
 

第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第１回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：令和３年４月２７日（火）午後３時～午後４時 

○場 所：東区役所１階 会議室 A 

○出席者：作左部委員、伊藤委員、近藤委員、月岡委員、野村委員、小林委員、 

東海林委員、関塚委員、行田委員、田宮委員 

   （事務局）地域課 

 

【審議内容】 

 １ 自己紹介 

    各委員より自己紹介を行いました。 

 

 ２ 部会長・副部会長の選出 

互選により、部会長に月岡委員、副部会長に行田委員を選出しました。 

 

３ 広報紙編集委員の選出 

互選により、広報紙編集委員に近藤委員、関塚委員、田宮委員を選出しました。 

 

４ 第７期の部会活動について 

事務局より、前期の第１部会の活動について報告がありました。 

 

５ 第 8 期の部会活動について 

事務局より、第８期の部会の運営について説明がありました。 

・令和４年度の提案事業実施に向け、令和３年度は主に調査・研究を行う。 

   ・５月及び６月は、調査・研究テーマの選定のため、関係課からの説明や委員 

    による協議を行う。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年５月１４日（金）午前１０時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室２ 
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第１部会【市民協働部門】 会議概要録 
 
【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第 2 回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：令和３年５月１４日（金）午前１０時～午前１１時４０分 

○場 所：東区プラザ 音楽練習室２ 

○出席者：作左部委員、伊藤委員、近藤委員、月岡委員、野村委員、小林委員、 

東海林委員、関塚委員、行田委員、田宮委員 

    （本 庁）市民協働課 （事務局）地域課 
 
【会議内容】 

 １ 東区の現状及び取り組みについて 

   市民協働課より、自治会・町内会、コミ協の後継者不足について説明がありました。 

   質疑応答では、主に以下のような意見がありました。 
 

〔主な質問・意見〕 

 ・コミ協の集会は、自治会・町内会の会長のみが出席しているのか。 

 ・コミ協が始まってからそれなりに時間が経ち、役員等を交代している中で、設立

の経緯などが分からないまま活動をしている人が多い。 

・コミ協とはどういうもの、どういうことをするところなのかを示すものが必要だ 

と思う。 

・コミ協会長の仕事が多様化しすぎていて、依頼されたことを全てこなすことが 

難しい。 
 

２ 東区の地域課題について（市民協働部門） 

調査研究のテーマを選定するため、２班に分かれグループワークにより意見を出し、

ホワイトボードを使って分類整理した後、全員で共有し、意見交換を行いました。 

第１部会としては、自治会・町内会の人材不足について（仮）考えていくことと

しました。 
 

   〔A 班のまとめ〕 

   ・介護、防災、認知症、買い物（福祉）等のあらゆる分野で地域課題があるが、そ

れを解決するための人材が不足している 
 
   〔B 班のまとめ〕 

   ・子育て世代が地域から転出していくことが多く、人材が不足している 
 

〔その他〕 

   ・災害時の障がいがある方等への対応 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響で、地域内での連携がうまくとれていない 

   ・そもそもコミ協を知らない人が多い 
 

３ その他委員の選出 

新潟市防災会議委員として、近藤委員を推薦することとしました。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年６月１１日（金）午前１０時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室２ 



 

第２部会【福祉・教育・文化部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第１回 東区自治協議会 第２部会 

○日 時：令和３年４月２７日（火）午後３時～午後３時 50 分 

○場 所：東区役所１階 会議室Ｂ 

○出席者：大川委員、関根委員、川上委員、佐藤（恵）委員、白井委員、田中委員、 

   津野委員、長谷川（瑞）委員、山田委員 

    （欠 席）髙橋委員 

   （事務局）地域課、教育支援センター 

 

【会議内容】 

 １ 自己紹介 

    各委員より自己紹介を行いました。 

 

 ２ 部会長・副部会長の選出 

互選により、部会長に田中委員、副部会長に山田委員を選出しました。 

 

３ 広報紙編集委員の選出 

互選により、広報紙編集委員に白井委員、津野委員、長谷川委員を選出しまし

た。 

 

