
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８回会議 

開催日時 平成２８年１１月９日（水）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 

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、広瀬委員

【スポット参加】岩脇委員           計８名

［欠席：田村委員、日野委員、富岡委員、尾崎委員、三富

委員］

事 務 局 

西区区民生活課係長 

西区建設課長 

西区総務課長 

西区地域課 ３名 

西区建設課 １名 

西区総務課 １名 

主な議事 

１ 平成２９年度自治協議会提案事業について

○平成２９年度に第１部会として実施する事業の検討を行いました。 

○委員から下記意見があり、次回部会において、実施内容を具体化す

ることとしました。 

【防災に関する事業】 

（Ａ案）今年度、中野小屋中学校で実施したワークショップ形式の

実践的な授業を他校でも実施 

（Ｂ案）教育委員会学校支援課が、類似する学校・地域連携事業を

実施しているため、自治協議会提案事業としては、対象を

広げて講演会形式で実施 

【防犯に関する事業】 

・「子どもの万引き防止」や「高齢者の特殊詐欺防止」等に対象を絞

って講演会形式で実施 

・コミュニティ協議会単位等での防犯啓発活動のネタとなるような

資料の検討・作成 

 ○提案事業とは別に、来季の除雪計画の改善に向けて、土木総務課と

意見交換の場を設け、検討することとなりました。 

２ その他

○市民生活課が制作する「にいがた防犯ボランティアネットワーク 安

心・安全ネット通信」に、西区の犯罪発生状況の特色を追記したイ

メージ原稿について、総務課より説明がありました。 

資料１



３ 次回（第９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１２月９日（金）午後３時００分～ 

場所：西区役所４階対策室 

  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８回会議 

開催日時 平成２８年１１月１５日（火）午後３時００分～午後５時００分 

会  場 西区役所４階 対策室 

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，

城丸委員，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１５名

[欠席：丹羽委員，高木委員] 

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 

坂井輪図書館１名，西区地域課２名 

主な議事 

１ 平成 29 年度自治協議会提案事業について

○平成 28 年度提案事業について，アンケート結果を基に振り返りを行

い，運営上の改善事項や事業自体の効果について審議しました。 

○来年度に第２部会として実施する事業について検討を行い，協議の

結果，下記の２案の事業化を進めていくこととし，次回会議におい

て詳細検討を行うこととしました。 

《第１案》 

事業名：（仮）高齢化をテーマにした講演会 

趣 旨：高齢化を含め，地域課題解決に向けた講演会を開催する。 

テーマ：少子高齢化が進む中，高齢者の生きがいづくり，活力ある

まちづくりに繋がるような内容とする。 

講 師：テーマに沿って、今後決定する。 

委員から出されたその他意見は下記のとおり。 

・講演会内容として，具体性高く実践的なものは，比較的対象者が

限られるので，自治会単位やコミュニティ協議会単位の方が効果

的なのではないか。 

・西区は文教地区として文化に対する意識も高い。文化講演会とし

て，日頃お聞きできないような講師をお呼びする機会を設けるこ

とが良いのではないか。 

・地域課題としても，身近な問題としても，高齢化に係るテーマに



対する区民のニーズは高い。 

・高齢化とともに少子化も大きな問題。福祉のまちづくりに繋がる

ような講演会が良いのではないか。 

《第２案》 

事業名：（仮）スポーツ鬼ごっこ普及啓発事業 

趣 旨：第４期において取り組んだライセンス講習会，体験会の成

果が，地域における継続的活動として結実するよう，スポ

ーツ鬼ごっこの普及啓発の仕掛けづくりを行う。 

手法等：昨年度設立された普及団体「Oni base niigata」の活動計

画も踏まえ，今後具体的な検討を行う。 

委員から出されたその他意見は下記のとおり。 

・費用対効果の観点などから，自治協が主体として担っていく事業

であるか再度検討すべきではないか。 

・当時，「Oni base niigata」という活動団体がない中で，自治協提

案事業として推進し，先導してきた効果は大きいであろう。 

・現在，ふれあいスクールやＰＴＡなど，それぞれの地域での取組

みが始まったところであり，定着させるためにはもう１カ年度の

実践が必要ではないか。 

・来年度はこれまでの成果を結実させる年度として，コミュニティ

協議会単位又はふれあいスクール単位等で，地域対抗の大会を開

催するなど，次に繋がるきっかけ作りを検討してはどうか。 

・一層の普及推進にあたっては，スポーツではあるけれども，身近

で簡便に取り組める点もアピールしていく必要がある。 

２ その他 

○健康福祉課長より，「地域の茶の間」の手引きについて，完成報告と

説明がありました。 

○教育支援センター所長より 11/24 教育ミーティングにおける進行案

の説明がありました。 

３ 次回（平成 28 年度 第９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１２月６日（火）午後３時～ 

場 所：西区役所健康センター棟１階 １０５会議室 

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８回会議 

開催日時 平成２８年１１月７日（月）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 

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 松井委員 坂井委員 佐野委員 青木委員 

                        計９名

［欠席：中原委員、永吉委員、小林満男委員］ 

事 務 局 

西区農政商工課長 

西区建設課長 

西区地域課長 

西区農政商工課 １名 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 平成２９年度自治協議会提案事業について

