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特色ある区づくり事業
令和３年度 江南区特　集

　令和３年度の江南区の主な事業の中で、区民との協働による取り組みや区独自
の課題解決に向けた取り組みを行う「特色ある区づくり事業」を紹介します。今年
度も「磨く」「活かす」「守る」の視点で「笑顔あふれる江南区」を目指します。

市街地周辺に農地が近接し、豊かな農産物を身近
に感じることができる江南区の特性を活かし、区民
がより「農」に親しむことで、地元生産者や農産物へ
の理解を深めるとともに、さらなる地産地消の推進
を図ります。

国登録有形文化財である県下最大級の豪農の館「北方文
化博物館」を舞台に、地域が誇る伝統・文化に触れる機会
を提供することで、江南区に対する愛着の向上を図ります。

区民・福祉団体・コミュニティ協議会・区社
会福祉協議会・区役所などが協働することで、
区内の地域福祉を推進し、江南区地域福祉計
画の基本理念「みんなでささえあい安心して
暮らせるまち“江南区”」の実現を目指します。

江南区モビリティプロジェクト（まちづくり部会）
誰でも安心して安全に暮らせる
まちづくりプロジェクト（安心安全部会）
多世代交流“みらい”プロジェクト（環境・教育部会）

地域課題解決サポートプロジェクト

これまで地域ブランド力の強化に取り組んできた亀田縞を、
さらに地域アイデンティティとして確立させ、地域での活用の
拡大を目指すことで地場産業の振興と発展につなげます。 三方を川に囲まれ浸水被害や河川の氾濫などが懸念される江南区において、区民

が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識の醸成や地域防災力の強化を図り、
安心安全な地域づくりを推進します。

江南区の文化・芸術の発信・活動拠点である文化会館を活用して、区民の文化・芸術
に対する関心を高め、同館の利用を促進します。

地域の中で、認知症高齢者を支援したい人、子育て応援をしたい人を掘り起こし、
地域全体で認知症高齢者や子育てを見守ることで、高齢者や子育て世代を支え、安心
して暮らせる地域を実現します。

「農」に親しむ

北方文化博物館を活用した文化発信事業

江南区ふれあい・ささえあいプランの推進

区自治協議会提案事業

地域ブランド「亀田縞」の販路拡大
江南区安心・安全な地域づくりの推進

文化芸術の創造・発信 地域で見守り応援事業～見守る目、見守る心～

247万円

170万円

349万円

200万円

270万円

225万円

拠点商業地の亀田本町商店街および亀田三・九の市を含む周辺の賑わい創出にむけ
地域の多様な団体による取り組みを支援します。また、商業団体などと連携し、区内
の商業活性化に向けた取り組みを推進します。

地域商業活性化支援 250万円

阿賀野川、小阿賀野川、信濃川など、水と緑のネットワークを形成する資源を活用し、
整備したサイクリングロードの利用促進に取り組むとともに健康づくりの推進や交
流人口の拡大を図ります。

いい汗 いい食 江南健幸ライド 150万円

固有の文化や伝統を有する5地区で構成される江南区で、それぞれの観光資源の発掘、
深掘りを行うとともに、その情報を発信・提案することで集客と関係人口の拡大を図ります。

江南区ぐるっと巡って発見・体験ツアー 140万円

小阿賀野川などの水辺空間を活用し、新たな魅力の創出と交流人口の増加につなげます。
（仮称）小阿賀野川フィッシング大会 20万円

99万円

500万円

地域が持つ「宝」を磨いて可能性を
引き出し、まちの活力向上につなげます。磨く

地域資源を生かし、
まちの魅力を高めます。活かす

区民の皆さまの
安心安全で健康な生活を守ります。守る

磨く 守る活かす

区民だけでなく、首都圏などの20歳代の就職活動の学
生から子育て世代の若者などをターゲットに江南区の住
みやすさや魅力などを発信することで、江南区への移住の
促進を目指します。

「江南区をPR」魅力発信プロジェクト 120万円

区の豊かな田園・自然環境や、充実した商工業、良質な住宅地、交通
網などの強みを最大限活用するための方策について、「雇用創出」「居
住促進」「交通環境」の視点で検討・実践することで、人口減少に歯止め
をかけます。

江南区未来づくりプロジェクト  90万円

江南区は区バスのほか、複数の住民バスが運行していること
から更なる連携強化や啓発活動を通じ、区民がより使いやすい
公共交通の実現につなげます。

みんなで語り、考える 使いやすい公共交通 70万円

新年度区長挨拶

互いに尊重し、思いやる心で
３年ぶりの大雪であった冬もようやく過ぎ、暖かい春を

迎えることが出来ました。降雪が続いた際には除排雪が
追い付かず、区民の皆さまに多大なご迷惑、ご心配をおか
けしました。今後、体制の見直しも含め、さらなる改善に
努めてまいります。

