
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２９年度 第１回会議 

開催日時 平成２９年５月２９日（月）午後４時２０分～４時４０分 

会  場 西区役所健康センター棟１階大会議室 

出 席 者 

委  員 

田村委員 寺瀬委員 髙島委員 小林委員 下川委員

沢田委員 大谷勇委員 大谷一男委員 渡邊委員 

高橋委員 三富委員

計１１名

[欠席：古俣委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 部会長・副部会長の選任について

○互選により、部会長には大谷一男委員、副部会長には寺瀬委員が選

出されました。

２ その他 

 ○第１部会が担当する防犯と防災に関する講演会について、次回会議に

おいて詳細の確認を行うこととしました。

３ 次回（第２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６月１３日（火）午後３時～ 

場所：西区役所４階 対策室 

資料１ 
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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２９年度 第２回会議 

開催日時 平成２９年６月１３日（火）午後３時～午後４時３０分 

会  場 西区役所４階対策室 

出 席 者 

委  員 

大谷一男部会長 寺瀬副部会長 髙島委員 小林委員

下川委員 沢田委員 大谷勇委員 古俣委員 渡邊委員 

三富委員【スポット参加】岩脇委員    計１１名

[欠席：田村委員 高橋委員] 

事 務 局 
西区区民生活課長 西区建設課長 西区建設課 ２名 

西区総務課長 西区地域課 ４名 

主な議事 

１ 第５期の成果と課題について

○前期自治協においてとりまとめた「第５期西区自治協議会 成果と

課題」に基づき、事務局より主な取組みや課題などの説明があり、

これらを第６期委員において共有しました。

２ 区自治協議会提案事業について 

○資料１に基づき、事務局から「特色ある区づくり予算」について説

明がありました。

○第１・第２部会で連携実施する講演会について、別紙のとおり企画

書案をまとめ、６月本会へ提出することとしました。 

 ○なお、事業名称について、連日開催の大規模な講演会ではあるが、

これまでの講演会も質的に充実しているため、第２部会の理解をい

ただき、シンプルに「講演会」として提案することとしました。

 ○また、参加対象者については、２日目の健康、防犯と同様に、地域

への波及を期待して、コミュニティ協議会への参加案内を行うこと

としました。

 ○司会者については、自治協委員で立候補者がいるようであればお願

いすることとし、６月本会で希望を募ることとしました。

３ 今後の検討課題について

 ○今後検討すべき課題について委員間で意見交換を行い、防犯・防災

をはじめ、飛砂や除雪、治水など多様な意見が出され、次回部会に

おいて審議を深め、今期重点的に取り組んでいくテーマの絞り込み

を行うこととしました。

４ 次回（第３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７月１３日（木）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：今期の検討課題について ほか 
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平成２９年度自治協議会提案事業 

西区自治協議会発足１０周年記念 講演会企画書（案） 

（「防犯と防災に関する講演会」及び「幸齢いきいき講演会」） 

１．事業目的 

平成１９年４月の政令市移行とともに，住民自治の推進の仕組みとして，区自治協議

会が各区に設置され１０年を経過した。 

市民と市との協働の要として役割を果たしてきた西区自治協議会においても，改めて

区自治協議会の活動を発信し，地域課題の解決に向けて，複数のテーマにより，地域

と共に考えるきっかけとなるような大講演会を開催する。 

住民で組織する区自治協議会が主催することで，区制施行１０年を共に祝い，区民の

一体感の更なる醸成を図る。 

２．事業概要 

（１）主催 

  新潟市西区自治協議会（事務局；新潟市西区役所地域課）

（２）日程 

  １日目：平成２９年９月１７日（日） 午後１時半から３時（予定）

２日目：平成２９年９月１８日（月・祝）※敬老の日 午後１時半から４時（予定）

（３）会 場 

  黒埼市民会館ホール３００席（入場無料）

（４）内容・講師等 

【１日目】１３：３０～１５：００（１３時開場予定）

テーマ：「（仮）気象情報等を交えた防災について」

講 師：森田 正光 氏（気象予報士、㈱ウェザーマップ代表取締役）

   時 間：９０分

【２日目】

＜第１部＞１３：３０～１４：３０（１３時開場予定）

テーマ：「（仮）笑って楽しく防犯落語」

講 師：三流亭楽々 氏（新潟県特殊詐欺被害防止お笑い広報大使）

   時 間：６０分

＜休 憩＞１４：３０～１４：４５

＜第２部＞１４：４５～１６：００

テーマ：「幸齢いきいき講演会 ～（仮）生きがいと健康づくり～ 」

講 師：国井 雅比古 氏（日本トレッキング協会会長，元 NHK ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾅｳﾝｻｰ）

