
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４回会議 

開催日時 平成２８年７月８日（金）午後３時３０分～午後５時 

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 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８名

［欠席：田村委員、寺瀬委員、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、西区建設課長補佐、西区総務課長、 

西区総務課 １名、西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 小・中学校における防災公開授業について

 ○実施校である青山小学校と中野小屋中学校との打ち合わせ結果につ

いて、事務局より下記のとおり報告がありました。

青山小学校

・講義時間

午前８時３０分から午前９時２０分（５０分） 

・講義内容 

講師依頼先の危機管理教育研究所と調整中 

中野小屋中学校

・講義時間

午前９時４５分から午前１２時３５分（１７０分 移動時間含む）

・講義内容 

①防災学習

学年別に、発達段階に応じたテーマを設定し、各学年で主体的

に課題解決できるワークショップ型の授業を実施。 

 ②避難所で起こることを想定したワークショップ 

体育館等へ移動し，全学年を対象に実施。 

これらを踏まえ、講師依頼先の中越防災安全推進機構にて、詳細

な案を作成し提案いただく。 

 ○事務局より、地域住民周知用のチラシ素案の説明があり、講師の顔

写真を入れて再構成することとしました。

資料１



２ その他 

（１）防犯について

○「こども１１０番の家」の設置状況、運用方法について、総務課

より説明がありました。 

○委員から出された主な意見は下記のとおりです。 

・警察が設置する看板は、より目立つ色にした方が効果があるの

ではないか。 

・多くの地域において「こども１１０番の家」が形骸化している

状況が見られたが、警察が主体的に見直しを実施しており、改

善に期待する。 

・警察が取り組んでいる見直しの内容を受けて、地域や学校で

も、地域の「こども１１０番の家」の所在地マップを作成し、

配布すると効果があるのではないか。 

（２）交通安全について

   ○「スタントマンを活用した自転車交通安全教室」について、総

務課より実施報告と今後の予定について説明がありました。 

３ 次回（第５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２８年８月４日（木）午後３時３０分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

  議題：小・中学校における防災公開授業について 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４回会議 

開催日時 平成２８年７月７日（木）午後１時３０分～午後３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，渡辺美弥子委員，宗村委員，

丹羽委員，城丸委員，鍋谷委員，高木委員，木村委員

【スポット参加】長谷川委員，岩脇委員，下川委員，

坂井委員，三富委員 計１６名

[欠席：庄山委員] 

事 務 局 

西区地域課長，課長補佐 

西区健康福祉課長 

西区教育支援センター１名，坂井輪図書館１名， 

西区健康福祉課１名，西区地域課２名 

説 明 課 福祉部福祉総務課 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チラシについて 

○チラシ作成業者によるイメージ案を基に，全体の色合いやレイアウ

トについて検討を行いました。 

○文字校正など詳細意見については事務局あて集約することとし，こ

れを基に，部会長及び副部会長と，鍋谷委員，宗村委員，城丸委員

を編集委員として選出し，校正を進めていくこととしました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・背景色を反転させた白抜き文字は見にくいため，文字情報を少なく

し，見やすさに配慮する必要がある。

・全体的な色遣いを少なくし，統一感を出した方が良い。

・会場となる西新潟市民会館の写真をより鮮明に。

・参加政令市の紹介では，各区長の名前を上段に表記した方が良い。

・手話通訳があることを表面でお知らせする必要がある。

○また，事務局より，連携事業である西区長らのパネルディスカッシ

ョンについて，テーマ決定等の報告がありました。 

名 称：本州東日本西区長サミット２０１６

テーマ：区民との協働による支え合いの仕組みについて

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：各市西区長 及び 地域の支え合いの取組み実践者

     （さいたま市，横浜市，名古屋市，浜松市，新潟市）



２ 民生委員・児童委員の推薦制度について 

○福祉総務課より，パンフレット「民生委員・児童委員について」，

「民生委員推薦会地区推薦準備会設置要綱」等の資料に基づき，民

生委員制度全般をはじめ，各区の委員配置状況，そして推薦制度に

ついて説明がありました。 

○区及び地区ごとに民生委員の配置にバラツキがあり，特に，人口・

世帯数に比して民生委員が少ない地域では，民生委員の負担感の増

大に繋がり，後任者の確保に難を有している状況など，地域での問

題点について意見交換を行いました。 

○民生委員のなり手が不足する中で，３年毎の改選時期に地域で必ず

生じる問題であるので，３年後の次期改選に向けて，市が主導的に

取り組み，現状から少しでも改善するよう，市担当課に検討を依頼

しました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・候補者を内申する「民生委員推薦会地区推薦準備会」における自

治会の協力と役割を明確にし，民生委員の配置状況などもデータ

に基づいて自治会長に説明して理解を求めるべきである。 

・民生委員に欠員が生じた際は，候補者（後任者）は誰が探すべき

であるのか。 

⇒原則といったルールはなく，それぞれの地域の実情に合ったやり

方でお願いしている。１つの方法として，まずは地区の民生委員

協議会で検討いただき，適任者が見当たらない場合には地区の自

治会と相談していただく方法も効果的と考えている。 

・西区は人口・世帯数に比して民生委員が少ない。区の中でも人口

等が増えている地域があるのに民生委員は増えていない。今後は

高齢者の世帯数で考えていく必要もあるのではないか。 

・民生委員の担当地区が複数の自治会区域に跨っているケースもあ

り，自治会として連携に難を有する場合がある。民生委員の定数

と地区割りの見直しが必要である。 

・コミュニティ協議会や自治会などと連携しやすいよう，地区推薦

準備会の委員構成についても，現状になじむ形で再検討するべき

ではないか。 

３ その他 

 なし 

４ 次回（平成 28 年度 第５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２８年８月１８日（木）午後１時１５分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

