
第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

【開催概要】 

○名 称：平成３０年度 第１１回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：平成３１年２月６日（水） 午前１０時～１１時４０分 

○場 所：東区役所 会議室Ａ 

○出席者：長谷川委員、渡辺（順）委員、作左部委員、和田委員、三島委員、 

月岡委員、野村委員、白井委員 

      （事務局）地域課、総務課 

【審議内容】 

 １ 平成３０年度区自治協議会提案事業について 

（１）「じゅんさい池保全事業」について

２月２日に開催した東区まちづくりセミナー「じゅんさい池と東区のまちづ

くり」について、出席した各委員がそれぞれ感想を発言し、意見交換を行いま

した。 

   【主な意見】 

   ・こういったイベントが新潟の歴史などにも関心を持つきっかけになると良い。 

   ・質疑応答の時間が少なくなってしまったのは残念だった。 

   ・地域によっては参加の少ない地域も。東区全体にもっと広まると良い。 

（２）事業評価について 

第１部会で担当した事業について、２月の自治協議会全体会議までに各委員

が事業を評価して提出することにしました。

 ２ 平成３１年度区自治協議会提案事業について 

    第１部会が担当する「発災時における地域防災対応力向上事業」の内容につ

いて、意見交換を行いました。 

   【主な意見】 

   ・自治協委員と防災士の意見交換という場を設け、いただいた意見を事業に反

映させても良いのではないか。 

   ・講師としてはこれまでさまざまな経験をしている中越防災安全推進機構に依

頼する方向で良いのではないか。 

【次回開催日】 

日時：平成３１年３月８日（金） 午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室Ａ
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平成３０年度東区自治協議会提案事業

参加者：138人　アンケート提出：109人　 79.0% （回収率）

（1）本日のセミナーの開催について何で知りましたか？

東区だより 51

チラシ・ポスター 29

東区ホームページ 2

知人・友人 18

その他 18

計 118 人

※複数回答あり

　どのように周知すればより多くの人に知ってもらえるか。

　・ラジオ，テレビの利用

　・自治会回覧

　・大きなイベント時に併せて周知

　・区役所内にコーナーを作る

　・小学校へ配布

　・新聞にも載せる

　・東区役所でイベントカレンダーを作成

（２）セミナーの満足度

　　①第１部基調講演

よかった 78

どちらかといえばよかった 23

どちらかといえばよくなかった 2

よくなかった 1

計 104 人

　　主な感想

　・ないものねだり，あるもの探しという言葉が印象に残った。今ある魅力を見つけることで地域に愛着を持てるのだ

　 ろうと思った。

　・じゅんさい池の歴史とまちづくり全体に関して広く学べた。

　・地元学からのまちづくり，改めて考えさせられた。

　・地元住人として今少し関心を持っていきたい。

　・スライドが簡潔でよかった。手元に資料がほしかった。

　・わかりやすくとても興味のある内容だった。これからの取り組みに大きな示唆を与えてもらった。

東区まちづくりセミナー「じゅんさい池と東区のまちづくり」　アンケート結果

日　 時：平成３１年２月２日（土）午後１時半～午後４時　　　　　　　

会 　場：東区プラザ　ホール（東区役所２階）　　　　　　　　　　　　　

51

29

2

18

18

東区だより

チラシ・ポスター

東区ホームページ

知人・友人

その他

（１）開催を知ったきっかけ

よかった
75%

どちらか

といえば

よかった

22%

どちらかといえば

よくなかった
2%

よくなかった
1%

（２）－①満足度（基調講演）
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　・新潟市のメイン事業として取り上げ観光地としてもらいたい。

