
 

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３回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：令和３年６月１１日（金）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：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 

 

【会議内容】   

１ 東区の地域課題について（市民協働部門） 

    前回の会議を踏まえて、事務局が整理した資料に基づき、第 1 部会として取 

り組んでいく「自治会・町内会の人材不足」について意見交換を行いました。 

 今回の意見交換の内容等を事務局でとりまとめ、来月の部会で再協議し、テ 

ーマを決定することとしました。 

 

〔A 班の主な意見〕 

  ・幅広い世代に自治会、町内会の有意義な活動について周知が出来ていない 

・若い世代が高齢者に関心がないのではないか   

・自治会、町内会の仕事を適材適所に振り分けを行えば良いのではないか 

  ・集会を平日の昼間ではなく、土日祝など工夫したらどうか 

 

〔B 班の主な意見〕 

 ・地域によっては高齢者世帯が集中している 

 ・親が元気なうちは子は地域の行事に参加しないと思う 

 ・町内会の行事等を土日祝にしないと、働いている人にとって自治会、町内会の

行事に参加することが困難なのではないか 

  ・若年層、女性層は「割り当て制・指名制」にしてはどうか 

 

２ その他 

   事務局から、「東区歴史文化プロジェクト 東区内中学校文化部発表会」の企 

画案について説明がありました。 

 

【次回開催日】 

日 時：令和３年７月９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４回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：令和３年７月９日（金）午前１０時～午前１１時５分 

○会 場：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 

   （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

 １ 東区の地域課題について（市民協働部門） 

   ５、６月の部会で洗い出した自治会・町内会にかかる地域課題について集約・整 

理し、調査研究のテーマを絞り込みました。 

第１部会としては、「自治会・町内会の人材不足解消を図るための、業務内容など 

の現状把握」について、調査・研究をしていくこととなりました。 

   次回からの部会では、このテーマについて具体的にどのような事業を令和 4 年度

に実施するのかを考えていくこととなりました。 

    

  【テーマ決定に係る主な意見】 

   ・まずは、自治会、町内会の実際の業務内容などを把握することが、最終的に人 

材不足の解消に繋がるのではないか 

   ・シンポジウムなどを通してディスカッションをすることで、自分事として人材 

不足などの問題について、考えることができるのではないか 

    

  【その他意見】 

   ・実体験として、親が自治会、町内会に積極的に参加している家族の子どもは積 

極的に活動に参加しているように感じる 

   ・役員の改選の任期などについても、把握した方が良いと思う 

 

【次回開催日】 

日 時：令和３年９月１０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３回 東区自治協議会 第２部会 

○日 時：令和３年６月８日（火）午後３時～午後４時 50 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、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 

   （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 

   東区教育支援センターより、新潟市が目指す教育と東区の学校教育課題につい

て説明がありました。 

    

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。 

来月は、テーマの選定に向け、これまでの意見を集約していくこととしました。 

 

   〔A 班のまとめ〕 

・子どもへのしつけや教育の前に、親世代がモラルや社会的マナーを守れてい

ない。 

・地域行事や世代間交流の場が少ない。 

・経済的理由や周囲の雰囲気（競争心が低い）により、意欲的に学習すること

が難しい。 

  

   〔B 班のまとめ〕 

   ・園、学校、地域、関係機関の間での情報共有が難しい。 

   ・心が満たされず、精神的に幼い子どもや、自分の気持ちを表現するのが苦手

な子どもが増えているのではないか。 

   ・子育てに対して、不安や孤立感が強くなっているのではないか。 

 

  〔その他の意見〕 

・親の多忙や核家族化により、子どもが親や他の大人と会話する時間がなくな

ってきているように思う。 

・特にひとり親家庭では、経済的にも時間的にも余裕がなく、子どもと向き合

うことが難しい家庭が多いのではないか。 

・父親の子どもや子育てへの関わりがまだまだ薄いのではないか。 
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３ 東区歴史文化プロジェクト 東区内中学校文化部発表会について 

事務局より企画案について説明がありました。昨年度、東区自治協議会提案事業

「東区内中学校文化部発表会」を第２部会が企画・実施したことを踏まえ、区の事

業実施に協力することとしました。 

 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年７月１３日（火）午後３時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室１ 



 

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４回 東区自治協議会 第２部会 

○日 時：令和３年７月 13 日（火）午後３時～午後４時 30 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、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 

   （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

 １ 東区の地域課題について（福祉・教育・文化部門） 

５、6 月の部会で洗い出した子どもにかかる地域課題について集約・整理し、

調査研究のテーマを絞り込みました。 

 

   〔意見集約の結果〕 

課題： 子どもと地域との関わりが希薄になっている 

            ↓ 

調査研究のテーマ：子ども食堂など地域での子どもの居場所のあり方について 

             “地域で育てる”意識や交流のあり方について 

 

     〔主な意見〕 

   ・コロナ禍により、学校と地域、学校間の交流もなくなっているのではないか。 

     子どもたちが学校での取組みを発表し共有できるような場があると良い。 

   ・子ども目線での課題提示や提案があると良いのではないか。 

   ・昨年度第 2 部会で作成した中学生向けリーフレットの内容や配布場所を再検

討するなど、昨年度の成果物の活用も考えてはどうか。 

   ・with コロナの視点をふまえつつも、大勢の人が交流できるような方法の検討

をしてはどうか。 

   ・学校に協力をお願いするような事業を検討するのであれば、意向確認なども

含め、先生方に負担をかけないよう早めに調整を始めなくてはならない。 

 

