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１ 新宿区民会議委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前は承諾を得た方のみ掲載しております。 



第１分科会

氏 名 氏 名 氏 名

秋田　正人 石井　知子 伊藤　周作

井上　美那子 入道　修 上野　昭子

宇野　隆之 大内　三千代 大野　雅博

沖　洋子 荻生　万寿子 小津　真知子

小原　聖子 柏木　忠雄 片山　和恵

金山　さか江 亀井　昭彦 亀井　治子

木本　満智子 工藤　有子 小池　小夜子

香野　茜 小林　貞雄 小林　普子

酒井　志保 志塚　昌紀 陣出　勇人

末吉　和 髙山　俊達 田中　紳一郎

田谷　節子 野尻　信江 野原　剛

野間口　佳子 長谷川　久美子 布施　尚子

松田　拓也 三浦　真津美 宮内　篤志

森田　千史 門馬　乙魅 柳原　良枝

山田　幸恵 吉川　ゆり子 義村　貞純

渡辺　翠

（５０音順）



第２分科会

氏 名 氏 名 氏 名

足立　芳枝 雨宮　清子 荒井　恵子

飯野　毅與志 池田　敦子 石井　ちゑ子

井田　ヨネ 伊東　壽子 井上　陽一

岩田　明子 大野　俊子 大森　雅彦

大山　陽通 小川　和孝 小野　高敏

加藤　博司 加藤　牧子 加藤木　桜子

金山　さか江 金子　鮎子 刈谷　裕

川井　博 河野　秀子 河野　怜子

川俣　とし子 木全　金恵 貴家　未早央

吉良　宮子 国井　幸子 肥沼　哲

小林　恒也 小林　浩司 小峯　惠美子

坂口　忠雄 佐藤　和子 佐藤　久美子

佐藤　由美子 柴田　敏子 ジバナンダ・ゴーシュ

鈴木　庸子 関　郁子 関口　桂子

高田　保雄 武田　栄子 武田　安司

田中　利裕 田辺　麗子 土澤　満子

寺本　雅夫 藤乗　たみ代 南雲　恒芳

西野　昌子 野口　京子 長谷川　教子

長谷川　弘 花山　国雄 早川　眞由美

藤田　裕保 古川　圭吾 古川　慎二

古澤　節子 本庄　有由 鱒沢　信子

三浦　礼子 萬谷　耕造 南　定四郎

村田　芳子 室伏　進 森　久子

森　万見子 山口　幸子 山崎　憲子

山本　恭子

（５０音順）



第３分科会

氏 名 氏 名 氏 名

赤松 彰利 秋野　鐡好 浅井　春夫

浅沼　寿和 荒木　喜美子 石井　秀明

石川　博明 伊藤　隆文 伊藤　衛

岩崎　京子 江原　幸壱 大久保　光明

大塚　巌 大西　秀明 小沢　徹

小澤　暢夫 柿原　滋 梶原　保子

金山　さか江 鎌田　利定 亀井　潤一郎

川口　眞雄 木本　幸雄 窪田　征夫

小林　八郎 小林　正幸 小山　隆

里見　見千子 島　明弘 清水　雄二

杉森　登 高田　浩 高梨　敬子

高野　健 滝沢　紀美子 田代　博

立川　吉彦 田中　利明 玉野　惠美子

辻　英太 中島　弘人 中村　寛一

芳賀　真理子 花岡　寛 林　健彦

樋木　唯史 日比野　正寿 古沢　謙次

古沢　節子 堀　郁夫 前田　浩資

松田　美和 松本　和世 丸山　武

村中　弘二 望陀　宣夫 森田　秀夫

