
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３回会議 

開催日時 平成２９年７月１３日（木）午後３時～午後４時４５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 寺瀬副部会長 髙島委員 小林勉委員

下川委員 沢田委員 佐藤委員 古俣委員 渡邊委員 

高橋委員 三富委員

【スポット参加 坂井委員】    計１２名

[欠席：田村委員 ] 

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区建設課長ほか１名 

西区総務課長ほか１名，西区地域課３名 

主な議事 

１ 防災・防犯講演会の実施について 

○事務局より委託業者の決定とチラシデザイン案の報告があり，掲載

すべき情報やチラシ送付先について検討を行いました。 

○防災講演会テーマとして，多くの方より興味を持っていただけるよ

う，「気象情報は防災の道しるべ」と題し，避難情報の段階に応じた

行動の仕方や，市・区内の警報特性を捉えた内容なども盛り込んだ

講演としていただくよう講師に依頼することとしました。 

○司会を自治協委員で担当することで生ずる経費削減の効果を，公共

交通利用が不便な方への送迎バスに充てていくこととしました。 

○文字校正など詳細意見については事務局にて集約することとし，大

谷一男部会長，寺瀬副部会長，三富委員を編集委員として選出し，

第２部会と調整を図りながら校正を進めていくこととしました。 

○講演会開催後には，講演内容を各地域で活用できるよう，各コミュ

ニティ協議会を対象に２名ずつ招待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。 

・表面において，開演時間や開場時間がそれぞれ異なるため，わかり

やすく講師の顔写真の下部に追記してはどうか。

・裏面が白黒印刷となるため，プロフィールが暗いイメージであり，

濃淡を明るくした方が良いのではないか。

・講師顔写真の大きさのバランスをもう少し合わせられないか。

・防災への意識向上のため，来場者には区における過去の災害状況を

配布してはどうか。

・２日目は，２講演を通しての申込みとなるので，入場券発送の際

に，途中入出場はご遠慮いただくよう明記したらどうか。
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２ 今期の検討課題について 

○前回部会で意見交換を行った様々な地域課題，検討テーマについて

振り返りを行いました。

○防犯・防災をはじめ，飛砂や除雪，治水など地域課題は多岐に渡

り，まずは部会において寺尾中央公園，佐潟の飛砂問題や新川排水

機場などの現地確認を行い，何が課題であり，自治協として取り組

んでいくべきか理解を深めることとしました。具体的な視察先につ

いては，正副部会長と事務局で決定することといたしました。

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・寺尾中央公園は，広域避難場所でもあり，公園としての利活用マナ

ーの課題と，備蓄倉庫など防災機能としての活用など，複合的な視

点で現地視察を行う必要があるのではないか。

３ その他

○避難準備情報等の名称変更（危険度の低い方から「避難準備・高齢

者等避難開始」，「避難勧告」，「避難指示（緊急）」）について，総務

課より説明がありました。

 ○にいがた防災メール登録について，総務課より説明があり，委員か

ら自治協委員にも登録をお願いするよう意見がありました。

４ 次回（第４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８月７日（月）午後１時３０分～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：現地視察 ほか 
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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３回会議 

開催日時 平成２９年７月１２日（水）午後３時００分～４時４５分 

会  場 西区役所４階 対策室 

出 席 者 

委  員 

郷部会長，風間副部会長，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，

佐野委員，高橋由紀子委員

【スポット参加】岩脇委員，坂井委員

計１３名

[欠席：田中委員] 

