
西区自治協議会第１部会 会議概要 

（所管分野：防犯、防災、自然環境、住環境等）

平成２８年度 第１１回会議 

開催日時 平成２９年２月１５日（水）午後３時００分～午後４時１５分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

笠原部会長 大谷勇副部会長 寺瀬委員 長谷川委員

下川委員 渡邊正友委員 三富委員

【スポット参加】岩脇委員 坂井委員       計９名

［欠席：田村委員 日野委員 富岡委員 尾崎委員 広瀬委員］

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区建設課長 

西区総務課長 

西区地域課 ３名 

主な議事 

１ 平成２８年度自治協議会提案事業の事業評価について

 ○今年度取り組んだ「小・中学校における防災公開授業」の事業評価

書案を基に議論を行い、協議の結果、案のとおり３月の本会へ提出

することとしました。 

２ 第５期の成果と課題について

○第５期の満了に際して、自ら検証し次期委員へ引き継ぐ「成果と課

題」の作成スケジュールについて、事務局から説明がありました。

○第１部会における今期の成果と課題について意見交換を行い、委員

意見を基に事務局にて素案を作成し、３月部会で確認することとし

ました。

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。 

【成果】 

・防災公開授業は、子どもたちが地域での防災について考えるよい

きっかけとなった。 

【課題】 

・西川、寺尾中央公園の環境美化を考えるにあたり、現地視察や直

接管理者の話を聞くことにより、適宜、現状を把握しておく必要

がある。 

・私道や歩道等の除雪について、その在り方や解決策などを土木総

務課との意見交換を踏まえながら検討する必要がある。 

・引き続き区内の犯罪発生状況を把握しながら、青色回転灯装備車

委嘱団体の普及や特殊詐欺の防止など、効果的な防犯啓発につい

て検討を深めていく必要がある。 
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３ 防犯と防災に関する講演会について

○事務局より、講師候補との調整状況について報告があり、具体的な

実施方法については、次回部会において具体化することとしまし

た。 

４ 次回（第１２回）の開催日程について

○協議の結果、次回を次のとおり決定しました。 

日時：平成２９年３月８日（水）午後１時３０分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

  議題：第５期の成果と課題について ほか  



西区自治協議会第２部会 会議概要 

（所管分野：保健福祉、文化、教育等）

平成２８年度 第１１回会議 

開催日時 平成２９年 ２月 ６日（月）午後３時００分～午後４時３０分 

会  場 西区役所３階 ３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

郷部会長，大谷一男副部会長，

髙島委員，村井委員，城丸委員，鍋谷委員，高木委員，

木村委員

【スポット参加】岩脇委員，下川委員，坂井委員，

三富委員                  計１２名

[欠席：渡辺美弥子委員，宗村委員，丹羽委員，庄山委員] 

