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平成３０年度 第７回 東区自治協議会 会議概要 
開 催 日 時  平成３０年１０月３０日（火） 午後２時から午後３時 

会  場  東区プラザ ホール 

出 席 者 【委 員】 

國兼委員、作左部委員、和田委員、渡辺（順）委員、桑原委員、長谷川委員、 

吉田委員、佐藤（清）委員、三島委員、菊谷委員、安藤委員、大澤委員、小野委員、 

阿部委員、木村委員、後藤委員、田村委員、佐藤（恵）委員、田中委員、 

渡辺（芳）委員、大江委員、高橋委員、中川委員、山田委員、井上委員 

以上２５名 

【事務局】

（東区）堀内区長、夏目副区長（総務課長）、清水地域課長、古寺区民生活課長、 

渡辺健康福祉課長、萩野保護課長、伊藤建設課長、鷲尾中地区公民館長、 

青木石山出張所長、二村東消防署長、坪川地域課長補佐、 

阿部教育支援センター所長、地域課職員 

1．開 会 （区 長） 

 皆さんこんにちは。本日はお天気の悪い中、お忙しい中、お集まりいただきましてあ

りがとうございます。 

 28 日の市長選挙により、新しい市長が決まりました。期日前投票ではコミュニティ

協議会を中心にたくさんの方にご協力をいただきました。心から感謝申し上げます。 

 16 年ぶりの新しい市長ということで、長い間、私たちはこういう経験をしていない

わけです。今後、いろいろなセレモニーがあるわけですけれども、市長が代わっても、

私たちの事業はこれまでどおり滞りなく進めていきたいと思っているところです。 

 今月は、10月 8日の体育の日に、オープンして半年となる寺山公園において、皆様

のご協力のもと「寺山フェスタ」を開催しました。当日は、新潟シティマラソンもあり

ましたし、また台風の影響も心配したのですけれども、幸いお天気にも恵まれて7,000

人の皆様に来ていただき、非常ににぎわいました。当日は、「い～てらす」の利用者がオ

ープンから早くも 10 万人ということで、10 万人目の親子の方に記念品も差しあげま

した。 

 また、新聞にも出ていたのですけれども、この度先進的な都市公園を表彰する「第34

回都市公園等コンクール」で、寺山公園は子育てに配慮した都市公園として、最優秀賞

にあたる国土交通大臣賞をいただきまして、大変喜んでいるところです。これまで非常

に多くの皆様に利用していただき大変喜んでいますが、これからも地域にとって大切な

施設として可愛がっていただきたいと思っております。 

 本日の自治協議会ですけれども、来年度予算編成の時期でございます。特色ある区づ

くり事業について各課長からご説明をさせていただいて、そして皆様からも忌憚のない

ご意見をいただきたいと思っております。 

 効果的な事業にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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２．自治協

議会関連事

項 

（1）各部

会報告 

（事務局） 

 引き続き、議事に入る前に事務局から報告と確認をさせていただきます。 

 本日は、月岡委員、野村委員、白井委員、近委員から欠席のご連絡をいただいており

ますが、出席者数が新潟市区自治協議会条例第9条第2項の規定に達しておりますので、

本会議は成立しております。 

 なお、本日は佐藤誠市議会議員が傍聴にお見えになっていますので、ご報告をいたし

ます。 

 当会議の議事内容は市のホームページ上で公開することになっております。会議概要

作成のために録音させていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

 また、報道関係者から取材の申出があった場合は許可をしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、そのようにさせていただきます。 

