
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５回会議 

開催日時 平成２８年８月４日（木）午後３時３０分～午後４時３０分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

大谷勇副部会長、田村委員、寺瀬委員、長谷川委員、

下川委員、渡邊正友委員、広瀬委員、三富委員

【スポット参加】岩脇委員、坂井委員     計１０名

［欠席：笠原部会長、日野委員、富岡委員、尾崎委員］

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、 

西区地域課 ３名 

主な議事 

１ 小・中学校における防災公開授業について

 ○中野小屋中学校での防災公開授業の講師委託先である中越防災安全

推進機構から提案された授業案について、事務局より説明があり、

下記のとおり確認しました。

・講義時間

①【各学年】防災学習 

午前９時４５分 ～ 午前１０時４５分 

 ②【全 体】避難所運営ワークショップ 

午前１０時５５分 ～ 午前１２時３５分 

・講義内容 

①防災学習 

 各学年でそれぞれテーマを設けて実施

  １年生 地震時の備えを考える 

  ２年生 津波避難マップを作ろう 

  ３年生 豪雨災害避難行動シミュレーション 

 ②避難所運営ワークショップ 

 ※①防災学習については、事前学習の実施を検討 

これらを基に、中野小屋中学校と打合せを行い、授業内容を決定

する。 

 ○事務局より、保護者・地域住民への周知用チラシの説明があり、中

野小屋中学校の授業内容の決定を踏まえて、校了することとしまし

た。

資料１



２ その他 

○熱中症による搬送状況や予防方法について総務課より説明がありま

した。 

３ 次回（第６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９月５日（月）午後３時００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５回会議 

開催日時 平成２８年８月１８日（木）午後１時１５分～午後３時００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，宗村委員，丹羽委員，庄山委員，鍋谷委員，

木村委員

【スポット参加】岩脇委員，下川委員，坂井委員，

佐野委員，三富委員              計１３名

[欠席：渡辺美弥子委員，村井委員，城丸委員，高木委員] 

事 務 局 

西区地域課長 

西区健康福祉課長補佐 

西区教育支援センター所長， 

坂井輪公民館長，坂井輪図書館長 

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運営について 

○講演会当日企画として，坂井輪図書館の協力を得て講師及びサミッ

ト参加政令市の関連図書展示のほか，講師事務所との調整により講

師著書サイン会を実施する旨，事務局より説明があり，これを踏ま

えてタイムスケジュール及びスタッフ分担の確認を行いました。 

○講演会開催に向けて，当日プログラムの校正をチラシ編集担当委員

で引き続き行い，来場者アンケートの校正を正副部会長で行うこと

としました。  

○部会委員の当日集合時刻を 12 時～12 時半とし，次回部会において，

開催委託事業者を含めて，運営・進行の最終確認を行うこととしま

した。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・西新潟市民会館の駐車場満車対応のため，臨時である小針野球場駐

車場を含めて，十分な警備員体制を整える必要がある。

・講演の様子をホワイエなど，キャンセル待ちの方々へ別会場で放映

することは可能か。

→会館等と調整の結果，設備的に対応が困難であった。第１部基調講

演で退席する方も見込まれることから，ご来場者の満足に繋がるよ

う，参加政令市のＰＲブースの紹介など円滑な案内に努めていく。



２ スポーツ鬼ごっこ体験会企画案について 

○「ふれ！ふれ！西区ふれあいまつり」での開催調整を進めてきたス

ポーツ鬼ごっこ体験会について、さらに内容の検討を行い、企画案

のとおり決定しました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・周知広報の際には，昨年の講習会と同様に，区内小学校にも情報

提供，案内を行っていく必要がある。 

・参加者人数が多くなった場合又は少なかった場合はどのように対

応するか。 

→試合進行（運営）の関係から５チームを基本としているが，広い

コートなので，チーム人数の増減により対応していくことを考え

ている。 

３ その他 

○第２部会を中心として１１月に実施予定の第２回教育ミーティング

のテーマについて，次回部会までに部会委員の意見を出し合い，検

討することとしました。 

○地域包括ケアシステムの構築を進める中で，新総合事業における生

活支援のあり方や，自治会や地域における取り組みについて，情報

共有と検討を行うため，時期を捉えて担当課に説明を依頼すること

としました。 

４ 次回（平成 28 年度 第６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９月７日（水）午後１時３０分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

