
第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：平成２９年度 第１２回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：平成３０年３月９日（金）午前１０時～１１時２０分 

○場 所：東区役所 会議室 A 

○出席者：長谷川委員、渡辺委員、作左部委員、和田委員、三島委員、 

月岡委員、野村委員、江川委員、近委員 

     （事務局）地域課、総務課 

 

 

【審議内容】 

１ 発災時の地域防災体制支援事業について 

①平成２９年度の事業評価について 

事業評価書（案）の内容を確認しました。 

 

 ②平成３０年度の事業について 

  事務局から、スケジュール案について説明がありました。 

 

 

２ 平成３０年度に実施したいその他事業について 

地域課題の解決のために、どのような事業が考えられるか意見交換を行いました。 

【主な意見】 

 ・新たな津波浸水想定（H29.11月公表）についての勉強会 

 ・親子向けの防災事業 

・学校と地域が連携した防災事業 

 ・寺山公園の防災機能を活用したイベントの開催 

・公民館や集会所でのお泊り体験の実施（被災時を想定した訓練） 

・各コミ協における防災事業の取り組み事例（東山の下小での防災学習会など） 

を紹介する広報事業 

・防災の意識啓発に繋がる冊子、リーフレットの作成 

・防災の視点での通船川クルーズ体験 

・「災害が起こるはずが無い」と思っている人向けの学習機会の提供 

 

 

【次回開催日】 

日時：平成３０年４月１３日（金）午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室Ｃ 
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渟足柵マスコットキャラクター「ぬたりん」の活用事業について 

 

１ 「ぬたりん」の着ぐるみ成果品について 

 〇平成 30年３月 18日（日） 

  東区自治協議会主催の「東区あったかふれあいまつり」において、東区長より 

新潟市東区公認キャラクター「東区応援団長」に任命されました。 

 

 

２ 今後の活用スケジュールについて 

〇平成 30年４月 15日（日）  

区だよりで着ぐるみとイラストの使用について周知 

〇平成 30年４月 16日（月）～ 

 着ぐるみとイラストの使用申込み受付開始 

別紙１ 



 

 

 

 

第２部会【福祉・教育・文化部門】会議概要録 

 

 

【開催概要】 

 ○名 称：平成２９年度 第１２回 東区自治協議会 第２部会 

 ○日 時：平成３０年３月１２日（月）午後２時～３時 

 ○場 所：東区役所 会議室Ｂ 

 ○出席者：佐藤（恵）委員、安藤委員、桑原委員、吉田委員、阿部委員、田中委員、 

高橋委員、山田（久）委員 

（事務局）地域課 

 

 

【審議内容】 

 １ 平成２９年度区自治協議会提案事業について 

（１）東区あったかふれあいマップについて 

     完成した冊子の内容を確認し、今後の配布方法を確認しました。 

    ＜今後の流れ＞ 

     ４月１０日  民生委員 区会長会で説明・配布 

     ４月１８日  コミ協連絡会で説明 

     ５月上旬    各自治会・町内会長に配布 

 

 

 （２）世代間交流イベント「東区あったかふれあいまつり」について 

     イベント当日の流れや役割分担を確認しました。 

 

 

（３）事業評価について 

   各委員の評価を取りまとめた事業評価書（案）の内容を確認し、意見交換 

しました。 

 

 

 【次回開催日】 

   日時：平成３０年４月９日（月）午後２時～ 

   会場：東区役所 会議室Ａ 
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参加者：３００人　　　アンケート提出：１８０人　 回収率：60.0%