 ここで、資料の確認をいたします。本日の資料は、次第、資料1から資料6、そして

参考資料になります。 

 それから、別途配付の依頼がありました、新潟市立幼稚園再編実施計画および東区歴

史浪漫スタンプラリーの冊子、江南区、秋葉区、西区、西蒲区の自治協議会だより、そ

して新潟県立大学の広報紙を委員の皆様にのみ配付をいたしましたのでご確認くださ

い。以上、資料に不足がございましたらお知らせくださいますようお願いいたします。

 それでは、後藤会長より議事進行をお願いいたします。 

（後藤会長） 

 それでは、議事を進行したいと思います。はじめに、２自治協議会関連事項の(1)各部

会報告です。市民協働部門の第1部会から報告をお願いします。 

（長谷川委員） 

 第 1部会は10月 12日に行いました。開催概要については、資料のとおりでござい

ます。 

 審議内容としましては、まず、特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について担

当課より説明がありました。内容としましては、平成 30年度事業の評価、平成 31年

度事業の実施案についての説明がありました。 

 続きまして、平成 30年度自治協議会の提案事業で実施している、発災時の地域防災

体制支援事業の一環として実施した新潟県立大学の学園祭での防災コーナーについて協

議しました。学園祭は 10月 27日に開催され、防災グッズ、パネル、ハザードマップ

などの展示をいたしました。 

 それから、じゅんさい池の保全事業で、前回台風のために日延べになりました睡蓮の

抜根とミシシッピアカミミガメの駆除作業を 10月 21日に行いました。どのくらい生

息しているのか分からないのですが、残念ながら、捕獲したミシシッピアカミミガメは

1匹だけでした。水抜きも湧き水があるのか、なかなか思うように水位が下がらず、50

センチくらい下がった程度でした。そのため睡蓮を抜くにもボートで近くに行かなけれ

ばならず、効率が悪いというような状況でした。皆様にご参加いただきまして、ありが
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とうございました。 

 また、じゅんさい池のセミナーを2月か3月に予定しているのですが、その出席者等

について、確認をいたしました。なお、テーマは、「じゅんさい池とまちづくり」として

検討を進めることにしております。 

 次に、平成31年度の自治協の提案事業ということで、第1部会から提案されている

ものについて、検討を行いました。その中で災害時のドローンの活用というものを提案

していたのですが、これは新潟市と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との間ですでに

包括連携協定が結ばれているということから、自治協の提案事業としては実施しないこ

とにいたしました。 

 じゅんさい池の保全事業と自治会・町内会の地域防災対応力向上への取り組みについ

て、第1部会の事業として実施を検討することとしました。自治会・町内会の地域防災

対応力向上については、今までコミュニティ協議会単位で情報伝達訓練等をやってきた

のですが、それよりももう一つ広げて、自治会・町内会とコミュニティ協議会との連携

をもっと充実したものにしようと取り組むことにいたしました。 

 次回の部会は１１月９日（金）午前１０時から行います。 

（後藤会長） 

 ただいまの報告に対して、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 次に、福祉・教育・文化部門の第2部会から報告をお願いします。 

（佐藤（恵）委員） 

 10月 4日に会議を行いました。 

 審議内容は、特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について、担当課より説明が

ありました。 

平成 30年度区自治協議会提案事業につきまして、地域で取り組む健康・長寿事業は、

10 月 23 日に山の下地区での講座が無事に終了いたしました。参加人数はやや少なか

ったのですが、内容の濃いものになりました。ありがとうございました。 

以下の審議内容については、記載のとおりです。 

次回の部会は１１月１２日（月）午後２時から行います。 

（後藤会長） 

 ただいまの報告に対して、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 次に、産業・環境部門の第3部会の報告をお願いいたします。 

（國兼委員） 

 10月 11日に会議を行いました。 

 審議内容は、初めに特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について、担当課より

説明がありました。 

平成 30 年度自治協議会提案事業の、東区の産業カレンダー制作事業について、事務

局より事業の進捗状況の説明がありました。 
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（２）提案

事業検討部

会報告 

（３）東区

自治協議会

員推薦会議

報告 

 農産物の魅力発信事業については、第1回新潟市民環境フェアでの活動報告がありま

した。 

 平成 31年度特色ある区づくり予算（自治協提案事業）について、10月 2日に開催

された提案事業検討部会の意見を踏まえながら第3部会で担当する事業の協議を行いま

した。4 つの事業の提案があったのですが、予算との兼ね合いも踏まえながら審議させ

ていただき、東区の農産物魅力発信事業と東区の魅力発信カレンダー制作事業を一本化

してはどうかとの意見がありました。 

また、大学生・高校生向けの工場見学事業について、見学対象企業の選定方法に課題

があることや、40 人程度対象の事業では効果が限定的となるなどの意見が出ました。

この事業については、次年度以降に課題の解決に向けて事業内容の再検討をして実施し

てはどうかとの意見がありました。 

次回の部会は１１月８日（木）午前１０時から行います。 

（後藤会長） 

 ただいまの報告に対してご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 次に（2）提案事業検討部会報告です。こちらは、私から報告させていただきます。

