
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８回会議 

開催日時 平成２９年１２月８日（金）午後３時～午後４時半 

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 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】岩脇委員  計１１名

[欠席：小林勉委員 田村委員] 

事 務 局 

西区区民生活課長 

西区建設課長 

西区総務課長 

西区地域課４名 

主な議事 

１ 平成 30 年度区自治協議会提案事業について 

（１）防犯・防災リーフレットの作成 

○前回会議において実施提案した防犯・防災リーフレットの作成につ

いて，検討を行いました。

○事務局より，防犯チラシについては，警察や区で作成しているものが

多数あり，また，新たな手口が出るたびに，チラシも次々新しいもの

が追加されると説明がありました。 

協議の結果，既存のチラシで有効な活用方法を検討する方が効率的と

いうことになり，自治協提案事業においては作成しないことといたし

ました。 

 ○防災リーフレットについて 

防災意識向上のため携帯できる防災リーフレットを作成し，全戸配布

することといたしました。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：防災リーフレットの作成 

内 容：防災意識向上のため，常に携帯していつでもどこでも見

ることができるリーフレットを作成する。形状はカード

型を検討。 

配布先：全戸配布 

委員から出されたその他意見は下記のとおり。 

・配布先については，防災に関心の低い方にも持っていただけるよ

う，全戸配布した方がよい。 

・名刺入れに入れられるように，なるべくコンパクトなカード型に

した方が持ちやすいのではないか。 
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・記載情報は多すぎない方が読んでもらえるのではないか。 

・高齢者にも読める文字の大きさにした方がいいのではないか。 

（２）特殊詐欺被害防止の講演会について 

○前回会議において実施提案することを決定した特殊詐欺被害防止の

講演会について，開催趣旨や日程等の検討を行いました。 

○開催時期は７月下旬または９月上旬とし，会場は西新潟市民会館又

は黒埼市民会館を候補として，同じく講演会を行う第２部会とも調

整を図りながら，講師日程を基に決定することとしました。 

○講師候補者については，現在２案ありますが，他に候補者がいたら

事務局へ提案することといたしました。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：特殊詐欺被害防止の講演会 

テーマ：地域の防犯意識の向上に繋がるような講演会を企画・開催

する。 

講 師：今後決定する。 

日 程：７月下旬または９月上旬頃（予定） 

２ その他

○事務局より「区内の犯罪発生状況」について報告がありました。

○次回部会において，新潟県西警察署の方をお呼びして防犯の勉強会

を開催することといたしました。

３ 次回（第９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３０年１月１６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８回会議 

開催日時 平成２９年１２月５日（火）午後３時～午後５時 

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，加野委員，鍋谷委員，佐野委員，

高橋由紀子委員          ［欠席：近藤委員］

【スポット参加】岩脇委員，下川委員，坂井委員 計１４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 

坂井輪図書館長 

西区地域課長 ほか２名 

主な議事 

１ 平成 30 年度西区自治協議会提案事業について 

（１）地域課題解決に向けた講演会について 

○前回会議において実施提案することを決定した地域課題解決のため

の講演会について，開催趣旨や日程等の検討を行いました。 

○地域課題として，大きく「支え合い（地域包括ケア）」「健康寿命の

延伸」「子育て支援」の３つが挙げられ，協議の結果，今年度は「健

康寿命の延伸」に向けて，できるだけ幅広い世代から関心を高めて

いただけるよう企画立案を進めていくこととしました。 

○開催時期は９月上旬とし，会場は西新潟市民会館又は黒埼市民会館

を候補として，同じく講演会を行う第１部会とも調整を図りなが

ら，講師日程を基に決定することとしました。 

○詳細なテーマ及び講師候補者については，次回会議までに各委員よ

り案を持ち寄り審議検討することといたしました。 

○事務局より，自治協で決定した同テーマにおいて，人口減少社会へ

の対応の観点から他政令市の取組みについて情報交換と検討を深め

る「本州東日本西区長サミット」との共催について提案があり，連

携して進めていくこととしました。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：健康寿命延伸に向けた講演会 

テーマ：健康寿命の延伸に向けて，実効性の向上に繋がるような講

演会を企画・開催する。 

講 師：テーマに沿って、今後決定する。 

日 程：９月上旬頃（予定） 
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その他：区が主催し，政令市西区長が集い意見交換と検討を行う