１．ご自身について
性別（人）

男性 52

女性 128

計 180 人

年齢（人）

１０代以下 28

２０代 5

３０代 18

４０代 24

５０代 8

６０代 28

７０代 52

８０代以上 17

計 180 人

交通手段（人）

徒歩 42

バイク・自転車 34

自家用車 102

東区バス 1

新潟交通バス 0

その他 1

計 180 人

東区あったかふれあいまつり　アンケート結果

日時：平成30年3月18日（日）午後2時～4時30分

男性 

29% 

女性 

71% 

性別 

徒歩 

23.3% 

バイク・自

転車 

18.9% 

自家用車 

56.6% 

東区バス 

0.6% 

その他 

0.6% 

交通手段 

１０代以下 

16% ２０代 

3% 

３０代 

10% 

４０代 

13% ５０代 

4% 

６０代 

16% 

７０代 

29% 

８０代以上 

9% 

年齢層 

別紙２ 



２．どのようにしてイベントを知りましたか。（複数回答可）

56

104

2

37

7

4

210 人

＜その他＞
・自治協議会委員からの紹介
・家族が出演する（３名）

３．参加の動機をお聞かせください。（複数回答可）

19

83

25

52

11

15

205 人

＜その他＞

・抽選会があるから（４名）

・太鼓演奏に興味があったから（３名）

・家の近くでのイベントだったから（２名）

・子どもに見せたかったから（２名）

・家族が出演しているから（２名）

・「ぬたりん」に会いたかったから

・昨年も参加して興味を持ったから

４．イベントの内容はいかがでしたか。

101

37

24

0

0

18

180 人

計

計

やや不満

計

不満

満足

未回答

やや満足

普通

世代間交流に関心があった

出演者に興味があった

家族に誘われた

友人・知人に誘われた

その他

チラシ（ポスター）

東区だより

友人・知人からの紹介

その他

ホームページ

家族からの紹介

内容に興味があった

チラシ（ポ

スター） 

27% 

東区だより 

49% ホームペー

ジ 

1% 

家族からの

紹介 

18% 

友人・知人

からの紹介 

3% 

その他 

2% 

どのようにしてイベントを知りましたか 

世代間交流

に関心が

あった 

9% 

内容に興味

があった 

41% 

出演者に興

味があった 

12% 

家族に誘

われた 

26% 

友人・知人

に誘われた 

5% 

その他 

7% 

参加の動機 

満足 

56% やや満足 

21% 

普通 

13% 

未回答 

10% 

イベントの満足度 



５．ご意見・ご感想

・大変楽しいひとときを過ごさせていただきました。とても楽しい半日でした。スタッフの皆様、本当に
   ありがとうございました。明日からの活力になりました。

・司会の方がとても良かったです。

・どの出し物も楽しめました。

・大人も子供も楽しめたのですが、ラジオ体操するには少し窮屈だった。楽しかったです。
   皆様、ありがとうございました。

・とても楽しく参加できてよかったです。ありがとうございました。

・楽しかったです。また遊びに行きます。

・プログラムが色々と変化があってとても楽しくて面白かった。

・素晴らしい１日でした。私は障がい者で自分の体が思うように動かないけどがんばります。

・自治協議会委員の皆様、色々と催し物をありがとうございます。時々出歩くきっかけになり、
   良いです。次回を楽しみにしています。

・参加できて嬉しかったです。プログラム全部感動しました。また次回を楽しみにしています。

・子どもからお年寄りまで楽しめるイベントであったと思います。

・音楽有り、ジャグリング有りで参加もできて幅広い世代で楽しめるお祭りでした。
   来年もぜひお願いします。

・面白くて楽しかった

・とても楽しかったです。

・楽しいひと時をありがとう。

・年１回ではなく、２回ほどあったら楽しいと思います。