   時 間：７５分

第１・２部会
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平成２９年度自治協議会提案事業 

３．対 象 

 西区民を中心に定員３００名 

 ※各地域コミュニティ協議会からも参加いただけるよう案内を行う

４．相乗効果 

西区自治協議会のＰＲ，注目度の向上

区民をはじめ参加者における多様な地域課題を考える機会の増加

５．応募方法 

① 市役所コールセンターによる受付（抽選） 

② インターネットによる受付（抽選） 

・受付期間：８月２２日（火）～９月１日（金） 予定 

・受付時間：８時～２１時（年中無休） 

  ・必要事項：代表者及び参加者の氏名（１申込み４名まで），連絡先（住所，℡） 

６．広 報 

① 広報媒体：チラシ作成 10,000 部，ポスター70 部 

 ② その他周知方法： 

 ・西区自治会回覧，市公共施設等へチラシ配布及びポスター掲示 

  ・自治協広報紙「西区を豊かに」 ７月１日号（予告記事） 

  ・西区だより   ８月２０日号 

  ・ＨＰ掲載 

７．その他 

 手話通訳あり 
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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２９年度 第１回会議 

開催日時 平成２９年５月２９日（月）午後４時２０分～４時５０分 

会  場 西区役所健康センター棟１階大会議室 １０２会議室 

出 席 者 

委  員 

風間委員、田中委員、渡辺美弥子委員、五十嵐委員、

藤丸委員、木村委員、近藤委員、加野委員、鍋谷委員、

郷委員、佐野委員、高橋由紀子委員

計１２名

[欠席：なし] 

事 務 局 西区地域課 １名 

主な議事 

１ 部会長・副部会長の選任について

○互選により、部会長には郷委員、副部会長に風間委員が選出されま

した。

２ その他

○事務局より，第２部会が担当する平成 29 年度自治協提案事業スケジ

ュールについて概要の説明があり，次回会議において詳細の確認を行

うこととしました。

○前期副部会長であった大谷一男委員の異動に伴い，「西区支え合いの

しくみづくり会議（第１層協議体）」への選出委員について，後任等

を次回検討することとしました。

３ 次回（第２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６月１３日（火）午前１０時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 
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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２９年度 第２回会議 

開催日時 平成２９年６月１３日（火）午前１０時００分～１１時５０分 

会  場 西区役所３階 ３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

郷部会長，風間副部会長，田中委員，渡辺美弥子委員，

五十嵐委員，藤丸委員，木村委員，近藤委員，鍋谷委員，

佐野委員，高橋由紀子委員

【スポット参加】岩脇委員，下川委員

計１３名

[欠席：加野委員] 

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 

坂井輪地区公民館 主幹 

西区地域課長 ほか２名 

主な議事 

１ 第５期の成果と課題について 

○前期自治協においてとりまとめた「第５期西区自治協議会 成果と

課題」に基づき，事務局より主な取組みや課題などの説明があり，

これらを第６期委員において共有しました。

○課題として引き継がれた「民生委員・児童委員の推薦制度」につい

て，今後さらに議論を深めていくことができるよう，事前に事務局

より各委員あて制度パンフ等を配布することとしました。

○以上を踏まえて，第６期に検討を深めていく地域課題等について

は，次回部会において委員意見交換を行うこととしました。

２ 区自治協議会提案事業について 

（１）自治協議会発足 10 周年記念 大講演会について 

○第１・第２部会で連携実施する講演会について，別紙のとおり企画

書案をまとめ，第１部会の修正意見を踏まえて６月本会へ提出する

こととしました。 

〇例年，会場満席となる講演会につき，昨年度からの改善点として，

抽選方式を実施することとし，応募方法などの具体を次回部会のチ

ラシ校正の中で決定していくこととしました。 

○また，日程が「敬老の日」と重なることから，地域イベントに配慮

し，７月１日発行予定の自治協だよりにおいて予告記事を掲載し，

周知を進めていくこととしました。 
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委員から出された主な意見は下記のとおり。 

