
江南区役所フェイスブックで江南区の旬の情報を発信しています。→「江南区役所フェイスブック」で検索 !!　（https://www.facebook.com/konanwardniigata/）

江南区未来づくりプロジェクト

区役所
　だより

令和2年
（２０20年）

こうなん
緑と調和した 賑わいと安らぎのあるまち 江南区 第313号

江南区　人口：68,451 人（−104） 男：33,333 人（−29） 女：35,118 人（−75）　世帯数：27,353 世帯（＋75）　面積：75.42㎞２　令和２年３月末現在（カッコ内は前月比 住民基本台帳による）

編集・発行：新潟市江南区役所地域総務課
〒950‐0195　新潟市江南区泉町3‐4‐5
電話 ： 025‐383‐1000（代表）
FAX：025‐381‐7090
ホームページ：http：//www.city.niigata.lg.jp/konan/

4月19日

問地域総務課  ☎025-382-4619

江南区では新潟市の発展に寄与する江南区
のまちづくりについて、官民が協働でまちづ
くりを推進するための体制を構築し、「江南区
未来づくりプロジェクト」として、検討・実践
しています。

今号では本プロジェクトで明らかにした江
南区の優れたポテンシャルを紹介します。

 十全さん

姫ちゃん

スイートくん

＜構成団体＞
・亀田商工会議所(事務局)　　・亀田郷土地改良区
・横越商工会　　　　　　　　・酒屋町商工会　
・亀田工業団地連絡協議会　　・新潟市両川工業団地協同組合
・木津工業団地連絡協議会　　・あけぼの印刷団地事業協同組合
・江南区自治協議会

＜本部長＞・区長
＜副本部長＞・副区長
＜本部員＞・区役所内各課

江南区まちづくり協議会

詳細は区ホームページで

内容の一部は本紙に随時掲載

江南区まちづくり推進本部
(江南区役所)

TOPIC：江南区まちづくり協議会の取り組み
目的：新潟市の発展に寄与する江南区のまちづくりに関する検討を行う

中原市長に提言書を提出
（令和元年６月）

中原市長に提言書「「活力ある新潟市」
の実現に向けた(仮称)江南駅の設置と
土地利用に関する提言」を提出。市長か
らは「駅設置について、市も積極的に協
力していきたい。江南区内の企業の力
も借りながら、魅力ある地域にしていき
たい」との発言がありました。

江南区PRリーフレット「こうなんです こうな
んく」を作成(令和２年３月)
「居住促進」「雇用創出」「交通環境」の視点で、これまで

まちづくり協議会が取り組んだ様々な調査・分析結果など
を活かし、区内外へのPRのためリーフレットを作成しま
した。今後は、リーフレットを活用し、企業誘致や居住促
進につなげます。

これまでの「江南区未来づくりプロジェクト」の
取り組みは区ホームページに掲載しています

３つの分野により
取り組みを推進

主要テーマ

居住
促進

雇用
創出

交通
環境 リーフレットの一部「居住促進」については次のページに

「雇用創出」「交通環境」については次号の区役所だよりで紹介
していくぜ。

亀田地区の地価の状況は都市近郊部では１番の上げ幅なのじゃ！工業
地も県内変動率を大きく上回る状況じゃぞ！

江南区の空き家率はすごく低いね！
それだけ人気があるんだね！

わたしの住んでいる大江山地区もあちこちで開発されているわ！住みやすいま
ちになってほしいわ！

新潟市のさらなる発展には、官民が一体となって取り組む必要があるよね！江
南区では、まちづくりを推進するための体制を構築しているよ。

江南区の官民協働のまちづくり

江南区基本データ

参 

画

地価の状況（国土交通省地価公示）

既存集落内の開発状況（平成26年１月～令和元年９月）

空き家の状況（平成30年度住宅土地統計調査）江南区 その①

江南区 その③

江南区 その②

高ナシ係長

（戸）

（件数）

藤五郎じい

基準地
価格（円/㎡） 変動率

26年 31年 R2年 26年比 31年比
西町5 70,600 83,500 87,100 23.4％ 4.3％ ➡
袋津3 39,700 39,700 40,100 1.0％ 1.0％ →
稲葉1 51,900 52,200 53,200 2.5％ 1.9％ →
亀田中島1 51,000 51,300 51,900 1.8％ 1.2％ →
船戸山5 43,000 44,500 45,200 5.1％ 1.6％ →
早通4 19,600 19,900 20,300 3.6％ 2.0％ →
曙町3（工業地） 22,600 22,500 23,100 2.2％ 2.7％ →
亀田大月2（工業地） 25,500 26,000 26,800 5.1％ 3.1％ →
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江南区のジュニアスポーツ団体
江南区スポーツ協会の加盟団体またはスポーツ少年団所属団体です。