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 

坂井輪地区公民館長 

西区地域課長 ほか２名 

主な議事 

１ 幸齢いきいき講演会の実施について 

○事務局より委託業者の決定とチラシデザイン案の報告があり，掲載

すべき情報やチラシ送付先について検討を行いました。 

○司会を自治協委員で担当することで生ずる経費削減の効果を，公共

交通利用が不便な方への送迎バスに充てていくこととしました。 

○これまでの講演会と同様に，聴覚障がいの方以外にも，目の不自由

な方や車椅子利用など，配慮すべき状況をコールセンター等で丁寧

にお聴き取りし，できる限り対応を行っていくこととしました。 

○文字校正など詳細意見については事務局あて集約することとし，鍋

谷委員，五十嵐委員を編集委員として選出し，第１部会と調整を図

りながら校正を進めていくこととしました。 

○講演会開催後には，講演内容を各地域で活用できるよう，各コミュ

ニティ協議会を対象に２名ずつ招待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。 

・当選者のみに，入場券をお送りする旨をしっかり明記すべき。

・講演２日目は，第１部・第２部を通しての申し込みであることがわ

かるように，また，途中退場や途中参加が少なくなるよう表記を工

夫する必要がある。

・３名の講師出演となるので，それぞれの写真及び演題文字を同じ大

きさとして配意する必要がある。

3



２ 今期の検討課題について 

○前期委員でとりまとめた「第５期 成果と課題」を踏まえて，今期

に取り組んでいくべき地域課題等について意見交換を行いました。 

○前期からの継続課題である「民生委員推薦制度」，「地域包括ケアシ

ステムの構築」について取り組んでいくとともに，少子化問題への

対応として，保育園への入園困難状況などを受けて「子育て支援」

や「子育て環境の改善」についても議論を深めていくこととしまし

た。 

委員から出された主な意見は下記のとおり。 

・民生委員の配置状況の偏りについては，一斉改選を終え，「民生委

員児童委員会長連絡会」においても検討が始まったところである。

また，地域においては，民生委員の活動がわからない等の声も聞く

ので，自治会長をはじめ地域に民生委員の役割などの周知を図って

いく必要がある。 

・新総合事業が各自治体で開始され，その取り組み状況と効果を把握

していく必要がある。 

・地域包括ケアシステム構築の取組みとしては，「生活支援」の充実

だけでなく，「予防」として，健康寿命の延伸に繋がるよう検討を

深めていってはどうか。 

３ その他

○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（10 月）に
ついて，意見交換テーマ決定のため，事前アンケートを実施して委員

意見を持ち寄り，次回部会で検討することとしました。

４ 次回（第４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８月９日（水）午後３時～ 

場所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議題：幸齢いきいき講演会の実施について ほか 
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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３回会議 

開催日時 平成２９年７月１１日（火）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 

塩川部会長 浅妻副部会長 小林邦太郎委員 岩脇委員 

中原委員 永吉委員 藤田委員 小林直起委員 坂井委員 

計９名

［欠席：藤橋委員、嘉藤委員、山川委員］

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 商店街等活性化研究・実践事業について

○事務局より、商店街のこれからを担う若手実働メンバーらで構成す

る内野地域商店街活性化ワーキングチームにおける新潟大学、新潟

国際情報大学学生研究チームの検討状況について報告がありまし

た。

○新潟国際情報大学学生研究チームのメンバーである小林直起委員よ

り、次回の「うちのＤＥこすぷれ」の実施計画について説明があ

り、相乗効果による集客の増加を狙って、９月に開催される新潟西

商工会・内野まつり実行委員会主催の内野祭りとの同日開催を目指

し検討を進めていくことを確認しました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり 

・今後の地域の自発的かつ継続的な活動に繋がるように、早期段階か

ら地域と連携しながら取り組んでいくことが重要である。 

・イベント実施の際は、不測の事故が起こる可能性も大いにあるた

め、イベント保険への加入が必要。 

・お祭りでは飲酒している来場者もいるため、防犯面への配慮も必要

である。 

○今後は計画案及び「うちのＤＥこすぷれ」の名称の再検討につい

て、次回の内野地域商店街活性化ワーキングチームで意見交換を行

い、決定することとしました。 

２ 2018西区の特産物・観光地カレンダー事業について
○第１回カレンダーワーキングチームの内容についてリーダーの永吉 

委員より説明があり、下記のとおり制作を進めることとしました。 

制作スケジュール

７月 ページ構成と掲載内容の決定
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８月 受託業者とともにデザインを作成