平成31年度の自治協議会提案事業を検討するため、10月 2日と 10月 18日に提

案事業検討部会を開催しました。資料2－1をご覧ください。10月 2日の会議概要録

になります。 

 審議内容としまして、平成 31 年度提案事業の委員提案について検討いたしました。

まず、提案事業にかかわるスケジュール及び提案事業の弾力的運用、各事業の事業費等

について事務局から説明がありました。 

 提案があった各事業の実現の可能性や方向性を検討した結果について、10 月の各部

会において協議し、次回の提案事業検討部会で再度協議することとしました。 

 続きまして、資料 2－2 をご覧ください。10 月 18 日の会議概要録についてです。

審議内容としましては平成31年度提案事業について検討しました。10月 2日の提案

事業検討部会及び 10 月の各部会での検討結果を踏まえまして、事業の組み立てや各事

業概要、全体の事業名について協議し、別紙のとおり来年度の概要案をまとめました。

 別紙をご覧ください。全体の事業名は「東区まちづくり力向上プロジェクト」としま

した。事業概要につきましては、記載のとおりとなっております。 

 事業費計は昨年度と同額の500万円となっております。 

今後は各部会において、平成 30 年度からの継続事業について中間評価を行うととも

に事業の詳細について、各部会で検討していただくこととしました。 

 ただいまの報告についてご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。  

 次に（3）東区自治協議会員推薦会議報告です。推薦会議の座長に代わって私から報

告させていただきます。資料3をご覧ください。 

推薦会議は9月27日の自治協議会終了後に開催されました。 

 審議内容の（1）次期改選に伴うスケジュールについてですが、区自治協議会条例の
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（４）区自

治協議会会

長会議報告

３．審議事

項 

（１）特色

改正概要および次期改選に伴う今後のスケジュールについて確認しました。 

 （2）委員任期等の検討についてです。区自治協議会条例の改正に伴い、委員の再任

回数の制限に関する規程がなくなり、区自治協議会の判断で各区の実情に応じた取り扱

いができることとされました。 

 東区自治協議会における委員の任期について、推薦会議で検討した結果、「新潟市附属

機関等に関する指針」に基づき、原則として3期6年を在任期間の上限としますが、各

選出団体等の実情に応じ3期を超えて再任することを妨げないこととしました。 

 また、条例改正に伴いまして、地域コミュニティ協議会の連合組織の代表者も委員と

して認めることとされましたが、東区自治協議会においては、これまでどおり各コミュ

ニティ協議会から1名ずつ選出することとしました。 

 ただいまの報告について、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、東区自治協議会の委員任期等の考え方について、記載のとおりとしてよろ

