
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６回会議 

開催日時 平成２９年１０月１０日（火）午後３時～午後５時 

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 小林勉委員  

下川委員 沢田委員 古俣委員 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１２名

[欠席：田村委員 佐藤委員] 

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区農政商工課１名 

西区建設課３名 

西区総務課長ほか１名 

西区教育支援センター所長 

西区地域課３名 

主な議事 

１ 平成３０年度特色ある区づくり事業について

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２－

１、資料２－２、資料３）」に基づき事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として異議ない旨、意見集約を行いま

した。 

○委員から出されたその他の意見等は下記のとおりです。 

＜資料 2-1 委員アイデアに対する担当課の考え方について(区企画)＞ 

《アイデア》 

○整理番号１【災害に対して身を守るための啓発・学び事業】 

・学校で行われている防災教育について、保護者の参加が少ないの

で、増やす工夫をしてほしい。 

＜資料３ 平成３０年度 特色ある区づくり事業 事務局案＞ 

○整理番号４【西区安心安全推進事業】 

・避難所運営講習会開催について、多くの方が参加できるよう土日開

催を含め柔軟に対応してほしい。 

・体験型交通安全教室については、効果的な事業であり、各校一巡 

した際の事業継続のあり方を検討して欲しい。 

○整理番号１２【未来につなぐきれいなまちづくり事業】 

・ポイ捨てが減らない。子どもへの教育が重要なので、多くの子ども

たちに各事業に積極的に参加してもらい、根気強く活動を継続する

ことが重要。 
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資料１



・西区一斉クリーンデーにおいて、チラシ記載もあるが、改めて統一

実施日（８月第１日曜）の周知が必要。その上で各地域の実施日も

分かり易くお知らせしていく。 

・新川河口排水機場の視察時に、ゴミがポンプに詰まるとポンプが止

まってしまう恐れがあるとのことなので、それも踏まえ河川環境保

全に係る事業実施をお願いしたい。 

・西川絵画ポスターコンクールや西川流域子ども環境サミットの事業

を行うにあたり、安全管理の徹底をお願いしたい。 

・ペットマナー講座の開催について、共働き世帯が多いため土日開催

の検討をお願いしたい。 

○整理番号１３【げんきな保安林づくり】 

・保安林整備講座の参加者が少ないのでＰＲ等の工夫をお願いした

い。 

 ・農村部でもすごい勢いで松が枯れている現状を知ってほしい。

 ・ボランティア募集を広くＰＲしたらどうか。

２ 現地視察の振返りについて 

 ○前回部会で、現地視察の意見等をいただきましたが、そこで意見が

あった広域避難所及び防災備蓄状況について、総務課より説明があ

りました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・市の防災備蓄品について、備蓄拠点から学校避難所に移していただ

きたい。また、地域での備蓄品の確保に対して学校などの場所を提

供してほしい。

⇒教育施設なので簡単にはいかないが、市の備蓄品については、可能

な範囲で少しずつ移している。

３ 防災・防犯講演会の振返りについて 

○事務局よりアンケート結果について説明があり、1 日目、２日目両日

とも多数の方から好評価をいただきました。

４ 次回（第７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１１月８日（水）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：平成３０年度自治協議会提案事業について 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６回会議 

開催日時 平成２９年１０月１２日（木）午前９時３０分～１１時３０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，藤丸委員，木村委員，加野委員，

鍋谷委員，佐野委員，高橋由紀子委員

[欠席：田中委員，五十嵐委員，近藤委員] 
【スポット参加】岩脇委員    計１０名

事 務 局 

西区健康福祉課長 

西区教育支援センター所長 

坂井輪地区公民館長 

坂井輪図書館 

西区地域課長 ほか２名 

主な議事 

１ 平成 30 年度特色ある区づくり事業について 

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２－

１，２－２及び資料３）」に基づき、事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として異議ない旨、意見集約を行いま

した。 

委員から出されたその他意見等は下記のとおり。 

＜資料２－１・２ 委員アイデア及び担当課の考え方一覧＞ 

《区企画事業》 

○アイデア③【健康寿命を伸ばすためのＰＲ活動】 

・マグネットシートなど可能な手法で取組みを進めていただきたい。

オートボディプリンターも期間限定のイベントなどに特に有効と考

えられるので，併せて検討いただきたい。 

○意見①【健診結果の見方説明会及び健康相談の開催について】 

・健康相談の実施にあたっては，多くの方が参加できるよう土日開催

など柔軟に対応していただきたい。 

・健診を受けない方，興味の無い方に如何に知らせるかが困難で重要

であり，印刷物による一方通行の発信だけでなく，民生委員など各

種団体や取組みとも連携しながら，地道な広報活動を期待する。 

○意見②【介護保険から新潟市の総合事業への移行の検証】 

・採算不良による撤退事業所が生じていると聞いており，しっかり検

証していく必要がある。 
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＜資料３ 平成３０年度特色ある区づくり事業事務局案＞ 