１０月 西区アートフェスティバルで配布

各月ページの構成案

・今と昔の写真

西区アートフェスティバルなど、昔の写真がわずか４年前のもの

については、全体の構成を見て昔の写真を掲載するか検討。

・区の特産物にちなんだキャラクター

既存のキャラクターを活かし掲載。生産量が多い等、西区を代表

する生産物が他にある場合には、新規キャラクターの制作を検討。 

巻末ページ構成案

・１ページ目   西区ガイドマップ

・２ページ目   西区おすすめ特ダネ情報

・３、４ページ目 特産物の美味しい調理の仕方

・５、６ページ目 西区かがやき大使「越乃リュウ」氏紹介

         越乃リュウ氏が撮影した西区の写真

応募写真の選考

募集テーマのうち、応募のなかった「今」や「昔」の写真につい

て、ワーキングチームメンバー及び事務局にて写真を収集。

委員から出されたその他の意見等は下記のとおり 

・西区ガイドマップや西区おすすめ特ダネ情報は、可能な範囲で文字

を大きくするなど見やすく構成した方がよい。

・掲載の余地があれば、急患センターや避難所の情報もあると、ふと

した時にも確認でき、役に立つと思われる。

３ 今期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、まずは前期

から引き続き取り組んでいる内野地域拠点商業地を対象とした商店

街等活性化研究・実践事業に注力することとしました。 

○その他、日本最大級と言われる新潟砂丘の観光面からのＰＲ手法の

検討や地域課題抽出の一つの方法として若者との意見交換の実施等

の意見が出され、次回以降、審議を深めていくこととしました。 

委員から出されたその他の意見等は下記のとおり

・農業の後継者不足の問題を解消するなど、支援方法を検討するた

めに、若い農家と意見交換を行うことはいかがか。 

⇒既に農協の青年部等でも行われている。現場の農家同士等で意見

交換を行った方が効果的と思われる。
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４ 次回（第４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８月８日（火）午後１時３０分～ 

場 所：西区役所４階 対策室 

  議 題：2018西区の特産物・観光地カレンダー事業について 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３回会議 

開催日時 平成２９年７月７日（金）午後３時～午後４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、渡辺美弥子委員、

三富委員             計５名

[欠席：大谷委員 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 第 22 号の意見

○細かいところまで見てくださっている方がいらっしゃるので、読みやす

い紙面作りに取り組んでいきたい。

２ 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＞ 

担当：佐野副部会長

・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。
＜２～３面＞

 担当：鍋谷部会長、渡辺委員、三富委員

 ・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＞

 担当：五十嵐委員、大谷委員、小林委員、寺瀬委員

 ・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４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８月１０日（木）午後３時～ 

場所：西区役所３階 ３０３会議室 

議題：第 23 号の作成状況について 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３回会議 

開催日時 平成２９年７月４日（火）午後３時３０分～５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 風間委員 田中委員

佐野委員            計５名

[欠席：浅妻委員 嘉藤委員] 

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の出演団体、出品内容について 

〈音楽芸能部門〉 

○学校、公民館、その他社会人等の出演団体の調整結果を報告し、ま

た、特別出演枠候補を選出し、１５～１６団体になるよう出演団体の

調整を図り決定することといたしました。 

〈アート展示部門〉 

○出品内容を以下のとおり決定しました。 

・流木の人体彫刻による野外空間演出（新潟大学と連携） 

・屋内彫刻による空間演出（新潟大学と連携） 

 彫刻作品については、多くの方から観ていただけるようアートフェス

ティバル終了後、区内公民館等での巡回展示を検討する。 

・小学生の自由研究優秀作品の展示 

西区内各小学校から優秀作品を１点推薦していただくこととしまし

た。

委員から出された主な意見は下記のとおりです。

・優秀作品の子どもたちに記念品等贈呈を検討したい。 

・区ふれあいカレンダーのイラスト原画及び公募写真等の展示

２ チラシについて 

○業者からチラシ案の提案を受けるために、あらかじめポイントを検討

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。

・昨年の写真をイメージとして、全く新しいデザインを提案して 

ほしい。 

・西区カラーのオレンジはワンポイントとし、全面に使う必要は 

ない。 

・西区アートフェスティバルを大きく、副題を小さくする。 
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○副題は、「（仮）地域の想い 西区の財宝
たか ら

」とし、次回チラシ案のバラ

ンスを見ながら再度確認することとしました。

２ 次回（第４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８月８日（火）午後３時３０分～ 

場 所：西区役所４階 対策室 

  議 題：チラシ、ポスターの検討 
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