矢島　嘉代 安井　潤一郎 山下　馨

大和　涼子 湯峰　誠 吉田　香耶

吉田　拓生 吉田　秀男 和田　総一郎

和田　弘 渡邉　一江

（５０音順）



第４分科会

氏 名 氏 名 氏 名

石塚　温美 板本　由恵 伊藤　清和

犬塚　裕雅 岩本　美枝 植木　康雄

遠藤　優 小野　幾代 小野　瑞穂

嘉藤　千香子 金山　さか江 神野　誠雄

上林　和雄 菊池　芳 倉田　雅人

小宮　徳明 佐々木　好子 佐藤　鶴次郎

渋谷　知世子 園田　万里子 高木　美穂子

田中　増穂 田中　光春 友永　陸子

永井　祐二 中上　政雄 奈須野　稔久

野沢　仁子 針生　朱美 平井　満智子

藤坂　明子 俣野　政弘 宮城　和子

森田　政江 森本　忍 八代　みゆき

山口　クスエ 山田　勇 山梨　奄子

山本　富枝 吉川　信一 渡辺　翠

（５０音順）



第５分科会

氏 名 氏 名 氏 名

相原　邦康 浅見　美恵子 蟻川　滋

出井　猛 伊藤　洋一 岩井　泰樹

榎本　繁夫 小木曽　みどり 荻野　善昭

金澤　誠 金山　さか江 草深　昭雄

栗原　朗子 斉藤　源久 佐々木　慎一

佐藤　勇 髙橋　勝 田中　憲一郎

田村　真理子 出川　達郎 寺田　弘

那須　良郎 鍋島　照子 櫨山　博文

初鹿 真一 花岡　寛 馬場　章夫

林　裕照 平野　信之 平松　南

福島　明夫 星野　友子 水田　勝博

峯村　文子 村中　弘二 八木　和美

矢嶋　道雄　 屋代　眞 安田　保子

吉江　淑子

（５０音順）



第６分科会

氏 名 氏 名 氏 名

浅川　智仁 阿部　昭雄 安部　芳枝

李　承珉 石田　健太郎 稲葉　佳子

入江　雅子 上田　尚子 植村　唯以

大竹　由美子 尾上　好美 角保　恵喜

梶村　勝利 金山　さか江 鎌田　静子

川上　大三 河村　寛二 木下　美幸

木村　一男 木村　妙子 木村　吉男

後藤　浩二 小西　篤夫 小宮　一夫

斎藤　敏雄 崎田　裕子 佐藤　千枝子

下出　誠 鈴木　慶造 鈴木　幸展

高木　知未 高野　健 高橋　喜久江

髙橋　康夫 滝沢　孝嘉 竹内　妙子

竹折　冨美子 田谷　亮司 立花　典子

谷端　一男 豊村　泰彦 中山　一郎

西村　美智代 西山　利光 橋本　正敏

樋口　蓉子 福永　玄弥 藤原　佐喜子

本堂　正樹 前田　興資 益田　照夫

松村　豊人 松本　サチ子 三河　明

三科　秀海 森田　忠幸 森田　優子

谷ヶ崎　健二 山内　偉生 山内　浩惠

山本　重幸 渡辺　芳子

（５０音順）



学識委員

全体取りまとめ

寄本　勝美

第１分科会

汐見　稔幸 杉山　千佳

第２分科会

成富　正信 岩崎　雅美

第３分科会

卯月　盛夫 窪田　亜矢

第４分科会

輿水　肇 吉野　敏行 吉田　賢一

第５分科会

廣江　彰 橋本　英重

第６分科会

三田　啓一 伊藤　和良 土屋　耕平



 

 

 

 

 

 

２ 新宿区民会議委員一口メモ 
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３ 新宿区民会議活動の記録 

 

 



