
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４回会議 

開催日時 平成２９年８月７日（月）午後１時３０分～午後５時１０分 

会  場 西区役所３階 ３０３会議室，現地視察 

出 席 者 

委  員 

大谷一男部会長 寺瀬副部会長 髙島委員 沢田委員 

渡邊委員 高橋委員 三富委員

【スポット参加】岩脇委員 坂井委員   計９名

[欠席：田村委員 小林勉委員 下川委員 佐藤委員
古俣委員] 

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区建設課長ほか１名 

西区農政商工課１名 

西区総務課２名 

西区地域課３名 

主な議事 

１ 防災・防犯講演会の運営について 

○自治協発足 10 周年記念講演会として２日間にわたることから，講演

会本番は，１日目は第１部会，２日目は第２部会を主担当として運

営していくこととし，これを踏まえてタイムスケジュール及びスタ

ッフ分担の確認を行いました。 

○来場者アンケートについては，追加項目等があったら事務局まで意

見を提出することとしました。 

○講演会開催に向けて，当日配布プログラムの校正をチラシ編集担当

委員で行い，来場者アンケートの校正を正副部会長で行うこととし

ました。 

○次回部会は第２部会と合同して，開催委託事業者を含め，運営・進

行の最終確認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。 

・１日目と２日目は，内容及び来場者が異なるので，それぞれ開会あ

いさつ及び閉会あいさつを行ったほうがいいのではないか。

・開会あいさつは２日間とも会長に，閉会のあいさつは１日目を第１

部会長，２日目を第２部会長が行った方がいいのではないか。

２ 現地視察について 

 （１）新川河口排水機場について 

    施設職員による排水機場の役割についての説明及び施設見学。 

（２）赤塚及び四ツ興野砂丘地の飛砂について 

   砂丘地の視察及び農政商工課職員による市の取組みについての

説明。 
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（３）飛砂対策事業について 

   402 号線沿いの飛砂対策の視察及び建設課職員による対策事業に

ついての説明。 

（４）寺尾中央公園について

   園内の視察及び総務課職員による防災倉庫・広域避難所の役割

についての説明。

視察の振返りについては，出席委員より意見・感想を提出し，次回会

議で議論を行うこととしました。 

３ 次回（第５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９月７日（木）午後３時３０分～ 

場所：西区役所健康センター棟１階 １０１会議室 

議題：西区自治協議会発足 10 周年記念講演会の運営について 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４回会議 

開催日時 平成２９年８月９日（水）午後３時００分～４時３５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，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】下川委員，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運営について 

○自治協発足 10 周年記念講演会として２日間にわたることから，講演

会本番は，１日目は第１部会，２日目は第２部会を主担当として運

営していくこととし，これを踏まえてタイムスケジュール及びスタ

ッフ分担の確認を行いました。 

○講演会開催に向けて，当日配布プログラムの校正をチラシ編集担当

委員で引き続き行い，来場者アンケートの校正を正副部会長で行う

こととしました。 

○当日キャンセル待ちの方々に，専用の待ち列の確保を行うととも

に，整理券を配布して，なるべくホワイエの図書展示コーナーなど

を観覧してお持ちいただけるよう対応していくこととしました。 

○受付は，１人ごとの入場券配布により円滑化を図るとともに，準備

が整い次第，開場を早められるよう努めていくこととしました。 

○次回部会は第１部会と合同して，開催委託事業者を含め，運営・進

行の最終確認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。 

・当日は，会館ロビー部分に受付待ちの長い列ができないよう，でき

るだけ準備を早め，ホワイエ内部に誘導していくことが必要。

・待ち時間がご負担となる高齢の方々などに柔軟に対応できるよう，

椅子等備品の場所をスタッフ皆で理解しておく必要がある。

・来場者アンケートは，防災・防犯・幸齢それぞれの講演内容の評価

と，今後聞きたいテーマがわかるように作成する必要がある。
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２ 第２回教育ミーティングテーマについて 

○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，委員からの事前アンケートによる提出意見に基づき，意見