しいでしょうか。 

（「よい」との回答） 

それでは、只今の説明のとおり決定いたします。 

 次に（4）区自治協議会会長会議報告です。こちらも私から説明させていただきます。

資料4－1をご覧ください。 

 8 月の自治協議会全体会議において、区自治協議会運営指針の主な改正事項について

事務局から説明がありましたが、会長会議において各区の自治協議会から出た意見と市

民協働課の回答をまとめたものについて説明がありました。詳細な説明は割愛させてい

ただきますので、のちほど資料をご覧いただきたいと思います。 

 続きまして、資料 4－2 をご覧ください。区自治協議会条例の改正やこれまでの意見

を踏まえて作成した第7期委員改選用の運営指針について説明がありました。第7期委

員改選用としているのは、あくまで次期委員の改選作業を行うために作成した運営指針

であり、改選作業にかかわること以外は引き続き現行の運営指針に基づくこととなると

いうものです。 

 来年度からは、この改選用の運営指針が現行の運営指針にとって替わるものとなりま

す。次のページ、目次をご覧ください。第1章から次のページの第4章まで改正後の制

度に応じた事務手続き等を定めております。特に、第7期委員の改選は第2章に定めら

れた手続きに沿って進められることとなるというものです。 

 また、本指針の最後 40 ページ以降には区自治協議会関係例規編が掲載されており、

改正後の条例や施行規則等が掲載されています。こちらも、詳細な説明は割愛させてい

ただきます。私からの報告は以上です。 

ただいまの報告について、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 次に、3 審議事項（1）平成 31 年度特色ある区づくり予算（区役所企画事業）につ

いて、夏目副区長からご説明をお願いします。 
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ある区づく

り予算（区

役所企画事

業）につい

て（必須意

見聴取） 

（夏目副区長） 

 平成 31 年度の特色ある区づくり予算のうち、区役所企画事業の事務局案について説

明を申し上げます。配付資料が 5－1から 5－3までございますが、今月の各部会で説

明しました資料をまとめたものとなっています。 

 各部会で所管する事業について、委員の皆様からいただいたご提案の検討結果、事業

の評価、そして来年度の事業案をそれぞれ説明しまして、おおむねご了承、ご承認をい

ただいたと認識をしております。 

 なお、部会で頂戴いたしましたご意見などにつきましては、今後事業の詳細を組み立

ててまいりますので、その中においてできる限り反映をさせてまいりたいと考えていま

す。 

 事業の評価と委員提案の検討結果につきましては資料でご確認をいただきまして、資

料 5－3 来年度の事業案をあらためて、この場で各課から説明してまいります。そのあ

と、皆様からご意見やご質問等を頂戴しまして、特段問題がないということでお認めい

ただけましたら、事業案の承認とさせていただきます。それでは、順次説明してまいり

ます。 

 まず総務課でございます。新規事業の上から2番目の「東区安全安心ファミリーフェ

スタ」からご覧ください。東区の安全と安心の分野では、地形上、防災の関心が高いこ

とや、新潟東警察署を開署したことなどの話題が様々な場面で挙げられています。その

ような中で、若い世代の防災意識の向上、また高齢者が関与または被害に遭うような特

殊詐欺や交通事故の例が顕著であるといった課題があると考えております。 

 そこで、新規事業としまして、来年の 10月ごろ、新潟東警察署と共催で、東区役所

を会場に災害時の行動や交通安全の体験ブースや防災グッズ、防犯パネル展、またパト

カーなどの車両の展示やちびっこの制服試着コーナーなど、あらゆる世代を対象とした

防災、防犯、交通安全の周知、啓発の催しを行い、一層の意識向上を図っていくという

ものです。 

 続いて、継続事業になります。下から2番目の「わが家の防災力向上」についてご覧

ください。防災出前講座においては、コミュニティ協議会や自治会単位の自主防災組織

からの要請を受けて、専門機関や区の職員が講師となりまして、基礎的な知識や地域特

性、避難行動などを学んでいただいております。年々、開催団体が増えております。 

 また、これとは別に親子で防災を体験するチャレンジデーというものを夏休みの時期

に開催するなど工夫して行い、関心を高めていきたいと考えています。 

 最後は、「東区安心安全な地域づくり」です。こちらは、各種の啓発運動が定例的にご

ざいますので、これらの実施時期に合わせまして、定期的かつ着実なＰＲ活動を行って

いくというものです。併せて、子どもたちと地域の防犯の力を高める地域安全マップ作

りの支援も続けてまいります。 

（清水地域課長） 

 続きまして、地域課所管事業について説明いたします。継続事業の一番上の「東区ま

んなか文化プロジェクト」から「東区歴史浪漫プロジェクト」までの3事業が地域課の

所管になります。 
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 最初に、「東区まんなか文化プロジェクト」です。こちらは、東区市民劇団による演劇

