
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７回 東区自治協議会 第１部会 

日 時：令和元年１０月１１日（金）午前１０時～１１時３０分 

場 所：東区役所 会議室Ａ 

出席者：作左部委員、和田委員、関根委員、長谷川委員、月岡委員、野村（綏）委員、

雪井委員 

〔欠席：近藤委員、白井（俊）委員、後藤委員〕 

     （事務局）地域課、区民生活課、建設課、総務課 

【会議内容】 

１ 令和２年度東区特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について 

① 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）自治協議会委員からの提案（要旨） 

② 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）実施案 

③ 質疑応答・意見聴取 

地域課、総務課より説明があり、その後に質疑を行いました。 

事業名 主な質疑・意見 所管課の回答 

じゅんさい池みら

いプロジェクト 

（地域課・ 

区民生活課） 

公園愛護の取組みとの関連性は。 資料記載のものは、特色ある区づくり

予算での取組みであり、公園愛護につ

いては、引き続き建設課が所管する。

連携して事業を進めていきたい。 

じゅんさい池の環境保全をよろしくお

願いしたい。 

地域の協力なくして、事業実施は難し

い。引き続き協力をお願いしたい。 

（仮称）避難所運

営ワークショップ 

（総務課） 

「東区避難所運営体制連絡会」との違

いは。 

「東区避難所運営体制連絡会」は、避

難所運営の基本的な部分に関する勉強

会である。 

本事業は、実際の避難所運営を見据

え、各避難所の「運営委員会」が作成

するマニュアル等により、シミュレー

ションを行い、運営ルールの長所や不

具合に気付くためのワークショップで

ある。 

発災時は地域外の住民も避難してく

る。近隣コミ協と連携する等、広範囲

の対応や運営も考えてほしい。 

避難所は誰でも受け入れるもので、地

域外の避難者が訪れる状況も承知して

いる。まずは、避難所運営の体制を整

えることが必要だと考える。 

避難所運営では、施設を熟知した者（学

校職員等）が頼りになる。 

各避難所の運営委員会は、地域住民、

施設管理者、行政職員で組織されてお

り、「東区避難所運営体制連絡会」など

の場で、施設の詳細について情報共有

を図っている。 
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２ 県立大学連花祭（10/26・27）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の連花祭へ出展する内容

について検討しました。ハザードマップや新潟地震の写真等の掲示、防災グッズの

展示、新潟地震の映像等の上映と併せ、自治協議会の紹介やアンケートを実施する

こととしました。 

また、設営、撤去、出展中の立ち合いの担当者を決めました。

３ 令和元年度区自治協議会提案事業 

「発災時の地域防災対応力向上事業」について 

ワークショップの内容や資料等について、次回、検討することを確認しました。 

４ 令和 2年度自治協議会提案事業について 

第１部会として取り組んでいく区の地域課題について意見交換を行い、事務局よ

り提案のあった高齢者の防犯対策や安心安全について、取り組むことに決まりまし

た。次回、事業名や事業概要について、協議することとなりました。 

 【主な意見】 

・防犯対策等はすでに地域で取り組んでいることが多い。自治協議会として取り組

む内容が思いつかない。 

・まずは、警察や民生委員、コミ協、老人クラブ等でどのような取組みをしている

か実態を調査し、それを踏まえた上で、自治協議会としてふさわしい活動を考え

るといいのではないか。 

・コミ協と連携した取組みが望ましいのではないか。 

【次回開催日】 

日 時：令和元年１１月８日（金）午前1０時～ 

会 場：東区役所 会議室Ｂ 



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７回 東区自治協議会 第２部会 

日 時：令和元年１０月１０日（木）午後３時～５時１０分 

場 所：東区役所 会議室A 

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、大江委員 

〔欠席：白井（雅）委員、斎藤委員〕 

（事務局）地域課、健康福祉課、建設課、総務課、教育支援センター 

【会議内容】 

１ 令和２年度東区特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について 

① 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）自治協議会委員からの提案（要旨） 

② 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）実施案 

③ 質疑応答・意見聴取 

地域課、健康福祉課、建設課より説明があり、その後に質疑を行いました。 

事業名 主な質疑・意見 所管課の回答 

中学生とのふれあ

い体験事業（仮称） 

（地域課） 

「東区区民ふれあい祭」にあった中学

生の活動の場は残したい。 

次年度の「寺山こい来いフェスタ」

での実施状況を踏まえ、令和３年度

以降について検討していきたい。 

東区歯っぴーすま

いるプロジェクト 

（健康福祉課） 

健康づくりリーダーとは、食生活改善

推進委員等のことか。 

食生活改善推進委員や運動普及推

進員のほか、ウオーキングの自主グ

ループも含めて考えている。 

むし歯予防教室の内容は。 歯科衛生士が保育園・幼稚園へ出向

き、講話を行い、年長児には個別に

歯磨き指導をする。参観日に行う

等、親も参加できるよう工夫した

い。 

マタニティ期から

つながるすくすく

子育て応援事業 

（健康福祉課） 

マタニティセミナーについて。 現在、平日に開催しているセミナー

とは別で、父親も参加できるよう土

日に、子育て支援や虐待予防の観点

から、セミナーを開催する予定であ

る。 

土日に開催するマタニティセミナー

の参加者数は。 

詳細は未定だが、東区プラザ多目的

ルームを会場とする予定である。よ

り多くの方が参加できるようにし

たい。 

子どもの虐待防止強化とは。 現行の取組みを継続し、強化してい

く。 

「ままっぷ」は、地域に密着した冊子

にしてほしい。 

編集委員との情報交換会の場で伝

え、今後の参考とさせていただく。 
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事業名 主な質疑・意見 所管課の回答 