・抽選方式の実施にあたっては，「当選者のみ発送をもって代える」

など，しっかりとチラシ等でお知らせする必要がある。

・円滑に当日受付を行えるよう，当選通知は各人で切り離して持参で

きるようにするなど工夫してはどうか。

・当日の司会は，希望者がいれば自治協委員の中からお任せしてはど

うか。

（２）スポーツ鬼ごっこ普及啓発事業について 

○昨年度の審議状況及び協働団体となる「Oni Base Niigata」との調

整状況について事務局より報告がありました。 

○小学生大会の実施にあたっては，事故防止の観点から低学年・高学

年別に分けて試合をすることとしました。 

○また，多くのチームから参加いただけるようコミュニティ協議会を

はじめ，ふれあいスクールなど各種団体に案内を行うこととして，

別紙のとおり企画書案をまとめ，子どもたちに早めに周知できるよ

う，６月本会へ提出することとしました。 

○スポーツ鬼ごっこをまだ知らない団体等も多いことから，参加にあ

たって事前に体験することができるよう，「Oni Base Niigata」に体

験会開催の検討を依頼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。 

・スポーツ鬼ごっこを今後実施してみたいと考える団体等に対し，

「どこに行けばできる」「どこに連絡すれば良い」といった窓口の

明確化を図る必要があるのではないか。

３ その他

○西区支え合いのしくみづくり会議（第１層協議体）への交代選出委

員について検討した結果，同会議より加野推進員が委員として自治協

へ参画いただいていること，副部会長はじめ複数の委員も第１層又は

第２層の協議体へ参画が進んでいることから，郷部会長１名の選出と

することとしました。

○第２部会を主体として開催する第２回教育ミーティングについて教

育支援センター所長より説明があり，審議の結果，日程を１０月自治

協本会の日とし，テーマについては６月の第１回会議を受けて検討す

ることとしました。

４ 次回（第３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７月１２日（水）午後３時～ 

場所：西区役所４階 対策室 

  議題：今期の検討課題について ほか 
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平成２９年度自治協議会提案事業 