　・もう少しじゅんさい池に特化した話がよかった。

　・まちづくりというものについて，理路整然と体系的に話してもらった。興味深い話だった。

　・消えるじゅんさい池を守るより，じゅんさい池跡として考えたい。守ることが自然ではない。

　・じゅんさい池の成り立ち，地元の取り組みの歴史がよく理解できた。地域主体でゆるやかに活動していく重要性が

   分かった。

　・じゅんさい池の歴史から現在の活動内容が詳しく紹介され地元住民として非常にうれしい。

　・建前論，講座用の話では現実味がなく，問題の解決にならない。

　・再生させた自然，池であることを知ることができた。

　・自分の地域も公園があるので，大事にしていきたい。

　・じゅんさい池の成り立ちについて広報できたらよい。

　・参考事例等話され非常に参考になった。

　　②第２部パネルディスカッション

よかった 48

どちらかといえばよかった 30

どちらかといえばよくなかった 1

よくなかった 0

計 79 人

　　主な感想

　・立場の違う方々の話を聞けてよかった。

　・さまざまな視点から東区のまちづくりについて関して考えるきっかけになった。

　・成果をどう形にし，どう多様な人たちと共有していくか面白い内容でした。

　・県立大学の学生がまちづくりのサークルをつくっていることに感心しました。また地元の方から昔のじゅんさい池に

　  ついての話を聞けてよかった。

　・パネリストが環境保全に積極的な姿勢がよかった。

　・じゅんさい池は東区のまちづくりのスターになれるのか，それだけのものを持っているのかいまいちわからなかっ

　 た。 東高校生は全く関わっていないのか。

　・建設課の説明は関心を持った。

　・まちづくりのための確かな手がかりがもう少しほしかった。若い学生さんの意見はやる気をいただいた。

　・男子学生の意見も聞きたかった。

　・じゅんさい池の重要性を理解できた。

　・建設課の意見がよかった。大学生の若い視点が良く，大いに活用すべき。

　・東区を知ることからはじめよう，がよかった。

　・少し模範的な回答が多かったような気が。

　・じゅんさい池の現状と過去を知ることができて良かった。

　・県立大生がどのような活動をしたか。具体的にスライドがあると理解が深まった。

　・地元の人はずっと生活しているが，区役所の人や大学生は時間が限られている。継続して参加できるようにでき

　 ないか。

よかった
61%

どちらかとい

えばよかった
38%

どちらかといえば

よくなかった
1%

よくなかった
0%

（２）－②満足度（パネルディスカッション）



（３）じゅんさい池に行ったことはありますか？

行ったことがある（日常的に訪れる）　 34

行ったことがある（○○回程度）　 70

行ったことがない 4

計 108 人

参加したい 34

どちらかといえば参加したい　 48

どちらかといえば参加したいと思わない 14

参加したいと思わない 7

計 103 人

　どのような活動なら参加したいと思うか。

　・楽しく自然に関われる活動

　・興味をもってわくわくするようなら参加したい

　・イベント形式の活動

　・まち歩き

　・清掃

　・野鳥

　・役に立つ出番があれば参加したい

　・心地よい疲れを感じる活動。新規で参加しても良い雰囲気だと。

　・外来種除去

　・草刈り

　・市が率先して保全に取り組んでほしい

　・自然観察会

　・美化活動

　・活動というより，駐車場が広ければ行ける

　・ゴミ拾い

　・清掃，花見シーズンボランティアなど

（４）保全に関する活動に参加したいと思いますか？

行ったことがある

（日常的に訪れ

る）

31%

行ったことがある

（○○回程度）

65%

行ったことがない

4%

（３）じゅんさい池訪問頻度

参加したい
33%

どちらかとい

えば参加した

い
47%

どちらかとい

えば参加した

いと思わない

13%

参加したいと

思わない

7%

（４）今後の参加意向



　その他主な意見・感想

　・地域の人に愛されるじゅんさい池であるため，保全に関する取り組みが行われているのが分かった。作業は重労

　 働と学生は言っていたが，大人になるとなかなか体験できないのでやってみたら楽しいのかと思った。

　・まちづくりは地域のことを知り，何が魅力か見つけ出すことが大切であることが分かった。東区をよくしていくため，

　 行政と地域が一体となって行動するのが大事だと感じた。

　・蛍をじゅんさい池で見てみたいと思った。市内において子供が遊ぶような小さな公園ではなく，ゆっくり歩ける広い

　 公園は少ないと思うので大切にしたいと思った。

　・地域の歴史や活動を知ると同時に「楽しみながら」参加できることがキーワードだと思った。東区ならではの面白

　 さというものが何か，一つずつ発見していく過程で愛着，誇りが生まれれば良いなと思う。

