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(順不同・敬称略）

所属 就任期間

松岡　長孝 内野コミュニティ協議会 平成20年9月29日～平成21年3月31日

佐藤　大作 内野コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成20年8月30日

小林　勇 西内野コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

小出　正榮 コミュニティ中野小屋 平成19年4月1日～平成21年3月31日

朝妻　稔 コミュニティ佐潟　会長 平成19年4月1日～平成21年3月31日

○ 柳澤　譲 坂井輪中学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

飯塚　謙助 坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

佐藤　賢一 東青山小学校区コミュニティ協議会 平成20年4月1日～平成21年3月31日

松田　吉蔵 東青山小学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成20年3月31日

鈴木　正明 五十嵐小学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成20年12月30日

本間　信一 真砂小学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

村川　順三 青山小学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

富沢　武司 小針小学校区コミュニティ協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

武田　利秋 黒埼南ふれあい協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

谷井　輝雄 大野校区ふれあい協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

島田　正和 立仏校区ふれあい協議会 平成20年4月1日～平成21年3月31日

山際　幸子 立仏校区ふれあい協議会 平成19年4月1日～平成20年3月31日

青木　留藏 山田校区ふれあい協議会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

乙川　清逸 四ツ郷屋自治会 平成20年8月1日～平成21年3月31日

髙杉　繁 四ツ郷屋自治会 平成19年4月1日～平成20年7月31日

涌井　晴之 佐潟と歩む赤塚の会 平成19年4月1日～平成21年3月31日

新保　まり子 子育て応援施設「ドリームハウス」 平成19年4月1日～平成21年3月31日

笠原　悦子 朗読「四季」 平成19年4月1日～平成21年3月31日

◎ 松原　幸夫　 新潟大学社会連携研究センター　教授 平成19年4月1日～平成21年3月31日

小宮山　智志 新潟国際情報大学情報文化学部　准教授 平成19年4月1日～平成21年3月31日

細川　好円 元坂井輪地区公民館運営審議会　委員 平成19年4月1日～平成21年3月31日

関　良策 団体職員（公募委員） 平成19年4月1日～平成21年3月31日

髙橋　令子 専門学校講師（公募委員） 平成19年4月1日～平成21年3月31日

逸見　啓子 フリーライター（公募委員） 平成19年4月1日～平成20年6月17日

皆川　ヒデ 看護師（公募委員） 平成19年4月1日～平成21年3月31日

渡辺　千代子 料理塾主宰（公募委員） 平成19年4月1日～平成21年3月31日

上原　昭一 新潟みらい農業協同組合西営農ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長 平成19年4月1日～平成21年3月31日

保苅　浩 越後中央農業協同組合黒埼支店　支店長 平成19年4月1日～平成21年3月31日

森田　薫夫 新潟大学　学生 平成20年4月1日～平成21年3月31日

藤本　隆太 新潟大学　学生 平成19年4月1日～平成20年3月31日

宇田　智美 新潟国際情報大学　学生 平成19年4月1日～平成21年3月31日

◎・・・会長，○・・・副会長

西区自治協議会　委員名簿

氏　　　　名
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部会の構成及び委員名簿 

         （順不同・敬称略） 

＜部会＞ 

 第１部会 

 担当分野：防犯，防災，自然環境，住環境，その他西区自治協議会が定めるもの 

 所属委員：松岡 長孝，佐藤 大作，小林 勇，朝妻 稔，飯塚 謙助（部会長）， 

佐藤 賢一，松田 吉蔵，谷井 輝雄，青木 留藏，涌井 晴之，松原 幸夫， 

髙橋 令子（副部会長），宇田 智美 

 

第２部会 

 担当分野：保健福祉，文化，教育，その他西区自治協議会が定めるもの 

 所属委員：柳澤 譲，鈴木 正明（部会長），村川 順三，富沢 武司，島田 正和， 

山際 幸子，新保 まり子（副部会長），笠原 悦子，細川 好円， 

関 良策，皆川 ヒデ，森田 薫夫，藤本 隆太，小出 正榮，松原 幸夫 

 

第３部会 

 担当分野：農林水産業，商工業，交通，その他西区自治協議会が定めるもの 

 所属委員：小出 正榮，本間 信一（部会長），武田 利秋，乙川 清逸，髙杉 繁， 

      小宮山 智志（副部会長），逸見 啓子，渡辺 千代子，上原 昭一， 

      保苅 浩，松原 幸夫，涌井 晴之 

 

 

＜特別部会（プロジェクトチーム）＞ 

プロジェクトチーム１ 

 担当分野：飛砂対策，海岸松林（保安林）の保全 

 所属委員：朝妻 稔（副部会長）、小出 正榮，柳澤 譲，鈴木 正明， 

本間 信一（部会長），村川 順三，松原幸夫，関 良策 

 

 プロジェクトチーム２ 

 担当分野：委員任期制度の検討，区民意見の聴取方法，区自治協議会の会場配置 

 所属委員：小林 勇，小出 正榮，飯塚 謙助，富沢 武司，谷井 輝雄， 

青木 留藏（副部会長），松原 幸夫，髙橋 令子（部会長） 
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成果と課題 
  