また区民の皆さまには新型コロナウイルス感染拡大防止に日々、ご協力をいた
だいておりますことに心から感謝申し上げます。ワクチン接種が始まるとはいえ、
まだまだ気の抜けない状況が続きます。区民の皆さまには引き続き、マスクの着
用や手指消毒の徹底など、感染防止に努めていただくようお願い申し上げます。

一方で、様々な交流機会の減少による地域経済活動への影響は甚大であり、特
に飲食・観光・交通関連産業などは厳しい経営状況に置かれています。これら業
界への支援として、区のみならず市全体で様々な事業に取り組んでいます。例え
ば「地域で弁当交流応援事業」では、地域の割烹などから団体や企業が弁当を購
入する場合、その費用の一部を補助するといった取り組みを行っていますが、区
民の皆さまも補助要件をご確認のうえ、是非ご利用いただきますようお願いします。

困難な状況が続くとき、それを乗り越えていく力は、やはり「互いに尊重し思い
やる心」だと思います。その醸成に努めながら今年度も「緑と調和した 賑わいと
安らぎのあるまち 江南区」の発展に尽力してまいります。

江南区長 米山 弘
ひろかず

一
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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　----------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

がん検診イメージ
キャラクター

◀左：検診いっ得？（江南区版）
右：国保用受診券

問健康福祉課 健康増進係 ☎025-382-4316

集団検診を受けるときは
令和２年度と３年度とで異なる点がありますので注意してください。

●受診方法

検診の種類 予約先

胃がん検診

新潟県労働衛生医学協会
☎025-370-1800
【受付時間】月～金 午前９時～午後４時30分
（祝日、8月13日（金）～8月16日（月）は除く）

乳がん検診
新潟市役所コールセンター
☎025-243-4894
【受付時間】午前８時～午後９時（年中無休）

※予約開始日が検診日によって異なりますので、冊子「検診いっ得？」を
ご確認ください。

※予約時に、希望日・会場・時間を伝えてください。

●持参するもの
①受診券
②個人記録票
③健康保険証
④自己負担金（金額は受診券をご覧ください）

自己負担額が無料になる場合があります
以下の人は自己負担額が無料になります。事前の申請により無料券を交

付しますので、受診の14日前までにお住いの区役所健康福祉課に申請書を
直接持参または郵送で提出してください。

非課税世帯の場合
対象　がん検診：69歳以下の人

特定健診：59歳以下の人
問健康福祉課 健康増進係 ☎025-382-4316

生活保護を受給中の場合（受診券、生活保護受給証明書を持参）
対象　がん検診：69歳以下の人

特定健診：40歳以上の人　　
問健康福祉課 保護係 ☎025-382-4313

無料券の交付には申請書の提出と健康保険証が必要です。
申請書は区役所健康福祉課に設置しているほか市ホームページ「各種検診」

でダウンロードできます。

対象者の皆さんに、令和３年度のが
ん検診受診券と、左の案内冊子「検診
いっ得？」が届きます。必ず開封して、
内容を確認してください。

「何も症状がないから」「病気が見つかると怖いから」と思っていませんか？　症状がないうち、軽いうちに
発見できれば、多くの病気が治療可能です。健診は、生活習慣病やがんを予防・早期発見し、健康を守るために
は欠かせません。案内が届いたら、必ず健診を受けましょう。

対象 送付される受診券

40歳～74歳の新潟市国民健康保険加入者 がん検診、特定健康診査

新潟県後期高齢者医療制度加入者 がん検診、後期高齢者健康診査

40歳以上で、職場などで受診の機会がない人 がん検診（３年以内に受診歴のある人）

※対象年齢なのに４月末になっても受診券が届かない、職場では受診の機会がなく、
がん検診などを受けたいという人はお問い合わせください。

※新潟市国保以外（全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合）の特定健康診査・
後期高齢者健康診査については、各医療保険者（健康保険証の発行元）にお問い
合わせください。