・プログラムを見て「聴くだけ、見るだけ」と思っていたのですが、全員が触れ合う、タイトルそのもの
   のイベントでした。

・初めてきましたが、とても楽しい時間を過ごせました。来年もきます。

・参加してよかったです。休みの半日、楽しく過ごすことが出来て気分良好です。

・初めて参加しましたが各出し物も充実してぬくもりを感じさせる内容で感動しました。
   参加型はとても良かった。

・全員参加がとてもよかったです。

・すばらしいふれあいまつりでした。楽しく過ごさせてもらいました。

・初めてでしたがとても面白かったです。

・出演者が素敵な内容を発表されていて、子どもからお年寄りまでみんなが笑顔になれるイベント
   だったと思います。

・毎年やってください。

・思っていた以上に面白かった。またこのような行事をしてほしい。

・隣に座ったおじいちゃんやおばあちゃんに「かわいいね」と声をかけてもらったり、抱っこして
   もらったり、  普段、世代が違う人と触れ合うことが少ないので、子どもにとって良い経験ができた
   と思います。



・素晴らしい太鼓演奏に感動しました。涙が出てきました。ありがとうございました。

・太鼓を叩いてみる「ふれあい」はとても良い企画でした。あったかくなりました。みんな楽しそう
   でした。

・太鼓だけで帰りますごめんなさい。良かった！

・航空自衛隊の太鼓がとても良かった。一生懸命さがうかがわれた。定番にしてください。
　牡丹山器楽クラブも大変良かった。

・太鼓は迫力があってすばらしいです。クラウンコンビは以前も観ましたが楽しめました。
　器楽クラブの演奏はとても上手でした。新潟弁ラジオ体操は笑えました。

・太鼓がとても良かったです。クラウンショーも面白かったです。牡丹山器楽クラブが上手でした。

・航空自衛隊の越後勢龍太鼓にはとても感激しました。牡丹山器楽クラブと北原さんたちのコラボは
   とても良かったです。

・天気が良かったので、河渡から３０分かけて歩いてきました。太鼓の音がお腹に響いてスッキリ！
　次回は孫も連れていきたいです。

・越後勢龍太鼓、ラジオ体操、心と体が元気になりました。バルーンアートは子どもたちに好評でした。
　牡丹山器楽クラブの演奏と司会者の歌声が素晴らしい。齋藤区長さんの歌声も大変良かった。
   心があったかになりました。

・太鼓部の皆さんの演奏が素敵でした。新潟弁ラジオ体操が面白かったので、CDとかあったら聴きたい
   です。クラウンのお二人のショーも楽しかったです。牡丹山器楽クラブの演奏は上手でしたが、歌は
   ちょっと難しかったですね。

・太鼓も器楽演奏も素晴らしかったです。クラウンショーも楽しく見させていただきました。

・自衛隊の太鼓がとても良かったです。機会があったらもう一度とは言わず毎年あってもいいです。
   また観に来ます。

・太鼓がとても良かったです。また観たいです。ぬたりんが大きくてびっくりしました。

・新潟弁のラジオ体操は初体験でした。楽しいですね。上着を脱いでしまいました。あったかでした。

・ひまわり＆ねんじのクラウンショーは、二人の掛け合いが素晴らしかった。とても楽しい
   パフォーマンスでした。

・ひまわりさん、また観たいです。

・航空自衛隊の太鼓は体に響き素晴らしかった。

・太鼓演奏はさすが、迫力満点。気合が入りました。最後まで大満足でした。

・航空自衛隊の太鼓はとても迫力があって良かったし、自衛隊員の姿を近くで見れていいものだと思う。

・太鼓が素晴らしかった。

・太鼓演奏すごかったです。子どもも叩けて良かったです。

・ひまわり＆ねんじのクラウンショーがすごく面白かった。

・クラウンショーは素晴らしかった。時々出る手品は不思議でした。久しぶりに歌いました。気分よし！

・ひまわり＆ねんじのクラウンショーはとても楽しかった。太鼓も迫力があって良かった。

・バルーンアートパフォーマンスの２人のやり取りがとても面白かった。また来年も楽しみにしています。

・にぎやかで楽しかったです。ねんじさんの口から長いひもが出てきて面白かったです。マジックみたい
　で楽しかったです。



・ひまわり＆ねんじのクラウンショーが面白かったです。ミッキーや色んなバルーンが出てきてすごく
   面白かったです。音楽演奏もすごいと思いました。遅れてきたけどすごい良かったです。

