
第１部会【市民協働部門】 会議概要録 

【開催概要】 

名 称：令和２年度 第２回 東区自治協議会 第１部会 

日 時：令和２年７月１０日（金）午前１０時～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、和田委員、関根委員、長谷川委員、近藤委員、月岡委員、 

野村（綏）委員、阿部委員、雪井委員 

〔欠席：後藤委員〕 

     （事務局）地域課、総務課 

     新潟東警察署 交通課、生活安全課 

【会議内容】    

１ 令和２年度区自治協議会提案事業         

   「高齢者の安心安全プロジェクト」に係る東区の現状について 

（１）高齢者の交通安全について 

新潟東警察署交通課より、東区内の交通事故の発生状況や事故の原因、警

察の取組み等について説明を受けました。 

【委員からの質問】 

    ・横断歩道における停車義務等の運転者の対応について 

    ・事故の原因となる不注意について 

    ・免許返納について 

（２）高齢者の防犯対策について

新潟東警察署生活安全課より、東区内の特殊詐欺の発生状況や最近の手口 

の特徴、警察の取組み等について説明を受けました。 

【委員からの質問】 

 ・関東の電話番号で不審な電話がかかってきた事例について 

 ・パソコンに詐欺と思しき事象が発生した事例について 

 ・SNSに関連した子どもの事件について 

（３）東区の取組みについて

東区役所総務課より、区の取組みについて説明を受けました。 
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（４）意見交換 

全体を通して意見交換を行いました。また、東区自治協議会として取組み

を行うことについて、新潟東警察署の担当者から助言がありました。 

【委員からの意見や質問等】 

・特殊詐欺の被害者の特徴や傾向について 

    ・犯人グループの中で、被害者からキャッシュカードや現金を受け取る「受け

子」と呼ばれる役割について 

    ・登下校時に、側溝に落ちてけがをしたり、歩道と車道を隔てるブロック上を 

     歩いたりする小学生がいることについて 

    ・自治会が警察へ交通安全や特殊詐欺に関する講義を依頼することについて 

    【警察の担当者からの助言等】 

    ・特殊詐欺防止の啓発用のチラシやグッズがあるが、新型コロナウイルス感染

症の影響で配布する機会が減少しているので、配布に協力してほしい。 

・地域として、事故事例の紹介や注意喚起を行い、身近な話として周囲に啓発  

を行うとよいのではないか。 

・地域で情報を共有し、不審な電話やメールがくるなどの事象が発生した際に 

 は、警察にも連絡をしてほしい。 

【次回開催日】 

日 時：令和２年８月７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２年度 第２回 東区自治協議会 第２部会 

日 時：令和２年７月７日（火）午後２時～２時５５分 

場 所：東区プラザ 音楽練習室１ 

出席者：吉田委員、安藤委員、白井委員、太田委員、須佐委員、斎藤委員、 

佐藤（恵）委員、田中委員、高橋委員、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 令和２年度区自治協議会提案事業について 

新型コロナウイルス感染症の影響により、市内中学校の大会等が中止となったこ

とを今年度特有の地域課題と捉え、部活動のガイドラインを踏まえた上で、自治協

議会提案事業として「文化部発表会」を実施することが決まりました。 

事務局より、最終的な参加希望校（参加人数、展示作品数）の説明があった後、

スケジュールや役割等について検討し、裏面の開催概要のとおり実施することとな

りました。 

【音楽部発表会】 

   発表日時：８月９日（日）午前１０時 

   会  場：東区プラザ ホール 

   発 表 者：木戸中学校 音楽部 

【美術部作品展示会】 

    展示日時：石山中学校  ８月 ６日（木）～８月２６日（水） 

         東新潟中学校 ８月 ６日（木）～８月２６日（水） 

         東石山中学校 ８月１８日（火）～８月２６日（水） 

    会 場：東区役所 南口エントランス 

【次回開催日】 

日 時：令和２年８月５日（水）午後３時～ 

会 場：東区プラザ 音楽練習室２ 
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東区自治協議会提案事業「東区内中学校 文化部発表会」開催概要 