お問い合わせ・加入の申し込みは、右の二次元コードからアクセスの上、
各団体へ直接お寄せください。団体情報は、江南区産業振興課に設置
した冊子でも閲覧できます。

種目 団体名 活動日 活動場所

剣道
亀田剣道連盟 日・水 亀田総合体育館

横越剣道スポーツ少年団 水・土 横越総合体育館

サッカー

ジェス新潟東サッカークラブ 年少組～中学生まで、
学年別に曜日が異なる

阿賀野川河川敷グラ
ウンド、大淵小

横越ジュニアサッカークラブ 水・土 横越小・横越中

亀田フットボールクラブ 年少組～小学生まで、
学年別に曜日が異なる 江南区内

UNITE 新潟 FC 火・金・土・日 曽野木小学校

バレーボール 横越バレーボールスポーツ少年団 土 横越小学校

種目 団体名 活動日 活動場所

バスケッ
トボール

Fighting Girls KAMEDA 月・水・木・土 亀田小学校

亀田ウエストサンズ 週３～４回 亀田西小学校

亀田ウエストファイア 週３～４回 亀田西小学校

横越ハリケーンキッズ 火・水・木・土 横越小学校

卓球 亀田卓球クラブ 月～土 亀田卓球道場

空手 亀田空手スポーツ少年団 火・金 亀田総合体育館、亀田西中

柔道 亀田地区柔道連盟 火・金・日 亀田総合体育館、亀田西中

野球

曽野木スポーツ少年団 土・日・祝 東曽野木小学校

横越野球スポーツ少年団 火・木・土・日 横越小学校

両川スポーツ少年団 水・土・日・祝 旧酒屋小学校グラウンド

スナイパーズベースボールクラブ 水・土・日・祝 丸山小学校、大淵小学校

亀田少年野球クラブ 土・日・祝 亀田運動広場少年野球場

区バス 江南区の区バス（アスパーク亀田～亀田駅西口～イオンモール新潟南～新潟市民病院間）は、土・日・祝日も毎日運行しています。どうぞご利用ください。

自然と賑わいが調和する“暮らしやすさ”を
未来につないでいきます。

住宅ニーズが高く新潟市内でも人気の居住エリア

注目
ポイント

イオンモール新潟南、アピタ新潟亀田店、プラント５
横越店など、大型ショッピングセンターが充実 しており、
マイカーだけでなく区バス•住民バスなどで利用できます。

❶買い物・飲食など生活利便性が高い
亀田第一病院をはじめ、医療施設が区内に多く、亀田

駅東口付近は、多数の福祉施設が集まるなど、高齢者や
障がいをお持ちの方にも、生活しやすい地域です。

❷医療・福祉施設も充実
家族で遊べる公園や３つの川に囲まれた自然豊かな

環境に加え、区内には子育て支援センターが３つ、高等
学校 が２つ、高等特別支援学校も有するなど、子どもの
健やかな成長に最適です。

❸子育てしやすい環境

活力ある新潟市の実現に向けて
新たな開発が期待される地域です
恵まれた立地特性や優れた交通アクセスを有する江南区は、新潟市全体のさらなる発展への寄与が期待される地域です。新潟市が誇る農

業の力を最大限生かしながら、市の発展に大きく寄与することが見込まれる地区については、効果的な土地利用を行うことが、活力ある新
潟市の実現につながります。

次回「区役所だよりこうなん」５月3日号では、「産業」や「交通」について注目していく予定です。

 十全さん

三方を川に囲まれた水と緑の豊かな田園環境と、交通
インフラなど利便性の高い都市機能が調和した、都会過
ぎず田舎過ぎない子育てにピッタリの地域です。

田園と都市が調和する
「ちょうどいい感じ」のまち

豊かな田園環境、区内外へのアクセスの良さに加え、商
業・医療施設が充実するほか、教育施設も複数有するなど、
子どもからお年寄りまで、誰もが住みやすい環境が整っ
ています。

