
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７回会議 

開催日時 平成２８年１０月１１日（火）午後３時３０分～午後５時３０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、長谷川委員、下川委員、

富岡委員、渡邊正友委員、広瀬委員、三富委員  計８名

［欠席：田村委員、寺瀬委員、日野委員、尾崎委員］

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区農政商工課長 

西区建設課長 

西区総務課長 

西区地域課長 

西区総務課 １名 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 平成２９年度特色ある区づくり事業について

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２及び

資料３）」に基づき、事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として付すべき意見はなしとしまし

た。 

○委員から出されたその他の意見等は下記のとおりです。 

＜資料３ 平成 29 年度 特色ある区づくり事業 事務局案＞ 

○整理番号５【西区安心安全推進事業】 

③防犯情報の提供 

  ・全市の犯罪の発生状況等が掲載されているが、より身近なこ

とと感じていただくため、西区での犯罪発生状況等の掲載を

検討していただきたい。 

⑤防災教育推進事業 

 ・自治協議会提案事業の「小・中学校における防災公開授業」、

教育委員会の「防災教育」学校・地域連携事業など異なる主体

が類似する事業を行っているため、整理を行う必要がある。 

２ 小・中学校における防災公開授業のふりかえり

○青山小学校及び中野小屋中学校で実施した防災授業について、アン

ケート結果を確認し、振り返りを行いました。

資料１



３ 次回（第８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１１月９日（水）午後３時３０分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

  議題：平成 29 年度自治協議会提案事業について 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７回会議 

開催日時 平成２８年１０月７日（金）午後３時００分～午後５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，

村井委員，渡辺美弥子委員，宗村委員，庄山委員，

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，

佐野委員，三富委員             計１４名

[欠席：髙島委員，丹羽委員，城丸委員] 

事 務 局 

西区地域課長 

西区健康福祉課長 

西区教育支援センター所長 

坂井輪公民館長 

西区地域課３名 

主な議事 

１ 平成 29 年度特色ある区づくり事業について 

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２及び

資料３）」に基づき、事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として異議ない旨、意見集約を行いま

した。 

委員から出されたその他意見等は下記のとおり。 

＜資料２ 委員アイデアに対する担当課の考え方について＞ 

《アイデア》 

○整理番号１【地域包括ケアシステム構築の研究・交流会事業】 

・第１層協議体や介護保険制度改正の動向などについても，地域へ適

切に情報提供いただきたい。 

・きめ細かな地域包括ケアシステムを構築するためには，現行の日常

生活圏域では高齢者にとって広く，自治会単位が適当ではないか。

また，第３層の協議体が必要となるのではないか。 

○整理番号７【青空健康づくりミニプロジェクト】 

・西区健康応援事業の実施に際し，リクエスト型の充実と併せ，出向

くのが面倒な方も参加しやすくなるよう，きめ細かな実施方法を検

討していただきたい。 

＜資料３ 平成２９年度特色ある区づくり事業事務局案について＞ 

○整理番号１【あんしん・ふれあい・ささえあい事業】 



・地域の茶の間交流会開催事業の実施にあたっては，補助金を受けて

おらず社協が未把握の「茶の間」についても，一緒に交流が深めら

れるよう対象の抽出に留意していただきたい。 

・高齢者等孤立防止訪問事業は重要であり，民生委員でも把握できな

い状況もあるので，漏れのないよう対応していただきたい。 

・小学生認知症サポーター養成事業については，サポーターの養成の

観点では中学生の方が適当ではないか。 

○整理番号８【西区スポーツ応援プロジェクト】 

・他の主体でも実施している分野（種目，対象）は，将来的に見直

し・整理が必要ではないか。 

○整理番号９【西区こども特派員】 

・ふるさとを知る良い機会となり，郷土愛の醸成につながる。 

・１日実施に限らず，１日目を視察体験とし，２日目を自主取材とす

るなど複数日の構成も可能ではないか。 

・取材地には，西区の各地域の特徴ある箇所を上手く含めて実施され

るよう期待する。 

○整理番号 15【西区中学生と地域のシャベリ場（みらいﾃﾞｻﾞｲﾝ編)】 

・夏休みなど，中学生も色々な行事があり多忙となるため，適切な時

期とやり方について調整が必要である。 

・実施にあたっては，中学生の提案や検討の成果を地域に還元する仕

組みづくりが必要ではないか。 

２ 第２回教育ミーティングのテーマ決定について 

○前回会議での委員意見を基に作成した事務局案について確認を行

い，テーマを下記のとおり決定しました。なお，当日の意見交換が

具体的なものとなるよう，テーマに係る主な視点の例示について，

正副部会長と事務局で調整を図ることとしました。 

＜テーマ＞ 

「地域づくりと学校と調和のとれた連携を進めるために」 

３ その他 

○9/11 に実施した「鎌田實講演会×本州東日本西区長サミット 2016」

及び，10/2 実施の「スポーツ鬼ごっこ体験会」について，アンケー

トを基にした振り返りを次回部会にて行うこととしました。 

４ 次回（平成 28 年度 第８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１１月１５日（火）午後３時～ 

場 所：西区役所４階 対策室 

議 題：Ｈ29 年度自治協提案事業について 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７回会議 

開催日時 平成２８年１０月１３日（木）午後４時００分～午後６時００分 

会  場 坂井輪地区公民館５階ホール 

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 小林満男委員 坂井委員 佐野委員 青木委員 

                        計９名

［欠席：松井委員、永吉委員、中原委員］ 

研究チーム 

新潟大学 
・学生２名 
新潟国際情報大学情報文化学部情報システム学科 
・藤田 美幸 准教授、宇田 隆幸 教授 

・学生２名                  計 ４名 

事 務 局 

西区農政商工課長 

西区建設課長 

西区地域課長 

西区農政商工課 １名 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 商店街等活性化研究・実践事業について