１ 趣 旨 

市内中学校の各種大会等が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった

ことから、東区役所内の施設を活用し、文化部について、これまでの練習の成果を発

表する場を東区自治協議会提案事業として設ける。

引退を迎える３年生へ、ホールステージでの発表を体験する機会を提供するととも

に、家族や先生、後輩へ感謝を伝えるきっかけとする。 

美術部については、多くの人の目に触れるよう、地域での作品展示を行う。 

２ 実施内容 

  音楽部 

○参 加 校   木戸中学校 音楽部 （合唱とヘルマンハープ、琴の演奏） 

○日  時    令和２年８月９日（日）午前１０時 

○会  場    東区プラザ ホール （新潟市東区下木戸１－４－１ 東区役所２階）

   ○観 覧 者    保護者、教員のみ

   ○そ の 他   ・ホール使用時間は、生徒の移動、発表等を含め約１時間とする 

・発表風景を撮影し、ＤＶＤとして参加生徒に贈呈する 

美術部 

○参 加 校   東新潟中学校（個人作品１５点、共同作品１点、顔出しパネル１点）

石山中学校  （個人作品１６～１７点）

東石山中学校（共同作品１点）

○展示期間   東新潟中学校 ８月 ６日（木）～８月２６日（水） 

石山中学校  ８月 ６日（木）～８月２６日（水） 

東石山中学校 ８月１８日（火）～８月２６日（水） 

○設 置 日   東新潟中学校・石山中学校 ８月５日（水） 

東石山中学校 ８月１７日（月） 

※撤去作業については事務局で行います 

○会  場   東区役所 南口エントランス （新潟市東区下木戸１－４－１） 

〇そ の 他    ・展示場所に監視員はおかない

（作品の汚損、盗難、事故等について責任は負いかねます） 

３ 音楽部に対する主な新型コロナウイルス感染症対策 

○発表者や観覧者から名簿の提出を受ける 

○発表者や関係者等には事前に検温を依頼し、当日会場でも検温を実施する 

○観覧者のマスク着用を徹底し、入場時に手指の消毒を実施する 

○発表者と観覧者の待機場所を分ける 

○ステージ上は密とならないよう発表者同士の間隔を空ける 

○飛沫感染等を防止するため、発表者と観覧者の間隔を空ける 

○観覧者同士の間隔を空けて座る 

※「新しい生活様式に基づく東区プラザ利用ガイドライン」に沿った対応とする 



第３部会【産業・環境部門】 会議概要録 

【開催概要】 

名 称：令和2年度 第 2回 東区自治協議会 第３部会 

日 時：令和2年7月 9日（木）午前１０時～１１時30分 

場 所：東区プラザ 音楽練習室２ 

出席者：國兼委員、野村（修）委員、佐藤（清）委員、菊谷委員、行田委員、 

中川委員、眞柄委員 

〔欠席：貝津委員、土田委員〕 

 （事務局）地域課 

【会議内容】 

 令和２年度区自治協議会提案事業 

「公共交通の利用促進プロジェクト」の実施について 

 （１）区バスの体験乗車について 

 委員各自が乗車した感想や意見を交換しました。 

【主な意見】 

車両のバリアフリー化に関連した意見 

平日昼間は高齢者の乗客が多く、ツーステップの車両への乗り降りが大変な

様子だった。 

ステップに一旦腰掛けるようにして乗降する方もいて、早期にノンステップ

バスへの入れ替えが必要だと感じた。 

運行ルートに関連した意見 

高齢者が病院への交通手段として利用している様子が多く見られ、区内の主

要な病院を結ぶことを考えたルートなのだと感じた。 

区の南北を縦断するルートの確保は大事だと感じた。 

松崎ルートは1周が長い。小回りルートの検討も必要ではないか。 

朝夕は通勤や通学、日中は通院などというように、時間帯によって人の動き

が違うと思うので、時間帯によってルートを変更するという考え方もあるの

では。 

その他、利便性向上等に関連した意見 

河渡、松崎ルート共通のバス停の表示が分かりにくかった。運行ガイドの表

記も分かりやすく工夫すべきだと感じた。 
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車内モニター（平成 30 年度自治協提案事業で導入）で放映されている映像

は、音声がなく文字も小さく見えづらかった。興味を持ってもらえるような

情報発信の仕方を工夫すべきではないか。 

（２）「要望書」の作成について 

委員の乗車体験と前回部会までの意見等を踏まえ、要望事項について協議し、以

下の2点を要望することとしました。 

【主な意見】 

高齢者が多く利用している状況を踏まえると、ノンステップバスの導入と「シ

ニア半わり」の継続を要望事項にすべきではないか。 

利便性の向上やルートの見直しについては、今後、自治協として取り組める

部分や区の検討に関わりながら進めていく部分があると思うので、今回の要

望事項には含めなくてよいのではないか。 

【要望事項】 

１ 小型ノンステップバス車両の導入を求めるもの 

２ 「シニア半わり」制度の継続実施を求めるもの 

【次回開催日】 

日時：令和2年８月６日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 音楽練習室２ 



（要望書原案） 

日ごろ貴職におかれましては、区バスをはじめとする新潟市民の生活交通の維持・

確保及び充実にご尽力されていることに敬意を表します。 

 令和元年７月に策定された「にいがた都市交通戦略プラン」を受け、東区において

も令和２年３月に「東区生活交通改善プラン」が改定されました。当協議会としては、

東区公共交通検討会議に委員を選出し、同プランへ地域の声を反映していただくため

に関わって参りました。また、令和元年度に「東区の公共交通の研究」をテーマに事

業を実施し、令和２年度は自治協議会提案事業「公共交通の利用促進プロジェクト」

において、区バスを活用したまちの活性化に取り組んでおり、より利用しやすい区バ

スにしていくことが必要と考えています。 

 区バスを病院への交通手段として利用する乗客も多くおりますが、現在運行してい

る松崎ルートの小型バスは２台ともツーステップの旧型車両であり、高齢者を中心に

乗降に大変苦労される様子が多く見られます。 

当協議会においても、現状を知るために委員が実際に区バスに乗車し意見交換等を

行いましたが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・（感想、意見を記載）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

また、65 歳以上の高齢者を対象に現在実施されている「シニア半わり」の制度は大

変有難いもので、日々の経済的負担の軽減だけでなく、区バスを利用する動機のひと

つにもなっているものと考えます。 

今後、区内の高齢化が一層進んでいく中で、高齢者にとってより便利でより乗りや

すい区バスを運行していくことは、東区の活性化に欠かせないものと考えますので、

下記要望事項について、その実現をお願い申し上げます。 

記 

〇 東区バスへの小型ノンステップバス車両の導入を早期に進めていただきたい。 

〇 「シニア半わり」制度について今後も継続して実施していただきたい。 

令和２年  月  日 

新潟市長 中原 八一 様 

 東区自治協議会 会長 後藤 岩奈     