 
月　日 回

17.6.18 第1回 委員の自己紹介

17.7.8 第2回 次世代育成支援計画の概要説明/第１回グループ分け

の環境Ｇ」「小・中学生Ｇ」「乳幼児Ｇ」の６グループ

17.7.22 第3回 子育て現場からの報告(ゆったりーの・戸山プレーパーク)　　グループ討議

17.8.3 グループ活動 青少年Ｇ　　杉並区児童青少年センター「ゆう杉並」を見学

17.8.9 第4回

17.8.22 第5回

17.9.9 グループ活動

17.9.13 第6回

17.9.14 グループ活動 小・中学生Ｇ　　四谷第四小学校訪問

17.9.15 グループ活動 小・中学生Ｇ　　落合第一小学校訪問

17.9.16 グループ活動 小・中学生Ｇ　　大久保小学校訪問

17.9.17 グループ活動 小・中学生Ｇ　　落合第一小学校　おやじの会見学

17.9.21 グループ活動

17.9.22 グループ活動 小・中学生Ｇ　　余丁町小学校訪問及び四谷第六小学校訪問

17.9.26 第7回

17.9.29 グループ活動 小・中学生Ｇ　　小学校長会代表との意見交換会

　　　　　　　　　　　西戸山小学校訪問及びグループ討議

17.10.2 グループ活動 青少年Ｇ　グループ討議

17.10.5 グループ活動 青少年Ｇ　　榎町児童センターの中高生会議の見学

17.10.11 グループ活動 青少年Ｇ　グループ討議

17.10.13 グループ活動 子育てのための環境Ｇ グループ討議

17.10.14 グループ活動 小・中学生Ｇ　グループ討議

17.10.17 グループ活動 親への支援Ｇ・乳幼児Ｇ・青少年Ｇ　　各グループ討議

17.10.18 グループ活動 小・中学生Ｇ　グループ討議

17.10.20 第8回

17.10.31 第9回

17.11.7 グループ活動 地域の中での子育てＧ　グループ討議

17.11.8 グループ活動 小・中学生Ｇ　市谷小学校道徳授業地区公開講座見学

17.11.10 第10回

17.11.15 グループ活動 親への支援Ｇ　グループ討議

17.11.21 第11回

17.12.1 第12回

17.12.13 第13回

「乳幼児・小学生Ｇ」「中学生・高校生・青少年Ｇ」「親への支援Ｇ」

18. 1.10 第14回

18. 1.21 勉強会

18. 1.23 グループ活動 親への支援Ｇ　グループ討議

18. 1.26 第15回

18. 2.1 起草部会 中間発表会の起草委員による討議

18. 2.6 起草部会 中間発表会の起草委員による討議

18. 2.9 第16回

18. 2.14 起草部会

18. 2.16 第17回
18. 3.1 第18回 中間発表会の反省及び今後に向けて
18. 3.16 第19回

中間発表会のリハーサル

中間発表会の発表資料の討議

各グループ(６グループ)からレポートの要点発表及び質疑応答

中間発表会に向けたグループ再編成・新グループによる討議　

中間発表会に向けたグループ討議

中間発表会に向けたグループ討議

　第1分科会活動記録

中間発表会の起草委員による討議

グループ討議・地域の中での子育てＧ発表及び質疑応答

内　　容

グループ討議の発表準備

グループ討議

グループ討議

「地域の中での子育てＧ」「青少年Ｇ」「親への支援Ｇ」「子育てのため

　乳幼児Ｇ　　区内乳幼児施設を見学　(マミーズハンド神楽坂⇒榎町児童
センター⇒薬王寺児童館⇒愛日幼稚園⇒ゆったりーの)

乳幼児Ｇ　　区内乳幼児施設を見学　(新宿成子坂愛育園⇒淀橋幼稚園⇒
北新宿第一保育園⇒北新宿第一児童館⇒北新宿第二保育園)

青少年Ｇ発表及び質疑応答　　親への支援Ｇ発表及び質疑応答　　子育て
のための環境Ｇ発表及び質疑応答

第１分科会と子育てＮＰＯとの勉強会 (子育て支援のひろばづくりとＮＰＯの
マネジメントについて)

グループ発表のレポート作成

グループ発表のレポート作成

小・中学生Ｇ発表及び質疑応答　　乳幼児Ｇ発表及び質疑応答

従前の検討内容から不足している項目について討議



18. 3.23 グループ活動 子どもの権利G　グループ討議
18. 3.28 グループ活動 教育G　グループ討議
18. 4.6 第20回
18. 4.11 グループ活動
18. 4.14 グループ活動
18. 4.17 グループ活動
18. 4.19 グループ活動
18. 4.19 座談会 企業の方をお呼びして働き方の見直しについての意見交換
18. 4.20 グループ活動
18. 4.21 第21回
18. 4.24 グループ活動
18. 4.26 グループ活動
18. 5.8 第22回
18. 5.8 グループ活動 提言内容の整理
18. 5.15 第23回
18. 6.9 第24回

従前の検討内容から不足している項目について討議
教育G　中学校訪問
教育G　中学校訪問
教育G　中学校訪問
教育G　中学校訪問

教育G　中学校訪問
テーマ（中項目）の整理について

提言書の報告、発表内容について

教育G　中学校訪問
教育G　中学校訪問
提言書案の確認について

提言書案の確認について



 
月　日 回
17.6.18 全体会・第１回 第１部　全体会　　第２部　分科会　委員の自己紹介　今後の検討の進め方
17.7.9 第２回 検討テーマの確認
17.7.27 第３回

17.8.13 第４回
17.8.24 第５回
17.9.6 第２分科会世話人会
17.9.10 第６回
17.9.28 第７回

17.10.5 第２分科会世話人会
17.10.8 第８回

17.10.26 第９回

17.11.9 第２分科会世話人会
17.11.12 第10回

17.11.16 第２分科会勉強会
17.11.30 第１１回

17.12.7 第２分科会世話人会
17.12.10 第12回
17.12.21 第13回

18.1.11 第２分科会世話人会
18.1.14 第14回
18.1.25 第15回
18.1.31 第２分科会世話人会
18.2.9 第２分科会世話人会
18.2.11 第16回
18.2.15 第２分科会世話人会
18.3.1 第２分科会世話人会
18.3.2 第17回
18.3.22 第18回

18.4.5 第２分科会世話人会
18.4.8 第19回

18.4.19 第２分科会世話人会
18.4.26 第20回

18.5.10 第２分科会世話人会
18.5.13 第21回
18.5.17 第２分科会世話人会
18.5.25 第22回
18.6.7 第２分科会世話人会
18.6.10 第23回

最終提言発表について
テーマ「最終提言発表について」

「最終提言」について

５月分科会の進め方及び「最終提言」について

「最終提言」について
テーマ「最終提言」　提言文案の検討

テーマ「最終提言」　「介護」「生きがい」「バリアフリー」に分かれて提言内容
の検討

テーマ「最終提言」　提言文案の検討

２月分科会の進め方及び「中間発表会」について

テーマ「中間発表」　検討状況の整理
テーマ「中間発表」　検討状況の整理

テーマ「バリアフリー」　グループ討議　課題の整理
テーマ「バリアフリー」　障害者インターンシップ、ホームレスの自立支援等
に関する推進計画について説明の後、グループ討議