「本州東日本西区長サミット」との共催により実施する。

（さいたま市，横浜市，名古屋市，浜松市，新潟市） 

委員から出されたその他意見は下記のとおり。 

・子育て支援に繋がることをテーマとしたいが，忙しい子育て世代

に参加してもらうことは難しい。 

・テーマは，大きな課題である「健康寿命の延伸」として，高齢者

世代だけでなく，若い世代からも関心を持ってもらえるような切

り口で企画検討してはどうか。 

・例えば，笑いの視点であったり，孫育てが健康に繋がるといった

視点であったりも考えられるのではないか。 

（２）地域課題解決に向けた事業募集について 

○前回会議において実施提案することを決定した地域課題解決のため

の事業募集について，基本的仕組みを検討しました。 

○地域課題として募集するテーマや，スケジュールなどについて，他

の部会でも事業募集の意見が挙がっていることから調整を図り，次

回部会において，要項案作成を進めることとしました。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：地域課題解決に向けた事業募集 

趣 旨：健康づくりや子育て支援など，地域課題の解決に繋がる事

業を各地域コミュニティ協議会や各種地域活動団体から募

集し，協働して実施する。 

手法等：募集するテーマやスケジュール等については，今後具体的

な検討を行い，募集要項で決定する。 

委員から出されたその他意見は下記のとおり。 

・自治協として直接の事業実施が難しい分野で，頑張る団体を支

援・協働することができれば有意義である。 

・既存の地域活動補助金などと重複しないよう整理が必要である。 

・採択にあたっては，次年度以降の自発的，持続的活動に繋がって

いくような取組みが良いのではないか。 

２ その他

○次回，地域課題について委員間で意見交換を行うこととしました。

３ 次回（第９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３０年１月１２日（金）午後３時～ 

場所：西区役所３階 ３０３会議室 

  議題：平成 30 年度西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８回会議 

開催日時 平成２９年１２月７日（木）午後３時００分～午後５時１５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 

藤橋委員 永吉委員 藤田委員 小林直起委員 坂井委員 

計９名

［欠席：中原委員 嘉藤委員 山川委員］

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 平成３０年度自治協議会提案事業について

（１）西区の特産物・観光地カレンダー事業の中間評価について

○「西区の特産物・観光地カレンダー事業」の中間評価を実施し、審議

の結果、一層の内容充実を図り、継続して取り組むことで PR効果が
高まると考えられることから、次年度実施する事業として提案するこ

ととしました。 

○掲載写真の収集方法について検討を行い、従来の公募形式を改め、区

民の協力を得た若い感性を活かしたものにできることから、区内にあ

る高等学校写真部の学生に依頼することとし、調整を進めることとし

ました。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：西区の特産物・観光地カレンダー事業 

内 容：西区の特産物・観光地等の写真、キャラクターを用いたカ

レンダーを作成し、区内市公共施設やイベント等で配布す

ることで、特産物の消費や交流人口の拡大に繋げる。 

部 数：１３，０００部 

委員から出されたその他意見等は下記のとおり。 

・写真部の高校生への依頼が定着することにより、学生の意欲向上

にも繋がるのではないか。 

・大学生に依頼することも考えられるが、依頼先が増えることで各

校の掲載数が減少するため、まずは高校生を対象としてはどう

か。 

・別の掲載写真の収集方法として、カレンダー全体の統一感を創出

し、県外への PR 効果も期待できる西区かがやき大使越乃リュウ
氏に撮影を依頼することも有効である。 
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（２）商店街等活性化研究・実践事業について 