○整理番号１【西区健康応援事業】 

・H29 年度より要支援の方を対象に「幸齢ますます元気教室」なども

開始されたが，各種事業と連携を図り，高齢者の継続活動に繋がる

よう支援して欲しい。 

○整理番号２【あんしん・ふれあい・ささえあい事業】 

・小・中学生認知症サポーター養成事業はとても意義深い事業であ

り，地域教育コーディネーターにもお知らせするなど，是非各校で

推進して欲しい。 

・授業時間の制約もあるが，特に，中学生には行動の実践に繋がるよ

うカリキュラム内容をより充実してはどうか。 

○整理番号８【西区スポーツ健康プロジェクト】 

・高齢者・成人向け教室などは，コミュニティ協議会にも周知して，

参加者を募ってはどうか。 

○整理番号９【西区こども特派員】 

・ふるさとを知り郷土愛の醸成に繋がる事業であるので，実施時期の

再検討などにより参加者増加の工夫をして実施されたい。 

・こどもたちの作成した壁新聞を学校に掲示するなど効果的な周知を

お願いする。 

２ スポーツ鬼ごっこ西区Ｃｕｐの開催について

○３級ライセンス取得者ら実行委員は，当日９時に会場集合により運

営にあたることとしました。午後からの小学生大会の実施にあたって

は，各チームの誘導などきめ細かにフォローできるよう，その他部会

委員で可能な方は午後１時までに集合することとしました。

○小学生大会への参加状況について，チーム結成の動きはあるものの

正式エントリーがまだ無いことから，各委員が地域に持ち帰り，更な

る周知・働きかけを行うこととしました。

○一方で，事務局等を通じて，７人チームを結成するまでには至らな

いが，個人で参加したいとの希望が複数寄せられていることから，事

務局で意向をとりまとめ，チーム編成を行い参加いただくこととしま

した。

○学年がバラバラになるケースに対応し，保護者も参加できる「フレ

ンドリーマッチ」をプログラム内で実施することとしました。

３ その他 

（１）幸齢いきいき講演会の開催結果について 

○９月１７日及び１８日に行われた西区自治協議会発足 10 周年記念講

演会について，アンケート集計結果による振り返りを行いました。

○多くの方より好評価をいただき，次回部会において，自治協提案事

業の実施について検討することとしました。
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（２）第２回教育ミーティングの実施について 

○１０月本会前に実施する「第２回教育ミーティング」について，学

校側の出席を受けて，より議論を深められるよう意見交換を行いま

した。

 ○出席いただく学校側には，現在学校で取り組んでいること，困って

いること，地域にお願いしたいこと等をご披露いただけるよう，事

前に依頼することといたしました。

５ 次回（第７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１１月７日（火）午後３時～ 

場所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議題：平成 30 年度区自治協議会提案事業について 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６回会議 

開催日時 平成２９年１０月１０日（火）午後１時１５分～午後２時４５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 藤田委員 小林直起委員 坂井委員  計８名 

［欠席：中原委員 永吉委員 嘉藤委員 山川委員］

事 務 局 

西区農政商工課長 

西区建設課長補佐 

西区地域課長 

西区農政商工課 １名 

西区地域課 ３名 

主な議事 

１ 平成３０年度特色ある区づくり事業について

○９月本会で配布した「特色ある区づくり事業関係資料（資料２－

１、資料２－２、資料３）」に基づき事務局から説明がありました。 

○区役所企画事業の事務局案について、事業ごとに質疑応答と意見聴

取を行い、審議の結果、部会として異議ない旨、意見集約を行いま

した。 

○委員から出されたその他の意見等は下記のとおりです。 

＜資料３ 平成３０年度 特色ある区づくり事業 事務局案＞ 

○整理番号６【おいしい西区魅力発信事業】 

・レストランバスを活用した都市農村交流ツアーの企画にあた

り、市内の他交通事業者の活用等により、料金を安価に設定す

ることで更なる参加者の増加を図ることはできないか。 

○整理番号７【西区農産物ブランド拡大支援事業】 

・くろさき茶豆のＧＩ認定により、例年以上の生産量が必要と 

なり不足することもあったようなので、次年度以降は、需要に

応えられる生産量が確保されるよう検討いただきたい。 

・いもジェンヌの魅力をより一層発信いただきたい。 

○整理番号８【歩いて見つける！西区の宝おもてなし事業】 

  ・赤塚の観光ルートやまち歩きを検討する際に、自然景観に加え

て飲食店など「食」を活用することにより、魅力の向上を図る

ことはできないか。 

○整理番号９【西区農地再生サポート事業】 

   ・耕作放棄地は、雉等の動物が繁殖しており農作物に被害が出

ている状況もあるため、耕作放棄地対策を検討する際の参考

としていただきたい。 
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２ 商店街等活性化研究・実践事業について