 全体に関すること 
【成果】 

○西区全体に関わる問題について，議論を深めることができた。 

 
○西区内における多くの地域課題を抽出し，優先順位を付け，少人数の部

会（プロジェクトチーム含む）に分かれて議論したことで，問題解決に

向け前進できた。部会は，意見が出やすく議論も深まり，建設的な知恵

を出し合うことができ，うまく機能した。 

 

○部会での議論に行政側も積極的に加わることで，西区自治協議会と行政

との協働による，区ビジョンまちづくり計画の策定や特色ある区づくり

事業の企画ができた。 

 

○現地視察を実施したことで，現状把握ができた。 

 
 
【課題】 

○解決に至っていない地域課題を，引き続き審議する。 

 

○今期自治協議会で取り上げた課題の他に，四ツ郷屋海岸の侵食やゴルフ

場計画跡地など，解決されていない課題は多くある。改めて課題を抽出

し，検討する。 

 

○地域課題の検討に当たり，現地を確認するための視察を実施する。 

 

○新たな課題抽出に合わせ，必要に応じ，部会構成を再検討する。 

 

○女性の視点での意見を生かすため，女性部会設置を検討する。 

 

○次期改選では，新たな手法の導入も含め，女性委員の拡充を検討する。 

 

○多くの委員が出席できるよう，会議開催の曜日や時間を工夫する。 

 

○区民に協力してもらうため，部会のほかに検討会の設置を検討する。  
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  第１部会に関すること 
【成果】 

○区ビジョンまちづくり計画の策定にあたり，「環境学習・環境教育の推進」

を盛り込むとともに，「環境スクール開催事業」として，平成２０年度の

特色ある区づくり事業で事業化した。 

 
○委員発案から，西区一斉クリーンデーの実施について検討し，具体的内

容として自治協議会に企画提案し，平成２１年度から各コミュニティ協

議会主体で事業化されることとなった。 

 
 
 【課題】 

○西区一斉クリーンデーの実施に向け，各コミ協が準備（詳細部分の取り

決め，周知など）を進めやすいよう支援する。また，各コミ協に対し利

用できる市の補助制度の説明会を設けるなどの対応を検討する。 

 

○西区一斉クリーンデーの実施にあたり，学生など，若者に参加してもら

う工夫を検討する。若者に地域活動へ参加してもらう意義は大きい。 

 
 

  第２部会に関すること 
 【成果】 

○委員発案から，区民の健康づくりに資するための事業として，「西区自ら

すすめる健康づくり推進事業」を，平成２１年度の特色ある区づくり事

業に盛り込んだ。 

 

○コミュニティ協議会の抱える，財源や拠点となる場所の問題について，

各コミュニティ協議会の現状や悩み，及び取り組みについて情報を共有

することができた。 

 

 

【課題】 

○コミュニティ協議会の拠点を確保する費用やスタッフの人件費の捻出方

法を検討する。 

 

○子ども・高齢者の居場所づくりを進める。自治会館の活用などを検討し

つつ，難しい地域では空き店舗や空き家を利用したモデルケースへも取

り組む。 
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 第３部会に関すること 
【成果】 

○第３部会員，指導農業士，農産物販売者，調理関係者，学校関係者，消

費者及び行政が参加し，新潟国際情報大学の協力のもと，農業活性化の

ための座談会を開催した。座談会を通して，参加者同士の交流や疑問点

の解消などが図られた。 

 

○交通渋滞を解消するため，シミュレーションの方法を検討した。 

 
 
 【課題】 

○農業関係者座談会について，より充実したものとするため，参加者の見

直しも図りながら継続する。 

 

○交通渋滞解消に向け，シミュレーションを実施するなどの検討を行う。 

 
○区バスについて，利用率向上や運営のありかたを検討する。 

 
 
  プロジェクトチーム１に関すること 
 【成果】 

○飛砂対策・海岸松林（保安林）の保全の問題について，西区全体の課題

と捉え，より緻密な検討・討議を重ねることができるようプロジェクト

チームとして発足したこと自体が一つの成果である。 

 

○新潟県の担当課・市の水産林務課にも会議に出席してもらい，保安林行

政に関する情報共有が行いやすくなった。 

 
 

【課題】 
○海岸沿いの飛砂対策の一つとして海側の植栽が考えられる。多額の経費

が必要となるため国・県に引き続き要望するとともに，行政，コミュニ

ティ協議会（自治会）の守備範囲を決めた地域レベルでできる改善方法

を検討する。 

 

○赤塚地区において，地域・農協・行政が協働で取り組んでいる飛砂対策

の継続と，マサキ定植に向けた地権者との協議を支援する。 

 

