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平成３０年度 第９回 東区自治協議会 会議概要 
開 催 日 時  平成３０年１２月２０日（木） 午後２時から午後２時４０分 

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、菊谷委員、月岡委員、野村委員、安藤委員、 

白井委員、大澤委員、小野委員、川上委員、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２６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） 

 年末の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。 

 冒頭で、皆様におわび申し上げます。15 日（土）の新潟日報に、東区の不適切な支

払い遅延の記事が掲載されました。掲載の前日に開催された市議会の環境建設常任委員

会の委員協議会で議員の皆様に説明をしたことを受けて掲載されたものでございます。

その内容ですが、東区の建設課において、平成 29年度から平成 30年度にかけ、公園

のトイレ清掃業務委託や緊急修繕工事など、全部で 14 件の支払い遅延がありました。

発覚後、業者の皆様に謝罪させていただき、速やかに支払いいたしました。 

建設課では、昨年5月に公金の横領事件がございまして、関係する職員が処分を受け

たところですが、再びこのような不適切な事務の執行となりました。関係者の皆様に多

大なご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を失墜したことを深くお詫び申し上げま

す。 

 今回の件は、定期監査をきっかけとした調査により判明いたしました。監査結果の報

告は今月末の予定ですが、不適切な事例が判明した段階で速やかに公表し、改善策を実

施すべきと考えまして、この度の議会等でご説明させていただきました。 

組織として、再度このような不適切な事例を起こさぬよう、関係書類やデータの共有

管理、支払いの徹底などの防止策を既に実施しておりますけれども、併せて職員の法令

遵守の徹底、会計事務研修などを実施していきます。大変申し訳ありませんでした。 

 さて、歳末、事件や事故が多くなる時期です。新潟東警察署による特別警戒、大検問

が今月17日（月）午後8時から実施されまして、新潟東地区防犯協会、新潟東警察署

協議会の皆様とともに、私も視察させていただきました。当日は時折強い雨が降る厳し

い天気でしたが、総勢 30 名の警察の方が車を順次停めて、適切な運転の確認と呼びか

けを行っていました。検問は 11 時近くまで実施したということで、事件・事故の未然

防止に向けた東警察署の取り組みに対して頭の下がる思いでした。 
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２．自治協

議会関連事

項 

（1）東区

自治協議会

委員推薦会

議報告 

 今年に入ってから、東区の交通死亡事故が激増しております。昨年は年間で１人であ

ったのが、今年は既に6人ということです。区としましても、今後も関係機関と連携し

ながら、安心安全な東区となるよう取り組んでまいります。皆様からも、高齢者への声

がけなど、なお一層のご協力をよろしくお願いいたします。 

 昨年 9月の東警察署開設以来、地域の皆様から、パトカーを見る機会が多くなり非常

に心強いというお話をお聞きしているところですけれども、東警察署の佐藤署長も自分

たちの姿をできるだけ多く見せることで、事件・事故・犯罪の抑止につなげたいとおっ

しゃっていました。 

 本日は、今年最後の自治協議会となります。この1年の自治協議会の委員の皆様方の

ご尽力に心から感謝を申し上げます。今のところ、市内は積雪などございませんけれど

も、これから年末年始に向けましても除雪に追われることのない、穏やかな日々が迎え

られることを祈念申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。 

 それでは、第9回東区自治協議会を開催いたします。 

（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、三島委員、木村委員、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。 

 また、当会議の議事内容は市のホームページ上にて公開することになっており、会議

概要作成のために録音させていただきます。 

 また、報道関係者から取材の申出がありました場合には許可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1－1から資料3－4、

参考資料となっております。このうち、本日お配りしました資料は、次第、資料 2－1

「第1部会会議概要録」、資料3－1「平成30年度新潟市区自治協議会委員研修会の記

録」から資料3－4「地域コミュニティ協議会への支援に関する評価書」、そして「バレ

ンタインふれあいコンサート」のチラシとなっております。以上、資料に不足がござい

ましたらお知らせください。 

 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、自治協議会関連事項（１）東区

自治協議会委員推薦会議報告から行います。推薦会議の座長に代わり、私から報告させ

ていただきます。 

 資料 1－1をご覧ください。11月 29日に開催した委員推薦会議の会議概要録です。

 審議内容の（１）次期推薦団体等の検討についてですが、第2号委員及び公募以外の

第3号委員の再任意向の状況を共有し、選任方針の検討を行いました。 

 （2）委員の公募に関する要領の改正について、公募人数及び公募に関する要領の改
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（２）各部