 ○農政商工課より、内野地域商店街活性化ワーキングチームの会議内

容について報告があり、大学生が内野地域に求めていることを把握

するヒアリングの実施や、内野地域における情報発信についての検

討など、様々な取り組みを確認しました。

 ○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、次

回の「うちのＤＥこすぷれ」は、幅広いお客様の来場を期待してク

リスマスシーズンでの開催を目指し、内野駅前商店会が取り組むイ

ルミネーションとの連携等、より魅力あるイベントとなるよう検討

している旨、説明がありました。

３ 西地区の公共交通に関するニーズ調査について

 ○地域課より、区内西地区を運行する区バス（中野小屋ルート）、住民

バス（コミュニティ佐潟バス、内野上新町バス）に関するニーズ調

査の実施について説明がありました。今後、沿線の地域コミュニテ

ィ協議会のほか、交通を所掌する第３部会においてニーズ調査の調

査票案の確認を行うこととしました。

４ 次回（第７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１１月９日（木）午後３時００分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  議 題：平成３０年度自治協議会提案事業について 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６回会議 

開催日時 平成２９年１０月１１日（水）午後３時～午後４時３０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、大谷委員、渡辺美弥子委員、

小林直起委員、三富委員    計６名 

[欠席：寺瀬委員、五十嵐委員] 
事 務 局 西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 第 23 号の振り返り

○いただいた主なご意見及び部会での検討結果は下記のとおりです。

・高齢者が自立した日々を過ごすには健康が第一。健康寿命延伸は何よ

りの企画。

・前年度と比べると文字が細く、色が薄い。初校で業者から上がってき

たものよりも薄くなっている。初校と本納の紙を同じにするなど、業

者に改善方法を相談する。 

 ⇒次回、用紙についても検討することといたしました。 

２ 第 24 号の作成状況

○1/1 発行予定の広報紙第 24 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：鍋谷部会長、小林委員

・新年の挨拶

・西区特産物・観光地カレンダー写真

⇒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：大谷委員、三富委員、五十嵐委員、寺瀬委員

・記念講演会（9/17、9/18）の内容報告

 ⇒原稿を確認し、掲載写真を決定しました。

・ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（10/21、10/22）の実施報告

＜４面＞担当：佐野副部会長、渡辺委員、小林委員

・スポーツ鬼ごっこ西区 Cup の実施報告

・クロスワードパズル

・編集後記

３ 次回（第７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１１月１５日（水）午後３時～ 

場所：西区役所３階３０３会議室 

議題：第２４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７回会議 

開催日時 平成２９年１０月５日（木）午後３時～４時４５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

浅妻委員 佐野委員 

【スポット参加】寺瀬委員 小林邦太郎委員 五十嵐委員 

鍋谷委員 坂井委員    計１１名

[欠席：嘉藤委員] 

事 務 局 

西区地域課課長補佐 

坂井輪地区公民館 １名 

西区地域課 ２名 

委託業者 株式会社 アドメディック ２名 

主な議事 

１ 当日運営マニュアルについて 

○事務局から当日の運営及び進行について、マニュアルに基づいて説明

がありました。なお一人別のスケジュールを含む最終版マニュアルに

ついては、完成次第、事前に郵送することといたしました。

○当日、衆議院議員総選挙の投票所としても会場が使われることから、

看板や展示、駐車場の利用等についてスムーズに運営できるよう努め

ることといたしました。

２ プログラムについて

○当日配布プログラムの案について校正を行いました。

○また、アート展示部門については、校正を永吉部会長と嘉藤委員で行

うことといたしました。 

委員から出された主な意見は下記のとおりです。 

・曲名は見やすいようフォントを大きくするか、濃くした方が良

い。 

・網掛け部分については、文字が見やすいようになるべく色を薄く

した方が良い。 

・用紙の色は西区カラーのオレンジ系がいいのではないか。 

３ アンケートについて

○当日会場にて配布する来場者アンケートの修正案について最終確認を

しました。
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４ その他

〇アートクロッシングにいがた実行委員会と連携して実施する「西区ア

ートキャラバン」の実施について、事務局及び部会長より説明があり

ました。

５ 次回（第８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１１月１０日（金）午後３時～ 

場 所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議 題：アンケート結果について ほか 
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