
東区自治協議会広報紙編集部会 会議概要録 

【開催概要】 

 ○ 名 称：平成３０年度 第６回 東区自治協議会広報紙編集部会 

 ○ 日 時：平成３１年１月７日（月）午前１０時～１１時 

 ○ 場 所：東区役所 会議室Ｂ 

 ○ 出席者：中川委員、桑原委員、三島委員、菊谷委員、月岡委員、大澤委員、 

川上委員、高橋委員 

（事務局）地域課 

【審議内容】 

１ 第１５号（３月３日号）の編集 

掲載内容、レイアウト等について検討しました。掲載内容は以下のとおりです。 

     今年度の活動の総括 

     クイズの解答，寄せられた感想・ご意見の紹介（別紙） 

     東区内への適応指導教室設置に関する要望書の提出について 

     編集後記 

２ 来年度の「自治協かわらばん」の発行について 

 来年度の「自治協かわらばん」の発行について検討しました。 

  ・発行形態は今後も区だより3面に掲載する。 

  ・今回寄せられた「自治協かわらばん」への感想・ご意見を次期編集委員にも周知 

し、編集する際の参考にする。 

  ・これまで掲載した「そうなんだ！東区について知るクイズ」を特集してはどうか。 

【次回開催日】 

日時：平成３１年２月１８日（月）午前１０時～  

会場：東区役所 会議室Ａ 

資料 ２ 



東区自治協議会だより「自治協かわらばん」第 14 号 

「そうなんだ！東区について知るクイズ」への応募者数および感想・ご意見 

１ 応募総数 １１６通（正解 ９７通） ※正解率 ８３．６％ 

【ハガキ】４７（正解 ３６）

【メール】４９（正解 ４１）

【窓 口】２０（正解 ２０）

２ 感想・ご意見 

◆紙面を読んでの感想

・公共的団体から選ばれた人や公募によって選ばれた人がしているのでとても

信頼できてたのもしいと思います。このアンケートでこういった活動など今

まで全く分からなかったですが知るきかいができてとてもよかったと思いま

す。クイズも自分なりに調べて今まで気にしなかった事を知ることができて

よかったです。こういったクイズなど定期的にあるともっと自分の住んでる

町の事が知れてとてもいいと思いました。 

・自治協がどんな活動をやっているのか知れるのでいいと思います。そして、

今回のようなクイズがあると、東区のことを知ることができるので楽しいと

思いました！結婚して東区に住み始めたので、まだまだわからないことばか

りで、調べるのがおもしろいです！ 

・自治協の存在を知りませんでした。全体像と活動目的・活動内容が知りたい

と思いました。 

・活動内容がよくわかり、市民協働がより活発になるよう理解を深めるために

役立つと思います。 

・身近な情報楽しみに利用しています。しらないことも学ぶ高齢者です。 

・新潟市の中で東区は住みよい所と思うこの頃です。いろんなことが自治協か

わらばんで知りえることができて良いと思う。

・読みやすく毎回楽しく読んでいます。これからも長く続きますように。

・以前は東区住でしたので毎回読んでました。

・見やすくて結構だと思う。

・東区について知るクイズで改めてそうなんだ！と思う誌面です。楽しくクイ

ズをしています。

・東区のことがわかりありがたいです。日々の暮らしの中で地域のことを知る

機会があまりないので自治協議会だよりを拝見してこんなことがあったわっ

てわかります。もっと参加できるチャンスを作りたいと思うこの頃です。

・新たな活動を知りました。今後も紹介お願いします。

別 紙 



・クイズで分からないのを図書館で調べました。そしたら、東区の知らない、

おもしろい所がたくさんあり廻ってみたくなりました。今後もクイズお願い

します。

・見やすくてわかりやすいです。

・毎号楽しみです。

・新潟に九州からきて７年目、だいぶ天気にもなれてきました。このたびかわ

らばんはじめてじっくり読みました。特に子育てとか、子供の教育に関して

興味がもてました。

・いろいろな活動をしている方々のことがわかっていいと思います。

・普段、知ることのない場所や、取り組みについて、少しでも知ることができ、

ありがたいです。今回のクイズも、よく分からず、調べました。勉強になり

ました。

・同じ東区でも広域な為、いろいろな地域の行事や出来事がわかって良いと思

います。

・自分の生活圏外（主婦なのでメッチャ狭い…）の事が知れて新鮮です！東区

って広いんだなぁーとあらためて感心しています。いろんな情報を提供して

下さい

・いつもクイズ楽しみにしてます。とてもためになります。

・自治協かわらばんは今までスルーしていたみたいで、初めてみたような気が

します。これからは地域を知るためにもスミからスミまで目を通したいと思

います。今後もヨロシク！