会報告 

正について検討を行いました。 

 （３）第 1号委員の推薦依頼について、12月 18日に開催される東区内地域コミュ

ニティ協議会連絡会で配付する文書について確認を行いました。 

 続きまして、資料1－2をご覧ください。12月 7日に開催した委員推薦会議の会議

概要録です。 

 審議内容の（１）次期推薦団体等の検討について、第2号委員及び公募以外の第3号

委員の再任意向確認の結果に基づき、選任方針の検討を行い、この検討結果を踏まえ、

公募委員の人数を2名としました。これに伴いまして、委員の公募に関する要領を別紙

のとおり改正しました。 

 （２）公募委員の選考方法について、今後の公募委員の選考の流れを確認しました。

1月6日から募集を開始し、東区だより等で周知することとしました。また、応募者の

小論文及び活動歴の審査方法について検討しました。 

 （３）東区自治協議会委員の交代についてです。第2号委員として、東区支え合いの

しくみづくり会議から選出されていました阿部委員が 11月 30 日に辞任したことに伴

い、同団体に委員候補者の推薦を依頼した結果、昨年9月まで自治協議会の委員であり

ました川上文菜委員を新たな委員として市に推薦することとしました。委嘱状は、先ほ

ど区長から川上委員にお渡ししたところです。部会に関しましては、阿部委員との交代

になりますので、阿部委員が所属しておりました第2部会とさせていただきます。 

 私からの報告は以上です。ただいまの報告に対して、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、新たに委員になられました川上委員より、ご挨拶をいただきたいと思いま

す。 

（川上委員） 

 皆様、お久しぶりでございます。昨年9月末から産休と育児休業をいただいておりま

したが、無事に子どもが 1歳になり、区内に保育園も決まりまして、12月から社会復

帰することができました。子どもも保育園に泣かないで楽しく行っているようなので、

母親として負けずに頑張りたいと思います。改めて、よろしくお願いいたします。 

（後藤会長） 

 次に（２）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部会の１2月の会議は、12月 14日に行いました。開催概要については資料の