　・学生，コミ協，行政などみんな忙しそう。ついでに健康になる，ついでにゴミ拾い，ついでにこどもの学習になる，つ

　 いでに大人の学び，ボケ防止になるなどの工夫があれば良い。

　・コミ協主体となり，地域の小中学生にも参加してもらう取り組みは素晴らしいと思う。ほかのコミ協への刺激になれ

　 ばもっと素晴らしいと思う。

　・楽しく話を聞けた。次回は社会的視点からより生物学的視点に立ちじゅんさい池の現状と課題を聞きたい。

　 （松林，カメ，蛍，野鳥）

　・継続は力なり，と思う。

　・池の保全は地元だけでなくもっと広い地域東区全体及び他区にもＰＲして協力を得ることも必要であると思う。

　・交通の便をよくする。東区として会を立ち上げる。

　・じゅんさい池の自然の形を継続していけたらと考えます。

　・よく散策に訪れる。カメラで植物を撮るのが趣味。「利用している」立場から「保全」を心がける。

　・コミ協同士で交流して広げる。

　・話の中で「地域の人の意見を聞いて」「１つのコミ協だけではきめられない」という話があったが，「じゅんさい池を

　 こうしていく」という話し合いの機会があると良いのでは。さまざまな人の意見が聞ける会を開くのも１つ。

　・じゅんさいを食べてみたい。イベントに参加したい。

　・じゅんさい池が東区の環境を移す鏡ならば，鏡の手入れをしてもだめで，環境が良くなる活動に取り組むべき。

　・環境整備すべき。夜は街灯がなく怖い，桜の時期は観桜会のあとの草だらけの桜は見るに堪えない。女性の意

　 見を取り入れもっと親しみやすい公園にしてほしい。

　・今回のセミナーについて，もっといろんな立場の人から発表してもらう機会があっても良いかも。年々しだれ桜や

　 蛍の勢いが弱まっている気がします。

　・もっと気軽に行けるようになるとうれしいですが，地元の人にとっては自然豊かなじゅんさい池が宝物なのだと思う。

　 野鳥も多く，鳥たちが来なくならないような環境を持続していくとともに地域外の方にも親しんでもらう工夫が必要か

　 と思う。

　・予算配分が難しいと思うが，保全に関する取り組みにもっと予算をあててほしい。

　・じゅんさい池で鳥の撮影をしているカメラマンに聞いたところ，渡り鳥の休憩場所で種類も多いとのこと。アピールし

　 てはどうか。

　・東区の宝として今後もがんばってほしい。

　・東山の下コミ協ががんばっているが，人・機械すべて不足している。しだれ桜や蛍にばかり目が行っている。行政は

　 頑張るべき。水質の話ではない。スイレンが問題。

　・保安を充実，デートコースが理想，安心安全の自然コースを希望

　・セミナー全体をとおして少し堅苦しい感じがした。

　・東池のスイレンが多すぎる。取り去って本来のジュンサイを植えるべき。西池も同様

　・じゅんさい池の自然についての説明がもっとあった方が良いと思う。

　・このような会のたくさんの開催をお願いします。多くの方に素晴らしい池のことを知ってほしい。じゅんさいがたくさん

　 とれると良い。

　・池の保全は長い目で見て長く続けることが大事だと思う。

　・小中学校と連携して野鳥の繁殖も取り組んでは。花の場所を作ってはどうか。

　・東区のみだけでなく，市内すべてにＰＲしては。

　・じゅんさい池保全に楽しみも必要。これからのじゅんさい池のビジョンが見えない。

　・じゅんさい池の保全というより，地域の取り組みに皆さんに参加してもらうことが大切ではないかと考えた。

　・じゅんさい池を東区のシンボルにしたい。



　・住宅地の中にあるじゅんさい池を自然に近い形で残すか，都市公園として区民のにぎわいの場とするのかと決める

　 ことはできないのではないかと考える。

　・東区全体への問題提起から市全体への働きかけをしてほしい。

　・池の水全部抜くをやってみたい。

　・東区はまちづくりが遅れている。まちづくりは建設課ではなく商業や産業と関連のある部署が望ましい。

　・東区の憩いの地，東区をアピールする公園として管理者を設ける。

　・公園の環境保全は長期的な課題。継続されることを願っている。

　・住民活動と環境回復，コミ協がどのように関わっていくか関心がある。

　・花見シーズンの時期になると駐車場に入れない。近くのスーパーなど仮に駐車場を設けられないか。

　・以前行った際迷子になりそうだった。現地に案内ガイドを置いてほしい。市川市のじゅんさい池にも昔行ったが，新

　 潟よりも平地が多く憩いの場となっていた。東区のじゅんさい池も全面的にでなくともバリアフリーとなっている箇所

　 が増えていくことを期待したい。

　・昨年水抜きやったが最後までやらず残念だった。駆除も兼ねてどんな生き物がいるか見たい。

　・池の水全部抜くをやると良いのでは。砂丘湖は珍しい池であることを強調する。

　・じゅんさいを復活し，再び古町の料亭に取り入れるようにしたい。

　・じゅんさい池のＰＲ看板立てたらどうか。夜景ツアーや渟足柵との組み合わせでＰＲ。行事はやっているがＰＲ不足。

　・外来種を放さない。

