
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６回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：平成３０年９月１４日（金） 午前１０時～１１時１５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 

     （事務局）地域課、総務課 

【審議内容】 

 平成３０年度自治協議会提案事業 

1．「発災時の地域防災体制支援事業」

・ワークショップ（９/６開催）について 

９/６に開催したワークショップについて、出席した委員がそれぞれ感想

を発言し、意見交換を行いました。 

 ・情報伝達訓練の実施に向けて 

      今後のスケジュールを確認し、今年度もすべてのコミ協と東区内の防災

士に対し見学案内を行うこととしました。 

 ・県立大学の学園祭での防災コーナーの展示について 

     展示を検討するにあたり、展示内容について意見交換を行いました。 

   主な意見 

   ・ハザードマップや避難所マップの展示 

   ・防災グッズの展示 

   ・新潟地震に関するパネルの展示 

２．「じゅんさい池保全事業」 

・睡蓮抜根・ミシシッピアカミミガメ駆除作業（９/３０開催）について 

      各コミ協代表者と自治協委員宛てに送付した開催案内の内容と当日の出

席者について確認を行いました。 

    ・じゅんさい池に関するセミナー（２月～３月開催予定）について 

      セミナーをどのような内容で実施するか意見交換を行いました。 

     主な意見 

      ・じゅんさい池の保全とまちづくりについて 

      ・じゅんさい池の歴史、成り立ちについて 

・今年度の事業の取り組みの紹介 

      ・県立大学の学生や東山の下小学校と協力して実施してはどうか 

【次回開催日】 

日時：平成３０年１０月１２日（金） 午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室B
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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６回 東区自治協議会 第２部会 

 ○ 日 時：平成３０年９月１０日（月）午後２時～４時１０分 

 ○ 場 所：東区役所 会議室Ｃ 

 ○ 出席者：佐藤（恵）委員、安藤委員、桑原委員、吉田委員、阿部委員、 

田村委員、高橋委員、山田委員 

       （事務局）地域課、健康福祉課 

【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）東区めぐり子どもバスツアーについて 

８月２１日（火）に開催した「東区めぐり子どもバスツアー」のアンケート

結果を確認し、振り返りを行いました。 

 【主な意見】 

  ・昨年同様定員を上回る申し込みがあり、参加者の満足度も高く良かった。 

・例年より女子児童の参加が多く、性別にかかわらず楽しめる内容で実施す

ることができてよかった。 

・今後同様の企画を実施する場合は、気温が高くなる時期でもあるため、見

学時間や訪問先の数を検討する必要がある。 

（２）地域で取り組む健康・長寿事業について 

講座のタイトルや企画内容について検討し、別紙のとおり実施することとし

ました。 

（３）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 

   開催日時や具体的な企画内容について協議しました。 

  ２ 適応指導教室設置に向けた要望書の提出について 

これまで出た意見を踏まえて作成した要望書案の確認を行いました。 

３ 平成３１年度特色ある区づくり予算（自治協提案事業）の委員提案について 

   第２部会として提案する事業及び各委員が提案予定の事業について意見交換

しました。 

【次回開催日】 

  日時：平成３０年１０月４日（木）午前１０時～ 

  場所：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：39人　アンケート提出：38人　 97.4% （回収率）

性別

男子 12

女子 27

計 39 人

小学校

東区 33

中央区 5

西区 1

計 39 人

（1）今日の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

計 38 人

（2）どうしてこのツアーに参加しようと思いましたか？

見学コースに興味を持ったから 11

友達に誘われたから 14

家族に勧められたから 7

自由研究にしようと思ったから 2

その他 4

計 38 人

≪その他≫

・以前も参加したことがあり、楽しかったから。（2人）

・いとこに誘われたから。

・チラシを見たから。

東区めぐり子どもバスツアー　アンケート結果

日　 時：平成３０年８月２１日（火）午前９時～午後５時　　　　　　　

見学先：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　　　　
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（３）今日見学した場所でおもしろかった場所はどこですか？
（複数回答）