スポーツ鬼ごっこ普及啓発事業 企画書（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

と健康寿命の延伸，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

を企画し，28 年度には，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したところである。 

これらを土台として，平成 29 年度にあっては，各地域において自発的な活動が

促進されるよう，小学生対抗戦と地域イベントの企画運営スキルの向上を目的とし

た研修会を実施する。 

２．日時・会場等 

（１）日 時：平成２９年１１月５日（日） 

 （２）会 場：西総合スポーツセンター（コスポ）大体育室 

        バスケットボールコート ２面利用 

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） 

 ※「Oni Base Niigata」との協働 

※スポーツ推進委員，振興会，ふれあいスクールなど関係者と連携を図っていく。 

４．実施内容 

（１）名称：（仮）西区スポーツ鬼ごっこ研修会・スポーツ鬼ごっこ西区Ｃｕｐ 

（２）構成： 

摘 要 ① スキルアップセミナー（研修会） ② 小学生大会（仮・西区Ｃｕｐ） 

目 的 イベント企画・運営力の向上 

審判スキルの向上 

体験段階から恒常的取組みへ 

西区大会への試行 

定 員 ２０名程度 １００名程度 

内 容 地域イベント活用プログラム 

（様々な鬼ごっこの種類を学ぶ）

スキル向上指導プログラム 

事前登録チームによる対抗戦 

 （小学生対象；低学年，高学年別）

 ※１チーム；７～１０名編成 

結果発表・表彰 

講 師 一般社団法人 鬼ごっこ協会より招聘 

第２部会 
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平成２９年度自治協議会提案事業 

（３）プログラム案： 

時刻 摘 要 備考 

《第１部》 スキルアップセミナー  

9:30 受付開始  

10:00 研修会開始 ２時間 

12:00 研修会終了  

 ～昼休憩～  

《第２部》 小学生大会 ※低高学年別に２コート使用  

13:00 受付開始 ※各チームで準備運動  

13:30 ①くじ引き 1時間半 

 ②リーグ戦 ※なるべく複数回試合ができるように  

 ③トーナメント戦（決勝又は準決勝）  

15:00 結果発表・表彰  

15:30 後片付け・終了  

（４）費用負担：協働の「Oni Base Niigata」には無償にて運営協力を依頼する。 

講師招聘，チラシ印刷代，スポーツ保険，賞品など開催に係る経

費は全て自治協議会から支出し，参加者負担は無しとする。 

５．広 報（周知活動） 

 （１）チラシを作成し，各地域のコミュニティ協議会，ふれあいスクール，ＰＴＡ

等に参加依頼を行う。 

 （２）事前体験の機会の提供（Oni Base Niigata へ依頼） 

 （３）西区自治協議会広報紙（１０月１日号） 

 （４）西区だより 

（５）ふれあいスクール通信 など 
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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２９年度 第１回会議 

開催日時 平成２９年５月２９日（月）午後４時２０分～４時４５分 

会  場 西区役所健康センター棟１階１０３会議室 

出 席 者 

委  員 

小林邦太郎委員 岩脇委員 浅妻委員 藤橋委員 中原委員 

永吉委員 嘉藤委員 藤田委員 小林委員 塩川委員 坂井委員 

山川委員                  計１２名

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 部会長・副部会長の選任について

○互選により、部会長には塩川委員、副部会長には浅妻委員が選出さ

れました。

２ 次回（第２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６月９日（金）午後３時～ 

場所：西区役所４階対策室 

３ その他 

なし 
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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２９年度 第２回会議 

開催日時 平成２９年６月９日（金）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 

岩脇委員 浅妻委員 藤橋委員 永吉委員 嘉藤委員 藤田委員 

塩川委員 坂井委員 山川委員          計９名

［欠席：小林邦太郎委員、中原委員、小林委員］

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 第５期 成果と課題について

○「第５期 西区自治協議会 成果と課題」に基づき、事務局から説

明がありました。

○前期から引き続き実施する「商店街等活性化研究・実践事業」は、

地域とともに取り組み、将来的には地域が主体となって取り組んで

いけるよう実践・研究を進める必要があることを確認しました。 

２ 2018 西区の特産物・観光地カレンダー事業について

○「2018 西区の特産物・観光地カレンダー事業」について、別紙のと

おり企画書案をまとめ、６月の本会に提出することとしました。

○カレンダー構成案の作成及び公募写真の選考は、ワーキングチーム

を設置して進めることとし、部会で審議・承認することとしました。

○ワーキングチームは、永吉委員をリーダーとして、岩脇委員、浅妻

委員、中原委員、嘉藤委員の５名で行うこととしました。

３ 商店街等活性化研究・実践事業について

○農政商工課から、内野における地域の活性化の動きとして、「内野地

域商店街活性化ワーキングチーム」発足について報告がありました。

《内野地域商店街活性化ワーキングチーム》

・商店街の活性化や課題解決に向けた取組みの検討をより柔軟に進め

ることを目的に発足

・新潟西商工会青年部など商店街のこれからを担っていく若手実働の

メンバーを構成員とする

○この動向を踏まえて、今年度の「商店街等活性化研究・実践事業」

の進め方について検討を行いました。

○審議の結果、昨年度事業として研究・企画に取り組んだ新潟大学、

新潟国際情報大学学生の研究チームからワーキングチームに参画いた
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だき、このワーキングチームと連携しながら商店街活性化に向けた研