テーマ「生きがい」　グループ討議　検討のまとめ

１２月分科会の進め方について

１月分科会の進め方及び「中間発表会」について

「中間発表会」について

　第２分科会活動記録

内　　容

テーマ「介護」　グループ討議　全体の整理
テーマ「生きがい」　学識委員によるレクチャー

テーマ「介護」　新宿区介護保険課長　講演
　　　　　　　　　　グループ討議
テーマ「介護」　グループ討議
テーマ「介護」　グループ討議　課題の整理

テーマ「バリアフリー」　ゲストスピーカー（新宿区障害者就労福祉センター
ＮＰＯ代表　新宿区保健師）のお話を伺う

９月分科会の進め方について

次期介護保険事業計画勉強会

　　　　　　　　　　　　　グループ討議

テーマ「生きがい」　ゲストスピーカー（区内在住高齢者　ＮＰＯ代表　高齢
者クラブ理事）のお話を伺う

　　　　　　　　　　　　　グループ討議

テーマ「バリアフリー」　学識委員によるレクチャー　グループ討議　検討の
方向性

１０月分科会の進め方について

１１月分科会の進め方について

テーマ「生きがい」　団塊の世代の考え方、区施設の活用状況の説明

テーマ「中間発表」　報告内容の確認

テーマ「最終提言」　最終提言のまとめかたについて検討
テーマ「最終提言」　「介護」「生きがい」「バリアフリー」に分かれて提言内容
の検討

テーマ「最終提言」　「介護」「生きがい」「バリアフリー」に分かれて提言内容
の検討

「中間発表会」について
３月分科会の進め方について

４月分科会の進め方及び「最終提言」について



 
月　日 回

17.6.18 第1回 委員の自己紹介

17.7.7 第2回 基本構想、基本計画、都市マスタープランについて

17.7.21 第3回 学習会①　歩きたくなるまち新宿～まちづくりグランドデザイン～

　　　　　　　新宿区の景観計画について

まち歩きの検討

17.8.2 第4回 学習会②　新宿の住宅と住環境について

まち歩きの検討

17.8.25 第5回 学習会③　災害に強い安全・安心なまちづくりについて

まち歩きの検討

17.9.3 まち歩き まち歩き①　新宿駅周辺地域

17.9.6 第6回

「公共空間を市民の手に取り戻そう！（道路編）」講話

今後のスケジュール（第２・３ステップ）について

まち歩きについて

17.9.10 まち歩き まち歩き②　四谷地域

17.9.17 まち歩き

17.9.22 第7回 学習会⑤　都市のみどりとエコロジーについて

まち歩きについて

17.9.24 まち歩き

17.10.1 まち歩き

17.10.4 第8回

「神楽坂の歴史と文化のまちづくり」講話

第２ステップへ（今後のテーマ検討）

まち歩きについて

17.10.8 まち歩き

17.10.15 まち歩き

17.10.20 第9回

17.11.1 第10回

17.11.14 グループリーダー会議

17.11.24 第11回

17.12.6 第12回

17.12.22 第13回

18.1.10 第14回

18.1.16 グループリーダー会議

18.1.26 第15回

18.1.31 グループリーダー会議

18.2.7 第16回

18.3.7 グループリーダー会議

18.3.18 グループリーダー会議

18.3.23 第17回

18.4.4 第18回

18.4.11 第19回

第２ステップへ（今後のテーマについて）

発表を踏まえて今後のまとめ方の検討

　土地の記憶の再生と創造（文化・歴史、みどり・河川、景観、超高層）

テーマ別グループ発表

中間発表会に向けて、テーマ別グループ討議

中間発表会及び今後の進め方について

中間発表会に向けての報告書のテーマ出し・まとめについて

提言までの今後の進め方について

まち歩き⑤　落合地域

テーマ別グループ討議

　くらしを守り、いのちを育てる（住宅・住環境、防災・安全・安心、公園、
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共施設）