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

計 76 人

参加したい 35

参加したくない 3

計 38 人

≪参加したい理由≫

・東区について、たくさんのことを学ぶことができたから。（10人）

・楽しかったから。（8人）

・普段は行くことができない色々な場所を見学できて、楽しかったから。（6人）

・新しい友達ができて楽しかったから。（４人）

・東区のことをもっと知りたいから。（3人）

・友達と一緒に見学でき、楽しめるから。（2人）

・次回はカメラを持って見学したいから。

≪参加したくない理由≫

・昼食が高いわりに、美味しくなかったから。（2人）

・昼食が少なかったから。

（５）今後、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）

・東区役所、東区プラザ（2人）

・下山スポーツセンター（2人）

・じゅんさい池公園（2人）

・保育園（2人）

・病院（2人）

・エコープラザ

・津島屋公園

・東総合スポーツセンター

・東警察署

・JR貨物東新潟機関区

・貯木場

・山の下みなとランド

・コスモ石油

・シャトレーゼ

・サーティワン

・色々な工場

・楽しいところ

・座る場所があるところ

（４）今後、このようなツアーがあったら、また参加したいですか？
また、その理由があれば書いてください。
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地域で取り組む健康・長寿事業 

「めざせ健康長寿！みんなで運動 みんなで減塩」実施概要 

【目 的】 

地域での交流を促すとともに、健康を意識した生活を送るためのきっかけづくりを行う。 

【概 要】 

健康寿命延伸に向けた取り組みの柱である「運動」、「減塩」、「健診受診」をテーマにした

体験型の講座を開催する。誰でも気軽に参加できるよう、区内３地区を会場とし、普段の生

活に取り入れられる内容で実施する。 

【日 時】 

 ① 平成３０年１０月２３日（火）  会場：中地区公民館 

 ② 平成３０年１１月１４日（水）  会場：木戸コミュニティセンター 

③ 平成３０年１１月２０日（火）  会場：石山地区公民館 

 ※時間はいずれの日も午前９時３０分～１１時３０分 

【定 員】 

 各回 先着３０人 

【参加費】 

 無料 

【内 容】 

 ① 簡易測定 

     骨密度、血管年齢の測定（血圧など体調チェックも実施） 

 ② 体 操（講師：新潟市運動普及推進協議会東支部） 

   脳トレ 

   体しゃっきり体操、新潟弁でラジオ体操 

 ③ 講 話（講師：東区健康福祉課） 

 区の健康課題について（地域別） 

「運動」「減塩」「健診受診」の大切さ など 

 ④ 減塩料理の食事（講師：新潟市食生活改善推進委員協議会東支部） 

   減塩味噌汁とおにぎりで食事しながら参加者同士で交流 

    持参した味噌汁の塩分濃度測定（希望者） 

【広 報】 

 ・東区だより掲載（１０月７日発行） 

 ・チラシ配布 

 ・ホームページ掲載 
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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６回 東区自治協議会 第 3部会 

○日 時：平成３０年９月６日（木）午後２時～午後４時１５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、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 

    株式会社アステージ（審議内容１（１）のみ） 

【審議内容】 

１ 東区自治協議会提案事業について 

 （１）東区の産業カレンダー制作事業について 

映像制作業務を受託した株式会社アステージからデザイン案の説明を受け、そ

の後に掲載内容について協議しました。 

 （２）東区の農産物魅力発信事業について 

事務局より、事業の進捗状況及び今後の予定について説明がありました。 

また、９月２９日（土）に東区プラザ南口エントランスホールで開催される 

 「第 1回 にいがた市民環境フェア」でPRブースを出展することとしました。 

２ 平成３１年度特色ある区づくり予算（自治協提案事業）の委員提案について 

第３部会として提案する事業について意見交換しました。 

【次回開催日】 

日時：平成３０年１０月１１日（木）午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室B 
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