○前回の審議を踏まえ、次年度の事業検討にあたり、１２月４日（月）

に実施した内野町商店街活性化ワーキングチームとの意見交換につい

て、部会長・副部会長を始めとした参加委員より報告がありました。 

参加委員の報告内容は下記のとおり。 

・商店街活性化ワーキングチームは、内野に対して強い愛着と想い

を持った人たちがメンバーとなっているので、目指すべき方向性

が一層明確に定まり、そこに向かって取り組んでいくことで、よ

り活性化に資する集まりになると感じられた。 

・商店街活性化ワーキングチームは５月に発足し、現在はメンバー

の中で、地域の情報を盛り込んだイベントカレンダーや内野を訪

れた人に渡せるマップの制作など取り組んでみたい内容がでてき

たところである。 

・自治協議会としては、商店街活性化ワーキングチームの取り組み

を見守りながら、具体的に実施したい内容が定まったときに支援

できるような仕組みを用意できればよいと思われる。 

 ○報告内容を基に、次年度の商店街活性化への取り組みを検討し、審議

の結果、内野地域だけでなく、黒埼地域等にも支援できるよう、事業

募集を実施することとしました。 

○実施にあたっては、同じく事業募集を行う第２部会と調整を図り、次

回部会において、スケジュールや要項案作成を進めることとしまし

た。 

提案事業の概要は下記のとおり。 

事業名：地域課題解決に向けた事業募集 

趣 旨：商店街等活性化など，地域課題の解決に繋がる事業を各地

域コミュニティ協議会や各種地域活動団体から募集し，協

働して実施する。 

手法等：募集するテーマの詳細やスケジュール等については，今後

具体的な検討を行い，募集要項で決定する。 

２ 商店街等活性化研究・実践事業について

 ○平成２９年１２月１６日（土）で準備を進めていた「うちの DEこす
ぷれ」について、平成３０年１月１２日（金）から実施される西区ア

ートキャラバンとの連携や地域団体との協力により、効果的な集客が

期待できることから、期日を平成３０年１月１３日（土）に改めて準

備を進めることとしました。 

３ その他

○事務局より、区内西地区を対象とした区バス・住民バスに関するニー

ズ調査の調査票を、自治会・町内会長を通じて平成２９年１２月１５

日（金）から配布する旨説明がありました。 
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４ 次回（第９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３０年１月１１日（木）午後３時００分～ 

場 所：西区役所３階３０３会議室 

  議 題：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８回会議 

開催日時 平成２９年１２月４日（月）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 

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 

委託業者 株式会社 アステージ １名 

主な議事 

１ 第 24号の校正
○1/1発行の広報紙第 24号について校正を行いました。

委員から出された主な意見は下記のとおりです。

・１面について、写真をなるべく大きくするために枠線を細くしてほ

しい。また、あいさつ文等は、読みやすいように文字を囲んだり工

夫してほしい。

・２、３面について、柔らか味を持たせるために四角囲みの角を丸く

してほしい、など

２ 第 25号の企画
○3/31発行予定の広報紙第 25号の企画案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：鍋谷部会長、五十嵐委員

・新任委員から一言（西区への夢）

＜２～３面＞

 担当：大谷委員、三富委員、寺瀬委員

・第１部会の取組みや課題

・各部会の振返り

・「商店街活性化研究・実践事業」の実施報告

＜４面＞担当：佐野副部会長、渡辺委員、三富委員

・クロスワードパズル回答

・知っトクなっトク街のタネ

・うちのコミ協

・編集後記

３ 次回（第９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３０年１月１５日（月）午後３時～ 

場所：西区役所４階 対策室 

議題：第２５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９回会議 

開催日時 平成２９年１２月５日（火）午後１時半～午後２時半 

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     計６名

[欠席：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 平成３０年度西区自治協議会提案事業について 

（１）西区アートフェスティバル事業の中間評価について

○「西区アートフェスティバル」の中間評価を実施し、審議の結果、音

楽部門・アート展示部門ともに一層の内容充実に努め、西区全体の文化

風土を耕して区民の一体感を醸成するため、継続して取り組むことで

PR効果が高まると考えられることから、次年度実施する事業として提
案することとしました。 

事業名：第６回西区アートフェスティバル

内 容：音楽・芸能部門の発表及びアート作品の展示を行う。

会 場：黒埼市民会館

開催日：１０月２０日（土）、２１日（日）

（２）第６回西区アートフェスティバルについて 

○また、来年度の事業内容について、検討を行いました。 

主な検討結果は下記のとおりです。

・アート展示部門については、引続きアートクロッシングにいがた

との連携を継続していきたい。

・今年度好評だった，区内小学生の自由研究優秀作品展示の継続

 児童による作品紹介や苦労した点なども紹介していきたい。

・音楽部門については、出演団体を早期に決定していく。

２ その他 

○嘉藤委員制作の「糸と装飾展」について情報提供がありました。 

３ 次回（第１０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３０年２月９日（金）午後３時半～ 

  場 所：西区役所３階３０３会議室 

 議 題：平成２９年度自治協議会提案事業 事業評価書について
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