・協議会の活動内容を知ることが出来てよかった。

・いつも読んでいる。クイズがあった方が良い。関心を持てるから。

・東区の地域活性の為に老若男女のみなさんが頑張っている姿をかわらばんで

知ることが出来ました。

・地域と企業や団体など協力している若者に伝えつなげている姿が美しい。

・“市報にいがた”が現在のスタイルになって久しいが非常に見づらくなってい

た。このように「自治協かわらばん」が別建てになっていると非常に判りや

すく助かっています。

・明るいにぎやかな写真が多く、見易い。

・広告掲載も良かったと思います。

・市報にいがたの中綴じでしたが開くとパッと紙面が目に入りました。

・いつも楽しく読んでいます。

・いろいろな活動が、わかりやすく、写真が、付いていてすんなり見れる！

・今回のようなちょっと難しく、かつ、プレゼント付きのクイズは調べて知り

たくなるので良い企画だなと思いました。②の水位差は驚きました。



・「そうなんだ！東区について知るクイズ」は東区を知る上でためになると思い

ます。

・クイズを通して東区のことが知れて良かったです。特に赤道の由来は調べて

びっくりしました！

・地域の情報をいつも興味深く見ています。参加できるイベントがないか探し

たりしています。

・地域のために、色々なことをしている人が居ることを知りました。大変あり

がたいと思っております。自身も電力の無駄使いやマイバック持参等、努力

したいと思ってます。

・家族、子供がおりますので、毎回すみずみまで読ませていただき、情報をい

ただいています。写真がカラーで、知人がのっていたり…たのしんでいます。

・地域情報がわかって、非常に参考になります。

・県外から引越して来て２３年。県道新潟港横越線の問題は、友人に聞きまし

た。

・様々な人達の活動の様子が分かり、ためになり、楽しいです。これからも、

色んなこと、紹介して下さい。

・いつも楽しみに読んでいます。写真があるので、こう言う活動をされている

と言う事が伝わってきます。

・「自治協かわらばん」で協議会の活動内容をわかりやすく知れました。積極的

に清掃活動をしたり子供達に食の大切さを教えたりと素晴らしい活動をして

いると思いました。これからも東区で行っている活動や東区の事を知れる情

報を紹介して欲しいです！！

・とてもためになるかわらばんだと思います。

・地域情報を知るのに非常に役に立ちます。

・東区は広いので、自分の住んでいる土地以外の活動がわからないのですが、

こういうおたよりで、活動がわかって面白いです。

・東区を深く知る記事が豊富でおもしろいです。

・ゴミ拾い活動や、米作り指導など、思った以上に地域活動を多く行っている

事を知り、おどろきました。こういった活動は広く紹介するととても良いか

と思います。

・楽しく読ませてもらっています。わたしも小学生の子供がいるので、今回の

記事ではとても興味深く読ませていただき、なおかつ、こうしたみなさんの

活動で成り立っているのだなと深く思い考えさせられました。

また次回も楽しみしています。

・普段接しない方たちの活動を写真付きで知ることができるのが良いです。で

すが、催し物・募集・お知らせ等は、必ず目を通しますが、このかわらばん



は、時間がないときは読んでいないのが正直なところです。

・元々、新潟市民ではなかったので毎回興味深く楽しみにしています。これか

らも継続してお願いします。

・JA 新潟市さんが、学校教育田で子供たちに米作りの指導をされていることを

知りました。東区は農地も多いので、大人にも野菜の収穫体験などの企画が

あると嬉しいです。

・写真があって、見やすくてよいと思います。いろいろな団体等を紹介してい

ただけるとうれしいです。

・おでかけナビをよく見ます。この欄は読みやすくよくできていると思います。

新潟市の広報誌などでも読みずらいものがありますがこの欄はフォントの使

い分け、ポイント、強調文字、網掛けなど適切で、気持ち良く読むことがで

きます。

・色々な情報が載っていて楽しく読ませていただきました！

・知らないことが分かり勉強になった！

・名前だけは知っていた協議会でしたが、活動がわかりやすく書いてあって勉

強になりました。また、CO2 排出量が政令指定都市ワースト１位というのは

市民として恥ずべきことだと思うので、一人一人が小さなことからやってい

こうと思えるきっかけになる記事だと思いました。

・身近な地域の情報が写真があり、分かりやすいです。

・写真等もありわかりやすく書いてあります。本や読書についてももっとあれ

ばより面白くなると思います。よろしくお願いします。

・自治協は様々な地域の課題に取り組んでいることが分かります。第１４号で

は共同組合新潟木工センター皆さんのごみ拾い活動を行っているとの活動報

