
資料２ 

新西地第２９９号 

平成 29 年６月 28 日

西区自治協議会  

会長 岩脇 正之  様 

                           新潟市長 篠田 昭   

  （担当 西区地域課） 

平成 30 年度特色ある区づくり事業について（意見聴取） 

新潟市区自治協議会条例（平成 18 年条例第 74 号）第７条第３項第３号の規定

により、下記事項について貴自治協議会に意見を求めます。 

記 

１ 平成 30 年度 特色ある区づくり事業について 

 ・区役所企画事業 

 ・区自治協議会提案事業 



特色ある区づくり予算について 

○ 趣旨 

超高齢社会を迎え、複雑・多様化する地域課題に対応し、市民力・地域力を活かしたまちづ

くりを進めるため、特色ある区づくり予算のひとつとして、区自治協議会の企画提案を、その

主体的な取組みのもとに事業化する制度を創設 

○ 基本的な枠組み 

区役所企画事業 区自治協議会提案事業 

内容 

・ 区独自の課題解決に向けた取組 

・ 区の伝統文化など区が持つ魅力や特性 

を活かした取組 

・ 区の自然・風土を活かした取組 

・ 区民との協働による取組 

・ 区民との協働を目指した取組 

・ 区自治協議会が提案する、地域課題の解

決に必要となる新たな事業や既存の取組

みとの連携を図る事業 

※予算編成段階までには、事業の方向性や概

算費用を決めることとし、詳細な内訳は執

行段階までに決めることも可とする。 

件数 
・ 件数制限なし 

・ 区内を対象としたソフト事業 
同左 

限度額 ２７００万円 5００万円 

期間 原則３年以内 原則１年 

自治協議

会の関与 

意見反映型 提案型 

区役所が事業を企画立案するにあたり地

域意見を反映させる 

・ 事業は、企画段階（提案書の作成）、実

施段階（多様な実施主体のコーディネート

等）、評価段階（実施事業の点検）、改善段

階（提案の見直し）の各過程において自治

協が主体的に関与して取り組むこととす

る。 

・ 原則として、実施段階において実行委員

会方式を採用するなど、区民とともに、区

自治協委員が実施主体の一員となり参画

することとする。 

【参考】 

2９年度

実施状況

別紙「平成2９年度 西区 特色ある区づくり

予算」参照 

・防犯と防災に関する講演会 

・幸齢いきいき講演会 

・西区特産物・観光地カレンダー 

・西区アートフェスティバル企画・開催

など 

平成 28年度資料 



【原案作成】

（協　　　　力）

【原案確定】
１２月中旬

本庁所管部

区役所企画事業
区自治協議会
提案事業

（必要に応じ修正）

原案の確定
原案の確定

※事業の方向性，概
算費用の決定でも可

特色ある区づくり予算の流れ 別紙２

地域意見を反映

区役所による

企画立案

区自治協議会が

主体となって企画

【市長説明】
１月中旬

（必要に応じ修正）

【予算化】

予算編成案市長説明

上限額内で必要額を配当

【事業の実施，
評価等】 区役所が

主体となり実施

区自治協議会が

主体となり実施



【区役所企画事業】

【区自治協議会提案事業】

時期

平成３０年度　特色ある区づくり事業　スケジュール

平成29年6月28日

本会 運営会議 第1～3部会、PT
区役所

(区役所企画事業)

毎月下旬開催 毎月中旬開催 毎月上旬開催

6月
意見聴取依頼に基づき
各委員からアイデア・
意見を募集(6/28)

7月
各委員アイデア・意見
のまとめ・報告(7/24)

委員アイデア等の提
案区分振分け(7/18)

9月

委員アイデア等に対す
る回答及び区企画事業
案(事務局案)の提示・
質疑(9/27)

8月

区役所案の作成開始

10月
区企画事業に対する自
治協の意見を集約
(10/24)

　区企画事業案及び
　委員アイデア等を
　審議、意見集約

11月
自治協提案事業の予算
原案を決定(11/28)

自治協提案事業案を
決定・配分(11/21)

　自治協提案事業の
　企画・立案

自治協の意見を踏ま
え区役所の予算原案
を決定

12月
予備(自治協提案)

