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１ 開催概要

【目 的】 

更なる区自治協議会の活性化のため、各区自治協議会の特徴的な取組みを共有し、区

自治協議会に求められる役割に対する理解の促進を図るもの 

【概 要】 

○開催日時・会場 

・日 時  令和元年７月１日（月） １３:３0 ～ １５:３0 

・会 場  北区文化会館（新潟市北区東栄町1丁目1番5号） 

○プログラム 

１ 市民協働課 説明 

・テーマ：第7期自治協委員への期待について  

・説明者：市民協働課 課長 松屋 賢治 

２ 区自治協議会の役割に関する取組み報告 

・発表者：南区自治協議会  小田 信雄 様 

       西区自治協議会  加野 麻理子 様 

北区自治協議会  松田 正實 様 

       秋葉区自治協議会 小林 俊介 様 

・進 行：特定非営利活動法人 まちづくり学校 横尾 文子 様 

３ パネルディスカッション 

  ・登壇者：同上 

○参加者 

・当日参加者 1２２名 

（区別内訳）                            （人）

北 区 東 区 中央区 江南区 秋葉区 南 区 西 区 西蒲区 合 計 

１７(30) 1４(30) ２３(38)２２(30)１２(30)１０(30) 1７(36) ７(30) １２２(254)

※( )内は R1.7.1 時点の各区自治協議会委員数  
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２（１） 市民協働課説明  

市民協働課課長 松屋から、「第7期自治協委員への期待について」をテーマに、区

自治協議会に求められる役割や、委員に期待すること等を説明しました。 
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２（２） 区自治協議会の役割に関する取組み報告  

区自治協議会に求められる役割のうち、審議会の役割、協働の要の役割、実施主体

の役割に関する特徴的な取組みについて、４区の委員から報告をしていただきました。 

また、聴講した委員からは、報告を聞いて感じた事項や質問点を付箋に記入してい

ただき、報告後のパネルディスカッションに活かしました。 

 ○南区自治協議会 小田様による報告 （「審議会」の役割に関する報告） 
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○西区自治協議会 加野様による報告（「協働の要」の役割に関する報告） 

７



８



○北区自治協議会 松田様による報告（「実施主体」の役割に関する報告） 

９
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○秋葉区自治協議会 小林様による報告 

（「実施主体」の役割(特に地域団体との連携)に関する報告）
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２（３） パネルディスカッション  

各報告に対する会場からの意見・質問を基にパネルディスカッションを行い、区自

治協議会に求められる役割に対する理解を深めました。 

（パネルディスカッションの様子） 

（研修参加者から提出された感想・質問の付箋） 

【南区 小田様の報告に対する感想・質問】 【西区 加野様の報告に対する感想・質問】

【秋葉区 小林様の報告に対する感想・質問】【北区 松田様の報告に対する感想・質問】
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○ディスカッションの内容 