とおりです。 

 審議内容としましては、平成 30 年度自治協議会提案事業の①「発災時の地域防災体

制支援事業」では、12月 4日に東中野山地区で実施した情報伝達訓練の振り返りを行

いました。また、この事業は平成 28年度から実施してきたものですが、その事業全体

について、これまでの振り返りを行い意見交換しました。その中で出ました主な意見で

す。「30 代、40 代の働く世代や子ども等を含めた地域全体が参加できるよう、学校や



-4 / 8- 

幼稚園、保育園等とも連携し、地域全体で取り組む必要がある。」「実際の被災時には自

治会・町内会の役員だけではなく班長や組長が動くことになる。その班長や組長の防災

意識向上のための取り組みが必要である。」「在宅避難者の把握をどのようにすべきかを

含め、報告書の様式を地域で検討する必要がある。」という意見が出ております。 

 ②「じゅんさい池保全事業」ですが、2月2日に開催予定のセミナーの内容と当日の

役割分担を確認しました。開催するセミナーのタイトルは「東区まちづくりセミナー『じ

ゅんさい池と東区のまちづくり』」としました。本日セミナーのチラシをお配りしており

ます。開催の周知にご協力いただけるようでしたら、必要部数を用意しますので、事務

局までお声がけ願います。なお、このセミナーは１２月 18 日に行いました東区の地域

コミュニティ協議会連絡会においても、このチラシを配ってご協力をお願いしておりま

す。 

 次に、③提案事業の執行状況について、今年度の第1部会の予算の執行状況を確認し

ました。 

 また、平成 31 年度自治協議会提案事業について意見交換を行いました。その中で出

た主な意見としまして、「地域で被災時に把握すべき情報は何か、地域内で話し合い、検

討する必要がある。」「自治会・町内会が多いコミュニティ協議会もあり、対象とするコ

ミュニティ協議会の数や事業の進め方について、今後検討していく必要がある。」といっ

たものがありました。他にも、今年度は自治会・町内会の会長が主になったのですが、

「平成30年度の振り返りを踏まえて、平成31年度の事業を検討していく必要がある。」

といった意見が出ております。 

 次回の部会の開催日時は、１月１１日（金）午前10時からの予定です。 

（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） 

 第 2部会は、12月5日に会議を開催しました。 

 審議内容の1．平成31年度東区自治協議会提案事業について、第2部会が担当する

事業の内容を検討いたしました。東区めぐり子どもバスツアーでは、「施設の見学だけで

なく、参加児童で交流する時間を設けられるとよい」といった意見と、「昼食は弁当の注

文でなく、見学先で食べることができないか」といった意見がありました。もう一つの

東区の魅力ＰＲ・おもてなし事業では、「ゴールデンウィーク明けの 5 月中旬から下旬

にイベントを開催するといいのではないか」という意見と、「屋外ならではのおもてなし

イベントを実施できるよう、実行委員会と連携しながら検討していきたい」という意見

が出ました。 

 続いて、審議内容の２．平成30年度東区自治協議会提案事業についてです。（1）地

域で取り組む健康・長寿事業について、区内3地区で開催した講座の振り返りを行いま

した。主な意見として、「減塩味噌汁の試食は、家庭で作る味噌汁との比較ができて大変

好評だった」とありますが、これは本当に参加者の皆さんから、うちのは少し濃いかな
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等いろいろな意見が出まして、私たちも大変参考になりました。また、「今回の講座をき

っかけに、各地域や家庭で健康づくりを進めてもらいたい」といった意見がありました。

この講座で終わりではなく、各地域で、もっと身近なところで健康づくりの取り組みが

できるといいと思います。 

 （２）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、具体的な企画

内容を検討しました。別紙をご覧ください。企画案となりますが、日時は、平成 31 年

3月 17日（日）午後2時から4時30分までの予定です。東区プラザホールで行いま

す。プログラムは記載のとおり予定しております。広報に関しましては、2月 17日発

行の東区だよりに掲載するほか、区内公共施設などにチラシを配付して設置してもらい、

ホームページにも掲載したいと思います。 

 最後に、その他の 1．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、

12 月 17 日（月）に、市長、教育長に対して要望書を提出いたしました。続いて、1

月9日（水）に開催する第2回東区教育ミーティングについて説明がありました。 

 次回の開催日時は平成31年 1月 9日（水）午前１０時３０分から音楽練習室２で行

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。 

（井上委員） 

 適応指導教室設置の要望書を 17 日に提出されたという説明がありましたが、提出し

た時の市長と教育長の反応はどのような感じだったか教えてください。 

（後藤会長） 

 それについては後ほど、私から報告させていただきます。 

 そのほかに質問はございませんか。 

 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） 

 第３部会は12月6日に会議を開催しました。 

 審議内容の1．平成31年度東区自治協議会提案事業についてです。（１）東区の農産

物魅力発信事業については、事業予算の内訳を確認し、実施する事業内容について協議

しました。農産物の魅力を発信するためにどのようなことを実施するかということで、

今年度の事業で東区の産業カレンダーを作りましたけれども、「農産物の魅力を発信する

ためのカレンダーを制作してはどうか」といった意見が出ました。 

 （2）東区の公共交通の研究についてですが、こちらも事業予算の内訳を確認いたし

まして、その後に事業内容を協議しました。その中で、「買い物難民のための移動スーパ

ーが新潟市でも西区、秋葉区に展開されている。そういった事業を実施している事業者

の視察はできないものか」といった意見がありましたので、第3部会でこれをまとめて

いきたいと考えております。 
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（３）区自

治協議会会

長会議報告

（４）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

 2．平成 30 年度区自治協議会提案事業について、今年度の決算見込額を確認し、実

施できる事業について検討させて頂きました。 

 次回は1月 10日（木）の10時から、会議室Ｂで開催することにしております。 

（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、（３）区自治協議会会長会議報告です。私から報告させていただきます。 

 会長会議は 12 月 17 日に開催されました。資料 3－1「平成 30 年度『新潟市区自

治協議会委員研修会の記録』」をご覧ください。 

 11月 21日に秋葉区文化会館で開催された研修会について説明がありました。17ペ

ージ以降にアンケート結果も掲載されていますので、後ほどご覧いただきたいと思いま

す。 

 資料 3－2をご覧ください。各区自治協議会の委員改選に向けた検討状況について説

明がありました。詳細な説明は割愛させていただきます。後ほど資料でご確認いただき

たいと思います。 

 次に資料 3－3をご覧ください。4年前の平成26年度に、地域コミュニティ協議会

の支援のあり方について検討委員会が開催され、報告書として取りまとめられました。

この報告書を踏まえ、市としてさまざまな施策を実施してきたとのことです。この検討

委員会の報告書では、4年後の平成30年度に評価・検証を行うこととされているため、

このたび市の内部評価及び有識者による外部評価を行い、さらに自治協議会会長会議で

も意見聴取を行うこととされたものです。 

 評価書については資料 3－4 のとおりです。これは市の内部評価及び有識者による外

部評価結果をまとめたもので、これを基に会長会議で協議しました。 

 1 枚めくっていただきますと、Ａ3の資料が評価まとめとなっております。そのうち、

左側が「報告書での施策」、真ん中が「評価項目」と「市及び評価会議による評価」、右

側が「評価会議の附帯意見」となっています。市が行った評価と外部評価は一致してお

り、概ね評価できるものであったとのことです。しかしながら、表面の下の段にありま

すコミ協との個別相談や、裏面の中段にあります市民のコミ協活動への積極参加で評価

が不十分となっています。これは、コミュニティ協議会事務局拠点の確保や、人材育成

などには課題があり、今後見直していく必要があるとのことです。 

 その他、詳細については後ほど資料をご覧いただければと思います。 

 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（4）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