(12/22)
予備(自治協提案) 予備(自治協提案)

1月
2月

予算編成調整

予算編成調整

新年度予算案決定3月 　新年度予算案報告

自治協提案事業

の検討・調査



平成２９年度　西区特色ある区づくり予算

開始年度 担当課
【参考】
関連部会

○ H2８～ 健康福祉課 第2部会

○ H2８～ 健康福祉課 第2部会

○ H2８～ 健康福祉課 第2部会

○ H2８～ 総務課 第1部会

○ H2９～ 農政商工課 第3部会

○ H2９～ 農政商工課 第3部会

○ H2７～ 農政商工課 第3部会

○ H2９～ 地域課 第2部会

○ H27～ 地域課 第2部会

○ H27～ 区民生活課 第1部会

○ H27～ 区民生活課 第1部会

○ H27～ 農政商工課 第1部会

○ H2９～ 農政商工課 第3部会

○ H2９～ 地域課 第2部会

○ H2８～ 地域課 第３部会

西区
予算の概要

豊かな自然環境，高度な学術機関が多くある西区の特性を活かし，地域との協働と大学との連携を軸に，高齢者・子育て支援や防災，「西区産」農産物のＰＲや環境の保全，飛
砂対策などに取り組み，すべての区民が安心して心豊かに暮らせるまちづくりを進めます。

○西区内中学校１校で１つの学年全員を対象に，地域課題の解決に取り組む団
体（コミ協）とともに，地域の課題解決の方法や自分たちにできることを考え
る場（ワークショップ）を開催します。

○区のイメージアップイベント（トークショー，コンサート等）開催や広報紙
やSNS等を活用したPR活動の実施

○西川絵画ポスターコンクール　○西川流域子ども環境サミット
○子どもエコ教室の開催　○中学生による西区クリーンアップキャンペーン

○西区一斉クリーンデーへの支援　○各種団体の環境美化活動への支援
○ごみ出しマナーの向上支援

○ボランティア団体等の育成・支援　○団体間の交流促進・ネットワーク作り

○西区の観光資源を活用したまち歩きの実施
○西蒲区と連携した観光コースの造成とツアーの実施
○ボランティアガイド養成講座の実施　○観光案内看板の設置

主　な　事  業  内　容

○西区発！健康ステップアップチャレンジ（にしチャレ）【拡充】
○ウオーキング講習会【拡充】　○自ら続ける健康習慣～健康へのナビガイド
○栄養バランス診断　○生活習慣病等予防講座【拡充】
○高齢者体操自主活動継続支援講座

○地域の茶の間交流会開催事業【新規】　○地域の茶の間バスツアー
○高齢者孤立防止訪問事業【新規】　○小学生認知症サポーター養成事業
○高齢者等権利擁護推進事業

○子育てサポートネットワーク　○「どならない子育て」練習法講座
○子育て情報誌「hug kumi（はぐくみ）」発行

いきいき保安林づくり
（400千円）

次代を担うこどもたちが，地域をよりよく知り，関心を高めることを目的に，
ワークショップを開催します。また，家族等と話し合う機会を設け，幅広い世
代の住民に地域に関する関心を持ってもらう契機とします。

西区出身の著名人や西区にゆかりのある方を「西区PR大使」に任命し，区の
事業への参加やイベントを開催することにより西区の魅力発信・区の一体感の
醸成・区のPRを図ります。