 議 題：Ｈ28 高齢化をテーマにした講演会当日運営について 

Ｈ28 スポーツ鬼ごっこ体験会運営について  ほか 



H28.8.18 

スポーツ鬼ごっこ体験会 企画案 

１．実施目的 

スポーツ鬼ごっこを通じて幅広い世代が一堂に会し、参加者の心身の健全な育成

と相互のコミュニケーション能力の向上を図り、地域住民の交流促進の機会創出の

場とすることを目的としてスポーツ鬼ごっこの普及促進を図る。 

平成 27 年度においては，ふれあいスクールなど地域での活動において普及の裾

野が広がるよう，西区における３級ライセンス取得者の増加に向けた講習会の開催

を企画・実施し，地域での取組みの土台づくりを行った。 

これを受けて，28 年度にあっては，まだスポーツ鬼ごっこを知らない多くの子ど

もたちに直接魅力を感じてもらえるよう体験会を実施する。 

２．日時・会場等 

（１）日 時：平成２８年１０月２日（日） 午後２時～３時 

（受付；午後１時 30 分まで） 

 （２）会 場：みどりと森の運動公園 屋内コート １面 

「ふれ！ふれ！西区ふれあいまつり」会場内 

３．主 催 

 西区自治協議会（担当：第２部会，事務局：新潟市西区役所地域課） 

 ※愛好会「oni base niigata」との協働 

※地域のスポーツ推進委員，振興会など関係者と企画段階から連携を図っていく 

４．実施内容 

（１）名 称：スポーツ鬼ごっこ 体験会 

（２）対 象：児童及び保護者等 

（３）定 員：計５０名程度（１０人×５チーム程度） 

 （４）運 営：一般社団法人鬼ごっこ協会より講師招聘 又は 

        「oni base niigata」の既ライセンス取得者 

 （５）経費支出：スポーツ保険，消耗品など開催に係る経費（参加者負担無し） 

５．広 報（周知活動） 

 （１）広報媒体：①ふれ！ふれ！西区ふれあいまつりチラシへ掲載 

②ルールを記載した専用チラシを作成 

 （２）周知方法：西区スポーツ推進委員連盟，振興会など関係団体への周知 

ＨＰ掲載 

         区だより掲載 

第５回第２部会 



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５回会議 

開催日時 平成２８年８月５日（金）午後３時～午後５時 

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 宗村委員 鍋谷委員

広瀬委員 三富委員  計６名

[欠席：尾崎副部会長 小林満男委員 城丸委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 19 号の作成状況

○10/1 発行の第 19 号の掲載内容について検討しました。

現時点での作成状況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

 原稿作成済。リード文の位置を上の方へ変更する。

＜２～３面＞

担当：鍋谷委員、尾崎委員、渡辺委員、宗村委員

 ○（第２部会での検討・学習より）坂井輪図書館について

原稿作成済。文字数を少なくイラストを多めとした。

○9/11 高齢化をテーマにした講演会の報告

 原稿作成済。講演会当日の写真も入れる。

 ○教育ミーティング（第１回の内容報告と第２回のお知らせ）

原稿作成済。内容をもう少し具体的にする。

＜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より原稿をいただいた。

○知っトクなっトク街のタネ

原稿作成済。読みにくい漢字にルビをふる。

○とっておきの私の一枚

募集されたものから決定した。

○西区特産物・観光地カレンダー発行のお知らせ

原稿作成済。

○編集後記

 作成中。



○欠席委員の意見については事務局でまとめて集約することとしました。 

２ 次回（第６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９月７日（水）午後３時３０分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：第 19 号の校正、第 20 号の企画について 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５回会議 

開催日時 平成２８年８月９日（火）午後３時～午後４時３０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 

佐野委員 高木委員  計６名 

（欠席委員：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 

〇チラシのデザイン案について修正を行いました。

委員から出された主な意見は下記のとおりです。

・オモテ面のイベント名と日時等の文字が密集して見にくいので、

空白を入れてすっきりとさせた方が読みやすい。

・ウラ面に掲載する出演者の写真の中で暗くて見えにくいものがあ

るのでもう少し明るくできないか。

・プロ奏者の２組には団体名のところに「特別ゲスト」と追記して

プレミアム感を出した方が良い。

○今後の委託業者との細かい修正指示や確認については、永吉部会長

に一任することとし、次回の部会で最終確認・校了とすることとし

ました。

２ 会場レイアウトについて

○西区カラーであるオレンジと黄色を取り入れたバルーンアーチを会

場の外に設置し（天候により室内に変更）、会場の雰囲気を盛り上

げ、来場者のワクワク感を演出することとしました。

３ プログラム（案）の検討

○事務局からプログラム構成（案）について説明がありました。 

 ○全体を４部構成とし、観客がどの時点から鑑賞しても飽きずに楽し

めるよう、様々なジャンルを織り交ぜて編成し、また、効率良く舞

台転換ができるよう考慮して組むこととしました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。 

・閉会挨拶のあとに特別出演のプロ演奏を配置し、最後が盛り上が

るような演出にした方が良いのではないか。 



４ アンケート内容の検討

 ○当日会場にて配布する来場者アンケート（案）の内容について検討

しました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。 

・今年度から取り入れるアート展示部門に対する反応を聞けるよう

な設問を入れた方が良い。 

・本イベントは自治協主催であるという文言を加えた方が良い。 

○当日は第３部会で作成した西区ふれあいカレンダーの配布も行うた

め、カレンダーについてのアンケートも併せて裏面に記載できるよ

う進めることとしました。

５ その他

 ○ステージ上の照明演出を効果的に行うため、舞台上の看板は吊り下

げ式（上下移動可）にすることとしました。また、今年度は反響板

を使用せず、舞台をより広く使用することとしました。

６ 次回（第６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９月１日（木）午後３時～ 

場 所：西区役所３０３会議室 

  議 題：チラシ・ポスターの決定 ほか