事 務 局 

西区健康福祉課長 

西区教育支援センター所長 

坂井輪図書館長 

西区地域課長，西区地域課２名 

主な議事 

１ 平成 28 年度高齢化をテーマにした講演会の事業評価について 

○講演会で実施したアンケート結果などを基に，事業評価書案の検討

をまとめ，３月の本会へ提出することとしました。

委員から出された主な意見は下記のとおり。 

・大変意義深い企画であった。何年後かに，また同講師より講演いた

だき，地域包括ケアシステムの進展について検証したい。 

２ 平成 28 年度スポーツ鬼ごっこ普及啓発事業の事業評価について 

○体験会で実施したアンケート結果などを基に，事業評価書案の検討

をまとめ，３月の本会へ提出することとしました。

３ 第５期の成果と課題について 

○第５期の満了に際して，自ら検証し次期委員へ引き継ぐ「成果と課

題」の作成スケジュールについて，事務局から説明がありました。

○「成果と課題」について意見交換を行い，提案事業については２カ

年の事業評価書を基にとりまとめ，それ以外にも部会として検討を

行った民生委員推薦制度の改善など，審議事項を盛り込んでまとめ

ることとしました。 

○委員意見を基に事務局にて素案を作成し，３月部会で確認すること

としました。 

委員から出された主な意見は下記のとおり。 

【成果】 

・各種審議事項のほか，部会主催の教育ミーティングにおいて，教育

支援センターとの調整により，現任の小中学校長との意見交換の場



を設定できたことは，意見交換の質を高め有意義であったのではな

いか。 

【課題】 

・地域課題として高齢化を捉え，地域包括ケアシステムや認知症予防

など講演会を実施してきたが，少子高齢化，特に少子化の問題に取

り組むことができなかったと感じる。 

・全体に通じることだが，部会としての所掌分野の幅が広く，審議事

項を深めることが難しいと感じた。例えば，保健福祉と文化・教育

を分ける構成も検討の必要があるのではないか。 

４ その他 

 ○９月中旬に黒埼市民会館で開催を予定する「幸齢いきいき講演会」

について，事務局より講師候補との調整状況について報告があり，

具体的な実施方法等については，次回部会において具体化すること

としました。 

５ 次回（平成 28 年度 第 12 回）の開催日程について 

○協議の結果，次回を次のとおり決定しました。 

日 時：平成２９年３月８日（水）午後３時～ 

場 所：西区役所３階 ３０３会議室 

議 題：第５期の成果と課題について ほか 



西区自治協議会第３部会 会議概要 

（所管分野：農林水産業、商工業、交通等） 

平成２８年度 第１１回会議 

開催日時 平成２９年２月１０日（金）午後１時１５分～午後２時４５分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

塩川部会長 浅妻副部会長 小林邦太郎委員 沢田委員 

岩脇委員 永吉委員 松井委員 小林満男委員 坂井委員 

佐野委員                  計１０名

［欠席：中原委員、青木委員］

事 務 局 

西区農政商工課長 

西区建設課長 

西区地域課長 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 平成２８年度自治協議会提案事業の事業評価について

 ○今年度取り組んだ「西区特産物・観光地カレンダー事業」「商店街等

活性化研究・実践事業」について、アンケート結果等を基に事業評

価書案の検討をまとめ、３月の本会へ提出することとしました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。 

・県外でも配布したが、どのような反応があったか。 

 ⇒アンケートでは、 

「西区に行ったことはないが、来年行けたらいいなと思う」

「いつも通り過ぎていたが、こんなに魅力的な所があるとは 

  気づかなかった」 

 などの意見があった。 

２ 第５期の成果と課題について

○第５期の満了に際して、自ら検証し次期委員へ引き継ぐ「成果と課

題」の作成スケジュールについて、事務局から説明がありました。

○第３部会における今期の成果と課題について意見交換を行い、委員

意見を基に事務局にて素案を作成し、３月部会で確認することとし

ました。

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。 

【成果】 

・佐潟の保全活動である潟普請に参加し、現状の認識を深めた。 

・自治協議会提案事業を大学、学生と連携して行うことで、若者の

柔軟な発想を取り入れることができ、文教地区である西区らしい

取り組みとすることができた。 



【課題】 

・佐潟の魅力発信や保全のために、関係団体等と連携して効果的な

周知方法を検討する必要がある。 

・農業、商業単体ではなく、農商が連携した取り組みについても検

討を深める必要がある。 

・自治協議会提案事業「商店街等活性化研究・実践事業」は、内野

拠点商業地での研究を踏まえた実行の段階となるので、地域とと

もに取り組んでいけるよう、実施方法を検討する必要がある。 

・内野での成果を検証した後、黒埼地域の活性化についても検討し

ていく必要があるのではないか。 

○意見交換の内容を基に、次回部会までに事務局案を作成することと

しました。 

３ 2018 西区の特産物・観光地カレンダーについて

○各月の掲載写真のテーマを検討しました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。 

・掲載写真の場所に行ってみたくなるように、各月に簡単な案内

図を掲載してみてはどうか。 

・現在だけではなく昔の写真も掲載することで、より愛着がもて

るカレンダーにすることができるのではないか。 

○次回部会において、掲載写真の公募方法を具体化することとしまし

た。 

４ その他

○建設課長より、内野駅前広場整備事業の進捗報告と、オープニング

セレモニーのスケジュールについて説明がありました。 

○併せて、地域課長より新潟交通路線バスの乗り入れ見通しについて

報告があり、今後の春ダイヤ改正を注視していくこととしました。 

５ 次回（第１２回）の開催日程について

○協議の結果、次回を次のとおり決定しました。 

日 時：平成２９年３月１０日（金）午後３時００分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  議 題：第５期の成果と課題について ほか 



西区自治協議会プロジェクトチーム１ 会議概要 

（所管分野：西区自治協議会広報紙の編集・発行） 

平成２８年度 第１１回会議 

開催日時 平成２９年２月８日（水）午後３時～午後４時４０分 

会  場 西区役所４階対策室 

出 席 者 
委  員 

大谷一男部会長 渡辺美弥子委員 小林満男委員 城丸委員 

鍋谷委員 広瀬委員 三富委員  計７名

[欠席：尾崎副部会長 宗村委員] 
事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 21 号の作成状況