○新潟大学、新潟国際情報大学より企画案報告があり、報告内容につ

いて質疑・意見交換を行いました。 

新潟大学 企画案「CAFÉ 四ツ角」

空き家を、内野地域の情報発信ツールとして、また、学生、地域

住民の交流スペースとして活用し、魅力ある拠点とすることで、来

訪者を増加させ、交流を促進する提案。

＜委員意見＞ 

・がんばるまちなか支援事業等の補助金を活用するとよい。

・学生の力だけでは限界があるので、商工会や地域の人の協力を得

て、一体となって取り組んでいただきたい。

新潟国際情報大学 企画案「うちの DE コスプレ」

コスプレイベントの定期開催を通し、若者の誘客、内野地域の飲

食店等の利用に繋げ、賑わいを創出する提案。

＜委員意見＞ 

・広報手段をＳＮＳのみならず、内野駅などへチラシを掲出するこ

とにより、さらに集客を図ることができると思われる。 

・１０月１日に西地区公民館で開催したプレイベントについて 

どの地域から参加しているか、またその年齢層を教えてほしい。 

 ⇒３６名の参加があり、大多数は市内からの参加者。その他、上

越市や隣県から参加する者もいた。 

コスプレする人は１０～２０歳代、撮影者は３０歳以上。 



○今後の日程について下記のとおり確認しました。 

・平成２８年１０月末  企画書提出 

・平成２８年１１月以降 商店街等関係者に向けた企画発表 

 ※地域全体で商店街等の活性化について考える場とするために、商

店街等関係者、地域住民と時期を調整の上、実施。 

２ 平成２９年度特色ある区づくり事業について

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２及び

資料３）」に基づき、事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として付すべき意見はなしとしまし

た。 

○委員から出されたその他の意見等は下記のとおりです。 

＜資料３ 平成２９年度 特色ある区づくり事業 事務局案＞ 

○整理番号５【西区の野菜まるかじり教育連携事業】 

・学校への情報提供を早めにしていただきたい。 

・中学生等への対象の拡大について検討していただきたい。 

○整理番号７【特産農産物のコーディネート】 

・いもジェンヌがよりメディアに取り上げられるよう、マスコミ等

へのＰＲ方法を検討していただきたい。 

３ 次回（第８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１１月７日（月）午後３時００分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  議 題：平成２９年度自治協議会提案事業について 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７回会議 

開催日時 平成２８年１０月１３日（木）午後３時００分～午後３時４０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 小林満男委員 城丸委員 

鍋谷委員 三富委員   計６名

[欠席：尾崎副部会長 宗村委員 広瀬委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 19 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。

・２～３面の図書館特集の記事については「読んでほしい、図書館を利

用してほしい」と紙面を工夫していることを感じた。 

・４面の知っトクなっトク街のタネの木場城の記事はおもしろく、あり

がたく読んだ。地域のことがさっぱりわからないので、このような情

報はありがたく、今後も続けてほしい。

 ⇒今後も地域の方々に喜んでいただけるよう、工夫しながらより良い

紙面作りに取り組んでいくこととする。

２ 第 20 号の企画

○１月１日発行の第 20 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：大谷部会長、小林委員

ふれあいカレンダー写真及び会長新年挨拶

＜２面＞ 担当：三富委員、広瀬委員

鎌田實講演会の報告

＜３面＞ 担当：尾崎委員、鍋谷委員

 防災公開授業の報告及び関連記事

＜４面＞ 担当：渡辺委員、宗村委員、城丸委員、鍋谷委員

・うちのコミ協（内野・五十嵐まちづくり協議会）

・知っトクなっトク街のタネ（新潟交通電鉄線の今昔）

・クロスワードパズル

・編集後記

３ その他 

○９月本会で配布した資料２「平成 29 年度特色ある区づくり事業に係る委

員アイデアについて」を基に、全部会に共通する事項について事務局か

ら説明がありました。



４ 次回（第８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１１月１４日（月）午後３時～ 

場所：西区役所４階対策室 

議題：第 20 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７回会議 

開催日時 平成２８年１０月１２日（水）午後２時～午後３時４０分 

会  場 西区役所４階対策室 

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 

【スポット参加】鍋谷委員、坂井委員   計８名 

（欠席委員：富岡委員） 

事 務 局 
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 当日運営マニュアルについて 

○委託業者から当日の運営及び進行について、マニュアルに基づいて

説明がありました。

○ステージ看板について検討し、西区の夕日をモチーフにしたデザイ

ンに決定しました。

○事務局から当日スタッフの役割について説明があり、それぞれの従

事内容を確認しました。

２ プログラムについて

○当日配布プログラムの案について校正を行いました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。 

・アート展示部門の情報量が多くて文字が小さくなってしまうの

で、少しでも見やすくなるようレイアウトを工夫した方が良い。 

・用紙の色は黄色系にすると、文字が見やすいのではないか。 

３ アンケートについて

○当日会場にて配布する来場者アンケートの修正案について最終確認

をしました。

４ その他 

○９月本会で配布した資料２「平成 29 年度特色ある区づくり事業に係

る委員アイデアについて」を基に、全部会に共通する事項について

事務局から説明がありました。 

５ 次回（第８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１１月１１日（金）午後３時～ 

  場 所：健康センター棟１０５会議室 

  議 題：アンケート結果について 