究・実践を進めていくこととしました。

○特に、「Caf 四ツ角」については、提案趣旨を活かしながら、実践方

法等について継続して研究、審議していく必要があることを確認しま

した。

委員から出されたその他の意見等は下記のとおり 

・ワーキングチームと連携することで、内容が具体化され、より効果

的に事業を実施していくことが期待できる。 

・新潟大学研究チームから企画いただいた「Caf 四ツ角」について

は、店舗の開設に至らずともその提案趣旨を活かし、情報発信や交

流スペースとしての機能を主たる目的として、四ツ角に限らず内野

まちづくりセンターでの実施など、柔軟に検討していく必要がある

のではないか。 

・自治協議会委員も学生研究チームと一緒になって汗をかきながら取

り組んでいくことも考えていたが、ワーキングチームとともに進ん

でいくことが期待されることから見守りつつ、支援していきたい。 

○以上を踏まえて、別紙のとおり企画書案をまとめ、６月の本会に提

出することとしました。

４ その他

なし 

５ 次回（第３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７月１１日（火）午後３時３０分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  議 題：今期の検討課題について ほか 
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平成２９年度自治協議会提案事業                      

西区の特産物・観光地カレンダー事業 企画書（案） 

１ 事業目的 

西区特産物の消費や交流人口の拡大を図ること。

２ 事業概要 

西区の特産物・観光地・行事等の写真と特産物等をモチーフとしたキャラクターの

イラストを用いたカレンダーを作成し、区内市公共施設を中心に区のイベントや区外

にて配布することで、区のＰＲを行う。

（１）実施方法

部会で掲載内容、デザイン、構成等の素案を作成し、素案を基にしたデザイン、

構成、印刷、発送業務を業者に委託。

① 掲載写真の収集方法

月ごとに公募（テーマを設定）及び新潟観光コンベンション協会等の観光写

真の利用のいずれかの方法により収集。

② キャラクターイラスト

既存キャラクターのイラストを活用。新たにイラストを作成・修正する必要

が生じたときは、その都度イラストを作成・修正する。

（２）作成部数  １３，０００部

 （３）配 布 先  （区内）市公共施設、福祉施設、学校、イベント 等

          （区外）他区役所、首都圏イベント 等

３ カレンダーの印刷物の規格等 

（１）寸法・製本  Ａ４・３２ページ（Ａ３二つ折り・中綴じ）

（２）加   工  両端から中央の位置に、穴を一つ開ける

（３）内   容  写真、イラスト、図表、文字原稿

（４）印 刷 色  両面４色カラー印刷

４ スケジュール 

４～６月 写真公募

７月 掲載内容、構成案検討

８月 上旬 公募写真選考及び決定

下旬 掲載内容、構成案決定

９月 上旬 入稿

１０月 上旬 印刷開始

２１日 西区アートフェスティバルで配布開始

以降、各施設でも配布

第３部会
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平成２９年度自治協議会提案事業 

商店街等活性化研究・実践事業 企画書（案） 

１ 事業目的 

新潟大学、新潟国際情報大学へ委託し、内野地域を対象として商店街等の活性化に

関して研究・企画された内容を柱に、引き続き実践・研究を進めることで、商店街等

活性化に繋げる。

２ 事業概要 

（１）うちの DEこすぷれ
内野地域でのコスプレイベントの定期開催を通し、若者の誘客、飲食店等の利

用に繋げ、賑わいを創出する。

①運 営 者  新潟国際情報大学学生研究チーム

②実施回数  年４回程度（８月末、１０月、１２月、２月）

③会 場  内野まちづくりセンター及び内野地域

④方 法  協働実施

    ⅰ）運営者は、内野地域商店街活性化ワーキングチーム（以下「ワーキングチー

ム」という）に参画し、実施方法を検討する。

ⅱ）ワーキングチームは、運営者に対し、実施方法の具体化や内容充実のための

助言及び協力を行う。

ⅲ）運営者は、ワーキングチームの助言を踏まえ、計画書を作成し、西区自治協

議会第３部会に協議の上、イベント開催に取り組むとともに、適宜、実施報

告を行う。

    ⅳ）西区自治協議会は、若者の発信力を前面に出しつつ、共催者として広報面や

会場借り上げ等の支援を行う。

（２）Café四ツ角実施方法の検討
内野四ツ角に存する空き店舗等を地域の情報発信ツールとして、また、地域住

民や学生の交流スペースとして活用することにより、商店街等への人の流れと交

流が促進されることを目指して、実施方法等について継続して研究を行う。

①検討期間  平成２９年度

②方 法  協働実施

    ⅰ）企画者の新潟大学学生研究チーム（以下「企画者」という）は、ワーキング

チームに参画し、ワーキングチームとともに運営者の確立や実施会場など実

施スキームの検討を行う。