交換テーマの検討を行いました。

○地域と学校パートナーシップ事業を中心に，いじめを含め，学校教

育現場が抱えている課題や現状について，深く掘り下げて意見交換

を行えるよう，教育委員に加えて，学校側の出席も依頼していくこ

ととしました。なお，具体的テーマ設定は，次回部会にて確認を行

うこととしました。

３ その他

○子育て支援環境の改善に向けて検討を進めるにあたり，現状を的確

に把握するため，「保育園の入所利用調整の仕組み」や「認定こども

園の仕組み（背景，メリット等）」について，次回部会以降，担当課

からの説明を依頼することとしました。 

４ 次回（第５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９月７日（木）午後３時３０分～ 

場所：西区役所健康センター棟１階 １０１会議室 

  議題：西区自治協議会発足 10 周年記念講演会の運営について 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４回会議 

開催日時 平成２９年８月８日（火）午後１時３０分～午後２時３０分 

会  場 西区役所４階対策室 

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 

藤橋委員 永吉委員 嘉藤委員 藤田委員 小林直起委員 

坂井委員 山川委員             計１１名

［欠席：中原委員］

事 務 局 
西区農政商工課長 

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 2018西区の特産物・観光地カレンダー事業について
○第２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、同ワーキングチームにおいて検討された公募

写真の選考結果について承認し、下記のとおり制作を進めることと

しました。 

＜全体構成＞

・デザインの実践経験豊富な嘉藤委員の監修により、全体のテイス

トの統一を図る

＜各月のページ＞

・全ての月に「今」と「昔」の写真を掲載

・写真の説明文は、第３部会委員で分担し作成

・区の特産物にちなんだキャラクターは、新潟大学芸術環境創造課

程の学生に、既存のキャラクターを活かし全体のテイストに合わ

せて作成を依頼し、各月に掲載

・特産物の紹介文は、2017カレンダー掲載の紹介文を基に、必要
に応じて文章を削減

＜巻末ページ＞

・１ページ目

西区ガイドマップ

・２ページ目

西区イベント・施設情報（地域のまつり・イベント、直売所、

児童関係施設など）

西区役所ホームページの QRコードを掲載
急患センター、避難所等の付随的な情報は QRコードで掲載
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・３、４ページ目

特産物の美味しい調理の仕方（ＧＩ登録されたくろさき茶豆の

茹で方の他、お米の炊き方）

・５、６ページ目

西区かがやき大使「越乃リュウ」氏の紹介

  越乃リュウ氏が撮影した西区の写真

２ 商店街等活性化研究・実践事業について

○新潟国際情報大学学生研究チームメンバーの小林直起委員より「う

ちのＤＥこすぷれ」の名称の再考や内野まつりとの同日開催の検討

状況について説明がありました。 

○名称については、内野地域商店街活性化ワーキングチームにおいて

「うちのＤＥ」という表現が定着化しているとの意見があり、同地

域で行われるイベント名称に一貫性があった方がＰＲ、集客に繋が

ると考えられることから、引き続き「うちのＤＥこすぷれ」の名称

を使用することとしました。

○内野まつりとの同日開催については、新潟西商工会との協議の結

果、露店主等への影響を考え、今年度は見送ることとなったため、

今後は、より幅広いお客様の動員も見込めるハロウィーンやクリス

マスの時期での実施など、別日程での開催を検討することとなりま

した。

委員から出されたその他意見等は下記のとおり 

・仮装大会やボディペイント等、気軽に参加できるイベントを同時に

開催することで親子でも楽しめるイベントにすることができると思

われる。 

・歴史系のコスプレも需要があると聞いたことがあるため、寺社仏閣

を会場として実施することはいかがか。 

３ その他

 なし

４ 次回（第５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９月８日（金）午後３時～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  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４回会議 

開催日時 平成２９年８月１０日（木）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、大谷委員、

渡辺美弥子委員、五十嵐委員、三富委員     計７名

[欠席：小林直起委員] 

事 務 局 西区地域課 ２名 

１ 第 23号の作成状況
○10/1発行予定の広報紙第 23号の作成状況について確認しました。
現時点での作成状況は下記のとおりです。

＜１面＞ 

担当：佐野副部会長

・第５回西区アートフェスティバルとスポーツ鬼ごっこを 1/2 紙面ず
つ。原稿作成済。１面は文字をなるべく少なくする。アートフェステ

ィバルの出演団体名を掲載する。

＜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 原稿作成済  

・９月講演会の開催報告 作成中。写真は印刷スケジュールの関係

上、事務局で選定する。また、申込み多数の場合抽選にしたことや応

募者数等を掲載した方がいいのではないか。

 ・教育ミーティングについて 原稿作成済

＜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） 原稿作成済

・うちのコミ協（黒埼南） 原稿作成済

・カレンダー発行の予告 作成中。カレンダーの写真は昨年度のもの

を使用。

・とっておきの私の一枚

 現時点で、１件お申込みがあったが、撮影時季と発行時季のギャッ

プがあるので見送ることとした。

・編集後記 原稿作成済
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２ その他 

○原稿については、８月２２日までに事務局へ提出。 

３ 次回（第５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９月６日（水）午後３時～ 

場所：西区役所３階 ３０３会議室 

議題：第２３号の校正について 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４回会議 

開催日時 平成２９年８月８日（火）午後３時１０分～４時４５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 風間委員 田中委員