集団検診の対象となるのは次のとおりです。
自己負担額や受診方法は、送付された受診券をご覧ください。  

検診の種類 内容 対象者（令和３年3月31日時点の年齢）

肺がん（結核）検診 X線撮影 40歳以上

胃がん検診 バリウム検査 40歳以上（胃内視鏡検査は、40歳・45歳、
および50歳以上の偶数年齢の人）

乳がん検診 マンモグラフィ検査

40歳以上の偶数年齢の女性
（令和２年度未受診者は奇数年齢でも可）
※令和３年度に限り70歳以上の人も施

設検診を受診できます。

※胃内視鏡検査は施設検診のみです。

特定健診は、40歳以上の人が受ける生活習慣病予防のための健診です。「検診いっ
得？」を確認の上、忘れずに委託医療機関で健診を受けてください。会社員や公務員
の人は職場の定期検診として受けています。
●全員実施する検査項目

血液検査（血糖、脂質、腎機能、肝機能）、尿検査、血圧測定、診察、身体計測
●基準に該当し、医師が必要と認めた場合に実施する検査項目

貧血検査、眼底検査、心電図検査
ただし、心電図検査は60歳以上で希望する人は受けられます。（心疾患・高血圧な

どで治療中の人は除きます）

感染症対策のため、受診の前にお読みください
体調は万全ですか？

・発熱、せき、息苦しさ、のどの痛み、倦怠感（だるさ）などの風邪症状や味
覚・嗅覚の異常はありますか？

・２週間以内に、発熱がありましたか？
・２週間以内に、新型コロナウイルスの患者やその疑いのある方と接触があり

ましたか？
※当日、体温が37.5℃以上の方および上記に１つでも当てはまる方は、受診

を見合わせていただき受診の延期をお願いしております。

検診前の準備をお願いします
・自宅で体温を測ってからお越しください。（37.5℃以上受診不可）
・マスクを着用してください。
・胃・肺がん検診には、無地のTシャツ、ファスナー等の金属やボタンのない服

装で来てください。
・乳がん検診には、バスタオル（カーディガンや上着でも代用可）を必ずお持

ちください。
※上記の服装で来ていただけない方は有料（200円）の検診着に着替えていた

だきます。

対象者に受診券を発送しました
～40歳以上の対象者に３月末から受診券の発送を開始しました～

■がん検診 ～集団検診と施設検診があります～

■特定健康診査（特定健診）・後期高齢者健康診査 ～施設健診のみです～

肺がん検診

予約不要

胃がん検診 乳がん検診

予約必要

ファスナー等の
金属やボタンの

ないもの

マスクの着用

無地のTシャツ

ブラジャーは
金具のないもの

健康維持のために、がん検診・特定健診を受けましょう
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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

犯罪者が狙うのは、子どもがひとりになるときです。地域全体の「目配り」「気配
り」で、子どもをひとりにさせないようにしましょう。子どもを犯罪から守るため

「江南区子どもを犯罪から守る安心・安全対策連携会議」に参加している警察、学校、
校区交通安全推進協議会などの各団体も活動しています。

団体 活動内容（一部）

江南警察署 不審者情報の配信、警察官・スクールサポーターに
よる不審者対応の指導や見守り

江南区小学校長会 PTA役員から保護者へ見守り活動の呼びかけ
江南区民生委員児童委員
連絡協議会

危険個所の見守り活動、登下校時に車でパトロール、
関係機関との情報共有

校区交通安全推進協議会 見守り活動、防犯や交通安全に関する会議
区教育支援センター 不審者情報の配信
区民生活課 防犯カメラ設置補助、青パトによる下校時の見守り

問区民生活課生活環境係 ☎025-382-4254

総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事に関する困りごとの相談
に応じています。江南区では、次のとおり行政相談を行っています。相談は無
料で、秘密は堅く守られます。

江南区内の行政相談所<予約不要＞
亀田地区コミュニティセンター（亀田新明町１）会場
日偶数月の第１木曜日（祝日の場合は開設せず） 午前10時～11時30分

担当：行政相談委員 石澤正明さん
横越出張所会場
日偶数月の第１水曜日（祝日の場合は開設せず） 午後２時～３時30分

担当：行政相談委員 藤田繁夫さん
曽野木連絡所会場
日奇数月第２金曜日（祝日の場合は開設せず） 午前10時～11時30分

※５月、11月、令和４年１月は休み
担当：行政相談委員 佐藤久美子さん

大江山農村環境改善センター（細山401）会場
日偶数月第３水曜日（祝日の場合は開設せず） 午後２時～３時30分

担当：行政相談委員 藤田繁夫さん、または石澤正明さん
問区民生活課 区民窓口係 ☎025-382-4203

防 犯
防 犯

新型コロナウイルス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。事前に各問合せ先へ確認してください。
※掲載情報は、３月26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）　　　　