高齢者見守り訪問 

（健康福祉課） 

民生委員が高齢者宅の鍵を預かるこ

とは可能か。 

民生委員の仕事で鍵を預かること

はない。非常時には警察へ連絡する

等、地域で見守り、助け合いの精神

でお願いしたい。 

支え合いのしくみづくりの推進が重

要。 

社会福祉協議会と連携し、今後も進

めていきたい。 

区民のこいのぼり

プロジェクト in 寺

山公園 

（建設課） 

参加している実感が持てるイベント

があると良い。 

駐車場のあり方を検討すべき。 

飲食店舗が多いと良い。 

集客力が高い施設なので、各事業等の

周知の場として工夫すべき。 

実施期間が少し長かった。 

こいのぼりの本数は増やせないか。 

今後の参考とさせていただく。 

２ 「東区めぐり子どもバスツアー記録集」の作成について 

   事務局より、記録集（案）について説明があり、掲載内容やレイアウト、配布先

等について意見交換を行いました。意見を踏まえて記録集を修正し、１１月の全体

会議で報告することとなりました。 

３ 令和元年度第２回教育ミーティングについて 

   事務局より説明の後、以下について検討、決定しました。１１月の全体会議で自

治協議会委員へ開催案内を配付し、出席希望を確認することとなりました。 

日 時 令和２年１月３０日（木）午後２時 ※終了後、自治協全体会議を開催

テーマ 「保護者、地域、学校の連携のあり方 

～保護者の関わりをより深めた三者連携の仕組み～」 

出席者 自治協議会委員（第２部会委員・出席希望委員）、教育委員ほか 

４ 令和２年度自治協議会提案事業について 

第２部会として取り組んでいく区の地域課題及び事業予算について再確認しまし

た。事業名及び事業概要については、１１月の部会で検討することとしました。 

また、東区への適応指導教室設置に関する協議の進捗状況や、設置に向けた方向

性について、教育支援センター所長より報告があり、今後、第２部会としても自治

協議会提案事業の一環として関わっていくことを確認しました。 

【次回開催日】 

日 時：令和元年１１月６日（水） 午前１０時～ 

会 場：東区役所 会議室Ｃ 



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７回 東区自治協議会 第 3部会 

日 時：令和元年１０月１１日（金）午後２時～３時５０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、眞柄委員、土田委員 

    （事務局）地域課、区民生活課、建設課、総務課 

【会議内容】 

１ 令和２年度東区特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について 

① 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）自治協議会委員からの提案（要旨） 

② 特色ある区づくり予算（区役所企画事業）実施案 

③ 質疑応答・意見聴取 

地域課、区民生活課、建設課より説明があり、その後に質疑を行いました。 

事業名 主な質疑・意見 所管課の回答 

（仮称）商店街活性

化事業 

（地域課） 

歴史浪漫プロジェクトは、区内全て

の商店街を対象としているのか。 

区内には 10 の商店街がある。今後の

事業は実行委員会で協議するが、区内

全ての商店街を検討対象としたい。 

商店街の空き店舗活用には、県と市

がタイアップした補助制度があると

良い。 

区として、補助制度の実施や抜本的解

決は難しいため、各種事業で活性化を

図っていきたい。 

基幹道路愛称・通称

の普及 

（建設課） 

区を跨ぐような長い区間を想定した

提案である。地元からの要望は難し

いのでは。 

区を跨ぐ長い路線に愛称をつけている

例もある。すべての市道に名称はつい

ており、市ホームページで確認できる。 

道路愛称を付けることへの規制は。 愛称制定に規制はない。 

美しい東区環境づ

くり事業 

（区民生活課） 

環境ポスターコンクール終了後の通

船川の環境保全活動について。 

通船川の保全活動は、各活動団体が主

体的に取り組んでいる。区の取組みは

終了するが、今後も支援していく。 

じゅんさい池の法令上の指定は。（自

然環境保全、都市計画、防災等） 

都市公園であり、広域避難場所となっ

ている。 

清掃活動強化の具体策は。 ボランティア清掃を推進するため、ゴ

ミ袋の配布等を行い支援する。 

コンポストの購入補助について。 次年度も継続して行う。 
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２ 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 

○「東区安全安心ファミリーフェスタ」への出展について 

１０月２７日（日）に開催される「東区安全安心ファミリーフェスタ」での出展

内容について検討しました。また、試食の実施にあたり、新潟市食生活改善推進委

員協議会東支部からご協力をいただくこととなりました。 

【出展内容】 

・東区産男爵いもとベーコンのケークサレの試食 

・東区特産農産物の認知度アンケートの実施 

認知度アンケート⇒食べてみたい料理を選んでもらう（シールを貼る）⇒ 

馬鈴薯及びレシピ集をプレゼント 

・入賞作品の掲示 

・ステージイベントでのPR（ゆるキャラと出演） 

○東区の農産物を使った料理教室について 

事業の目的を確認し、実施内容を検討しました。詳細な内容については、今回の

意見を踏まえ、引き続き１１月の部会で検討することとしました。 

【決定した内容】 

・開催時期は２月下旬～３月上旬とする。 

・時期的に、取り扱う農産物は越後姫を中心として、詳細は今後の検討とする。 

・小学４～６年生の親子を対象として実施する。 

   ・子どもだけで調理し、親は講座等を受講した後に調理の様子を見学する。 

（２）東区の公共交通の研究について 

事務局より、東区生活交通改善プランの改定方針や、スケジュールの説明があり

ました。また、改正内容については、１１月の部会で確認することとしました。 

３ 令和２年度自治協議会提案事業について 

第３部会として取り組んでいく区の地域課題及び事業予算について再確認しまし

た。その後に事業名及び事業概要を検討し、引き続き１１月の部会で検討すること

としました。 

【次回開催日】 

日時：令和元年１１月７日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 会議室A 