公演、そして県立大学と連携して各事業を開催することにより、東区の真ん中でありま

す区役所から文化を発信していくというものです。具体的には、今ほど話しました東区

市民劇団による演劇公演事業、そしてクリスマスコンサートなどの県立大学との連携事

業、そして区内で文化活動を行っている団体の発表、作品展示などを支援する文化活動

サポート事業となります。詳細につきましては、今後市民劇団や、県立大学と相談しな

がら検討していきたいと考えております。 

 続きまして、「東区産業・観光にぎわいプロジェクト」です。産業のまちであります東

区を区内外に広く発信し、東区の魅力をアピールすることで区民としての誇りの再発見、

そして交流人口の拡大を促進するために行うものとなっております。具体的な内容とし

ましては、これまでも大勢参加していただいて好評を得ております、工場夜景バスツア

ーや、産業風景フォトコンテスト、工場見学やものづくりワークショップなどの体験事

業、そしてホームページでの企業情報の発信などを予定しております。予算としまして

は、今年度から150万円減りまして220万円を予定しております。この減額は、産業

観光パンフレットの作成が今年度限りで、来年度は実施しないということ、また、企業

情報の発信などの委託事業におきまして、単価の見直しなどを行ったことによるもので

す。区民の皆さんに産業のまちをより身近に感じてもらえるよう取り組んでいきたいと

考えております。 

 そして、「東区歴史浪漫プロジェクト」です。東区にあったとされる説が有力な渟足柵

と古墳であると確認された牡丹山諏訪神社古墳、それらの啓発を図るとともに地域の皆

さんと協働しながら、誇りづくりと活性化に取り組むものです。具体的な取組としまし

ては、歴史浪漫講座やまち歩きなどの普及啓発事業、ボーリング調査を行う探索調査事

業、そしてスタンプラリーやぬたりんの着ぐるみを活用したＰＲなどの関連活性化事業

となっております。予算は、今年度と同額の520万円です。実施内容につきましては、

今年度と同様に地域の皆様方と実行委員会を組織して、その中で検討していくという予

定になっております。 

（古寺区民生活課長） 

 続いて、区民生活課から説明いたします。当課に関する事業は「美しい東区環境づく

り」です。この事業は、街の美化とともに区民の皆さんの環境保全意識の向上を図って、

クリーン東区のイメージ定着につなげていくことを目的に実施しているものです。 

 事業内容につきましては記載のとおり3つの取組があります。1つ目は東区クリーン

大作戦です。8 月の最終日曜日を中心として、コミュニティ協議会単位で区民総出によ

る一斉清掃に取り組んでいただいております。ここ数年は 6,000 人を超える皆様から

ご参加いただいております。大変ありがとうございます。 

 2 つ目は、不法投棄ゼロの推進です。昨年度から、自治会・町内会からの要望に応え

て、小型の啓発看板を作成し、より地域の実情に合った対応を図っているところです。

 3 つ目は、昨年度からの新しい取組となる通船川をテーマとした環境ポスターコンク

ールです。区内の小学生からポスターを描いてもらい、子どものころから身の周りの環

境に関心をもってもらうとともに、優秀作品を区内の施設に展示することによって広く
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市民への環境保全意識の向上につなげていこうとするものです。 

