
第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

【開催概要】 

○名 称：令和元年度 第１回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：平成３１年４月２５日（木） 午後４時２５分～５時２０分 

○場 所：東区プラザ 音楽練習室１ 

○出席者：作左部委員、和田委員、関根委員、長谷川委員、近藤委員 

     月岡委員、野村（綏）、白井（俊）委員、後藤委員、雪井委員 

 （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、部会長には長谷川委員、副部会長に月岡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、白井（俊）委員、雪井委員を選出しまし

た。 

４ その他委員の選出 

（１）新潟市防災会議委員の選出 

互選により、長谷川委員を選出しました。 

（２）新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり推進協議会委員の選出 

互選により、作左部委員を選出しました。 

（３）国民保護協議会委員の選出 

互選により、雪井委員を選出しました。 

５ 第 6期の部会活動について 

前期の第１部会の活動について確認しました。 

６ 議事 

（１）令和元年度区自治協議会提案事業について 

事務局より、予定事業の「じゅんさい池自然環境保全事業」と「発災時における

地域防災対応力向上事業」の概要について説明がありました。 

【次回開催日】 

日時：令和元年５月１０日（金）午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室Ｂ 

資料 1-1 



第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

【開催概要】 

○名 称：令和元年度 第２回 東区自治協議会 第１部会 

○日 時：令和元年５月１０日（金）午前１０時～１１時３０分 

○場 所：東区役所 会議室Ｂ 

○出席者：作左部委員、和田委員、関根委員、長谷川委員、近藤委員 

     月岡委員、野村（綏）、雪井委員 

    〔欠席：後藤委員，白井（俊）委員〕 

     （事務局）地域課、総務課、建設課 

【審議内容】 

１令和元年度区自治協議会提案事業 

（１）「じゅんさい池自然環境保全事業」について 

  事業概要や今年度のスケジュールについて確認をしました。 

  ・じゅんさい池ワークショップ（意見交換会） 

6月２６日（水）午後6時３０分～８時３０分 

  ・じゅんさい池葦刈取等作業 

７月 ７日（日） 

   また、「じゅんさい池ワークショップ（意見交換会）」の内容や今後の進め方に

ついて意見交換を行いました。 

（２）「発災時の地域防災体制支援事業」について 

   事業内容や実施時期について意見交換を行い、１１月頃に６コミ協を対象に自

治会・町内会を対象としたワークショップを開催することとしました。 

（３）県立大学連花祭への出展について 

   １０月２６日（土）、２７日（日）に開催される県立大学連花祭について、防

災をテーマに出展を申し込むこととしました。 

【次回開催日】 

日時：令和元年６月１４日（金） 午前１０時～ 

会場：東区役所 会議室Ｂ



「じゅんさい池自然環境保全事業」予算執行見込について 

（１）事業概要 

じゅんさい池公園は、アカマツ林に囲まれ、全国的にも珍しい２つの砂丘湖

があるなど、住宅地の中で貴重な緑地環境を有している自然公園であるが、近

年は、外来植物の繁茂や外来生物の繁殖がみられ、生態系等に被害が及んでい

る。このじゅんさい池の自然環境を守り、憩の空間づくりを進めるため、区民

との協働により保全活動を行うとともに、セミナー等を通じて、課題やあるべ

き姿の共有を図る。 

（２）スケジュール 

６月２６日（水） じゅんさい池ワークショップ（意見交換会） 

 ７月 ７日（日） じゅんさい池西池 葦・園芸スイレン刈取り作業 

 ９月頃（予定）  じゅんさい池ワークショップ 

（３）予算執行見込（５月３０日現在） 

予算額内訳 執行見込額内訳 

講師謝礼 5 万円 講師謝礼 9 万 6 千円

仮設電気工事 82 万円 仮設電気工事 73 万 5 千円

消耗品 21 万円

チラシ作製費 20 万円

郵便料 2 万円

電気代 8 万円

ポンプ設置・ 

当日作業支援業務 
82 万 1 千円

予算計 130 万円 執行見込計 173 万 2 千円

不足金額   43 万 2 千円 

（４）増額となる理由 

今年度はより効率的に作業が実施できるよう、仮設電気工事を行い、その

上でポンプの設置、当日の作業支援業務を委託する。 

ポンプの設置等に費用が必要となったことから、43 万 2 千円を追加して執行

することとしたい。 
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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：令和元年度 第１回 東区自治協議会 第２部会 

