
曽野木地区
コミュニティ協議会だより

創 刊 号
平成28年10月1日

曽野木地区人口：10,895人  世帯数：4,327世帯  平成28年7月末現在（住民基本台帳による）

設立総会開催（3月12日）模様

設立総会において選出された役員

設立総会に参加の会員の皆さん

江南区親善大使（曽野木） 
十全さん

桜田 博治 会長

ご来賓の方々からご祝辞

新潟市議会議員
渡辺有子様

詳細は3ページの「組織図」をご覧下さい。

新潟市江南区長
小野克幸様

JA新潟市代表理事組合長
坂井一郎様

コミュニティ協議会設立にあたって
　昭和５１年以降、曽野木地区全体を牽引されてきた「曽野木地区地域づくり協議会」の解散により、
江南区地域課のご指導をいただき、約１年間の設立準備会を経てこの度、曽野木地区５４団体（現在は
５５団体）の皆様からのご参加をいただき「曽野木地区コミュニティ協議会」を新しく発足させて
いただきました。
　当協議会は曽野木中学校・曽野木小学校・東曽野木小学校の３校を含む曽野木地区全域の皆様から
参加をしていただき、何でも気軽に、自由に、楽しく話し合いが出来る場として設立されました。
　各会員団体代表は、５部会（総務、交流・連帯、健康福祉、安心安全、地域魅力向上）に所属して、
地域の発展のために活動を行います。
　これから新たな曽野木に向けて、より一層住民と行政とコミュニティ協議会との協働で地域課題の
解決を図り、安心安全で、明るく魅力ある活気あふれる曽野木を目指して、皆様と共に全役員協力して
協議会の活動を進めてまいります。
　私も会長として精一杯頑張らせていただきます。
　今後とも「曽野木地区コミュニティ協議会」に対しまして、より一層のご理解とご支援をよろしく
お願い申し上げます。

：新潟市江南区天野２丁目７番２号 曽野木地区センター３階　TEL/FAX 025-280-4175事務所



地域コミュニティ協議会とは

曽野木地区コミュニティ協議会規約（抜粋）

地域コミュニティ協議会（コミ協）は 区自治協議会は自治会・町内会は

　地域コミュニティ協議会は、市民と市が協働して地域のまちづくりや、その他の諸問題に取り組み、市民自治
の推進を図るため、小学校区または中学校区を基本とし、自治会・町内会を中心にさまざまな団体などで構成
された組織です。

本会は、曽野木地区コミュニティ協議会と称し、事務所を曽野木地区センターに置く。

広域的な課題の解決! 区民と行政をつなぐ!身近な課題の解決!
　日常生活の最も身近な単位の任意の自
治組織です。身近な課題に取り組み、住民
の交流を図っています。

　おおむね小学校区を単位とする任意の自
治組織です。各自治会・町内会を中心に、学
区内の諸団体で構成され、学区全体の住民
の交流や自治会単位では対応が難しい広
域的な課題に取り組んでいます。

　平成19年４月、条例で設置されました。
コミ協の代表者をはじめ、区内のＮＰＯ法
人、学識経験者、公募者などで構成していま
す。市からの意見聴取に対して審議したり、
地域課題の解決に向けて取り組んでいます。自治会・町内会

第１章　総則

【生活環境の向上】
ごみステーションの管理、公園・側
溝の清掃、道路の除雪、等
【安心で安全な暮らし】
防犯灯の維持管理、地域の見回り、
避難訓練の実施、等
【住民相互の交流】
祭りの開催、等

【具体的な活動例】
•通学路に安全標識の設置
•親子の居場所事業の実施
•高齢者の見守り支援　　 等

地域コミュニティ協議会 区自治協議会

自治会
町内会

連携

連携

PTA 青少年育成
協議会

民生・児童
委員協議会

等

コミ協代表、NPO代表、大学教授、学生、民生・
児童委員会長連絡会、公募委員、等

第1部会
防災、防犯、
自然環境、
住環境

第2部会
保健福祉、
文化、教育

第3部会
農林水産業、
商工業、
交通

部会例

地域課題を各部会で検討し、本会議で審議します。

委員の選出

協働

区役所

名称及び事務所

第１条

本会は、住民が地域課題を共有し、コミュニティ活動により連携・協力して課題解決に努
め、連帯と交流を深めるとともに地域の魅力を向上し、安心安全で活力ある住みよい地域
づくりを推進する。

目　　的

第２条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴　交流拡大・連帯感醸成に関すること。
⑵　文化スポーツの振興及び青少年の健全育成に関すること。
⑶　健康福祉の向上に関すること。
⑷　安心安全及び生活環境の向上に関すること。
⑸　産業経済の発展に関すること。
⑹　地域の魅力向上に関すること。
⑺　その他目的を達成するために必要なこと。