浅妻委員 嘉藤委員 佐野委員       計７名

[欠席：なし] 

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 チラシ、ポスターの検討 

 ○委託業者の紹介 

 ・事務局より委託業者の決定の報告、紹介がありました。 

○業者よりチラシ・ポスター案について説明がありました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。

・老若男女が楽しめて華やかなイメージにしてほしい。 

・ご年配の来場者が多いので見やすさは絶対だが、若い方からも 

来ていただけるようなものにしたい。 

・ワクワク感を出して欲しい。 

・西区アートフェスティバルの文字を中心に作成してほしい。 

・西区アートフェスティバルの文字を際立たせるために文字デザ 

インを含めて再デザインを考えてほしい。 

・目立たせるために元々あるフォントではなく、手書き感の作り 

こんだフォントがほしい。 

・写真が小さいのではないか。フォントの工夫がほしい。 

・今年度の出演団体要素を入れてもいいのではないか。 

・音楽イベントがメインなので、彫刻を出し過ぎないほうがよい。 

 ・チラシ案の再提出を業者に依頼したため、第５回ＰＴ２会議を８月

２２日（火）に行うこととしました。 

２ その他 

○音楽芸能部門について 

・第４回本会において報告した出演１４団体のほか、残る１団体につい

て、特別出演枠として新潟大学大学院教育学研究科を修了し、第５１

回新潟県音楽コンクール県知事賞を受賞した桑野彩さん（声楽・ソプ

ラノ）にお願いすることを決定しました。 

・また、新潟大学教育学部の五重奏及び三重奏については、２グループ

の演奏によりボリュームが大きいため、２枠分として扱うこととしま

した。 
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○小学生の夏休み自由研究優秀作品の展示について

・事務局より、自由研究優秀作品展示について、西区校長会を通じて依

頼と承諾をいただいた旨、報告がありました。

・具体的には、西区内各小学校から今年度の自由研究における優秀作品

１点を推薦（ジャンル；工作又は絵画を基本、対象学年；高学年）い

ただき、ホワイエに展示することとしました。

３ 次回（第５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２２日（火）午後１時３０分～ 

場 所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議 題：チラシ、ポスターの検討 
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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５回会議 

開催日時 平成２９年８月２２日（火）午後１時３０分～２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

嘉藤委員 佐野委員       計６名

[欠席：浅妻委員] 

事 務 局 
西区地域課課長補佐 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ チラシ、ポスターの検討 

 ○業者よりチラシ・ポスター案の説明があり、基本デザインを決定し

ました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。

・ラックに入れた時に標題が見えるようにタイトルをなるべく上 

に配置してほしい。 

・色は黄色をベースとし、「第５回」と「西区」の文字をオレンジ 

に、「アートフェスティバル」の文字を１文字ずつ色を変えて目立 

たせてほしい。 

 ○チラシの詳細なデザイン校正については、永吉部会長と嘉藤委員に

一任し、次回部会で最終確認をすることにしました。 

２ その他 

【プログラムについて】 

○出演団体から、ステージレイアウトや必要な備品など出演情報が集ま

り次第、事務局で出演順等を定めたプログラム案を作成し、次回部会

で検討することとしました。 

【アートクロッシングにいがたとの連携について】

○会場となる黒埼地区だけでなく西区全体にアートの発信と内容の更な

る充実を図るため、「うちのＤＥアート」などを創出してきた区役所

事業『アートクロッシングにいがた』と連携して相乗効果の発揮を目

指して進めていくこととしました。

○アートフェスティバルのアート部門を、ワークショップ企画などを拡

充して実施し、「（仮称）西区アートキャラバン」として坂井輪地区、

西地区などの公民館等で巡回展示を行うこととしました。 

３ 次回（第６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９月７日（木）午前１０時３０分～ 

場 所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議 題：プログラム（案）の検討について ほか 
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