４ 第７期の部会活動について 

事務局より、前期の第２部会の活動について報告がありました。 

 

５ 第 8 期の部会活動について 

事務局より、第８期の部会の運営について説明がありました。 

・令和４年度の提案事業実施に向け、令和３年度は主に調査・研究を行う。 

   ・５月及び６月は、調査・研究テーマの選定のため、関係課からの説明や委員 

    による協議を行う。 

 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年５月 11 日（火）午後３時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室１ 
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第２部会【福祉・教育・文化部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第 2 回 東区自治協議会 第２部会 

○日 時：令和３年 5 月 11 日（火）午後３時～午後４時 45 分 

○場 所：東区プラザ 音楽練習室１ 

○出席者：大川委員、関根委員、佐藤（恵）委員、白井委員、田中委員、 

   津野委員、長谷川（瑞）委員、山田委員 

    （欠 席）川上委員、髙橋委員 

   （事務局）地域課、健康福祉課、教育支援センター 

 

【会議内容】 

 １ 東区の現状及び取り組みについて 

   健康福祉課より、児童福祉に関する新潟市の現状と今後、市及び東区の子ども・

子育て支援施策について説明がありました。 

   質疑応答では、主に以下のような意見がありました。 

 

〔主な意見〕 

・養育などに支援が必要な家庭の把握や、個別のケースに対する東区の連絡会議は、

どのような体制でどのくらいの頻度で行われているのか。 

・特にコロナ禍により、子育て家庭の孤立や孤独が強まっているように思う。 

・親族のサポートや地域・近所のつながりがなく、子育ての方法や正しい情報が伝

わらない面がある。 

 

２ 東区の地域課題について（福祉・教育・文化部門） 

調査研究のテーマを選定するため、２班に分かれグループワークにより意見を出

し、ホワイトボードを使って分類整理した後、全員で共有し、意見交換を行いまし

た。 

第 2 部会としては、当面、子どもに関する地域課題について考えていくこととし、

来月の部会では、教育支援センターから現状や取組みを聞き、更に協議することと

しました。 

 

   〔A 班のまとめ〕 

   ・子育ての支援やアドバイスを受けたい側としたい側で、方法や互いの状況が分

からず、マッチングが難しい。 

   ・子どもと多世代が交流する場や、地域・近所のつながりがなくなってきている。 

 

   〔B 班のまとめ〕 

   ・子どもや家庭が、地域の活動や行事に関わる機会が少なくなっている。 

   ・子ども会、PTA、その他講演会などに参加しない家庭が増え、コミュニケーシ

ョンが取りにくくなっている。 

   ・子どもの居場所や自由に活動できる場が少ない。 



 

 

  〔その他の意見〕 

・インターネットやスマートフォンへの依存、SNS でのトラブルも心配。 

・やる気のない子、自己決定ができない子が増えている印象。保護者が忙しく、   

子どもの考えや行動を見守る前に答えを出してしまうことも要因ではないか。 

 

３ その他委員の選出 

東区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会委員として、山田委員を推薦す

ることとしました。 

 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年６月８日（火）午後３時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室１ 



 

第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第１回 東区自治協議会 第 3 部会 

○日 時：令和３年４月２７日（火）午後３時～午後４時 

○場 所：東区役所 音楽練習室１ 

○出席者：中川委員、長谷川（徳）委員、吉田委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、 

貝津委員、後藤委員、長谷部委員、鈴木委員、土田委員 

   （事務局）地域課 

 

【審議内容】 

 １ 自己紹介 

    各委員より自己紹介を行いました。 

 

 ２ 部会長・副部会長の選出 

互選により、部会長に菊谷委員、副部会長に佐藤（清）委員を選出しました。 

 

３ 広報紙編集委員の選出 

互選により、広報紙編集委員に中川委員、土田委員を選出しました。 

 

４ 第７期の部会活動について 

事務局より、前期の第３部会の活動について報告がありました。 

 