・ひまわり＆ねんじのクラウンショーがとても楽しかったです。

・ひまわり＆ねんじのクラウンショーでは子どもたちが大喜びでした。牡丹山器楽クラブの演奏もとても
　良かった。とてもあったかいまつりでした。来年も楽しみです。

・牡丹山器楽クラブの菅野先生が私の子どもの頃から１０年も指導されていたことに驚きました。
　曲数が多くて楽しめた。太鼓の演奏、クラウンショーも楽しかった。

・小学生の器楽演奏は盛り上がった。中学生や保育園児なども参加すればさらに盛り上がるのでは。
　スタッフの笑顔がとても良くて来てよかった。

・ぬたりんを見れて嬉しかったです。

・プレゼント企画は嬉しいです。

・お楽しみ抽選会は、大勢に当たるようにすると良いと思います。

・今年もいちごが当たらなくてとても残念でした。

・内容は良かったのですが、一緒に来た５歳の女の子が落ち着きがなくてゆっくり楽しめなくて
　残念でした。

・座席が少なかった。（２名）

・牡丹山器楽クラブの演奏と歌、感動いたしました。区長さんも若々しく、赤いスイートピー、
　ご立派でした。今期でご退任と伺っております。大変お疲れ様でした。

・器楽演奏良かったです。

・楽器がかっこよく、嬉しかったです。祭り楽しかった。

・器楽クラブと一緒に歌ったのはよかった。特にビリーブは大好きな曲なので大満足でした。
　ありがとうございました

・器楽演奏からの参加でしたが、聞いたことのある曲ばかりで楽しかったです。

・子どもにはイベント時間が少し長い。あと３０分短くていい。

・暑かった。

・当日になってチラシ（自治協だより）でわかった。当日でなく前日にでも入れてもらって知れたら
　よかった。

・イベントの案内は当日じゃなく、もう少し早めに出してもらえば助かる。

・ホールがほぼ満席になりましたので、これでよいと思うのですが、東区民がどれくらいこのイベントを
　知っているか？もう少し広報（回覧等）で知らせた方がいいのではないか。

・空席があっても、「後から来ます」と言って座らせてくれない人がいました。結局最後まで来ないで、
   空いたままでした。場所取りをせずに、来た人から座るようにしてほしいです。

・出入り口付近に人が固まってしまい、ステージが見えにくくなる人もいた。階段式の座席ではなく、
　フラットな会場の方が出入りしやすいのではないか。



 

第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：平成 2９年度 第１２回 東区自治協議会 第 3部会 

○日 時：平成３０年３月８日（木）午前１０時～正午 

○場 所：東区役所 会議室 B 

○出席者：國兼委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、大澤委員、小野委員、木村委員、 

渡辺（芳）委員、大江委員、中川委員、井上委員 

（事務局）地域課 

 

 

【審議内容】 

１ 平成２９年度区自治協議会提案事業について 

（１）東区の工業を紹介する映像制作について 

完成した映像を確認し、今後の活用方法について意見交換を行いました。 

また、視聴者の感想を把握するためアンケート用紙を作成し、集約した結果を

今後の事業に活用していくことにしました。 

 

（２）東区の公共交通の研究について 

事務局より、区バスの２月末実績の運行状況について報告がありました。 

また、区バスの来年度からの改正内容について説明がありました。 

 

（３）事業評価について 

各委員の評価を取りまとめた事業評価書（案）の内容を確認し、意見交換しま

した。 

 

２ 平成３０年度区自治協議会提案事業（東区の農産物魅力発信事業）について 

事務局より年間予定スケジュール（案）の説明があり、その後に内容の検討を

行いました。 

 

【次回開催日】 

日時：平成３０年４月１２日（木）午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室Ｂ 
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