ⅱ）西区自治協議会は、ワーキングチームの提案等を踏まえながら、実施スケジ

ュールや内容充実など、さらに具体化に向けた詳細な検討を行う。

    ⅲ）西区自治協議会は、具体的な実施方法が定まり、運営者が試験的に実施する

場合などは、共催者として物件の借上費用等の支援を行う。

第３部会

14



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２９年度 第１回会議 

開催日時 平成２９年５月２９日（月）午後５時～５時１５分 

会  場 西区役所健康センター棟１階 １０２会議室 

出 席 者 

委  員 

寺瀬委員、大谷一男委員、渡辺美弥子委員、五十嵐委員、

小林直起委員、鍋谷委員、佐野委員、三富委員

計８名

[欠席：なし] 

事 務 局 西区地域課 １名 

主な議事 

１ 部会長・副部会長の選任について

○互選により、部会長には鍋谷委員、副部会長には佐野委員が選出さ

れました。

２ その他 

○事務局より、前期委員により企画いただいた第２２号（７月１日発

行予定）の入稿報告があり、次回会議にて校正を進めていくことと

しました。 

３ 次回（第２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６月８日（木）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 
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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２９年度 第２回会議 

開催日時 平成２９年６月８日（木）午後３時～午後５時１５分 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

鍋谷部会長，佐野副部会長，寺瀬委員，大谷一男委員，

渡辺美弥子委員，三富委員             計６名

[欠席：五十嵐委員 小林直起委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 広報紙作成方針・スケジュールについて

○広報紙作成方針について、部会長及び事務局から説明がありました。

２ 第 22号の校正
○7/1発行の広報紙第 22号の校正を行いました。

３ 第 23号の企画
○10/1発行予定の広報紙第 23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＞ 

・10/21，22 開催の第５回西区アートフェスティバルと 11/5 開催のス
ポーツ鬼ごっこを 1/2紙面ずつ掲載する。
＜２～３面＞

 ・健康寿命の延伸について

・９月講演会の開催報告

 ・（教育ミーティングについて）

＜４面＞

 ・知っトクなっトク街のタネ（うん・まんま）

・うちのコミ協（黒埼南）

・カレンダー発行の予告

・とっておきの私の一枚

・編集後記

４ 次回（第３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７月７日（金）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：第 23 号の作成について ほか 
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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２９年度 第１回会議 

開催日時 平成２９年５月２９日（月）午後５時～５時１０分 

会  場 西区役所健康センター棟１階 １０３会議室 

出 席 者 

委  員 

風間委員 田中委員 浅妻委員 永吉委員 嘉藤委員

渡邊正友委員

計６名

[欠席：佐野委員] 

事 務 局 西区地域課 １名 

主な議事 

１ 部会長・副部会長の選任について

○互選により、部会長には永吉委員、副部会長には渡邊正友委員が選

出されました。

２ その他 

○第５回アートフェスティバルについて、詳細については今後決定し

ていくことといたしました。 

３ 次回（第２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６月９日（金）午後１時４５分～ 

場所：西区役所４階 対策室 
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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２９年度 第２回会議 

開催日時 平成２９年６月９日（金）午後１時４５分～３時００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 田中委員 浅妻委員  

佐野委員 嘉藤委員           計６名

[欠席：風間委員] 

事 務 局 

坂井輪地区公民館長 

西区地域課課長補佐 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第５回西区アートフェスティバルについて 

