子どもバスツアーは楽しかったですか？

とても楽しかった 33

楽しかった 4

ふつう 2

あまり楽しくなかった 0

合計 39

２．見学した場所で良かった場所はどこですか？

山の下閘門排水機場 14

新潟空港 23

航空自衛隊新潟分屯基地 31

北越コーポレーション 17

合計 85

３．東区で見学してみたい場所があれば、書いてください。

・東区役所（６人）　　　　　　　　　　　・山の下みなとランド（５人）

・東警察署（４人）　　　　　　　　　　　・旭カーボン株式会社（２人）

・航空自衛隊新潟分屯基地　　　　　　　　・岡山どんぐり山公園

・こども創作活動館　　　　　　　　　　　・照大寺

・薬師庵　　　　　　　　　　　　　　　　・下山スポーツセンター

・東消防署

平成２９年度 東区めぐり子どもバスツアー アンケート結果

　　※複数回答あり

とても楽

しかった

85%

楽しかっ

た

10%

ふつう

5%

実 施 日：平成２９年８月２１日（月）午前９時～午後４時２０分

見学訪問地：山の下閘門排水機場、新潟空港 屋上

航空自衛隊新潟分屯基地、北越コーポレーション

参 加 者 数：３９名（東区内３７名、東区外２名） 回答数：３９名

0 5 10 15 20 25 30 35

山の下閘門排水機場

新潟空港

航空自衛隊新潟分屯基地

北越コーポレーション
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1.東区めぐり子どもバスツアーは楽しかったですか？

とても楽しかった 21

楽しかった 13

ふつう 2

あまり楽しくなかった 1

未記入 1

合計 38

２．見学した場所でおもしろかった場所はどこですか？

新潟新幹線車両センター 17

東区役所 6

北陸重機工業株式会社 8

山の下閘門排水機場 13

航空自衛隊新潟分屯基地 32

合計 76

3．東区で見学してみたい場所があれば、書いてください。

・新潟空港（3人） ・イオン新潟東店（バックヤード）（3人）

・じゅんさい池公園（2人） ・保育園（2人）        ・東区役所、東区プラザ（2人）

・下山スポーツセンター（2人） ・病院（2人）           ・山の下みなとランド

・津島屋公園 ・エコープラザ          ・コスモ石油

・JR貨物東新潟機関区 ・楽しいところ          ・貯木場

・座る場所があるところ ・シャトレーゼ          ・東総合スポーツセンター

・東警察署 ・サーティワン          ・色々な工場

※複数回答あり

平成３０年度 東区めぐり子どもバスツアー アンケート結果

とても楽し

かった

55%

楽しかった

34%

ふつう

5%

あまり楽しく

なかった

3%

未記入

3%

実 施 日：平成３０年８月２１日（火）午前９時～午後５時

見学訪問地：新潟新幹線車両センター、東区役所

北陸重機工業（株）、山の下閘門排水機場、

航空自衛隊新潟分屯基地

参 加 者 数：３８名（東区内３３名、東区外６名） 回答数：３８名

0 5 10 15 20 25 30 35

新潟新幹線車両センター

東区役所

北陸重機工業株式会社

山の下閘門排水機場

航空自衛隊新潟分屯基地
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１．東区めぐり子どもバスツアーは楽しかったですか？

とても楽しかった 25

楽しかった 10

ふつう 0

あまり楽しくなかった 0

未回答 1

合計 36

2．見学した場所でよかった場所に○をつけてください。

新潟新幹線車両センター 11

新潟空港 22

山の下閘門排水機場 10

航空自衛隊新潟分屯基地 31

合計 74

3．東区で見学してみたい場所がありますか。

・お店やさまざまな会社（２人）　　　　　　・北越コーポレーション（２人）

・海（２人）　　　　　　　　　　　　　　　・東警察署

・藤戸神社　　　　　　　　　　　　　　　　・東北電力株式会社新潟火力発電所

・りゅーとぴあ　　　　　　　　　　　　　　・ラウンドワン　　　　　　　　　　　　

・新潟日報の新聞工場　　　　　　　　　　　・下山スポーツセンター　　　　　　　　　　　　　

・みなとランド　　　　　　　　　　　　　　・工場見学　

令和元年度 東区めぐり子どもバスツアー アンケート結果

・いろいろな場所　　　　　　　　　　　　　・朱鷺メッセ

・東区役所（５人）　　　　　　　　　　　　・エコープラザ（２人）

・料理のことならなんでもいい　　　　　　　・お店（食べる物が売っている）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　※複数回答あり

とても楽し

かった

69%

楽し

かった

28%

ふつう

0%

あまり楽しく

なかった

0% 未回答

3%

実 施 日：令和元年８月２０日（火）午前９時～午後４時

見学訪問地：新潟新幹線車両センター、新潟空港

山の下閘門排水機場、航空自衛隊新潟分屯基地

参 加 者 数：３７名（東区内３５名、東区外２名） 回答数：３６名

（４年生：２２名 ５年生：９名 ６年生：６名）

0 5 10 15 20 25 30 35

新潟新幹線車両センター

新潟空港

山の下閘門排水機場

航空自衛隊新潟分屯基地

（人）
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