 議 題：Ｈ28 スポーツ鬼ごっこ体験会企画について 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４回会議 

開催日時 平成２８年７月１３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 

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 中原委員 永吉委員 坂井委員 佐野委員 青木委員 

                       計１０名

［欠席：松井委員、小林満男委員］ 

事 務 局 
西区農政商工課長、西区地域課長 

西区農政商工課 １名、西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 2017 西区の特産品・観光地カレンダー事業について

○応募写真では不足していた８、９月を中心に、部会において写真を

収集・追加し、西区のイメージアップが図れることや、撮影地など

カレンダー全体の構成のバランスを考慮して、各月の写真を選考し

ました。 

○選考から外れた写真については、巻末ページで紹介することとしま

した。 

○選考された写真を基にカレンダーの構成案を、ワーキングチームで

作成し、部会で審議・承認することとしました。 

２ 商店街等活性化研究・実践事業について

○前回会議での新潟大学、新潟国際情報大学の方針説明に対して、部

会として依頼や助言する事項について意見交換を行いました。意見

交換で出された 主な意見は下記のとおりです。 

・大学生には、実際に商店街等に足を運び、地域意見を聞いてほし

い。商店街側もそんな大学生を応援して、まち全体として活性化

を考えていくことを期待する。

・地域住民と商店街が連携しつつ、そこに学生を交えて、共同して

取り組んでほしい。

３ 今後の開催日程について

○協議の結果、次のとおり決定しました。 

日時：平成２８年８月２４日（水）午後３時３０分～ 

場所：西区役所健康センター棟１０４会議室 

議題：商店街等活性化研究・実践事業について 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４回会議 

開催日時 平成２８年７月１１日（月）午後３時３０分～午後５時００分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

大谷一男部会長 渡辺美弥子委員 城丸委員 鍋谷委員

広瀬委員 三富委員   計６名

[欠席：尾崎副部会長 宗村委員 小林満男委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 18 号の振り返り

○資料に基づき、事務局から報告がありました。

○いただいた主なご意見及び部会での検討結果は下記のとおりです。

・左綴じになったのでファイリングしやすくなった。 

・２～３面の文調がきつくて上から目線の印象を受けた。 

・文字数が多くて子どもたちにとって親しみにくい感じがした。 

・４面で文字が小さくて読めないところがあった。

 ⇒今後は「ですます調」を基本とした方が良い。より少ない文字数で

内容が伝えられるように心掛ける。文字のサイズに注意する。重要

な部分には下線を付けるなど工夫する。

○広報紙をより多くの方々にご覧いただけるよう、Ｈ29 年度を見据えて新

聞折り込みを含め、配布方法について検討していくこととしました。

２ 第 19 号の企画

○10/1 発行の第 19 号の掲載内容について検討しました。

現時点での掲載内容は下記のとおりです。

＜１面＞ 

担当：広瀬委員、城丸委員

・10/23 開催の第４回西区アートフェスティバルについて掲載する。

＜２～３面＞

担当：鍋谷委員、尾崎委員、渡辺委員、宗村委員

 ・坂井輪図書館についての特集（第２部会での勉強会より）

・9/11 高齢化をテーマにした講演会の報告（内容詳細は第 20 号で）

 ・教育ミーティングについて

※第１回(６月)の内容報告、第２回(11 月)のお知らせ

＜４面＞

担当：大谷部会長、小林委員、三富委員

・うちのコミ協（坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会）

・知っトクなっトク街のタネ

・とっておきの私の一枚



・西区特産物・観光地カレンダー発行のお知らせ

・編集後記

３ ホームページアクセス数について

○西区役所ホームページ内に掲載している、自治協広報紙のページアクセ

ス数について、事務局から報告がありました。

○わずかではあるものの、スマートフォンからのアクセス数が増加してい

ることから、ＱＲコードを導入したことによる効果が読み取れました。

４ 次回（第５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２８年８月５日（金）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：第 19 号の作成状況について 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４回会議 

開催日時 平成２８年７月１２日（火）午前１０時～１１時２０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 佐野委員 高木委員  

【スポット参加】岩脇委員   計５名

（欠席委員：浅妻委員 松井委員 冨岡委員） 

事 務 局 

西区地域課課長補佐 

坂井輪地区公民館長 

西区地域課 ２名 

委託業者 株式会社創エスピー １名 

主な議事 

１ チラシ、ポスターの検討 

○事務局より委託業者の決定の報告、紹介がありました。

〇チラシのデザイン案について修正を行い、次回の部会でチラシ案を

決定することとしました。

委員から出された主な意見は以下のとおりです。

・アート展示部門のみ２日間に跨るため、日時をわかりやすく記載

する必要がある。

・裏面の出演者紹介については、宣伝効果を高めるため、文字だけ

でなく写真も掲載した方が良い。

・今年度からアート作品展示についても盛り込むことから、会場案

内地図のスペースを例年より小さくしても良いのではないか。

２ アート展示部門レイアウトについて

○職人による工芸作品の会場レイアウトについて検討し、ホワイエ全

体を活用して展示することとしました。

○小学生のポスター作品、カレンダー関連作品はロビーに設置するこ

ととしました。

○会場の雰囲気を盛り上げるための装飾物の形状及び設置場所につい

て検討し、次回の部会でレイアウト案を決定することとしました。

３ 今後のスケジュールについて

 ○今後のチラシ・プログラム作成等のスケジュールについて確認しま

した。

４ 次回（第５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２８年８月９日（火）午後３時～ 

場 所：西区役所３０３会議室 

  議 題：ポスター・チラシの検討 ほか