  ○保安林未整備地域の解消，既存保安林の維持・保全に向け，引き続き新

潟県に働きかけるとともに，行政，コミュニティ協議会（自治会）の守

備範囲を決めた地域レベルでできる改善方法を検討する。 
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 プロジェクトチーム２に関すること 
 【成果】 
  ○公募委員の再任を１期に限り認めるべきなど，委員改選に係る意見をま

とめ，西区自治協議会の意見として，市長へ提案した。 
 
  ○西区役所だよりやホームページなどで，西区自治協議会の活動を広報し

つつ，区民の意見を募ることを提案した。 
 
 
 【課題】 

○自治会の回覧板やコミュニティ協議会の広報紙などで西区自治協議会の

活動内容をＰＲするとともに，意見を記載できるスペースを設け，区民か

ら意見募集する制度を試行する。 
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意見聴取結果等一覧 

 
＜平成１９年度＞ 

意見聴取時期： 平成 19 年６月 

件名： 西区区ビジョンまちづくり計画について【必須意見聴取事項】 

回答の概要： それまでの協議で議決してきた内容をもって，回答とした。 

 （平成 20 年 1 月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 19 年７月 

件名： 西区イメージカラーの選考について 

回答の概要： アンケートの結果からオレンジを候補色とした。 

 （平成 19 年７月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 19 年７月 

件名： 平成 20 年度特色ある区づくり事業について【必須意見聴取事項】 

回答の概要： ５つの継続事業に加え，新規事業として，「地場産学校給食推進事業」，「西区

地域子育て支援事業」，「環境スクールの設置」を提案した。 

 （平成 19 年９月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 19 年 11 月 

件名： 新潟市・黒埼町合併建設計画の見直しについて【必須意見聴取事項】 

回答の概要： 市の見直し案に同意した。 

 （平成 19 年 11 月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 19 年 12 月 

件名： 保育園再編実施計画（素案）について【必須意見聴取事項】 

回答の概要： 板井保育園の取り扱いに対する配慮、外国籍児童の保育に係る幼・保・小の

連携強化、保育園整備前における地元意見の聴取、周辺道路のスピード規制

など意見として回答した。 

 （平成 20 年２月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 20 年２月 

件名： 都市計画マスタープラン区別構想について 

回答の概要： 現時点で地域拠点を寺尾駅周辺に限定した記載とすべきではない旨の意見が

あった。 

 （平成 20 年２月） 
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＜平成２０年度＞ 

意見聴取時期： 平成 20 年６月 

件名： 平成 21 年度特色ある区づくり事業について【必須意見聴取事項】 

回答の概要： ８つの継続事業に加え，新規事業として健康づくりに関する事業の追加を提案

した。 

 （平成 20 年９月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 20 年９月 

件名： 委員改選に係る区自治協議会の主な意見について 

回答の概要： 多数意見として，①公募委員の１期限りの再任を認めること、②委員推薦会議

の委員構成を見直すこと，③一斉交代回避のため委員任期制度を見直すこと

を意見として提出した。 

 （平成 20 年９月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 21 年２月 

件名： 新潟市西区地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

回答の概要： 原案どおり承認した。 

 （平成 21 年２月） 

 

 

意見聴取時期： 平成 21 年３月（予定） 

件名： みどりの基本計画について（予定） 

回答の概要： 未定 
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順位 課題項目 担当部会 対応

8 自然環境の維持・管理 未審議

11 都市排水(雨水・背割り排水路) 未審議

20 廃棄物の不法投棄 未審議

25 区民一斉クリーンデーの実施 審議終了

26 交番の配置 審議終了

27 防犯灯の設置 審議終了

2 コミュニティの活動拠点づくり 審議中

4 子ども・高齢者の居場所づくり 審議中

6 ご近所同士のつながりのきっかけづくり 未審議

9 高齢者サービス 未審議

13 子育て施設の定員 未審議

17 若手の育成 未審議

19 コミュニティの運営 審議中

22 健康づくり 審議終了

23 自治会への募金 未審議

24 医療 未審議

31 高齢者のグループホーム 未審議

32 高齢者向け電動アシスト自転車の購入助成 未審議

5 農業担い手育成 農業問題として一括整理し，審議中

7 遊歩道・歩道の整備 地域交通と一括整理し，審議中

14 農業振興地域 農業問題として一括整理し，審議中

15 地域交通 地域交通問題として一括整理し，審議中

18 農村と都市との交流 農業問題として一括整理し，審議中

21 道路整備 地域交通問題として一括整理し，審議中

28 道路整備等に係る意見交換会の実施 地域交通問題として一括整理し，審議中

29 街路樹の管理 地域交通問題として一括整理し，審議中

33 交通バリアフリー 地域交通問題として一括整理し，審議中

1 飛砂対策 審議中

3 海岸松林（保安林）の保全 審議中

12 委員任期制度の検討 審議終了

30 区自治協の会場配置 審議終了

16 区民意見の聴取方法 審議終了

10 区自治協のメンバー構成 委員推薦会議 審議終了

プロジェクト
チーム１

プロジェクト
チーム２

地域課題整理表

第１部会

第２部会

第３部会
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