 ○日 時：平成３１年４月２５日（木）午後４時３０分～午後５時３０分 

 ○場 所：東区役所 会議室Ｂ 

 ○出席者：吉田委員、安藤委員、白井（雅）委員、太田委員、川上委員、 

佐藤（恵）委員、田中委員、高橋委員、山田委員 

〔欠席：斎藤委員〕 

     （事務局）地域課、教育支援センター 

【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、部会長に田中委員、副部会長に安藤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（雅）委員、高橋委員、太田委員を選出しま

した。 

４ その他委員の選出 

（１）東区歴史浪漫プロジェクト実行委員の選出 

互選により、田中委員を選出しました。 

（２）水と土の芸術祭２０１８実行委員の選出 

互選により、佐藤（恵）委員を選出しました。 

５ 第６期の部会活動について 

   前期の第２部会の活動について確認しました。 

６ 議事 

（１）令和元年度区自治協議会提案事業について 

   「寺山こい来いフェスタ」でのアンケート調査について実施方法を説明し、アン

ケート調査実施にあたり、担当をする日程を決めました。 

「東区の魅力 PR・おもてなし事業」として、テレビ媒体を活用した PR を実施

することに決定しました。 

【次回開催日】 

  日時：令和元年５月１４日（火）午後２時～ 

  場所：東区プラザ 音楽練習室２ 
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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：令和元年度 第２回 東区自治協議会 第２部会 

○日 時：令和元年５月１４日（火）午後２時～午後３時３０分 

○場 所：東区プラザ 音楽練習室2 

○出席者：吉田委員、安藤委員、太田委員、川上委員、佐藤（恵）委員 

田中委員、高橋委員、山田委員 

〔欠席：白井（雅）委員、斎藤委員〕 

     （事務局）地域課、教育支援センター 

【審議内容】 

１ 令和元年度区自治協議会提案事業 

（１）「寺山こい来いフェスタアンケート」について 

アンケートを行った際の感想について意見交換しました。 

雨天により中止とした日の代替について検討し、効果検証に必要なアンケート

数は集まったことから、追加実施はしないこととしました。 

（２）「東区めぐり子どもバスツアー」について 

   これまでに実施した際の意見を踏まえ、日時、見学地、定員等の内容を協議し

ました。 

詳細な実施内容については、次回の部会で確認することとしました。 

【次回開催日】 

日時：令和元年６月１３日（木）午前１０時～ 

会場：東区プラザ 音楽練習室２



第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

【開催概要】 

○名 称：令和元年度 第１回 東区自治協議会 第 3部会 

○日 時：平成３１年４月２５日（木）午後４時３０分～午後５時２５分 

○場 所：東区役所 会議室C 

○出席者：國兼委員、野村（修）委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、木村委員、 

     貝津委員、大江委員、中川委員、眞柄委員、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、部会長に國兼委員、副部会長に菊谷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、広報紙編集委員に貝津委員、中川委員、土田委員を選出しました。 

４ 第６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 議事 

  （１）令和元年度自治協議会提案事業について 

事務局より、予定事業の「東区の農産物魅力発信事業」と「東区の公共交通の

研究」について説明があり、その後に意見交換をしました。 

【次回開催日】 

日時：令和元年５月９日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 会議室A 
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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：令和元年度 第２回 東区自治協議会 第 3部会 

○日 時：令和元年５月９日（木）午前１０時～午前１１時３５分 

○場 所：東区役所 会議室Ａ 

○出席者：國兼委員、野村（修）委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、木村委員、 

     貝津委員、大江委員、中川委員、土田委員 

〔欠席：眞柄委員〕 

（事務局）地域課 

【審議内容】 

１ 令和元年度区自治協議会提案事業について 

（１）東区の農産物魅力発信事業について 

提案事業で実施する事業の内容について協議しました。 

【主な協議内容】 

・東区区民ふれあい祭にＰＲブースを出展することとしました。 

○出展にあたり、昨年度と同様にＪＡ新潟市に協力を依頼することとしました。 

○東区産農産物のＰＲに併せ、自治協議会の周知を目的としたアンケートを実

施することとしました。 

（２）東区の公共交通の研究について 

事務局より、公共交通に関連した会議等の実施予定について説明があり、その後

に公共交通について意見交換しました。 

【主な意見交換の内容】 

・地域でアンケートを実施した結果で、買い物などの日常生活に必要な移動に対

し、要望や将来の不安が一番多くあった。 

・公共交通の制度や現状について、詳細なことが分からないため、委員向けの公

共交通の学習機会をつくることはできないか。 

・昨年度末に路線が廃止となった東区バス紫竹・江南ルートについて、廃止後の

影響を検証するためのアンケート調査を実施してはどうか。 

【次回開催日】 

日時：令和元年６月６日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 会議室Ａ 