　・地域に住む人たちは地元が大好きであると思っています。ただそれを表現する場がないのではないか。この

　 ような会が続いてくれればと思う。

　・学生がら発言があったように地域の行事（イベント）にするのは良いと思う。地域の団体及び個人が楽しく参加でき

　 るようにしてほしい。

（５）あなたの年代を教えてください

１９歳以下 0

２０代 5

３０代 0

４０代 4

５０代 7

６０代 33

７０代 49

８０代以上 5

計 103

（６）お住まいの地域を教えてください

山の下 4

桃山 3

東山の下 32

下山 15

紫竹中央 0

木戸 10

牡丹山 3

大形 10

江南 4

中野山 3

南中野山 4

東中野山 6

東区以外 9

その他 0

計 103

１９歳以下

0% ２０代

5%

３０代

0% ４０代
4%

５０代

7%

６０代

32%

７０代

47%

８０代以上
5%

（５）年代

山の下

4%
桃山

3%

東山の下

31%

下山

14%

紫竹中央
0%

木戸
9%

牡丹山
3%

大形
10%

江南
4%

中野山

3%

南中野山
4%

東中野山
6%

東区以外
9%

その他

0%（６）お住まい



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30年度 第11回 東区自治協議会 第2部会 

 ○ 日 時：平成31年2月5日（火）午後2時～4時 

 ○ 場 所：東区役所 会議室Ｃ 

 ○ 出席者：佐藤（恵）委員、桑原委員、吉田委員、川上委員、田中委員、高橋委員、 

山田委員 

       （事務局）地域課、教育支援センター 

【審議内容】 

１ 平成30年度区自治協議会提案事業について 

（１）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 

イベントチラシの内容や役割分担等を確認しました。

（２）事業評価について 

第２部会で担当した事業について、２月の自治協議会全体会議までに各委員が事業 

評価書を提出することとしました。 

２ 平成31年度区自治協議会提案事業「東区の魅力ＰＲ・おもてなし事業」について 

   連動して実施する区役所企画事業「区民のこいのぼりプロジェクト in 寺山公園」の  

進捗状況を確認し、事業実施にあたっての課題等を整理しました。

 ３ 東区内への適応指導教室設置に向けた協議について 

教育委員会等の関係部署との協議の進め方について意見交換しました。具体的かつ 

効果的に協議を進めるため、第2部会に限らず、自治協議会全体から協議の中心となる

委員を選出すべきであるとの意見でまとまりました。今後、協議の体制について検討し

次第、来年度より学習会や本格的な協議を行っていく予定です。 

【次回開催日】 

日時：平成３１年3月4日（月）午後2時～ 

  場所：東区役所 会議室Ｃ 
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第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

【開催概要】 

○名 称：平成３０年度 第１１回 東区自治協議会 第 3部会 

○日 時：平成３１年２月７日（木）午前１０時～１１時４５分 

○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、渡辺（芳）委員、 

中川委員、大江委員、井上委員 

（事務局）地域課 

    株式会社アステージ（審議内容１（１）のみ） 

【審議内容】 

１ 平成３０年度区自治協議会提案事業について 

（１）東区の農産物魅力発信事業について 

東区の馬鈴薯を使った料理アイデアコンテスト入賞レシピ集の校正原稿を確認し、

掲載する内容について協議しました。 

（２）東区の工業の魅力発信事業について 

事業の進捗状況について、事務局より説明がありました。 

（３）事業評価について 

第３部会で担当した事業について、２月の自治協議会全体会議までに各委員が事

業を評価して提出することにしました。 

２ 平成３１年度区自治協議会提案事業について 

（１）東区の公共交通の研究について 

前回までの意見を確認し、実施する事業の内容を協議しました。

【主な意見】 

・地域で実施したアンケートの結果を見ると、医療と買い物の需要が圧倒的に多

い。今後さらに需要が高まってくると考えると、公共交通の位置付けを変える

ことも考えていかなくてはいけないのではないか。 

・公共交通の利用促進のために、区バスに乗車する動機付けとなる事業を考えて

はどうか。 

【次回開催日】 

日時：平成３１年３月７日（木）午後３時～ 

会場：東区役所 会議室B 
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