事　　業

第３条

どの組織でも、主体となって
活動しているのは住民の皆さんです



組　織　図 平成28年８月１日現在

総　会 ●最高意思決定機関

役員会 ●総会に付す議案、各部会の連携及び運営について審議

●会務に関すること、各部会間の連絡調整について協議

●コミ協を代表し会務を総括

三役会

会　長
総務部会

●事務を処理事務局

●会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行

会計監査（２名）

飯吉喜久雄
（天野中央自治会長）
土田昭一
（曽野木団地第五自治会長）

●会計を監査し総会に報告

部 会 長：勝沼好孝

会　長
　桜田博治（天野あさひ自治会長）

事務局長
　山崎清一（俵柳自治会）

副会長（２名）
　勝沼好孝（曽野木団地第四自治会長）
　齋藤恒弘（曽野木ニュータウン自治会長）

部会員27団体
（曽野木団地第四自治会長）

副部会長：中野幹夫
（天野自治会長）

○曽野木地区自治連合会
曽川自治会、楚川自治会、天野自治会、嘉木自治会、丸潟新田自治会、
鍋潟新田自治会、鐘木自治会、俵柳自治会、祖父興野自治会、久蔵興野自治会、
太右エ門新田自治会、天野地区自治会、天野中前川原自治会、天野中央自治会、
天野南自治会、天野あさひ自治会、天野陽光自治会、天野稲荷町自治会
○曽野木団地自治連合協議会
曽野木団地第二自治会、曽野木団地第三自治会、
曽野木団地第四自治会、曽野木団地第五自治会
○曽野木団地第一自治会  ○曽野木ニュータウン自治会  ○新天野自治会

会　長
交流・連帯部会
部 会 長：帆苅武良 部会員９団体
（天野中前川原自治会長）

副部会長：中野高子
（東曽野木小学校地域教育コーディネーター）

曽野木小学校ＰＴＡ、東曽野木小学校ＰＴＡ、曽野木中学校ＰＴＡ
曽野木小学校コーディネーター、東曽野木小学校コーディネーター
曽野木中学校コーディネーター、曽野木地区青少年育成協議会
曽野木小学校区スポーツ振興会、東曽野木小学校区スポーツ振興会

会　長
健康福祉部会
部 会 長：八幡昭雄 部会員６団体
（曽野木地区民生委員児童委員協議会長）

副部会長：斎藤順次
（鐘木自治会長）

曽野木地区老人クラブ協議会、曽野木地区社会福祉協議会、
日赤新潟市江南区地区曽野木分団、曽野木七味の会、
曽野木地区在宅福祉活動推進委員会、
曽野木地区民生委員児童委員協議会

会　長
安心安全部会
部 会 長：中沢敏弘 部会員７団体
（嘉木自治会長）

副部会長：西脇　厚
（消防団江南方面隊曽野木分団長）

曽野木地区防犯組合、曽野木地区自主防災連合会、
曽野木地区防火連合会、消防団江南方面隊曽野木分団、
江南地区交通安全協会曽野木支部、
江南地区交通安全協会曽野木団地支部、曽野木地区交通安全推進協議会

■広報紙発行、その他コミ協の目的を達成するために必要なこと

■交流拡大・連帯感醸成　■文化スポーツの振興及び青少年健全育成

■健康福祉の向上

■安心安全の向上

会　長
地域魅力向上部会
部 会 長：齋藤恒弘 部会員６団体
（曽野木ニュータウン自治会長）

副部会長：山我徳治郎
（太右エ門新田自治会長）

亀田郷土地改良区曽野木工区、曽野木商工会、
新潟市農業協同組合南部支店、曽野木地区農業委員会、
曽野木地区住みよい郷土推進協議会、曽野木地区公園愛護連絡協議会

■地域の魅力及び生活環境の向上　■産業経済の発展

●事務を処理し部会の運営を補佐

会計幹事
　廣川　章（俵柳自治会長）

●出納事務を処理し会計事務に関する帳簿及び書類を管理



主な活動報告
各部会の開催（～７月末まで）

臨時総会（28.7.27）

第四回ふれあい曽野木まつりのご案内

交流宅配給食（28.5.21）

曽野木夏まつり（28.7.30、31）

区長との懇談会（28.8.9）

①曽野木市営住宅、跡地利用の促進
②楚川排水路（仮称）の新設
③県道新潟・寺泊線と県道新潟・亀田・内野線の
　整備促進（歩道整備）
④西線用水路の改修
⑤大堀支線排水路の改修
⑥曽潟線と農免農道の交差点の信号機設置
⑦区社会福祉協議会の福祉バス廃止の見直し

❶

❷

❸

規約の改正
・事務所を曽野木地区センター3階に開設
規程の制定
・会計処理規程、旅費規程、
　役員手当費等規程
会員の入会承認
・新天野自治会

中学生ボランティアと一緒に弁当作り～
出来上がったお弁当をお年寄り宅にお届けしました。

（健康福祉部会）

曽野木地区の課題について、
小野区長をはじめ区役所各課長と
意見交換しました。

議 題

総務部会を皮切りに各部会を開催
●

●

●

●

●

●

●

●

●

第１回総務部会（4.22）

第１回地域魅力向上部会（5.12）

第１回安心安全部会（5.17）

第１回交流・連帯部会（5.19）

第１回健康福祉部会（5.25）

第２回地域魅力向上部会（5.26）

第２回総務部会（6.17）

第２回安心安全部会（7.19）

第２回交流・連帯部会（7.21）

第１回総務部会

第１回安心安全部会

地域の子供たちと高齢者の世代交流の促進。子供
たちに神輿や山車行列、樽砧などを通して伝統文化
の継承を図る目的に恒例の夏祭りを開催しました。

曽野木商工会コーナー イベントコーナー

米どん
俵運び
レース

曽野木産
野菜

懐かしの
お菓子

今年は成功
するかな？

大人も子供も
楽しもう！

新鮮で美味しい♪

商工会名物！ 採彩さんの

10月9日（日） AM11時～PM3時
　　　　　　　　農家持ち寄り市場　採彩 にて

木工体験
コーナー

建築組合

先着30名

※この「曽野木地区コミュニティ協議会だより」は「新潟市地域活動補助金」を活用して作成しています。
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