 以上の3つの取組を継続実施していくこととし、予算につきましては今年度と同額を

見込んでおります。 

（渡辺健康福祉課長） 

 健康福祉課所管の３つの継続事業と今年度で終了する1事業についてご説明したいと

思います。 

 はじめに、継続事業の「高齢者見守り訪問」事業をご説明いたします。事業概要につ

きましては、65 歳以上の高齢者のみの世帯の方々で介護認定を受けていないなど第三

者の目が届きづらい高齢者を対象に、民生委員の皆様からの協力のもとに訪問調査を行

い、状況に応じて必要とされるサービスへの誘導を図っていくというものでございます。

来年度で4年目となるのですけれども、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域の現

状を把握することは非常に大切なことであるため事業を継続しまして、またコミュニテ

ィ協議会単位で設置した第2層の支え合いのしくみづくり会議の活動と連携することで

地域の取組の推進に寄与していきたいと考えております。予算額につきましては、平成

30年度と同額の230万円を見込んでいるところでございます。 

 続きまして、「地域で取り組む健康長寿」事業です。事業概要は記載のとおりでござい

ますが、区民の健康寿命延伸を目的に知識の普及啓発を図るための講演会を開催するほ

か、地域で自主的に健康づくりや介護予防に取り組んでいる団体を対象に、その活動支

援やリーダー育成を実施することで区民が身近な場所で健康づくりに取り組める環境を

整えて、仲間づくり、健康づくりをサポートしていこうというものでございます。これ

まで、自主グループへの合同研修会等を開催してきたことで、チーム東区として各団体

が一体となって健康づくりに取り組んでいこうといった機運ができつつあることから、

この事業は来年度が4年目となりますけれども、継続して実施しまして健康寿命延伸と

いった大きな課題に取り組んでいきたいと考えております。予算額につきましては、今

年度と同様に80万円を見込んでおります。 

 続きまして、「東区子ども・子育てサポート」事業です。事業目的は記載のとおりで、

事業内容は①から⑤までということで、平成 31年度につきましても、おおむね今年度

と同様の内容で実施したいと考えております。その中で①子育て支援講座、親子・地域

の交流についてでございますけれども、東区役所2階にある、わいわいひろばでの各種

イベントには、父親の参加人数が多いという傾向がありまして、来年度は実施する事業

を組み替え、父親向けの講座の充実を図るとともに、父親が参加しやすいように土日に

親子で楽しめるイベントの充実、ニーズが高いと見込まれております0歳から2歳児の

保護者を対象とした企画、また祖父母の皆様も参加できるような企画も充実していきた

いと思っております。予算額は、今年度と同額の460万円を見込んでおります。  

 続きまして、今年度で終了を考えております「みんなおいでよ！寺山フェスタ」です。

4 月にオープンしました寺山公園と子育て交流施設「い～てらす」を広く区民や市民に

周知、アピールすることを事業目的としておりました。区長の挨拶にもありましたが、

10 月８日に開催しまして約 7,000 人という多くの方からご参加いただいたところで

す。公園や施設を区民や市民に広く周知するといった事業の目的につきましては、今回
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（２）東区