告が掲載されており地道な活動を行っているのですねえ。ご苦労様です。綺

麗にすることにより気持ちが晴れ晴れします。とても良い活動だと思います。

これからも清掃活動を続けていただきたいと思います。

・いつも楽しみにしています。地域の事が分かり自分が東区の一住民なのだと

再確認しています。

・私はこの地域の出身者ではなく、勤務も中央区のため、なかなか地域の事が

わかりません。こうしたかわら版は、そうした私にない知識を補う貴重なも

のだなと感じています。これからも地域の情報を、色々と教えていただける

と有難いと思います。

・地域の事、活動の事、もっと、いろんな事知りたい。新潟市に家を構えて 30
数年経つが、家族を置いての単身赴任ばかりで、地域の事に疎くて、渇望し

ている。

・クイズを通して、住んでいる地域の事を知るいい機会になりました。とても



見やすくていいと思います。

・「自治協かわらばん」とは、どういう事柄についての記事なのかよく分からな

かった。区報は見ているが、このようなコーナーがあると意識したことはな

く、14 号も続いていることが意外だった。クイズは、きちんと調べないと分

からないような問題があったのが良かったと思う。

・いつも楽しみに拝見しております。東区の状況や協議会の活動内容が紹介さ

れ、特に運輸部門における CO2 排出量が政令都市ワーストワンであることは

初めて知りました。これからマイカーも考えながら運転し CO2 削減に貢献し

たいと思います。今後も市民に情報を提供してください。

・東区の事を知るのに大変興味があります。楽しみにしています。

・市報にいがたの一部として飛ばさずに読んでいます。

・いろいろな情報がのっていて、おもしろい。しかしまじまじと見たのは初め

てでした。

・自分の住んでいる地域で、やっている色々なことについて知れて、ためにな

ります。

・春に東区に引っ越してきました。この市報、かわらばんを読んで東区をもっ

ともっと開拓していきたいと思っています。よろしくお願い申し上げます^ ^ 
・転勤で引っ越して来ました。新潟を知りたくて調べていたから、今回のクイ

ズは結構良く分かりました。面白かったです！

・市報はよく読みますが､初めて「自治協かわらばん」を読みました。各協議会

の方々が努力なさっている事が分かりました。

・いろんな活動を知る事ができました。

・市報で「自治協かわらばん」を見つけ第１４号であることがわかりました。

今まで気づきませんでした。これからは毎週気を付けて読みたいと思います。

・地域の組織や皆さんが日頃どんな仕事や役割を担っているかを知る上でとて

も有意義な記事です。皆さんの努力が伝わってきます。

・自治協かわらばんをしっかり見たのは初めてでした。新潟市を良くするため

に活動されている団体があることも初めて知りました。自分の身近なところ

でそういった活動をされていることをもっと紹介していただいてその輪が広

がると良いですね。

・身近な話題をとりあげていて親近感が湧く。

・適度な情報量で読みやすいです。

・JA新潟市が小学生に米作り指導をしている記事を見て、懐かしく感じました。

私も小学生の頃、地元で米作り授業があり、とても大変だけど楽しかったの

を覚えています。こういう肌で感じて学ぶ体験は続いていくといいなぁと思

いました。



・初めてじっくり読みました。14 号でしたか。これからはもっとちゃんと読み

たいと思います。

◆紙面に対するご意見・要望

・自治協の活動については、今一理解していない所があるので、活動内容など

について広報誌などにより周知をお願いしたい。 

・情報の記載を今後も充実して下さい。 

・協議会の活動結果の効果と反響なども時折盛り込んでみてはいかがでしょう

か。 

・公募委員の感想を多く書いて下さい。 

・タイトル部分が大きすぎる気がする。他のページと差別化するためにタイト

ルを縦にするなどした方がよいのでは？写真に短い説明文を付けるなどの工

夫もほしい。

・商品券のプレゼントをもう少し多く人に当たるようにしてほしい。東区の催

し物を宣伝して、多くの人にわかるようになると選んで参加したいです。

・財政対策として、ソーラーパネルエリアを提供してくれた人に市の粗品をあ

げるとかのコーナーも出しては。

・市報と一緒に市役所に設置して頂けないものでしょうか。

・自治協かわらばんいつも楽しく読んでいます。松崎地区にはいろいろな会社

があるようですがどんな会社があるのか知りたいです（木工センターあたり

かな？）

・地元の協同組合の紹介は分りやすく、役割等が理解出来ました。「自治協かわ

らばん」の発行時期を記載して頂けたら幸いです。年に何回発行されるか？

の為。

・日曜日のたのしみの一つです。地域をわかりやすく知ることができてとても