提言のまとめ　テーマ１

提言のまとめ　テーマ２

まち歩き⑥　戸塚地域

学習会⑥　文化・歴史を活かしたまちづくりについて

提言までの今後の進め方について

検討テーマについて（グループ分け）

中間発表会に向けてのグループ調整について

中間発表会までの進め方（まとめ方）について

提言まとめのイメージ及び今後のスケジュールについて

中間発表会での意見・提案等の集計結果について

テーマ別グループ討議

　第３分科会活動記録

テーマ別グループ討議

内　　容

学習会④　都市基盤の整備と交通バリアフリーについて

今後の分科会の進め方について

まち歩き発表会

まち歩き③　大久保・柏木地域

まち歩き④　箪笥・榎地域

今後のスケジュール及び各グループリーダー等の選出

まち歩き⑦　若松地域



18.4.20 第20回

18.5.9 第21回

18.5.18 第22回

18.6.6 第23回
　

提言のまとめ　テーマ３・４

提言書(最終確定）の報告

提言書のまとめ（最終）について

提言のまとめ（テーマ１～４）

　楽しもう新宿（道路・交通・公共空間、賑わい・活性化・情報化）
　われらの新宿（参加・協働・自治・分権・財源）



 
月　日 回

17. 6.18 全体会・第1回 第１部　全体会　　　　第２部　分科会　委員の自己紹介、ワークショップ体験

17. 7.8 第2回 ビデオ鑑賞

17. 7.30 第3回

17. 8.5 班長会議 分科会の進め方

17. 8.12 第4回

課題ごとのグループ分け（６班）

17. 8.27 第5回

グループ討議（現状と課題の把握④、グループごとにリーダー等の選出）

17. 9.8 第6回

環境に対する企業の取り組み（東京ゼロックス）の説明、グループ討議

17. 9.24 第7回

グループ討議（各グループの活動方針等）

17. 9.30 班長会議

17.10.7 第8回 各グループ視察報告（温暖化チーム、資源循環チーム）

グループ討議

17.10.14 班長会議

17.10.23 第9回

各グループ視察報告（環境と美化チーム、環境教育チーム）、グループ討議

17.10.28 班長会議

17.11.5 第10回

中間発表会WG委員の選出、グループ討議

17.11.11 班長会議

17.11.25 第11回

グループ討議

17.12.2 班長会議

17.12.9 第12回

17.12.9 班長会議

17.12.23 第13回

17.12.23 班長会議

18. 1.13 第14回

18. 1.20 班長会議

18. 1.27 第15回

18. 1.31 班長会議

18. 2.10 第16回

18. 2.14 班長会議

18. 2.19 第2回全体会

18. 2.24 第17回

18. 3.3 班長会議

18. 3.10 第18回 中高生環境会議の説明、グループ討議

18. 3.13 班長会議

18. 3.25 第19回 グループ討議（論点整理）

18. 4.3 班長会議

18. 4.7 第20回 グループ討議（論点整理）

18. 4.13 班長会議 提言のまとめの検討

18. 4.22 第21回 グループ討議（提言のまとめ整理）

18. 4.22 班長会議 提言のまとめの検討

18. 5.12 第22回 グループ討議（提言案の確認）

18. 5.12 班長会議 提言のまとめの検討

18. 5.16 班長会議 提言(案）の確認、編集部会報告、審議会委員の推薦

　第4分科会活動記録

環境に対する企業の取り組み（小田急百貨店）の説明

内　　容

都市マスタープランとグランドデザインの説明

環境基本計画、環境白書、みどりの基本計画等の説明、質疑

グループ討議（区の環境の特徴を考える～現状と課題の把握③ ）

グループ討議（区の環境の特徴を考える～現状と課題の把握①）

グループ討議（区の環境の特徴を考える～現状と課題の把握②）

リーダー（世話人）の信任

中間発表会に向けた整理・リハーサル、グループ討議

環境に対する企業の取り組み（東京電力）の説明

中間発表会に向けた整理、グループ討議　

中間発表会に向けた整理、グループ討議　

中間発表会に向けた整理、グループ討議　

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

環境に対する企業の取り組み（東京ガス）の説明

グループ討議（中間発表会に向けた整理）

エコマネーの説明

中間発表会

各グループ視察報告（資源循環・環境教育・緑化・温暖化チーム）

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

各グループの進捗状況の発表、分科会の進め方

提言のイメージ、分科会の進め方

論点の整理、提言のワーキンググループについて

提言に向けたテーマ設定、分科会の進め方



18. 5.27 第23回 審議会委員の選任、提言案の確認、提言発表会の進め方

18. 5.27 班長会議 提言発表会の進め方

18. 6.2 第24回 提言発表会の進め方

月　日 グループ

17. 9.22 環境と美化チーム グループ討議（まち美化について）

17.10.10 環境と美化チーム

17.10.15 環境と美化チーム 月島、佃島見学

17.11.18 環境と美化チーム

17.12.16 環境と美化チーム

17. 8.30 資源循環チーム グループ会議（今後の進め方について）