（コーディネーター 横尾様） 

   ここからは、各発表に対し皆さまから頂いた感想や質問を基にディスカッションを

進め、自治協の役割に関する理解を深めていきたいと思います。 

   ディスカッションに入る前に、頂いた感想やご意見のポイントをまとめましたので、

皆さまと共有させていただきます。 

（サブコーディネーター 成田様） 

   まず南区自治協 小田様の発表内容についてですが、最も多かった意見は、「自治協

としての役割が明確であり、分かりやすく理解できた」というものでした。また、質

問として多かったものは、「区長マニフェストの検証結果について、より具体的な内容

を知りたい」というものでした。 

   次に西区自治協 加野様の発表内容についてですが、最も多かった意見は、「大雪な

どの災害に備えるためには、普段からの取組みが大事であると感じた」というもので

した。また、質問として多かったものは、「議論の結果、支え合いの仕組みについてど

のような変化が見られたのか知りたい」というものでした。 

   次に北区自治協 松田様の発表内容についてですが、最も多かった意見は、「国内外

の観光客向けの PR をもっと工夫できそうである。交通網を整備すれば福島潟により

人が来るのではないか」というものでした。また、質問として多かったものは、「観光

客に対する具体的な取組みを知りたい」というものでした。 

   最後に秋葉区自治協 小林様の発表内容についてですが、最も多かった意見は、「提

案型とすることで、自治協委員の負担も大きくなっているのではないか」というもの

でした。また、質問として多かったものは、「事業の採択から実施までの流れを知りた

い」というものでした。 

（コーディネーター 横尾様） 

ありがとうございました。それでは、ディスカッションに入ります。まずは、審議

会の役割に関する小田様の報告を聞いて、小林様いかがでしたでしょうか。 

（秋葉区区自治協議会 小林様） 

   秋葉区自治協議会でも、報告事項が中心となっている本会議のあり方について議論

をしたことがありました。 

   市側の報告を聞いて、それに対して質問をしても方向性が変わることがあまりない

ため、そのうち委員が疲れてしまうという部分があったのです。 

   そのようなことがあったので、南区自治協議会の取組みを聴いて、「そのような方向

性であると委員になった意義が出てきそうだな」と感じました。 
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（コーディネーター 横尾様） 

ありがとうございます。この方向性に至るまでにはなかなか難しいところもあった

かと思いますが、小田様いかがでしょうか。 

（南区自治協議会 小田様） 

  やはり難しかったです。 

  南区自治協議会も、かつては報告が中心であり、行政のガス抜きのように感じられ

るところもあったことから、南区自治協議会として本当に担うべき役割とは何なのか

を協議しました。コミ協とも違う、自治会とも違う区自治協議会の役割とは何なのか。

委員の皆さまとともに議論した結果、区政が形成される過程に関与していくことが最

も重要なのではないかという結論に至りました。 

  もちろん我々委員は、市議会議員とは違いますので、決定権は有しておりませんが、

市民の体感的評価を伝えていく、意見として述べていくことが重要であると考え、そ

の認識を委員間で共有いたしました。 

（コーディネーター 横尾様） 

自治協ならではの働きかけができるということですね。生活している中で感じてい

ることを大切にし、区長に直接伝え、少しでも同じ方向を向いていきたいということ

でしょうか。ありがとうございました。   

  次に西区自治協議会の取組みについてですが、たくさんのご意見をいただきました。

そのなかで、皆でアイデアを出しながら少しずつ議論を進めていくことができたのは、

どのような工夫をしたからなのかという質問がありますが、この点はいかがでしょう

か。 

（西区自治協議会 加野様） 

  まず大きな前提条件として、各々の委員が大雪時の対応を自分事として捉えていた

ということがあったと思います。誰もが「何とかしなければならない」と感じていま

した。 

  また本会議でグループワークをしたのですが、西区は地域ごとに特性が異なるため、

部会単位ではなく、４つに区分した地域単位でワークを行いました。そのおかげか、

委員の皆さんからは、課題や考えられるアイデアなどを積極的に出していただけまし

た。 

（コーディネーター 横尾様） 

リアルな感覚を引き出すような環境を整え、進めていったということですね。あり

がとうございます。 

  北区の取組みについてもたくさんのご意見・ご質問が寄せられています。 

  ご意見の多くが、「応援しています！」というものですが、「あとどれくらいで登録

となるのか」というご質問を頂いておりました。いかがでしょうか。 
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（北区自治協議会 松田様） 

