
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４回 東区自治協議会 第１部会 

日 時：令和２年９月１１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 

【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」 

  今年度の提案事業の取組内容について 

日中一人で過ごす高齢者に特殊詐欺への注意喚起を促すシールを作成し配布する

ことで、啓発活動を行うこととしました。 

   シールは電話機や玄関等に貼付し、防犯意識を高め、不審な電話や訪問者につい

て、常に警戒するものを作成することとしました。回覧板等で広く周知するととも

に、高齢者が集まる場へ出向くなどして配布し、啓発していくこととしました。 

【主な意見等】 

  ・シールを配布する対象を考えることが大切である。 

・特殊詐欺防止の取組みは、色々な方向から複合的に対応する必要がある。外部と

の関りが希薄な人への働きかけが重要である。 

・高齢者が集まる地域の茶の間等に出向いて活動してはどうか。防犯に対する意識

を共有することが必要である。 

・民生委員にシールの配布や周知を依頼することもできるのではないか。 

  ・フリーアナウンサーの遠藤麻理さんが県警の「防犯機能付き電話買おうぜ大使」

に任命された。遠藤さんに依頼して何か事業をしてはどうか。 
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２ 令和３年度区自治協議会提案事業の予算額について 

事務局から資料に基づき説明があり、今年度の執行見込みや過去の実績等を踏まえ、

来年度の予算額について意見交換を行いました。 

  【主な意見等】 

  ・来年度の取組内容が決まらない中で検討するのは難しい。 

  ・今年度と同様の金額がいいのではないか。 

【次回開催日】 

日 時：令和２年１０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２年度 第５回 東区自治協議会 第１部会 

日 時：令和２年１０月９日（金）午前１０時～１１時４０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 

〔欠席：後藤委員〕 

     （事務局）地域課、区民生活課、総務課 

【会議内容】 

１ 令和３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 

区民生活課、地域課及び総務課より担当事業の実施案について説明があり、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 

（区民生活課） 

ミシシッピアカミミガメは何

匹捕獲できたのか。 

カメは全部で42匹捕獲した。うち40

匹はクサガメ、ミシシッピアカミミガ

メは2匹だった。 

今年度の活動は東池のみか。 今年度は東池の自然環境保全活動を行

った。来年度は状況を見ながら、地域

の方と相談しながら行っていく予定で

ある。 

じゅんさい池みらい

プロジェクト 

（地域課） 

今後じゅんさい池をどうして

いくのかが大きなテーマにな

る。方向性の検討に力を入れて

ほしい。 

専門家や地域の方などからいろいろな

意見をお聞きし、合意形成を図りなが

ら進めていきたい。 

じゅんさい池の桜やホタルの

対策についても、検討に含まれ

るのか。 

桜やホタルについても、今後の方向性

の検討に含まれる。専門家や地域の方

とも相談して検討していきたい。 
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【その他の意見等】 

・現在のコミュニティ協議会の役員は高齢の方が多い。自治会・コミュニティ協議

会の役員養成は、必要な取組みだと思う 

  ・避難所運営に係る訓練を予定しているが、補助金の対象にしてほしい。 

  ・避難訓練をした際、放課後児童クラブの施設を利用したかったが、他部署の管理

ということで断られた。柔軟な対応を検討してほしい。 

２ 提案事業検討部会のからの報告 

事務局から資料に基づき、提案事業検討部会における検討結果について報告があり

ました。 

３ 令和２年度区自治協議会提案事業について 

事務局からの説明を受け、特殊詐欺防止グッズ（シール）による啓発活動について

検討し、仕様や啓発方法について話し合いました。 

高齢者が利用する施設等に委員が出向き、啓発の声かけと共にシールを配布するこ

とや、民生委員に配布を依頼することを確認しました。 

【主な意見等】 

  ・あまり外に出かけない人にも届くような配布方法を考えた方がいい。 

  ・コミュニティ施設で配布すれば多くの人に配布できる。 

  ・家から出る機会が少ない人には、民生委員から配ってもらえないか。 

・民生委員が月1回、高齢者を訪問している。また、地域の茶の間も約８０か所あ

るので、そういった機会を利用することができる。 

４ 附属機関（新潟市国民保護協議会）の委員の推薦について 

「新潟市国民保護協議会」の委員について、月岡委員を推薦することとしました。 

【次回開催日】 

日 時：令和２年１１月１３日（金）午前1０時～ 

会 場：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２年度 第４回 東区自治協議会 第２部会 

日 時：令和２年９月８日（火）午後３時３０分～５時１０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）「東区内中学校 文化部発表会」について 