内への適応

指導教室設

置に関する

要望書の提

出について

（建議） 

のフェスタの開催のほか、これまで様々な媒体での周知活動により、ある程度市民の皆

様にも周知が図られてきているのではないかというところで、当課での大規模イベント

実施、大きな予算を使っての周知については今年度で終了したいと考えております。 

 なお、公園を活用した賑わいづくりの事業につきましては、のちほど説明がございま

す「こいのぼりプロジェクトｉｎ寺山公園」に継承するとともに、このほか、い～てら

すの指定管理者の実施事業の中でも公園を活用したイベントを実施していきます。 

（伊藤建設課長） 

 建設課の企画事業についてご説明いたします。資料の一番上の新規事業「こいのぼり

プロジェクトｉｎ寺山公園」になります。 

 おかげさまで、4 月にオープンして以来、寺山公園には多くの皆様から来ていただき

まして感謝申し上げます。先ほど、区長の話にもありましたとおり、子育て交流施設「い

～てらす」の拠点性が評価をされ、都市公園等コンクールでは最優秀賞の国土交通大臣

賞を受賞し、非常に喜んでおります。 

 この寺山公園をもっと皆さんにＰＲするために、バイパスから見えるということもあ

りますので、子育てと成長の象徴「鯉のぼり」を掲揚してＰＲをしていきたいという提

案をさせていただきました。鯉のぼりを掲揚するための基礎やポール、臨時駐車場のバ

リケードや看板等の整備費用として 270 万円を予算計上しております。運営につきま

しては、地域の皆様と実行委員会をつくらせていただきまして、内容についていろいろ

相談させてもらいたいと思っておりますが、先ほど説明のありました、寺山フェスタを

継承するような形を考えております。 

（後藤会長）  

今ほど、来年度の区役所企画事業について説明がありましたが、ご質問およびご意見

はありますでしょうか。 

それでは、平成 31年度東区特色ある区づくり予算（区役所企画事業）実施案につい

て承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、案を承認します。 

 次に、（2）東区内への適応指導教室設置に関する要望書の提出についてです。こちら

につきましては、これまで要望書の内容について検討してきました、第2部会の佐藤部

会長より説明をお願いいたします。 

（佐藤（恵）委員） 

 東区内への適応指導教室の設置に関する要望書の提出について、ご説明いたします。

 資料 6をご覧ください。東区内への適応指導教室設置については、これまで第2部会

で意見交換を行ってまいりました。今回は、その検討結果を基に要望書案を作成いたし

ました。 

 要望に至る背景ですが、不登校や不登校傾向の児童・生徒が多いこの東区ですが、そ
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４．その他

のような悩みを抱える児童・生徒のための適応指導教室が現在設置されておらず、中央

区の教育相談センターや江南区の適応指導教室まで通う必要があることから、家庭や児

童・生徒本人にかかる負担も大きいと思われます。 

 こうした現状を踏まえ、これまでも地域ミーティングなどの場で、市長らに対し適応

指導教室の設置を要望してきましたが、前向きな意見、回答は得られておりません。そ

のため今回、東区自治協議会から要望書を提出し、改めて東区内への適応指導教室の設

置を働きかけていきたいと思っております。 

 要望事項は記載のとおりですが、1 点目は保護者や地域住民、児童・生徒の願いに応

えるために、東区内に適応指導教室の設置をお願いするもの。2 点目は、適応指導教室

の設置に向けて、東区の現状に則した適応指導教室のあり方について、関係者と協議す

る場を設けていただきたいというものです。各区によって実情は異なっていると思いま

すので、東区に適した適応指導教室のあり方について、まずは教育委員会や区役所など

の関係部署との協議が必要であると考えております。 

 要望書の提出先についてですが、市長と教育長の両者に提出する方向で調整したいと

考えております。提出時期については、次期市長就任後なるべく早い時期に提出できる

よう事務局を通じて、関係部署と調整していきたいと思っております。 

 適応指導教室の設置に関する要望書の提出についての説明は以上です。 

（後藤会長） 

 ただ今の説明に対して、ご意見やご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、この要望書の内容について承認し、提出するということでよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

それでは、この内容で要望書を提出することとします。 

 なお、提出の方法、および日程については事務局で調整していただければと思います。

 次に、４その他です。事務局からご説明をお願いします。 

（阿部教育支援センター所長） 

 本日、新潟市立幼稚園再編実施計画を机上配付させていただきました。6 月の東区教

育ミーティングで本計画の案について委員の皆さまにご説明させていただき、誠にあり

がとうございました。その後、8 月の教育委員会定例会で本計画の正式決定がなされま

した。今後は、本計画に基づき、市立幼稚園の再編を進めてまいりますので、より一層

のご協力をお願いいたします。なお、各団体からご要望がありましたら、さらに説明会

を開催し丁寧な説明に努めてまいります。 

（事務局） 

 続きまして、事前送付させていただきましたチラシのご案内をさせていただきたいと

思います。 

 まず 1 点目、「めざせ健康長寿！みんなで運動 みんなで減塩」のご案内です。先ほ

どの第2部会の報告でもご説明がありました事業のチラシになります。10月 23日は
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５．事務連