  取組みを始めて３～５年ぐらい経つのですが、当初は２０１８年に向けた登録申請

を目指しておりました。が、様々な事情により申請が難しくなり、今は次回の申請タ

イミングに向けて、地域へのPRなどの取組みを進めているところです。 

（コーディネーター 横尾様） 

PRの仕方については、新しいパンフレットや掲示物の作成といった取組みを進めら

れているということでしたが、感じている課題などはございますでしょうか。 

（北区自治協議会 松田様） 

  我々の取組みについては、市内８区の方々にはまだまだ浸透していないのが現状か

と思います。が、まずは北区の方々に理解していただくことが重要かなと考えていま

す。 

  また昨年あたりから、新潟東港に豪華客船が多く入港しておりますが、その方々が

北区へ訪ねてくることはあまりありません。そこで、今後は近隣にある観光資源も生

かしながらインバウンドを含めた取組みを考えていくことも必要かと考えています。 

（秋葉区自治協議会 小林様） 

  ひとつ感想をよろしいでしょうか。 

平成２９年度に自治会長向けの講演会があったようですが、自治会長に限らず、他

の方々も加えたらもっとよかったと感じました。と言いますのは、「自然」というのは、

外の人間でないとその良さを指摘できないという性質があるのです。地元の人間では

気づきづらいところがある。ですので、外の方も参画できるようにすれば、もっとよ

くなるのかなと思いました。 

（コーディネーター 横尾様） 

  外の方々から応援してもらうという手法はどうかというお話しでしたが、いかがで

しょうか。 

（北区自治協議会 松田様） 

  ありがとうございます。 

  ご指摘の点も部会で話題にし、改善していきたいと思います。 

（コーディネーター 横尾様） 

  色々な評価が必要とされていると思います。ありがとうございます。 

  次に、秋葉区自治協議会の取組みについてですが、住民が主体となる取組みを応援

するということで、多くの共感の意見が寄せられています。 

  一方で、自治協委員の負担はどうなのかとの質問も出ています。いかがでしょうか。 
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（秋葉区自治協議会 小林様） 

  実は、先日の部会の中でも「すごく大変」との声も出ていたのですが、この事業は

「（きらめきサポートプロジェクトに）関わりたい」との希望を出した委員で進めてい

るものですので、楽しんでやっていただければと思っています。 

（南区自治協議会 小田様） 

  南区自治協議会でもサポート事業を行っておりますが、秋葉区の取組みを参考にし

てスタートしたものの、現在では進め方が少し異なっています。 

  私どもの区では、委員の負担を軽減するため、実際の活動はすべて市民団体に任せ

ています。もちろん委託ということですので、成果は求めていきますが。 

  秋葉区では、第一部会のみで取り組んでいるということですので、さぞかしお忙し

いことかと思います。 

（秋葉区自治協議会 小林様） 

  成果を求めすぎてしまうと、事業を着実に実施できる団体しか採択できなくなって

しまう点もあるかと思います。 

  秋葉区では、仮に成果があまり出ない結果に終わったとしても、今後それを反省点

として取り組んでいただければという思いで、皆で力を合わせてやってみようじゃな

いかという思いでおります。 

（コーディネーター 横尾様） 

  どちらも魅力的だと思います。 

秋葉区さんは、チャレンジする方を応援すると。 

  南区さんは、より本格的でステップアップしたものを応援しているということでし

ょうか。 

  いずれにせよ、どちらも楽しんでやれるということが原動力となっているのでしょ

うか。 

（秋葉区自治協議会 小林様） 

  それもありますが、アイデアを形として作り上げていく中で、委員が非常に勉強で

きるのですね。そこが一番の魅力かなと思っています。 

（コーディネーター 横尾様） 

  楽しむだけでなく、事業を進めていくなかで、調整力だったり、構成力だったりと

いった点が鍛えられていくということでしょうか。 

  ありがとうございます。   

  あっという間に終わりのお時間となってしまいました。 

  本日は、区自治協議会の役割についてお話を深めてまいりました。是非本日の内容

を地域に持ち帰っていただき、今後の活動の役立てていただければと思っています。   

  本日はありがとうございました。 
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○本日の研修会の内容はいかがでしたか？ （回答数 110 件） 

・非常に良かった   29 件(26%) 

・良かった      67 件(61%) 

・ふつう       14 件(13%) 

・あまり良くなかった 0 件( 0%）

・良くなかった    0 件( 0%)