17.10.3 資源循環チーム

17.10.16 資源循環チーム 杉並区の廃プラスチック収集効果の取材（高井戸環境博）

17.10.24 資源循環チーム 杉並区の廃プラスチック収集の見学

17.11.8 資源循環チーム グループ討議（家庭ごみ有料化について）

17.12.8 資源循環チーム

17. 9.24 温暖化チーム

17. 9.30 温暖化チーム

17.10.5 温暖化チーム

17.10.25 温暖化チーム

17.11.11 温暖化チーム

17. 9.16 緑化チーム

17. 9.19 緑化チーム

17.10.3 緑化チーム

17.10.9 緑化チーム

17.10.18 緑化チーム

17.11.4 緑化チーム 白銀公園ほかの見学、ミーティング

17.11.21 緑化チーム 神田川流域（飯田橋～高田馬場）の見学、ミーティング

17.11.23 緑化チーム 神田川流域（山手通り～高田馬場）の見学、ミーティング

17.12.6 緑化チーム

17.12.18 緑化チーム 妙正寺川流域（哲学堂公園、おとめ山公園ほか）の見学

17.12.25 緑化チーム グループ討議（グループのまとめ）

18. 1.23 緑化チーム グループ討議（グループのまとめ）

18. 2.17 緑化チーム 中間発表会の準備・打ち合わせ

18. 3.24 緑化チーム グループ討議（今後の進め方について）

18. 4.4 緑化チーム 第3分科会との討議（みどり・公園について）

18. 4.12 緑化チーム グループ討議（提言の最終とりまとめについて）

18. 4.23 緑化チーム グループ討議（提言の最終とりまとめについて）

18. 5.6 緑化チーム グループ討議（提言の最終とりまとめについて）

17. 9.16 Eco-Ecoチーム グループ討議（環境と経済活動に関する懇談会）

17. 9.15 環境教育学習チーム グループ討議

17.10.1 環境教育学習チーム 四谷小学校見学、グループ討議

17.10.20 環境教育学習チーム

17.10.23 環境教育学習チーム

17.10.29 環境教育学習チーム グループ討議

18. 1.6 環境教育学習チーム グループ討議

18. 2.11 環境教育学習チーム 全国学校ビオトープ2005発表見学（オリンピック記念青少年総合センター）

18. 2.25 環境教育学習チーム まち美化シンポジウム参加

18. 3.21 環境教育学習チーム グループ討議

18. 4.13 環境教育学習チーム 新宿環境学習情報センター訪問

グループ討議（防犯、外国人について）

グループ討議（まち美化のまとめ）

歌舞伎町の事業系ごみ収集の見学

グループ討議（今後の進め方について）

目黒区のステーション収集方式の取材

グループ討議（温暖化、高齢者とエネルギーの関係について）

新宿区地域冷暖房センターの見学、区職員との意見交換

グループ討議（温暖化、高齢者とエネルギーの関係について）

ビオトープ見学（津久戸小学校、余丁町小学校）

街並み見学ツアー（落合～高田馬場～戸山～大久保～新宿）

グループ討議（今後の進め方について）

グループ討議（今後の進め方について）

西戸山公園ほかの見学、ミーティング

四谷地区の公園（四谷駅～神宮外苑～新宿御苑）見学、ミーティング

エコアクションプランの枠組みの検討

板橋区ヒアリング

グループ討議（今後の進め方について）

グループ討議（まち美化について）

内　　容

　第4分科会・グループ活動記録



 
月　日 回

17.6.18 第1回全体会

17.7.6 第2回

17.7.21 第3回

17.8.8 第4回

17.8.26 第5回

17.9.2 第6回

17.9.12 第7回

17.10.17 第8回

17.10.24 第9回

17.11.7 第10回

17.11.25 第11回

17.12.5 第12回

17.12.7 自主活動

17.12.15 第13回

17.12.26 グループ活動

18.1.12 第14回

18.1.18 グループ活動

18.1.24 第15回

18.1.31 グループ活動

18.2.2 臨時検討会

18.2.3 第16回

18.2.5 臨時検討会

18.2.9 自主活動

18.2.16 第17回

18.3.7 第18回

18.3.24 第19回

18.3.29 臨時検討会

18.4.4 臨時検討会

18.4.10 第20回

18.4.25 第21回

18.5.8 第22回

18.5.15 第23回

18.5.18 臨時検討会

18.6.5 第24回 提言のまとめ、確認

区より基本構想、基本計画の説明、区民委員作成資料の発表及び意見
交換

区より「都市マスタープラン」、「歩きたくなるまち新宿」、「産業を基軸とした
観光ルートにおける観光関連調査報告書」の説明、区民委員作成資料の
発表及び意見交換

第９回の内容を素材にグループワーク

「歩きたくなるまち新宿」を素材にして、グループワーク

中間発表会に向けて、素案づくり

　第５分科会活動記録

内　　容

今後の進め方、作業スケジュールについて意見交換

「文化」について、グループワーク

委員一人ひとりを知ることを目的に、話し合いの素カードを題材にしてグ
ループワーク
「産業」、「文化」、「観光」、「産業、文化・観光の全般」の４つの分野に分か
れて、グループワーク
「文化」、「商店街」、「地場産業」について、区民委員の発表及び意見交換