文化部発表会について、振り返りを行いました。 

  【主な感想】 

   ・発表内容が非常に良く、生徒たちにも思い出になったと思う。 

   ・発表後に生徒が大変喜んでいる様子が見受けられ、本当に実施して良かったと 

思う。 

    ・コロナ禍の中でも事業を実施することができ、また、事業をとおして委員同士 

の団結力が高まり良かったと思う。 

    ・発表風景をＤＶＤとして残しておくことは、記念になり良かったと思う。 

（２）令和２年度の提案事業の取組み内容について 

事務局より資料に基づき説明があった後、前回の部会での話し合いを受け中学生の 

役に立つリーフレット等の作成について、目的等を検討しました。 

来月以降の部会で、具体的な掲載内容等について検討することとしました。 

  【決定事項】 

   目 的：心の支えとなるような子どもの居場所等につながる情報を掲載したリー 

フレットを作成する。そして、東区内の全中学生に配布し、悩んだり落 

ち込んだ時に役立ててもらう。 

【主な意見】 

［内容に関して］ 

    ・お守りとして持ってもらい、何かの時に役に立つものになれば良い。    

・困ったときに、頼るところがあることを伝えられるものが良い。 

    ・励ましになる言葉を掲載できたら良いと思う。 

    ・虐待等を受けた時に相談できる連絡先を掲載するのはどうか。 

・どのような子どもにも参考になるようなものが良い。 

    ・中学生自身が関われるような施設を掲載できると良い。 

・「困った時」という風に載せると、いざ使うときに、生徒が「自分が困った子 

ども」と思わせてしまうのではないか。 
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    ・生徒会に聞いてみるのも１つの手段なのではないか。 

     ・１人になりたい時に、隠れ家のようなところを紹介しても良いのではないか。 

・自分が子どもの頃に心を支えてくれたのは歌や本だったように、今の子ども 

たちにも心の支えになっているものがあると思う。 

・私たちが子どもの時に考えさせられた本を今の子どもたちに紹介出来たら良 

いのではないか。 

   ［リーフレットのサイズや掲載方法に関して］ 

・大きいものにはせず、生徒手帳程度の大きさで持ち歩けるサイズが良い。 

・表面を項目ごとに分けて施設を紹介し、裏面はマップを掲載するのはどうか。 

（３）令和３年度区自治協議会提案事業の予算額について 

事務局より、資料に基づき説明があった後、令和３年度の予算額について意見交換 

を行いました。 

【主な意見】 

    ・文化部発表会がとても良かったので、お金をかけて来年度はさらに拡充したも 

のを行っても良いのではないか。 

・５０万円であれば、ある程度の事業が出来るのではないか。 

    ・文化部発表会やふれあい祭り、リーフレット作成を考えると７０万円～１００

万円程度が妥当なのではないか。

（４）令和３年度区自治協議会提案事業の事業概要について 

事務局より、テーマは今年度と同テーマで実施することの確認があった後、事業概要

については、次回の部会で検討・確定することとなりました。 

【次回開催日】 

日 時：令和２年１０月６日（火）午後２時～ 

会 場：東区プラザ 音楽練習室１ 
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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２年度 第５回 東区自治協議会 第２部会 

日 時：令和２年１０月６日（火）午後２時～３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、建設課、教育支援センター 

【会議内容】 

１ 令和３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 

建設課、健康福祉課、地域課より担当事業の実施案について説明があり、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 