理想の暮らしがここにある！
誰もが住みやすい環境

JR信越本線
「亀田駅」から

新潟駅まで
約10分

豊かな 
自然環境も

良質な住環境
を形成

JR信越本線
「亀田駅」から
区バスや住民
バスが移動手

段を確保
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------　＜広告欄＞　※広告欄の掲載内容についての問い合わせは各広告主へ　----------------------------------------------------------------------------------------------------

母子保健事業 中止・延期のお知らせ

●はじめての離乳食講習会
人生後５か月頃の赤ちゃんの保育者
内離乳食の進め方・試食
●ステップ離乳食講習会
人生後６か月以降で、２回食、３回食に

進もうとしている赤ちゃんの保育者
内離乳食の進め方・試食・相談、情報交換
※中止に伴い、電話相談を実施します。
お気軽にご相談ください。

日５月15日(金) 午前９時～午後３時
問健康福祉課健康増進係

☎025-382-4316

離乳食に関すること

●股関節検診・母体保護相談
●１歳誕生歯科健診
●１歳６か月児健診
●３歳児健診
※対象者へは、中止・延期・再開につい
ての案内を個別に郵送します。

各種健診

内保健師・栄養士・助産師による、乳幼
児の発育・発達・保育・離乳食などの
相談
※亀田健康センターでの育児相談は
中止していますが、「妊娠・子育て
ほっとステーション」にて電話に
よる相談を随時受け付けています。
お気軽にご相談ください。

日毎週月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時15分

問健康福祉課健康増進係
（妊娠・子育てほっとステーション）
☎025-382-4340

乳幼児の育児相談

人４歳未満児 先着40人　￥1,020円
内歯科健診、フッ化物塗布、歯の磨き方

などを含め各種相談
※個別フッ化物塗布（委託医療機関実
施）は実施しています。医療機関名
簿は市ホームページに掲載のほか、
区役所窓口に設置しています。

フッ化物塗布

問健康福祉課 健康増進係 ☎ 025-382-4340

「区役所だより こうなん」は、毎月第 1・第 3 日曜日に発行しています。次号は 5 月 3 日発行です。

江南区役所フェイスブックで江南区の旬の情報を発信しています。→「江南区役所フェイスブック」で検索 !!　（https://www.facebook.com/konanwardniigata/）

区役所
　だより

令和2年
（２０20年）

こうなん
緑と調和した 賑わいと安らぎのあるまち 江南区 第311号

江南区　人口：68,594 人（－12） 男：33,394 人（＋11） 女：35,200 人（－23）　世帯数：27,281 世帯（＋５）　面積：75.42㎞２　令和２年１月末現在（カッコ内は前月比 住民基本台帳による）

編集・発行：新潟市江南区役所地域総務課
〒950‐0195 新潟市江南区泉町3‐4‐5
電話 ：025‐383‐1000（代表）
FAX：025‐381‐7090
ホームページ：http：//www.city.niigata.lg.jp/konan/

3月15日

対　象 江南区内にお店や事業所を持つ事業者
申し込み 地域総務課 ☎025-382-4536

広告募集中

22,100部/月2回発行
縦3.9cm×横7.9cm
1回 7,000円

発達の遅れや偏りがあるお子様一人ひとりの個性をしっ

かりと理解・尊重し、それぞれの“好き”や“得意”に

取り組むチャレンジに対して支援すると同時に“嫌い”

や“苦手”に対してもしっかりと向き合えるチカラの成

長を促し、将来の自立に向けた支援を行います！

江南区亀田緑町3丁目1-58

TEL:025-385-6722 FAX:025-385-6723

mail:i-room.kameda@nextcareservice.com

地震のときと洪水のとき、避
難場所は同じ避難所でいい
のですか。

地震の場合は、揺れている間は慌てて避難せず、頑丈な机の下にかくれ
るなど、まずは身を守る行動をとってください。火の始末は揺れがおさまっ
てから行い、避難をする時は、家のブレーカーを落とし、ガスの元栓も閉め、
大きな余震が起こることを想定し安全なルートを使って移動しましょう。

地震発生直後は、二次災害を防ぐためにも、広く、落下物がない公園等
の一時避難場所が適していますが、津
波情報が発表された場合、津波浸水区
域内の方は、高台や津波避難ビルなど
堅牢な建物の高層階へ避難してくだ
さい。