５ 第 8 期の部会活動について 

事務局より、第８期の部会の運営について説明がありました。 

・令和４年度の提案事業実施に向け、令和３年度は主に調査・研究を行う。 

   ・５月及び６月は、調査・研究テーマの選定のため、関係課からの説明や委員 

    による協議を行う。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年５月１３日（木）午前 1０時～ 

会場：東区役所２階 東区プラザ 音楽練習室２ 
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第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

 

【開催概要】 

○名 称：令和３年度 第 2 回 東区自治協議会 第３部会 

○日 時：令和３年 5 月 1３日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

○場 所：東区プラザ 音楽練習室２ 

○出席者：中川委員、長谷川（徳）委員、吉田委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、 

   長谷部委員、鈴木委員、土田委員 

    （オブザーバー）田宮委員 

    （欠 席）後藤委員、貝津委員 

   （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

 １ 東区の現状及び取り組みについて 

   事務局より、東区の公共交通（主に東区バス）について説明がありました。 

   質疑応答では、主に以下のような意見がありました。 

 

〔主な意見〕 

・紫竹・江南ルートが本格運行に至らなかった要因には、主な行先が木戸病院や 

区役所など限定的だったこともあるのではないか。 

・東区バスのルート見直しを検討することもできるのか。 

 

２ 東区の地域課題について 

調査研究のテーマを選定するため、２班に分かれグループワークにより意見を出し、

ホワイトボードを使って分類整理した後、全員で共有し、意見交換を行いました。 

第３部会では、各委員が個人や所属団体として感じている課題を話し合いました。 

  

   〔A 班のまとめ〕 

   （公共交通）区バスの本数が少なく不便。松崎ルートの周回時間が長い。 

   （居場所）高齢者が外に出たいと思う環境が少ない。世代間交流の場の不足。 

   （環境）子どもたちが遊べる場が少ない。水辺空間の整備（活用）。 

 

   〔B 班のまとめ〕 

   （公共交通）路線バスのルートや乗換が複雑。 

   （高齢化）高齢者の孤立（孤独死）。 

   （地域）地域間・町内会の繋がりの希薄化。 

 

３ その他委員の選出 

東区地域公共交通に関する意見交換会、東区地域公共交通検討会議の委員として、

菊谷部会長、佐藤副部会長、土田委員を推薦することとしました。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年６月１０日（火）午前１０時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室２ 



 

東区自治協議会広報紙編集部会 会議概要録 

 

【開催概要】 

名 称：令和３年度 第１回 東区自治協議会広報紙編集部会 

日 時：令和３年５月 18 日（火）午後２時～３時 

場 所：東区プラザ 音楽練習室１ 

出席者：中川委員、近藤委員、白井委員、田宮委員、土田委員 

    （欠席）関塚委員、津野委員、長谷川（瑞）委員 

     （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

１ 部会長・副部会長の選出 

  互選により、部会長に中川委員、副部会長に白井委員を選出しました。 

 

２ 令和３年度の発行計画について 

  今年度の発行計画や方針について検討し、以下のとおり決定しました。 

   ・発行回数  年３回 

   ・発行時期  ７月４日、１１月７日、３月６日 

   ・規格    東区だより内 １面分 

 

３ 東区自治協かわらばん第 23 号（７/4 号）の編集について 

  掲載内容やレイアウトについて検討しました。自治協の役割や位置づけのほか、

第 8 期のスタートにあたり、委員名簿や今期の自治協議会提案事業の進め方につ

いて掲載することとしました。 

 

〔主な意見〕 

・自治協の役割や位置づけは、自治協を知ってもらうために大事な内容なので、

紙面の冒頭に掲載した方がよい。 

・これまでのレイアウトでは、四角い枠の印象が強いので、委員の写真や吹き出

しなどで、動きのあるデザインにしてはどうか。 

・「１号委員」「２号委員」等の表記について、意味が分からない区民が多いと思

うので、説明を付記するなど、自治協について何も知らない人が見ても分かる

ように工夫が必要。 

 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年６月２１日（月）午後２時～ 

会場：東区役所１階 会議室 B 

 

資料２-４ 