 ①企画案について

○例年大好評をいただいているアートフェスティバルについて、別紙

のとおり企画書案をまとめ、６月本会へ提出することとしました。 

○出演団体数は１６団体を上限とし、次回部会に向けて出演団体候補

の調整を図っていくこととしました。なお、出演時間は２０分以内で

柔軟な設定を行い、当日に時間超過や遅れが生じないよう事前調整に

努めていくこととしました。 

○アート展示内容では、新潟大学との調整状況等について部会長より

報告があり、今後、更に内容の充実に向けて詳細の検討を行っていく

こととしました。

アート展示検討内容

・芝生広場での流木アート展示（野外彫刻）

 ※併せて、流木等で作成する子供たちのワークショップを検討

・屋内展示として、あかりと空間構成によるオブジェ

・ふれあいカレンダー写真などのボード展示

○より多くの方からご来場いただけるよう、自治協広報紙「西区を豊

かに」や区だよりへの掲載について、10 月 1 日号を基本に広報スケ
ジュールを調整していくこととしました。

②出演団体について

○事務局より、公民館利用団体からの出演希望調査結果の報告があり

ました。

○公民館だけでなく、コミセン等で活動している団体も複数あるた

め、今年度は状況把握を行い、来年度に向けて参加案内の呼びかけを

行っていくこととしました。

○ダンスについては、例年のヒップホップ以外のジャンルからも参加

いただけるよう検討していくこととしました。

18



○西区の文化風土を耕すという事業目的のもと、西区で活動を行って

いる団体などプロを含めて対象を幅広く、次回部会に向けて事務局よ

り事前調整を進めていくこととしました。

２ 次回（第３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７月４日（火）午後３時３０分～ 

場 所：西区役所３０３会議室 

  議 題：出演団体の決定について 
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平成２９年度自治協議会提案事業 

第５回 西区アートフェスティバル 企画書（案）

＜目的＞ 

（１）「アート」の表現を通して西区全体の文化風土を耕して区民の一体感を醸成する。 

（２）西区でアートの表現活動に取り組んでいる団体等に発表の場を提供し、幅広い区民

から知ってもらう。 

（３）大学の存在をはじめ、学術・文化豊かな西区のパワーを発信する。 

＜事業内容＞ 

「音楽・芸能」分野の団体を対象にした発表の場として「アートフェスティバル」を

引き続き実施する。また，昨年に引き続き，西区にちなんだ多様な「アート作品」展示

を行い，さらにアート要素を拡充して実施する。 

＜日時・会場＞ 

日時：平成 29 年 10 月 22 日（日）午前 10 時～午後４時頃 

    （アート展示部門は平成 29 年 10 月 21 日（土）正午～） 

会場：黒埼市民会館 ［音楽・芸能部門］１階ホール 

           ［アート展示部門］屋内展示…1階ロビー，ホワイエ 

                    屋外展示…芝生広場 

※音楽部門のリハーサル：10 月 21 日（土）午前 9時～午後 4時 

＜音楽・芸能部門＞ 

出演団体数：上限 16 団体 

出演時間：各団体約 10～20 分（10 分，15 分，20 分の選択制） 

出演団体の分野：合奏，合唱，芸能，ダンス 

出演団体の選出方法等： 

【選出方法】プロジェクトチーム２部会において合議により選出し，本会で決定する。 

【選出基準】原則，次の基準により出演団体を決める。 

①西区にゆかりのある団体や所在する学校とする。 

②過去の開催時に出演できなかった学校や団体を優先的に選出する。ただ

し，出演できる団体が少数の場合は過去出演していただいた団体へも出

演を依頼する。 

③学校については，過去の受賞校の中から選出する。 

④公民館利用団体には意向調査を実施し、出演希望多数の場合は，全体の

プログラム構成を考慮し，選出する。 

⑤委員推薦による団体は，全体のプログラム構成を考慮し，選出する。 

出演団体への出演料等： 

出演料は原則として支給しない。ただし、学生等の送迎及び楽器運搬等に係る費用

は，予算の範囲内において事務局が負担する。 

ＰＴ２ 
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＜アート展示部門＞ 

展示内容及び展示場所  

展示内容 主な展示場所 

①野外彫刻などによる空間演出（新潟大学と連携） 芝生広場 

②小学生の自由研究優秀作品などの展示 １階 ホワイエ 

③西区ふれあいカレンダーの公募写真などの展示 １階 ロビー 

謝礼等： 

謝礼は支給しない。ただし，展示物の搬入出等に係る費用については，予算の範囲

内において事務局が負担する。 

＜広報＞ 

チラシ：10,000 部（区内全世帯に回覧・区内行政施設・学校に配置） 

ポスター：70 部（区内行政施設・学校を中心に掲示） 

自治協議会広報紙「西区を豊かに」（10 月 1 日号）に掲載 

西区だより 

その他 
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