区民こいのぼり 

プロジェクト 

（建設課） 

予算額が 200 万円から 300

万円に増額した理由は。 

来年度に向けて精査した結果、200万

円では不足が懸念されたこと、コロナ

ウイルスの衛生対策費を見込んだこ

と、他地域での展開を予定しているこ

とから増額となった。 

他地域での展開にあたり、寺山

地区での実施はどうなるのか。 

寺山公園は一つの基盤であり、実行委

員会方式が継続するよう支援していき

たい。各地に広がることで、東区全体

の活性化に繋がる事業としたい。 

ウェブでつながる

マタニティ期から

の子育て応援事業 

（健康福祉課） 

今後はオンラインを活用した

事業形態になっていくのか。 

オンラインを取り入れる準備を進めて

いるが、インターネット環境が整って

いない方への対応も充実させたい。 

みんなで見守ろ

う！認知症おれん

じネット 

（健康福祉課）

おれんじネットとは、オレンジ

リングと関係があるのか。 

※オレンジリング：認知症サポー

ター養成講座受講者の証 

地域で認知症の方を見守るため、一般

の方への周知、養成も行っていくが、

養成講座の講師を務める方のネットワ

ークづくりの推進を考えている。コロ

ナ禍の状況等を踏まえ、可能な範囲で

取り組んでいきたい。 

東区キャラバンメイト連絡会

とは。 

キャラバンメイトとは、認知症サポー

ター養成講座の講師となる専門知識を

有した方である。 

※連絡会：キャラバンメイト等の有志が

集まり発足した任意団体 
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事業名 主な質疑・意見 所管課の回答 

（仮）東区プラザ

開館１０周年記念

東区歴史文化プロ

ジェクト 

（地域課）

中学生とのふれあい体験事業

は、今年度の「こいこいフェス

タ」で予定していた事業のこと

か。 

今年度予定していたものと同じであ

る。この実施内容を踏まえ、「区民ふれ

あい祭」の方向性を関係者と検討して

いきたい。 

２ 提案事業検討部会のからの報告 

事務局から資料に基づき、提案事業検討部会における検討結果について報告があり

ました。

３ 令和２年度区自治協議会提案事業について 

事務局から「中学生の役に立つリーフレット」作成の進め方について説明があり、

デザイン・編集・配布・広報等を一括して事業者に委託することとしました。リーフ

レットの作成に向け、これまでの検討内容を踏まえて、掲載するテーマごとに決まっ

た担当が、次回の部会までに内容を考えてくることとなりました。 

   また、適応指導教室東区分室の利用状況等を確認し、今後、不登校児童の居場所づ

くりに関連する勉強会の実施について検討していくこととしました。 

【主な意見】 

・専門業者は私たちにはない情報や知恵を持っていると思うので、一緒に相談する

形の委託は良いと思う。 

   ・店や施設の確認も含め委託できたら良い。 

   ・今の中学生はスマホから情報を得るので、リーフレットは見ないのではないかと

いう心配がある。スマホの活用は考えられるのか。また、中学生のスマホ保有率

はどのくらいなのか。 

   （教育支援センター 太田所長） 

児童生徒にスマホを持たせるか否かは保護者の判断によるものであり、中学生の

スマホの保有状況は不明確だが、過去の調査で、約３～４割の中学生は持ってい

るという資料があった。 

   ・スマホからの情報に比べ、公的団体から受け取るものには安心感があると思う。 

   ・リーフレットに二次元コードを載せることもいいのではないか。 

【次回開催日】 

日 時：令和２年１１月１０日（火）午後３時３０分～ 

会 場：東区プラザ 音楽練習室１ 
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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2年度 第４回 東区自治協議会 第３部会 

日 時：令和2年９月10日（木）午前１１時～正午 

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、 

貝津委員、中川委員、眞柄委員、土田委員 

 （事務局）地域課、建設課 

【会議内容】 

１ 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」 

   「区バス利用マップ」の作成について 

   「区バスの利用の幅を広げる」ことを目的に作成することを確認し、次回の部会

以降、具体的な内容の検討と合わせて誰をメインターゲットにするか、どのよう

なサイズ・配布方法にするかなどを協議していくこととしました。 

【主な意見】 

昨年度公共交通の学習会に招へいした交通ジャーナリストの鈴木 文彦氏に

協力を依頼してはどうか。 

幅広い世代の声を反映するため、県立大学の学生から意見を聴いて作成して

はどうか。 

じゅんさい池など、区内の季節の風景を紹介しても良いのでは。 

他区では、様々な公共交通手段をまとめたマップを作成している事例もある

ようだが、今回作成するのは、区バスに絞って掲載する方向で良いのではな

いか。 

２ 令和３年度区自治協議会提案事業の予算額について 

事務局から資料に基づき説明があり、今年度の執行見込みや過去の実績等を踏

まえ、来年度の予算額について意見交換を行いました。 

【主な意見】 

具体的な事業内容を決めていない中で予算額の検討をするのは難しい。 

今年度の 150 万円から、例えば 50万円に減額となると、心許ないと感じ

る。100万円くらいであれば、ある程度の取り組みができるのかなと思う。 
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3 新潟市都市計画マスタープラン「区別構想」の策定について 