「まちづくり」、「地域の図書館」、「商店街と地域の連携」について、区民委
員の発表及び意見交換

第１部　全体会　　　　第２部　分科会　委員の自己紹介

「歩きたくなるまち新宿」を素材にして、グループワーク

「歩きたくなるまち新宿」を素材にして、グループワーク

中間発表会に向けて、グループワーク

中間発表会に向けて、検討内容の整理、討議

中間発表会に向けて、グループワーク

「音楽活動」オーケストラ演奏会見学

中間発表会に向けて、グループワーク

提言に向けて、区民委員より具体的な発表及び討議

提言素案の検討、討議

提言に向けて、項目の整理、検討

「音楽活動」オーケストラリハーサル見学

提言素案の検討、討議

中間発表会に向けて、グループワーク

中間発表会に向けて、素案検討

提言素案の検討、討議

中間発表会に向けて、素案づくり

提言に向けて、項目の整理、検討

提言に向けて、項目の整理、まとめ

提言に向けて、項目の整理、まとめ

中間発表会のリハーサル

中間発表会の感想反省、提言に向けた今後の進め方について



月　日 回

17.6.18 第1回

17.7.8 第2回

17.7.16 第2回フォロー会議

17.8.6 第3回

17.8.10 第3回フォロー会議

17.8.20 第4回

17.9.3 第5回

17.9.7 第5回フォロー会議

17.9.17 第6回

17.10.1 第7回

17.10.1 第１回運営委員会

17.10.5 第２回運営委員会

17.10.15 第8回

17.10.15 第３回運営委員会

17.10.29 第４回運営委員会

17.11.5 第9回

17.11.5 第５回運営委員会

17.11.19 第10回

17.11.19 第６回運営委員会

17.11.19 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

17.12.3 第11回

17.12.3 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

17.12.3 第７回運営委員会

17.12.17 第12回

17.12.3 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

17.12.17 第８回運営委員会

17.12～１8.1 起草委員打ち合わせ会

18.1.21 第13回

18.1.21 運営委員、学識委員打ち合わせ会

18.1.21 第９回運営委員会

18.2.4 第14回

　第６分科会活動記録
内　　容

「多文化共生」について班別検討。レポートの作成。

第５回会議に出席できない方を対象とした同様の会議

「地域安全」について、学識委員、区、区民委員からレク
チャー。新しい班編成による検討。運営委員会設置の検討。

第2回会議に出席できない方を対象とした同様の会議

運営方針、会議開催方法についての検討。
班構成後に自己紹介。KJ法による５つの検討分野「協働・参
画」「コミュニティ」「自治制度」「地域安全」「多文化共生」の総
論検討。

第2回会議に引き続き検討。発表の準備。

第３回会議に出席できない方を対象とした同様の会議

全11班による検討内容の発表。都市マスタープランなど区か
らの説明。

運営委員の役割、選出方法などの検討。班ごとのテーマ検討。

運営委員会の設置。「多文化共生」について、区及び区民委
員（NPO団体、外国人）からの報告を受け、質疑。

「地域安全」について班別検討。レポートの作成。

分科会リーダー及びサブリーダーの選出。「多文化共生」及
び「地域安全」の班別レポートに基づき、検討。

座長の選出、運営委員会の運営方針などの検討。

区の事例報告に基づき、「協働・参画」、「コミュニティ」の事例
検討。学識委員からの講義及び班別検討。中間発表WGの
選出。

分科会検討テーマ別の起草委員の選出。「協働・参画」、「コ
ミュニティ」の班別検討。

中間発表会に向けた、「多文化共生」、「地域安全」の起草原
稿の班別チェック。

中間発表会の内容についての確認。「多文化共生」、「地域
安全」の修正後の起草原稿のチェック。

起草委員も参加し、分科会のテーマ検討のまとめ方の再確
認。起草委員と学識委員の打ち合わせ、中間発表会運営の
役割分担など検討。

当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

今後の進め方、次回分科会の内容の検討など。

次回分科会のテーマ、分科会運営の課題、分科会全体会と
班別自主活動の位置づけなど検討。

会議運営の課題整理、次回分科会の内容など

中間発表会ＷＧ報告、最終提言に向けた分科会の意見の取
りまとめ方法と役割分担の検討、次回分科会の開催と懇親会
の開催、「地域安全」「多文化共生」の各班レポートの共有化