出動！西区地域盛り上げ隊（中学
生みらいデザイン編）
【新規】（600千円）

西区ＰＲ大使
（500千円）

海岸保安林を保全し，環境整備を進め，近隣住民の生活を守るとともに，市民
の憩いの場として活用するため，ボランティア団体の育成・強化を図ります。

歩いて見つける！西区の宝
おもてなし
【新規】（1,700千円）

区内の観光資源を中心とした観光コースを作成し，市内外にＰＲし，観光客の
誘客による交流人口の拡大を図ります。

地域と区役所が共に歩むまち

育て！エコな子，西区っ子
（1,200千円）

小・中学生が環境について学び，考え，行動する機会を充実させ，未来を担う
子どもたちの環境保全やきれいなまちづくりへの関心と意識を育みます。

ごみのない，きれいな西区づくりを推進するため，コミ協や関係団体と連携し
て，西川・新川の清掃，海岸のごみ拾いなどをはじめ西区全域の環境美化活動
に取り組みます。

豊かな自然と快適な住環境を大切にするまち

きれいな西区づくり
（1,000千円）

探検，発見！！西区こども特派員
【新規】（300千円）

西区の概要や特徴などを知ってもらうため，「佐潟」「川の立体交差」などい
くつかテーマを設定し，班に分かれて現地取材（見学）し，取材を基に壁新聞
等を作成し，区役所などに展示します。

西区スポーツ応援プロジェクト
（1,200千円）

区民の継続したスポーツ・運動を推進，サポートし，一人でも多くの人からス
ポーツ・運動の楽しさや喜びを感じてもらうとともに，事業を通じ区民の交流
の場を創出します。

○西区の概要や特徴などを知ってもらうため，「佐潟」「川の立体交差」など
いくつかのテーマを設定し，班に分かれて現地取材（見学）します。取材を基
に壁新聞等を作成し，区役所などに展示します。

○かけっこ教室 　〇親子マラソン教室 　○親子エンジョイスポーツ
○プロ野球ＯＢ野球教室　○高齢者向け体操教室 ○西区ウオーク
○西区西蒲区共催角田山登山　○親子テニス教室

特産農産物のコーディネート
（2,000千円）

食と花の銘産品「くろさき茶豆」とスイーツ等の加工品を活用して商店街活性
化を目指します。また，新潟砂丘さつまいも「いもジェンヌ」の生産・消費拡
大，加工品の開発支援などを農商工連携により推進します。

西区の野菜まるかじり教育連携
【新規】（1,650千円）

区内の小学校と連携して，児童を対象に地元食材や農業を学び体験する多様な
機会を提供することで，子供たちへの食育と地場農産物の消費拡大を推進しま
す。

○都市農村交流ツアー【新規】　○西区農産物の情報発信　○食と農の学校

○西区の野菜まるかじり講座【新規】　○学校給食関係者連絡会議の開催

○いもジェンヌの原材料確保支援・商品開発に関する支援事業
○くろさき茶豆夏の陣の実施

あんしん・ふれあい・ささえあい
事業【拡充】（3,300千円）

「西区地域の茶の間交流会」を開催するとともに，孤立しがちな高齢者に専門
職が予防的に継続訪問するなど，高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を続けることができるよう支援します。

西区の子育てサポート
（2,000千円）

子どもの各世代に対応した子育て支援講座を実施し，育児の不安や孤独感の軽
減，仲間づくりを支援します。また，子育て支援関係者の交流会を開催し，
ネットワークの充実を図るなど西区の子育てをサポートします。

西区安心安全の推進
【拡充】（6,000千円）

防災力の強化・充実のため，避難マップ作成など地域の自主的な取り組みを推
進します。また，中学生を対象に交通安全教室を開催し，交通ルールの遵守に
ついて啓発するほか，防犯の啓発にも努めます。

都市と農村が融合するまち

○地域の避難マップ作成事業　○体験型交通安全教室
○自主防災組織強化事業　○防災教育推進事業
○西区避難ガイドブック作成事業　○防犯啓発の推進【新規】

事  業  名　・　事　業　費（千円） 事  業  概  要

人と人がつながり，安心・安全に暮らせるまち

西区の健康応援
【拡充】（2,100千円）

生活習慣病予防や介護予防など，健康寿命延伸のため，ウオーキングや体操教
室など多種類の健康教室やイベントを実施し，区民がいつまでも元気で，より
健康的な生活を推進できるよう支援を行います。

おいしい西区の魅力発信
【新規】（3,050千円）

西区の農産物や耕作地域の魅力を県内外へ発信し，区内の農地や農村部を訪れ
る機会を提供することで農産物の知名度向上と消費拡大をはじめ，首都圏と地
方，都市部と農村部，生産者と消費者の交流を推進します。