【主な意見】 

・今まで知らなかった他区の取組みを勉強することができ、参考になった。 

これからの活動に活かしていきたい。 

 ・刺激を受けることができた。感銘を受けることができた。 

 ・自治協の意義や役割、委員としてのあり方が分かった。 

 ・発表の内容、資料、進め方が分かりやすく、理解を深めることができた。 

 ・研修会で得た知見をこれからどう活動にいかしていくかが課題である。

○研修会参加前と比べ、区自治協議会の役割に対する理解は深まりましたか？

（回答数 109 件） 

・非常に深まった    29 件(27%) 

・やや深まった    69 件(63%) 

・深まらなかった   11 件(10%) 

【主な意見】 

・自治協委員としての立ち位置、何をしていくべきかが明確になった。 

 ・自治協委員としての活動にやりがいを感じることができた。 

もっと活動をしたくなった。 

 ・自治協は、アイデア次第で幅広いことができることが分かった。 

もっと工夫をこらした活動が今後できると感じた。 

 ・色々な角度から自治協を捉えることができた。 

 ・コミ協との役割重複があるように感じた。自治協でしかできないことを 

考えたい。

３ アンケート結果  

約 9割が「非常に良かった」又は「良かった」と回答 

9割が「非常に深まった」又は「やや深まった」と回答 
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○研修会はどのような形式が望ましいですか。（回答数 115 件）※複数回答あり

・講演会       25 件(22%) 

・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ     48 件(42%) 

・委員同士の意見交換 32 件(28%) 

・その他            10 件( 8%)

【主な意見】 

・委員として地域にどう関わっていったらよいのか分からず、もやもやしてい

るので、専門家の方のお話をじっくり伺う講演会形式がよい。 

・各区自治協の代表者による話し合いを通し、新しい考えが生まれるようなパ

ネルディスカッション形式がよい。 

・各委員同士が話し合うことで交流が生まれ、また気づき等を得ることができ

るため、委員同士の意見交換会形式がよい。

○今後の研修会で、取り扱って欲しいテーマ・内容はありますか。 

（回答数 26 件） 

【主な希望テーマ】 

・各区の取組みについて 

・地域の宝や課題の掘り起こし方、共有の仕方について 

・こども、教育に関するものについて 

・地域に根差し、定着させることができた取組みについて 

・区民をいかに巻き込むか 住民ニーズとの温度差の埋め方について 

・人口減少、少子高齢化時代における自治協について 

・他都市の類似機関について

約４割が「パネルディスカッション」と回答 
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裏面もあります

令和元年度 区自治協議会委員研修会 アンケート

新 潟 市 市 民 協 働 課

本日は区自治協議会委員研修会にご参加いただき、誠にありがとうございました。 

委員の皆さまからの声を、今後の研修内容に生かしていきたいと思いますので、以下のア

ンケートにご協力をお願いいたします。 

１ ご所属の区自治協議会をお教えください（いずれかを○で囲んでください）。     

①北   ②東   ③中央   ④江南   ⑤秋葉   ⑥南   ⑦西   ⑧西蒲 

２ 本日のご感想等をお教えください。                        

（１） 本日の研修会の内容はいかがでしたか？ 

①非常によかった  ②よかった  ③ふつう  ④あまりよくなかった  ⑤よくなかった 

（２） （１）の回答の理由をお聞かせください。 

（３） 研修会参加前と比べ、区自治協議会の役割に対する理解は深まりましたか？ 

①非常に深まった    ②やや深まった    ③特に変わらなかった 

（４） （３）の回答の理由をお聞かせください。 
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３ 研修会の形式について                             

（１） 研修会はどのような形式が望ましいですか。 

①講演会    ②パネルディスカッション   ③参加者同士の意見交換会 

④その他（                                 ）

（２） （１）のご回答の理由をお聞かせください。 

（３） 今後の研修会で、取り扱って欲しいテーマ・内容はありますか。 

４ その他、研修会に関するご意見がありましたらご記入ください。          

ご協力ありがとうございました。

ペン・付箋とともに回収ＢＯＸへご提出ください。

２２