○３月３１日発行分の掲載内容について検討しました。

現時点での作成状況は下記のとおりです。

＜１面＞

 ○自治協委員の交代について ⇒原稿作成済。

＜２～３面＞

 ○商店街等活性化研究・実践事業についての特集 ⇒原稿作成済。

○各部会の成果と課題 ⇒各部会で検討後、作成する。

＜４面＞ 

○クロスワードパズルの回答

○知っトクなっトク街のタネ

○とっておきの私の１枚

○編集後記

⇒すべて原稿作成済。

２ 第５期の振り返りについて 

○第５期の成果と課題（案）について検討を行いました。 

○委員意見を基に、事務局にて素案を作成し、次回会議で確認することと

しました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。

・QR コードの掲載以降、ホームページ（広報紙ページ）へのスマ

ートフォンからのアクセス数の増加について、実数を用いて記載

した方が良い。

・読者からの意見により、左綴じへ変更したことで、ファイリング

しやすくなったと好評を得られたことを記載した方が良い。

３ 次回（第１２回）の開催日程について 

○協議の結果、次回を次のとおり決定しました。 

日時：平成２９年３月６日（月）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０２会議室 

議題：第２１号の校正 ほか



西区自治協議会プロジェクトチーム２ 会議概要 

（所管分野：西区アートフェスティバルの企画・実施に関する事項） 

平成２８年度 第１０回会議 

開催日時 平成２９年２月１０日（金）午後３時～午後４時１５分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出席者 

委  員 
永吉部会長 渡邊正友副部会長 浅妻委員 松井委員

富岡委員 佐野委員 高木委員 計７名 

事 務 局 
西区地域課課長補佐 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 平成 28 年度自治協議会提案事業 事業評価書について 

○アートフェスティバル会場で実施したアンケート結果などを基に，事

業評価書案について検討・作成を行い、３月の本会へ提出することと

しました。

委員から出された主な意見等は下記のとおり。

・来場者の年齢層について，若い世代の参加も進み改善が図られた

ことと，今後も企画内容の充実により一層幅広い年代から楽しん

でいただけるよう取り組んでいくことを記載する必要がある。

２ 第５期の成果と課題について 

 ○第５期の満了に際して，自ら検証し次期委員へ引き継ぐ「成果と課

題」の作成スケジュールについて，事務局から説明がありました。 

○「成果と課題」について意見交換を行い，提案事業の企画・実施を

所掌するＰＴ２においては，２カ年の事業評価書を基にとりまとめる

こととしました。 

 ○委員意見を踏まえて事務局にて案を作成し，最終確認を部会長が行

い，３月本会へ提出することとしました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。

・チラシ印刷配布の見直しにより経費削減に取り組む一方で，アー

ト展示など企画内容の充実を図り，来場者数の増加に繋げること

ができた。

・来場者に一層楽しんでいただけるよう，スタッフのおもてなし講

習会の開催を検討してはどうか。

・これらの不断の取組みにより，引き続きアートフェスティバルを

盛り上げ，区民の一体感の醸成を図っていく。



西区自治協議会委員推薦会議 会議概要 

（所管分野：区自治協議会の委員の構成の検討及び選考，推薦）

平成２８年度 第４回 西区自治協議会委員推薦会議 

開催日時 平成２９年２月１４日（火）午後２時～午後３時１５分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

大谷勇座長，郷副座長，長谷川委員，笠原委員，松井委員，

大谷一男委員，渡邊正友委員，広瀬委員，青木委員 

計９名〔欠席：村井委員]

事 務 局 西区地域課長，課長補佐 ほか３名 

主な議事 

１ 公募委員の選考について 

○２月３日〆切の公募委員募集において，応募のあった５名について，

作文及び活動歴により審査・採点を行いました。 

○審査の結果，上位３名を次期委員（４号委員）として，選考すること

と決定しました。（本人への結果通知は，他の付属機関の併任状況など

資格要件を確認後，文書で行います。） 

○公募委員以外の公共的団体などからの選出委員を含めて，次回会議に

て全体の推薦者案を確認し，３月本会に推薦することとしました。 

２ その他 

○次回の委員推薦会議の開催日程 

 《第５回》日時：平成２９年３月６日（月）午後２時～ 

      会場：西区役所３階３０３会議室 