だれもが学び合える学術と文化のまち

平成29年度



平成29年度　西区自治協議会提案事業

整理
番号

事業名 事業概要
概算
事業費

担当
部会

備考 関係課

1
防犯と防災に関する講
演会

区民の安心・安全な暮らしに寄与するよう，地域の防犯・防災力の向上に繋
がるような講演会を開催する。
・具体的テーマ及び講師
　今後検討し，決定する。

70万円 第１部会

【大まかな内訳】
・講師謝礼　35万円（交通費含む）
・運営委託料　32万円（チラシ印刷含む）
・消耗品費　 3万円

総務課

2 幸齢いきいき講演会

少子高齢化の進展が地域においても大きな課題となる中，健康寿命の延伸
や，高齢者の生きがいづくりを促進し，活力あるまちづくりに繋がるような講
演会を開催する。
・具体的テーマ及び講師
　今後検討し，決定する。

80万円 第２部会

【大まかな内訳】
・講師謝礼　45万円（交通費含む）
・運営委託料　32万円（チラシ印刷含む）
・消耗品費　3万円

健康福
祉課

3
スポーツ鬼ごっこ普及啓
発事業

講習会や体験会といったこれまでの取組みを土台に，スポーツ鬼ごっこの普
及に向けて，各地域において自発的な活動が促進されるよう，地域別対抗
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。
・講師
　一般社団法人鬼ごっこ協会より招聘
・協働団体
　Ｏｎi base niigata

25万円 第２部会

【大まかな内訳】
・講師謝礼　10万円（交通費含む）
・印刷製本費　5万円
・消耗品費ほか　10万円

地域課

4
西区の特産物・観光地カ
レンダー

西区の特産物・観光地などの写真等を用いたカレンダーを作成し，区の特産
物や観光地を紹介することにより，特産物の消費や交流人口の拡大に繋げ
る。

110万円 第３部会

【大まかな内訳】
・キャラクター作成報酬　7万円
・印刷製本費　5万円
・委託料　93万円
・消耗品費ほか　5万円

地域課

農政商
工課

5
商店街等活性化研究・
実践事業

内野地域を対象として，前年度大学と取り組んだ研究結果を中心に，学生や
地域と協働して実践・研究を進めていくことで，商店街等の活性化に繋げる。
【研究提案概要】
・うちのDEこすぷれ…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。
・Caf 四ツ角…空き店舗を，地域の情報発信，交流の場として活用し，
　　　　　　　　　 商店街等への人の流れと交流を促進する。

35万円 第３部会
【大まかな内訳】
・消耗品費　 8万円（チラシ印刷含む）
・賃貸借料　27万円

農政商
工課

6
第５回西区アートフェス
ティバル

「音楽・芸能」を対象とした区内団体の発表の場、また、「アート作品」の展示
の場として、「西区アートフェスティバル」を開催する。区民とプロによる表現
を通して、学術・文化豊かな西区のパワーを発信し、地域の宝を共有する。
・開催日程（予定）
　平成29年10月21日（土）・22日（日）

180万円 ＰＴ２
【大まかな内訳】
・委託料　　170万円
・消耗品費　10万円

地域課

合計 500万円



特色ある区づくり事業へのご意見・アイデア等について

 特色ある区づくり事業の案作成にあたり、委員の皆様からご意見・アイデア等をいただき

ますようお願いいたします。

  回答期限：平成２９年７月１３日（木）まで

回答方法：FAX・メール等で事務局までご連絡ください。

西区自治協議会事務局（西区地域課 企画係）

ＦＡＸ ０２５－２６９－１６５０  Ｅmail chiiki.w@city.niigata.lg.jp

お名前

※該当するものに○をつけてください。

ご意見 アイデア

区企画事業用 



特色ある区づくり事業へのご意見・アイデア等について

 特色ある区づくり事業の案作成にあたり、委員の皆様からご意見・アイデア等をいただき

ますようお願いいたします。

  回答期限：平成２９年７月１３日（木）まで

回答方法：FAX・メール等で事務局までご連絡ください。

西区自治協議会事務局（西区地域課 企画係）

ＦＡＸ ０２５－２６９－１６５０  Ｅmail chiiki.w@city.niigata.lg.jp

お名前

自治協議会提案事業用 