良い企画と思います。ＰＣの応募方法が今一つ、簡単に回答の区分にたどり

着けたらもっと良いと思います。

◆自治協議会に対する感想・ご意見 

・音楽、ダンス、スポーツ、芸術、感動するものはどんどんやっていってほし

いです。

・生活に身近なのに「自治協議会」が意識されることが少ないのはもったいな

いなと感じます。

・公募委員というものを初めて知りました。良い活動だと思います。

・地元のサービスを期待しています。



◆市報・区報への感想・ご意見 

・子育て中なので、「おでかけナビ」をみて、どこへ行こうか参考にしています。

・イベント、行事についてはすべての区に全ての予定をのせてほしいです。（お

でかけナビ）

・普段仕事と自宅の往復ばかりで地域の活動等の様子が知れて良い。市報にい

がたはいつも楽しみにしています。

・ゆっくり見たのははじめてです。市の情報が満載でしたネ。

・豊富な内容で、活用させていただいております。市政等に対する“声欄”“窓

欄”のようなコーナーもあってよいのでは、と思います。

・今まで気にならなく普通に利用していたり、また気にしたことのなかった事

に着目してみたりと、勉強になりました。とくに、車が普及している為に利

用数が減ったバスの事情について、勉強になりました。今は、そうなんだー！

と、関心を持ちました。新潟市の財源にも、分かりやすく、ついみいってし

まいました。このような方法で、私以外にも関心を持って、みんなで、みん

なの街づくりを前向きにして行けたらいいと、思いました。

・生まれも育ちも新潟市である私ですが、知らないことばかりで、勉強になり

ました。うちの親はバスの利用率が高いので、今のシステムについて、正直

不便さを言っていました。でも、運転する私には理解しづらく、とても分か

りやすかったです。このように街づくり対し、わかりやすく紹介して頂ける

と、年齢層問わずに、助かりますし、関心が持ちやすいです。

・新バスシステムではバスの乗り換えが悪く古町まで行けない、欠点で古町に

人が集まらない。

・新潟市の財政状況をこれからはよく見て考えるようにしないといけないと思

います。

・「おでかけナビ」はとても参考になります。それを元に出かけたり、体験した

りできるので、あと広告も見逃せません。今回は中高年のための iPad 講座に

興味があったし、あと自宅葬儀社も関心を持ちました。

・QR コードが充実していて、内容をもっと知りたい場合助かります。

・東区の色々な情報が、得られて非常に参考になります。新潟市も、篠田市長

から中原市長に変わられ新しい施策を考えられていると思いますが、色々な

機会に情報を流してください。

・東区の色々な特徴、歴史など興味あり、取り上げて面白い。

・新聞をとってないので、郵便で届けてもらっています。大事な情報がたくさ

ん載っているのでチェックはかかせません。3 才の息子がいるので、子どもに

関する情報を楽しみにしてます！

・どの記事も分かりやすく、自治協議会の事も理解しやすかったです。おでか



けナビも大変役立ってます！

・盛り上げよう！G20  世界で一番米を消費している国は？日本が 9 位、韓国

12 位というのは意外で、アジアが上位だと思ってました。もっと新潟のお米

を消費しなければならないと思いました(^^) 

◆その他のご意見・感想・要望

・寺山公園には行ったことが何度もあります！！暑い日も「い～てらす」で休

けいもできて、とてもおすすめです！あそびもごはんも食べるところもあり、

子どもが楽しくなるような遊具がたくさん！東区めぐりバスツアーで山の下

閘門排水機場にも行ったことがあります。じゅんさい池公園はさくらで

す！！キレイ！！

・JA さんが学校田を通じて地域にお手伝いしている事に良いことだなと感じま

した。あと、下山地区で行われている、ネギの収穫体験のニュースも拝見し

たことがあり、今後このような事を、役所の方は、大変でしょうが、増やし

ていき、未来の農業従事者をふやすキッカケを作って頂きたいです。

・事後の活動報告も参考になりますが、これからの取り組みなんかもあれば、

読みたいと思います。要望ですが、私は以前、中野山地区に住んでいて、地

域交流、餅つき大会や、レクリエーションがあり、楽しめました。南中野山

地区では、回覧板は開催日が過ぎてから回ってきます。自治協の活動もして

るのかどうなのかわからず、餅つき大会、レクリエーションなど、ありませ

ん。その地域に住んでみないとわからないことがあります。地域によって、

自治協の活動に差が無いようにしてほしいです。南中野山小学校の催し物の

案内を、図書館で見ました。それを回覧板に載せてほしいし、きちんと情報

を伝えてほしいと思います。せめて、回覧板は開催日前に回してほしいです。