２ 東区歴史文化プロジェクト 東区内中学校文化部発表会について 

事務局より音楽部演奏会及び美術部等展示会の実施内容について説明がありま

した。8 月 6 日（金）に開催される音楽部発表会の際、数名が運営スタッフとし

て協力することとしました。 

 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年８月 10 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３回 東区自治協議会 第３部会 

○日 時：令和３年６月 1０日（木）午前１０時～午前１１時２０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、 

   貝津委員、長谷部委員、鈴木委員、土田委員 

    （欠 席）後藤委員 

   （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

 １ 前回会議の振り返り 

   事務局より、前回会議で各委員から出された課題等について説明がありました。 

    

２ 意見を踏まえた、調査・研究テーマ（案）について意見交換 

前回会議を踏まえて、事務局が案として整理した調査・研究テーマについて意見 

 交換を行いました。 

意見交換の内容を踏まえて現状の案を修正し、７月の部会で再協議することとし

ました。 

 

〔主な意見〕 

・水辺空間の整備は、河川を管理する新潟県との調整が難しいのではないか。 

・通船川をはじめ、水辺は危険な場所だという認識がある。子ども達にも近づか 

 ないようにと教えている。 

・既存の公園活用なら、取り組めることがあるかもしれない。 

 ・第７期で作成した区バスおでかけマップの活用を検討してはどうか。 

 ・１０月の新バス導入（松崎ルート：２台）に合わせて、区バスの利用促進に 

  繋がる取組ができると良い。 

  

３ その他 

 事務局から、県立大学の学生や、県立東高校の学生による地域活動について情報

提供がありました。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年７月８日（木）午前１０時～ 

会場：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４回 東区自治協議会 第３部会 

○日 時：令和３年７月８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、佐藤（清）委員、菊谷委員、長谷部委員、 

     鈴木委員、土田委員 

    （欠 席）吉田委員、貝津委員、後藤委員 

   （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

 １ 前回会議の振り返り 

   前回会議で議論した調査・研究テーマの修正案について議論しました。課題の深

堀や実施事業検討のため、次回会議で先行事例のヒアリングを行うこととしました。 

 

〔主な意見〕 

・公園の維持管理に苦労している。除草剤が使えないため手作業での草刈りになるが 

 人手が不足している。草刈りをしても時期になると雑草だらけになってしまう。 

・かつては木陰で涼んだりすることもできたが、防犯や近隣住居との都合から木を 

 伐採することもある。日陰も少なくなっていて、安らげる場所ではなくなっている。 

・自治会館がない地区では、天気が良いと公園の東屋で会合をすることもある。地域 

 の人が寄り合うのに良いスペースとなっている。 

・小学校で安全マップを作ることがあり、公園も防犯・安全面等の観点で評価される。 

  課題がある公園では、実際に対応して改善している例もある。 

・大人が１０人ほど集まってラジオ体操を継続している公園があり、そこに参加する 

 人が公園の維持管理の担い手にもなっている。 

・小金公園では、東山の下フェスティバルを開催して多数の来場者が来ている。来る 

 人には喜んでもらえるが、運営には労力が多くかかるので大変な面もある。 

 

２ 区バスの体験乗車について 

 ３部会の委員で区バスに乗車し、運行ルートの確認等を行うことを決定しました。 

 体験乗車は松崎ルートに導入される新バスを利用し、１０月以降の休日に実施す

る予定です。乗車ルートについて、７月の全体会議後に議論することとしました。 

  

３ その他 

 調査・研究テーマの先行事例のヒアリングに係る調整等の期間を考慮し、８月の

部会は休会し、次回は９月に開催することとしました。 

 

【次回開催日】 

日時：令和３年９月９日（木）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２回 東区自治協議会広報紙編集部会 

日 時：令和３年６月 21 日（火）午後２時～３時 

場 所：東区役所 会議室 B 

出席者：中川委員、近藤委員、津野委員、長谷川（瑞）委員、土田委員 

    （欠席）白井委員、関塚委員、田宮委員、 

     （事務局）地域課 

 

【会議内容】 

１ 自治協かわらばん第 23 号（令和 3 年 7 月 4 日発行）について 

   初校原稿を確認しました。 

 

２ 自治協かわらばん第 24 号（令和 3 年 11 月 7 日発行）について 

   編集のスケジュールを確認し、次回の部会は 9 月初旬頃に予定することとしま

しました。掲載内容については、以下のような意見がありました。 

 

〔主な意見〕 

・23 号では、各部会でどのようなことをしているかが盛り込めなかったので、

次号は各部会の取組み内容を具体的に紹介したい。 

・適応指導教室東区分室や、区バスへの新型車両の導入など、昨年度までの自治

協の成果についても周知や検証の視点からの内容もあると良いのではないか。 

 

３ 「自治協トピックス」ついて 

  事務局が毎月東区だよりに掲載している「自治協トピックス」について、内容等

の工夫や改善について意見を述べました。 

 

〔主な意見〕 

・連載で委員の所属団体での取組みやライフワークを紹介してはどうか。 

・全体会議の内容を機械的に報告するのではなく、直接住民の暮らしに関わるよ

うな問題をピックアップして掲載してはどうか。 

・「かわらばんミニ」のような形で、年 3 回の「自治協かわらばん」を補完する

ような出し方も良いのではないか。 

 

 

【次回開催日】 

9 月初旬を目途に日程調整のうえ決定する。 
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