これから運動を始めたいと考えている人へ
運動でヘルスアップ

日４月26日（月）
午後１時30分～３時30分

（受付：午後１時15分～）
場亀田総合体育館
内自宅でできるストレッチ、筋トレなど

健康づくりのための運動と講話
持動きやすい服装、内履き、飲み物（水・

お茶）、タオル
人先着10人（要予約）
申４月５日（月）から12日（月）までに、健

康福祉課 健康増進係へ ☎025-382-4316
※申込者には事前に詳しい案内を送付

亀田地区公民館
江南区文化会館内  ☎ 025-382-3703

学習用に部屋を開放します
日４月10日（土）・24日（土）
　午前９時～午後５時
場同館 講座室１
人８人（中・高校生を優先）
毎月第２・第４火曜日開催
プチプチひろば

０歳児と保護者のための憩いの広場。
育児について、ママ友づくりなどおしゃ
べりのできる居場所です。
日４月13日（火）・27日（火）
　午前10時～11時30分
場同館 保育室
人０歳児とその保護者先着９組（未就園児

の兄弟姉妹は０歳児と一緒に参加可能）
持バスタオル（マットの上に敷いて使います）

ふれあい掲示板
市民グループなどの催しを掲載しています

通心寺での催し
場通心寺（船戸山３）
申同寺 ☎025-381-2720
キャンドルヨガ
日４月９日・23日、５月14日・28日（い

ずれも金曜）午後７時～８時
￥１回800円（小中学生200円）
持動きやすい服装、飲み物、タオル、ヨガ

マット（レンタル数本あり）
フラダンス教室
日４月13日・27日、５月11日・25日（い

ずれも火曜）
午後１時30分～２時30分

持動きやすい服装（パウスカート貸出あ
り）、飲み物

高齢者やその家族の無料相談窓口
高齢者やその家族の皆さん、心配ごと

や悩みごとを話してみませんか。電話ま
たは窓口で相談できます。
場新潟ユニゾンプラザ３階（中央区上所

２）
一般相談（予約不要）
日毎週月曜から金曜（祝日、年末年始除

く）午前９時～午後５時
法律相談（要予約）
日４月12日・26日・（いずれも月曜）午後

１時30分～４時
申新潟県高齢者総合相談センター

☎025-285-4165

割烹 海老倉の残された食の器展
日３月６日（土）～５月30日（日）

午後２時～５時（月、水、金曜は定休）
※事前申し込み不要

場ギャラリーやどかり（袋津６丁目）
内惜しまれて閉店した亀田の割烹海老倉

が使い残した食器類約800点を展示
問ギャラリーやどかり（皆川）

☎025-381-4433

こころチャリティーコンサートNO.16
難病の方や世界の恵まれない子供達の

ために開催するチャリティーコンサート
です。
日４月18日（日）午後１時11分
　（開場：午後12時30分）
場亀田市民会館
人先着60人
￥500円程度（全額寄付）
申こころ（中林） ☎090-5761-5746

江南区親善大使を使ってPRしませんか
詳しくはこちらから

「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４月 18 日発行です。

地域全体で目配り・気配り 子どもを犯罪から守るため活動中

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 ☎025-382-4619

広告募集中

21,100部/月2回発行
縦3.9cm×横7.9cm
1回 7,000円

「新潟の食と農をもっと身近に…」をテーマに、家族で新潟の食を楽しめる複
合的なイベントです。野菜や果物の販売のほか、公園でフード＆カフェや各種
ワークショップが楽しめます。前回以上の品揃えで皆さまをお待ちしています。

日 ４月17日（土）・18日（日） 
午前７時30分～午後３時（小雨決行）

場 亀田公園中央広場
（入場時、検温と問診票入力の協力をお願い
します）
※商品がなくなり次第終了

 主催：Farmers and kitchen in 亀田公園実行委員会　後援：新潟市
問 サンライズプロモーション北陸 ☎025-246-3939

Farmers and kitchen in 亀田公園

こんな時は、行政相談委員にご相談ください

消防情報

消太 の視点く
ん

「野焼き」や「家庭ごみ」の焼却は
やめましょう！

問江南消防署 市民安全課 予防調査係 ☎025-381-2327

く無煙炭火器を使用される人へ>
・消火用バケツなどを準備する。
・少量ずつ小分けにして燃やす。
・近隣住民に配慮し実施する。
　（煙害により苦情が生じた場合は焼却が認められません）
・風が強い時は中止する。（火の粉は２km先まで飛ぶこともあります。）
・炭化器を使用中はその場を離れない。

野焼きなどは法律で禁止されています。
江南区では昨年、野焼き関係で14件消防車

が出動しました。
農業などにより「無煙炭化器」を使用する

場合は、あらかじめ消防署に届出書を提出し
てください。