次回分科会の内容、各班の進捗状況、各班の検討内容と提
言の結び付けなど検討。

分科会リーダー、サブリーダーの選出方法、次回分科会の内
容、今後のスケジュールなど検討

起草委員も参加し、分科会のテーマ検討のまとめ方、スケ
ジュールや役割分担等の検討。



18.2.4 運営委員、学識委員打ち合わせ会

18.2.4 第１０回運営委員会

18.2.8 第１１回運営委員会

18.3.1 第１２回運営委員会

18.3.4 第15回

18.3.4 運営委員、学識委員打ち合わせ会

18.3.4 第１３回運営委員会

18.3.18 第16回

18.3.18 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.3.18 第１４回運営委員会

18.3.30 第１５回運営委員会

18.4.1 第17回

18.4.1 運営委員、学識委員打ち合わせ会

18.4.1 第１６回運営委員会

18.4.15 第18回

18.4.15 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.4.15 第１７回運営委員会

18.4.22 第19回

18.4.22 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.4.22 第１８回運営委員会

18.4～１8.5 起草委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.5.6 第20回

18.5.6 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.5.6 第１９回運営委員会

18.5.13 第21回

18.5.13 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.5.13 第２０回運営委員会

18.5.20 第22回

18.5.20 運営委員、学識委員打ち合わせ会 当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

18.5.20 第２１回運営委員会

18.6.3 第23回

18.6.17 第24回

その他 各班（最大11班）ごとの月１～２回の活動、個別の施設調査などの活動については省略しております。

「コミュニティ」「協働・参画」「自治制度」について、学識委員
の作成資料の説明と質疑、班別検討。

当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

自治・自治制度の説明、班別検討方法の検討、中間発表会
意見カード報告など

起草委員も参加し、テーマに関する学識への質疑応答、中
間発表資料の班別検討の共有化など

中間発表会リハーサル

学識委員説明、第19回会議の発表方法の確認、次回会議の
進め方、起草原稿のチェック方法など

当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

区民会議全体としての提言作成に向け、ボリュームや構成に
関わるテーマ設定提出案の検討。検討テーマについて班別
検討。

「多文化共生」「地域安全」について、中間発表時【重要であ
り、さらに議論が必要と思われる意見項目】の詰め。

「協働・参画」「コミュニティ」「自治制度」について、各班で検
討した班別レポートの説明及び質疑

自治及び自治制度について学識委員から個別課題や各
テーマとの関連性についての説明と質疑。「コミュニティ」「協
働・参画」「自治制度」検討方法について班別打ち合わせ。

班別打ち合わせ内容の報告、今後の分科会の進め方、スケ
ジュール検討

当日の進行内容の確認、資料の確認、その他情報共有など

編集部会の方針を受けて、第２０、２１回分科会で検討した全
テーマの起草原稿の修正案について質疑及び検討。

起草原稿の確認と今後の活動についての検討

編集部会に向けて章立てなどの検討

「協働・参画」の原稿チェック、今後の区民会議のあり方など

起草委員と合同で起草原稿の修正など

今後、区民会議として作成する提言書のイメージについて、６
分科会としての意見・要望などを検討

編集部会の決定事項の報告後、最終提言の構成と第６分科
会の方針についての検討など。

編集部会に提出する「テーマ設定案」について各班の報告を
受け、再度、現在の基本構想、基本計画の体系と比較検討
など。

世話人会編集部会の報告など

第３回全体会の第６分科会発表内容の確認、その他

「協働・参画」「コミュニティ」「自治制度」「地域安全」の起草原
稿案の説明及び質疑。

「多文化共生」の起草原稿案の説明及び質疑。区民会議世
話人会及編集部会に諮る、「章構成についての第６分科会と
しての意見・要望」について確認。



 
月　日 回
17.6.18 第1回 委員委嘱、計画の説明及び区民会議の運営方針について
18.2.19 第2回 各分科会の中間発表、区民交流会
18.6.25 第３回 提言に関する発表、提言書提出

 
月　日 回

18.3.10 第1回 提言に向けての今後の進め方

18.5.14 第2回

 
月　日 回
17.11.29 第１回 開催の目的、今後のスケジュール、進行イメージ、当日プログラム

17.12.12 第２回
18.1.17 第３回
18.1.23 　 現場確認
18.2.13 第４回 最終確認

月　日 回

18.3.23 第１回 部会長の選出、構成イメージについて、スケジュール

18.4.7 第２回 全体構成について

18.4.14 第３回 書式について、全体構成について、今後の進め方について

18.5.14 第４回 大項目の考え方、今後のスケジュール

18.5.25 第５回 大項目の内容について

18.5.30 第６回 大項目の内容について、中項目の記述を検討

月　日 回

18.4.18 第１回 開催の目的、内容、今後のスケジュール

18.4.28 第２回 役割分担について

18.5.19 第３回 イベント内容の再確認

18.5.26 　 現場確認

18.6.16 第４回 最終確認

内　　容

　中間発表会WG活動記録

　編集部会活動記録

内　　容

　最終提言WG活動記録

開催の目的、意見をいただく方法、進行イメージ、当日プログラム、役割の
確認について

周知方法、意見をいただく方法、役割の確認、発表順

　世話人会活動記録

内　　容

内　　容

　全体会活動記録

内　　容

基本構想審議会委員選出について、編集部会からの報告、最終提言WG
からの報告、世話人会の会長、副会長選出



　
　
新宿区民会議　提言書

発行年月日　　　　　　　 平成１８年６月
編集・発行　　　　　　　　 新宿区民会議
新宿区民会議事務局 新宿区企画政策部企画政策課

　 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号
　 電話　03 - 5273 - 3502　(ダイヤルイン）

　

印 刷 物 作 成 番 号

２ ０ ０ ６ － ３ － ２ １ ０ １
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