洪水による被害が予想される区域には、市より避難情報が発令されます
ので、早めに安全な場所へ避難してください。避難所によっては、洪水の
場合に使用不可、あるいは２階以上と指定されている場所がありますので、
事前にハザードマップで確認をお願いします。

速やかに避難することが基本ですが、避難すること自体が危険な状況に
ある場合、今いる建物の上階などへ避難してください。

洪水は、速やかに利用可能な避難所、又は建物の上階へ避難

地震は、まずは身を守る行動をとり、広く落下物の恐れの無い場所へ

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、一部イベントなどが中止・
延期、施設が休館となる場合があります。事前に各問い合わせ先へ確認してく
ださい。 ※掲載情報は４月10日時点のものです

江南区からのお知らせ江南区からのお知らせ
■□日＝日時　■□時＝時間　■□場＝場所　■□内＝内容　■□人＝対象・定員　

■□問＝問い合わせ　■□持＝持ち物
■□申＝申し込み（記載のないものは事前申し込み不要、当日直接会場へ）
■□￥＝参加費（記載のないものは無料）　　　　

31713500350035009311集団がん検診 中止のお知らせ

4月からの集団がん検診（胃がん・肺が
ん）を当面中止します。今後の開催につい
ては、市ホームページなどでお知らせし
ますので、ご確認の上、受診してください。
問健康福祉課健康増進係 ☎025-382-4316 

廃油回収日変更のお知らせ

毎月第１月曜日に区役所などで家庭用
天ぷら油の回収を行っていますが、５月
４日は祝日のため、回収日を変更します。

日変更後の日程 ５月11日（月）
場江南区役所、横越出張所、両川連絡所、

大江山連絡所、曽野木地区公民館 ２階
申区民生活課 生活環境係 ☎025-382-4254

毎月第１・第３木曜日開催
弁護士無料相談（５月）

事前に予約が必要です。
日５月７日（木）・21日（木）

午後１時15分～４時15分
場江南区役所 ３階 入札室
内法律相談 ※要予約。１人30分以内
申区民生活課 区民窓口係

☎025-382-4203

献血にご協力ください（５月）

日５月９日（土） 午前10時～11時45分、
午後１時～４時

場イオンモール新潟南
持献血カード（初めての人は運転免許証

などの身分証明書）
問健康福祉課 健康増進係

☎025-382-4316

健康相談（５月）

保健師・栄養士による相談。要予約。
日５月22日（金） ①午後１時10分～

②２時～ ③２時50分～
場亀田健康センター ２階 集団健診室
申健康福祉課 地域保健福祉担当 

☎025-382-4138

河川愛護モニター募集

国土交通省では、河川行政に関する要
望・意見などを寄せてもらう「河川愛護
モニター」を募集しています。

任期　７月１日より１年間
報酬　月額4,580円
応募方法　専用の応募用紙により、６
月１日（月）までに応募。応募用紙は、
電話で請求するか、ホームページから
ダウンロード。
■信濃川下流河川愛護モニター
人信濃川流域に住む20歳以上の人

４人（選考により決定）
申信濃川下流河川事務所 占用調整課

☎025-266-7135

問地域総務課 ☎025-382-4526

Q.Q.

A.A.A.A.

Check 

Check 

「地域での子育て」みんなで応援しませんか。
子育て中、近くに頼れる家族や友人がいなくて悩んだことはありませんか。

また、まちなかで困っているパパやママを見かけたことはありませんか。
区では、世代を超えて周囲の人たちが子育て世代を応援し、地域のなかに「見

守る目、見守る心」（地域で子育てを応援するという気持ち）が広がっていくこと
を目指しています。

バッジをつけて応援しよう
区では、地域での子育てを応援する人

に、「こども・子育て応援団バッジ」をお
渡ししています。住所・氏名を市ホーム
ページのかんたん申込み、FAX・郵送（様
式任意）のいずれかで申し込みください。

後日、応援団バッジをお送りします。

申健康福祉課 児童福祉係 ☎025-382-4353
〒950－0195 江南区役所健康福祉課児童福祉係宛 FAX025-381-1203

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、母子保健事業は当面の間
中止・延期しています。

今後の事業再開については、市ホームページなどでお知らせします。