絡 

終了しておりますけれども、あと2会場で実施いたしますので、11月 14日と 11月

20日になりますが、ぜひ周知等にご協力をいただければと思います。 

 続きまして 2 点目ですが、「東区の産業の歴史をめぐる大人の社会科まち歩き」のご

案内です。こちらは、区づくり予算で実施しております「東区歴史浪漫プロジェクト」

の一環として実施するものです。11 月 17 日に山の下界隈から新潟火力発電所まで、

写真を撮りながらまち歩きをして、参加者で1冊のアルバムを作るというものとなって

おります。参加について皆様からもご検討をいただくとともに、周知等にご協力をいた

だければと思います。 

 続きまして3点目になりますが、本日は委員の皆様にのみ配付をさせていただきまし

た、「東区歴史浪漫スタンプラリー」の冊子をご覧ください。こちらも、歴史浪漫プロジ

ェクトの一環として実施するもので、東区や中央区沼垂の店舗で、渟足柵や、古墳にち

なんだオリジナルメニューやサービスを提供していただくというものです。参加店舗を

巡りましてスタンプを集めるとオリジナルグッズをプレゼントするというものとなって

おります。11月 1日からこの冊子を配付する予定となっております。皆様もぜひ参加

店舗を巡っていただきまして、また、まち歩きマップも兼ねておりますのでご活用いた

だければと思います。 

 続きまして4点目ですが、県立大学の広報紙が届きましたので、委員の皆様に配付を

させていただいました。こちらは表紙右下にも記載のとおり、「ぬたりんと行こう。新潟

市東区と新潟県立大学」ということで、次のページの真ん中の下のところに「自治協議

会会長に聞きました」ということで後藤会長のコメントも記載されております。 

 また、3 ページ目になりますけれども、真ん中の写真のところに東区自治協議会ワー

クショップということで新潟県立大学の学生と自治協委員の皆様がワークショップされ

た模様も紹介をしていただいております。また、ほかの内容についても、のちほどご覧

いただければと思います。私からは、以上です。 

（後藤会長） 

 最後に事務連絡をお願いします。 

（事務局） 

 続きまして、来月の自治協議会の全体会議、部会等の日程について、ご連絡をさせて

いただきます。全体会議は、11月 29日（木）午後2時から東区プラザホールで開催

します。第1部会は、11月 9日（金）午前10時から東区役所会議室Ａ、第2部会は、

11月 12日（月）午後2時から会議室Ｂ、第3部会は、11月 8日（木）午前10時

から会議室Ｂ、広報紙編集部会が11月 5日（月）午前10時から会議室Ａとなってお

ります。 

 もう 1点ご連絡させていただきます。11月 21日に秋葉区で実施する区自治協議会

全体研修会ですが、出欠の確認票をまだ提出されていない委員の方がいらっしゃいまし

たら会議終了後に事務局までご提出をいただきたいと思います。 

 なお、研修当日ですが、東区役所から秋葉区文化会館までバスを出す予定となってお

ります。バスに乗られる方につきましては、11月 21日当日の午後1時に東区役所西
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６．閉会 

口のタクシーロータリー付近から出発いたしますので、東区役所西口までお越しいただ

ければと思います。 

（吉田委員） 

 1 点教えていただきたいのですが、「みんなで運動 みんなで減塩」の事業について、

今日現在、11月 14日と、11月 20日分の申込は何人くらいきていますか。 

（事務局） 

 現在の申込状況ですけれども、木戸が 23人、石山が 13人という状況となっており

ます。お申し込み枠としては 30 名を予定しておりますので、まだ余裕があります。ぜ

ひ皆様からも地域の方にお声がけをいただければと思っております。 

（吉田委員） 

 11 月 3日に、この会場で木戸地区芸能祭があります。木戸地区の方が大勢来られる

ので、受付でチラシを配ることについて実行委員長に了解を得ました。当日チラシを置

かせていただくことになりました。11 月 20 日もまだ日にちありますけれども、そう

いう機会があれば宣伝してもらったほうがいいと思いますし、3 日にチラシを配って締

め切りが7日ですから、もしかすると2、3日ちょっと余裕をもっていただけるといい

かという感じもあります。以上です。 

（事務局） 

 ご協力いただきまして、大変ありがとうございます。チラシは、こちらでまた準備を

させていただきたいと思いますので、ぜひ周知にご協力をいただければと思っておりま

す。 

 なお、申し込みに関しましては先着 30 名ということになっておりますので、早めに

お申し込みをいただきたいと思います。30 名に到達した時点で終了という形にさせて

いただきますので、その点はご承知おきいただければと思います。 

（後藤会長） 

 そのほかに、伝達事項等はございますでしょうか。 

 以上をもちまして、平成30年度第7回東区自治協議会を閉会いたします。 

傍聴者 ２名 