      建設課より、人口・世帯、土地利用、公共交通の状況について、統計データによ

る説明がありました。この説明を受け、区づくりの方向性等について意見を述べる

場として、9月24日に第3部会を開催することとしました。

【次回開催日】 

日時：令和2年９月２４日（木）午後1時～ 

会場：東区役所 音楽練習室１ 

日時：令和2年10月 8日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 講座室１ 
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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2年度 第 5回 東区自治協議会 第３部会 

日 時：令和2年９月24日（木）午後１時～2時 

場 所：東区プラザ 音楽練習室1 

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、 

貝津委員、中川委員、土田委員 

〔欠席：眞柄委員〕 

 （事務局）建設課、地域課 

【会議内容】 

１ 新潟市都市計画マスタープラン「区別構想」の策定について 

      前回の建設課による説明を受け、統計データによる区の状況や、まちづくりの方

向性等について意見を述べました。 

   次回の部会においては、これまでの意見を基に、「区別構想案」に加える視点・

要点をまとめられる予定であり、それに対して意見交換をすることとしました。 

【次回開催日】 

日時：令和2年10月 8日（木）午前1０時～ 

会場：東区役所 講座室１ 
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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2年度 第６回 東区自治協議会 第３部会 

日 時：令和2年10月 8日（木）午前10時～正午 

場 所：東区プラザ 講座室1 

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、 

貝津委員、中川委員、土田委員 

〔欠席：眞柄委員〕 

 （事務局）地域課、区民生活課、建設課 

【会議内容】 

１ 令和３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 

区民生活課及び地域課より担当事業の実施案について説明があり、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 

美しい東区環境 

づくり 

（区民生活課） 

今年度の山の下地区の一斉清

掃には、東区長が参加し、住民

からも歓迎の声が多かった。来

年度はどこを回るのか。すべて

のコミ協を回ってほしい。 

必ずしも区長が毎年参加するわけでは

ないが、区長が新たに着任したことも

あり、今年は東区のクリーン大作戦発

祥の地区である山の下地区の取組みに

参加した。 

（仮）産業のまち 

東区魅力発信プロ

ジェクト 

（地域課） 

主な狙いは地域住民の郷土愛

醸成なのか、それとも、区外・

市外からの誘客なのか。 

ターゲットは限定していないが、交流

人口拡大のためだけではなく、この事

業を通じ、区民の地域への誇り・愛着

の醸成を図っていきたい。 

参加者の年齢層は。 60代以上が参加者の約3/4を占めて

いるが、10代、30代の参加者もいる。 

インスタグラムを活用したフ

ォトコンテストは、産業だけで

なく、自然の風景なども紹介す

べきではないか。 

事業名は「産業のまち」としているが、

産業や工場だけでなく、自然も含め、

東区の魅力ある風景やモノを広く対象

とする予定。 

今年度はフォトコンテストを

実施しないのか。 

今年度は、令和元年度末に実施したコ

ンテストの巡回展示を実施している。

今後も、コンテスト作品を有効に活用

し、魅力を発信していきたい。 
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２ 提案事業検討部会のからの報告 

事務局から資料に基づき、提案事業検討部会における検討結果について報告があり

ました。

３ 令和２年度区自治協議会提案事業について 

事務局から「東区バスの利用マップ」作成の進め方について説明があり、デザイン・

編集・配布・広報等を一括して事業者に委託することとしました。

   また、東区の公共交通のあり方や、マップ作成について助言を求めるため、今年度

も交通ジャーナリストの鈴木文彦氏を招へいすることとし、調整する方針としました。 

４ 新潟市都市計画マスタープラン「区別構想」の策定について 

建設課から、前回までの部会の意見をまとめた資料について説明があり、「区別構想」

に加えるべき要素について意見を述べました。

【次回開催】 

日 時：令和2年11月 12日（木）午前1０時～ 

会 場：東区役所 講座室１ 
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