○平成２９年度に第３部会として提案する事業の検討を行いました。 

○委員から下記意見があり、次回部会において、実施目的・内容を具

体化し、第３部会として提案する事業を決定することとしました。 

【西区の特産物・観光地カレンダー事業】 

・３年程度、事業を継続することにより、事業効果の向上が期待で

きる 

・印刷部数は、予算の範囲内で今年度同様に 13,000 部印刷できると

よい。 

【商店街等活性化研究事業】 

商店街等の活性化は、継続して取り組むことが重要となるため、

新潟大学、新潟国際情報大学の提案内容について、自治協議会とし

て支援できる内容を検討。 

○新潟大学 企画案「CAFÉ 四ツ角」

 ・必要経費の助成・補助（店舗の賃借料、改装費） 

 ・実施主体が未確定なため、商工会等と学生が意見交換する場を

設けて、企画内容をより具体化する必要がある 

○新潟国際情報大学 企画案「うちの DE コスプレ」

 ・学生が運営・実施し、自治協議会、商工会が必要経費の助成・

補助や広報等の支援を行う形が望ましい 

 ・商工会と学生が意見交換する場を設け、商工会の協力がどの程

度得られるのか確認する必要がある 



【産業活性化講演会】 

対象：業者団体、地域振興に興味がある方等 

講師：地域経済、地域振興に深い造詣のある方 

２ 次回（第９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１２月１２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８回会議 

開催日時 平成２８年１１月１４日（月）午後３時～午後４時１０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 城丸委員 鍋谷委員

三富委員  計５名

[欠席：尾崎副部会長 宗村委員 小林満男委員 広瀬委員] 
事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 20 号の作成状況

○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。

現時点での作成状況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

 原稿作成済。レイアウトや背景色を決定しました。

＜２～３面＞

担当：尾崎委員、鍋谷委員、三富委員、広瀬委員

 ○高齢化をテーマにした講演会（第２部会提案事業）の内容報告

原稿作成済。掲載写真を決定しました。

 ○防災公開授業（第１部会提案事業）の報告及び関連記事

原稿作成済。掲載写真を決定しました。

＜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に依頼中。

○知っトクなっトク街のタネ

原稿作成済。

○クロスワードパズル

作成中。

○編集後記

原稿作成済。

２ 次回（第９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１２月５日（月）午後３時００分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：第 20 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８回会議 

開催日時 平成２８年１１月１１日（金）午後３時～午後４時 

会  場 健康センター棟１０５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  計５名 

（欠席委員：富岡委員 高木委員） 

事 務 局 西区地域課 ３名 

主な議事 

１ 第４回西区アートフェスティバルアンケート結果について 

○アンケート結果の速報について事務局より説明がありました。

委員から出された主な意見等は下記のとおりです。

・アンケートにおいて否定的な意見がほとんどなく、年々良くなっ

ているという好評価を得られた。また、来年度実施への期待の声

が多かった。

・来場者より、アート展示の作品数がもう少し多い方がよくなるの

ではないかという声をいただいた。

・運営スタッフ全員が統一して来場者を歓迎する姿勢を身につける

と良いのではないか。基本的な接客マナーについて学べる研修な

どを事前に実施する。

・音楽部門における練習時と本番での時間配分にずれが出ないよ

う、出演団体との調整、一層の進行管理が必要である。

２ 平成２９年度自治協議会提案事業について

○アンケート結果を踏まえて検討を行い、協議の結果、プロジェクト

チーム２として下記のとおり提案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。

事業名：第５回西区アートフェスティバル開催事業

内 容：音楽・芸能部門の発表及び、アート作品の展示を行う。

会 場：黒埼市民会館

開催日：平成２９年１０月下旬で調整

○また、来年度の事業内容について、検討を行いました。 

主な検討結果は下記のとおりです。

・会場については、内野まちづくりセンターと黒埼市民会館を候補

に検討した結果、楽器の搬入出動線や舞台転換、駐車場、周辺道

路事情、アート作品展示スペースの確保などを考慮すると、例年

通り、黒埼市民会館が最も適切である。

・開催日については、平成２９年１０月２１日(土)、２２日(日)の
２日間を候補として企画を進める。



・音楽部門は例年通りの内容とする。特別ゲストのプロ演奏が好評

だったので、次年度も取り入れたい。

・今年度同様、アート作品の展示も行うこととし、内容は今後検討

していく。

（例）

西区在住のプロの作家（絵画等）

 芝生広場を利用した屋外展示 など

３ 次回（第９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１２月１２日（月）午後２時～ 

  場 所：西区役所３階３０３会議室 

 議 題：平成２９年度自治協提案事業内容の検討について



西区自治協議会 委員推薦会議 委員名簿

(順不同・敬称略）

№ 氏  名 所    属 号数 

１ 長谷川 洌 坂井輪中学校区まちづくり協議会 副会長 １号委員 

2 笠原 哲男 東青山小学校区コミュニティ協議会 副会長 １号委員 

3 大谷 勇 真砂小学校区コミュニティ協議会 会長 １号委員 

4 村井 良次 青山小学校区コミュニティ協議会 副会長 １号委員 

5 大谷 一男 黒埼南ふれあい協議会 会長 １号委員 

6 松井 建吾 山田校区ふれあい協議会 健康福祉部副部会長 １号委員 

7 郷 扶二子 坂井輪中学校区青少年育成協議会 会長 ２号委員 

8 渡邊 正友 元専門学校副校長 ３号委員 

9 広瀬 喜代子 公募委員 ４号委員 

10 青木 葉子 越後中央農業協同組合 女性部黒埼支部長 ５号委員 