も私から報告させていただきます。 

 第 2部会を中心に内容を検討し、10月 30日の自治協議会で議決されました「東区

内への適応指導教室設置に関する要望書」を 12月 17日に、私と吉田副会長、大江副

会長、佐藤第2部会長の4人で、中原市長及び前田教育長へ直接提出してきました。 

 市長及び教育長からは、東区自治協議会と教育委員会等と協議の場を作り、議論して
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３．その他

いきたいという旨の発言がありました。今後は、第2部会を中心とした東区自治協議会

と教育委員会等において、子どもたちの実情に即した対応について検討するため、要望

書にも記載されている協議の場の設置に向け、議論を進めていきたいと考えています。

 私からの報告は以上です。両副会長、佐藤部会長から補足はありますか。 

（吉田委員） 

 ご覧になった方もいらっしゃると思うのですが、翌日 18 日の新潟日報の朝刊にこの

記事が載っていまして、その記事にもありましたが、市長からは設置される協議の場に

市として参加する意向の発言がありました。こちらも腰を据えて準備にかからなければ

ならないと思っております。皆さんのご協力を是非お願いしたいと思います。 

（大江委員） 

 只今、後藤会長、吉田副会長のお話にありましたように、市長も教育長も大変前向き

に検討していきたいという言葉がありましたので、私たちは行ってよかったと、心強い

思いで帰ってまいりました。 

（佐藤（恵）委員） 

 私も前向きに考えてくださっていると感じました。しかし、協議の場に出席してくだ

さるところで終わらないで、しっかりと設置できるまで皆で頑張っていきたいと思いま

す。ご協力、よろしくお願いいたします。 

（後藤会長） 

 要望書提出の際は、比較的長い時間をかけて話を聞いていただけたかと思います。 

 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、３「その他」です。事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

 本日、机上配付させていただきました「バレンタインふれあいコンサート」のチラシ

についてご説明させていただきます。チラシをご覧ください。 

 2 月 11日（月・祝）に、ここ東区プラザホールにて13時半からバレンタインふれ

あいコンサートが開催されます。こちらの事業につきましては、特色ある区づくり事業

の東区まんなか文化プロジェクトの一環として開催されるものです。りゅーと新潟フィ

ルハーモニー管弦楽団、新潟市ジュニア合唱団、また、田中健太郎さんは大形中学校出

身で、現在は新潟大学在学中の方ですが、県の音楽コンクール県知事賞を受賞された方

で、その田中健太郎さんのピアノ演奏もあります。入場無料となっておりますけれども、

事前申込みが必要となります。申込みは1月8日からになりますので、お忘れないよう

に、ぜひ皆様からもご参加いただければと思います。 

（後藤会長） 
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４．事務連

絡 

６．閉会 

 最後に事務連絡をお願いします。 

（事務局） 

 今後の自治協議会の全体会議、部会等の日程についてご連絡させていただきます。全

体会議については、平成31年 1月 31日（木）午後2時から東区プラザホールです。

第1部会は1月11日（金）午前10時から会議室Ａ、第2部会は1月9日（水）午

前10時半から東区プラザ音楽練習室2、第3部会は1月10日（木）午前10時から

会議室Ｂとなっております。提案事業検討部会をこの会議終了後、2時 50分から音楽

練習室 2 で開催させていただきます。広報紙編集部会が 1 月 7 日（月）午前 10 時か

ら会議室Ｂとなっております。 

 また、教育ミーティングを1月 9日（水）午前 9時から東区プラザ講座室1で開催

させていただきます。なお、今回の教育ミーティングにつきましては、各部会でご連絡

させていただきましたとおり、会長、副会長と第2部会の委員の皆様と教育委員の方々

との懇談となりますので、第1部会、第3部会の皆様で傍聴を希望される方がいらっし

ゃいましたら、この会議終了後に教育支援センターの阿部所長までご連絡いただきたい

と思います。 

 最後に、本日は渋谷県議会議員が傍聴に来られていましたので、報告させていただき

ます。 

（後藤会長） 

 以上をもちまして、平成30年度第9回東区自治協議会を閉会いたします。 

傍聴者 ０名 


