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西区
区民会議って何!?
西区区民会議は、西区の特徴・特性を活かした
住みやすく魅力あるまちづくり

に区民の意見を広

の基本部会
●都市基盤･交通部会

く反映し、行政との協働で実現するために昨年7月

●健康・福祉部会

に設けられました。

●文化・コミュニティ部会

委員は区内の各種団体からの推薦と一般公募によ
り選ばれた23名のボランティアで構成されていま
す。
主な活動は以下の通りです。
■まちづくりに関する諸課題についての協議と提言
■西区民と西区の協働による住みやすく魅力あるま
ちづくりのための活動
■西区の健全な発展に寄与する諸活動
現在、区民会議には、活動方針や提言を行う3つ

と、この他に、政策提言を実行に移す3つのアクシ
ョン部会
●スポーツ振興部会
●防犯対策部会
●環境美化部会
が設けられており、区民と一体になった活動の検討
と展開を行っています。
会議は公開であり、どなたでも傍聴できますので、
ぜひお気軽に聴きにきてください。
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今年度の活動状況
活動の経緯と現在の状況

活動の流れ

平成16年度は、昨年度に定めた活動方針に基づき、「アクション部会」を
第１回区民会議
「アクション部会」の立ち上げ

●

●

新たに設立し、具体的な活動を展開してきました。
同時に、区民の視点に立った具体的な政策提言を取りまとめるべく、現在
検討をすすめています。

活動方針や予算等の確認

第1回区民会議 ◆「アクション部会」に関して議論し、部会の設立
（4/17）
第2回区民会議
「アクション部会」活動計画の確認

が確認されました。
◆平成16年度の活動方針や予算等が確認されま

●

した。

第2回区民会議 ◆「アクション部会」から活動計画の検討結果が報
平
成
16
年
度

（6/5）
第3回区民会議
●
「アクション部会」からの報告

「西
第3回区民会議 ◆「アクション部会」から活動状況が報告され、

（8/5）

「西区ふれあいまつり」への
参加確認

告され、承認されました。

●

区ふれあいまつり」への参加も決定しました。

「基本部
第4回区民会議 ◆政策提言を研究する部会の呼び名を、

（10/2）

会」
と改めました。
◆「基本部会」
「アクション部会」の活動状況の報告
と、
「西区ふれあいまつり」での活動内容が決定

第4回区民会議
●
「アクション部会」などの報告
「西区ふれあいまつり」での
活動内容の決定

●

しました。

今後の予定

◆今後も、広く皆さんの参加を募りながら、アクシ
ョン部会による具体的活動をすすめると同時
に、地域の課題の検討と政策提言などを、積極
的にすすめていきます。

活動の展開・政策提言

◆なお、次回区民会議は12月3日
（金）に開催しま
す。

す！
く
っ
とぴ

「西区ふれあいまつり」に参加しました！
11月6日貍、晴天のもとで第2回「西区
ふれあいまつり」が盛大に行われ、多くの
区民の方で賑わいました。
この西区あげてのお祭りに、2年目を迎え
た私たち区民会議も参加し、区民の皆さん
といっしょに楽しい1日を過ごすことができ
ました。
当日は、パネル展示やお知らせチラシなど
の配布の他お絵かきコーナーも設置しました。
このような活動を通じて、区民会議をもっ
と知って頂き、地域をより良くするための
活動を、区民の皆さんとともにすすめて行

大賑わいの区民会議テント
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西区区民会議だより

きたいと考えています。

2 部会からのお知らせ
「基本部会」から
都市基盤・交通部会
西区は、道路・下水道などの基

基本部会は、政策提言のための調査・研究を行う部会です。

健康・福祉部会
高齢化がすすみつつありますが、

文化・コミュニティ部会
西 区 に は 、豊 か な 自 然 、文 化

盤整備が遅れていますが、これら

いつまでも元気で楽しく暮らせる

財・郷土芸能、活発な地域活動な

は一朝一夕に整備できるものでは

ことは区民の願いと言えます。ま

ど、都市部には少ない大切な財産

ありません。区民と行政の協力の

た、高齢者が生きがいを持って暮ら

があります。検討テーマの設定に

もとに、時間をかけて、より良く

してゆくためには、学び続けられる

あたり、これらの良さを残し、活

創り上げいていくものと考えてい

環境や、知識や経験、趣味を活かし

かす方法を検討してきました。

ます。

た交流の場づくりが大切です。

そこで、都市基盤・交通部会で

このため、健康・福祉部会では、

文化・コミュニティ部会では、愛
着ある地域づくりに向け、提言テ

は、暮らしやすい夢のある西区づ

健康増進のためのスポーツの機会

ーマを以下のとおりとしました。

くりに向け、提言テーマを以下の

づくりや、幅広い学習と交流の機

■「自然環境の保全と有効活用」

ように決定し検討をすすめていま

会を設けることを考えました。提

す。

言テーマは以下のとおりです。

■「快適に暮らせる安全なまちを

■「健康増進のためのスポーツの

つくる」
（防犯など）
■「夢のある住環境をつくる」
（基盤整備）

「アクション部会」から
スポーツ振興部会

機会づくり」
（健康）
■「幅広い学習と交流の場づくり」

（自然）
■「青少年・高齢者活動の活性化」
（青少年・高齢者）
■「文化財の保全・伝統芸能の振
興」
（文化財・伝統芸能）

（交流）

アクション部会とは、まちづくりを展開するための具体的活動を行う部会です。

防犯対策部会

環境美化部会

安全・安心なまちづくりの重要

区役所前広場の「区民花壇」のよ

スポーツを通じて区民のふれあい

性が叫ばれていますが、警察に頼

うな運動を西区の各所に広げてゆ

を育てる部会として発足しました。

るだけでなく、一人ひとりの心が

くために、花いっぱい運動を企画

区民の皆さんが自由に参加でき

けが、安全な暮らしを守ります。

しました。区民会議だより第3号

私たちのスポーツ振興部会は、

る、気軽なイベントを準備してい

防犯対策部会では、自治会、警

（8月発行）とチラシにより呼びか

ますので、皆さんの参加をお待ち

察などに協力をお願いし、防犯パ

けを行い、いくつかの申し込みを

しています。

トロールを計画しています。

頂きました。

防犯パトロールは、現在、各自

お申し込みを頂いた皆さんには

日時：11月28日（雨天12月5日）

治会単位で行っているところもあ

すでに、花苗の提供を行ないまし

午前9:30 受付

りますが、私たちはこれを西区全

た。また、花を植えられる場所を

コース：西区役所→花の丘

体の運動に広げ、犯罪のない、住み

引き続き探しています。

よいまちにしようと考えています。

「花いっぱいの西区」づくりへのき

なお、パトロールは犯罪がふえ

っかけになればと考えていますの

■ウォークラリー

■たこあげ大会（予定）
日時：2月20日
（雨天順延）
午前9:00
場所・馬宮東小学校 ・荒川河川敷
※詳細は、後日お知らせします。

る年末から実施いたします。

で、皆さんのご協力をお願いしま
す。
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『防犯対策部会からのお知らせ』
防犯パトロール活動で、安全な西区をつくりましょう!!
近ごろ、毎日のようにテレビ・新聞などが空き

犯罪が増加する傾向にある12月から活動開始

巣、通り魔などの事件を報じています。昼間は人

を考えていますので、皆さんの参加とご協力を

気のない、住宅地などが狙われやすいようです。

お願いいたします。

そこで、西区区民会議では犯罪者に「このまち
での犯行は無理だ」と感じさせるまちにしたいと

また、各家庭が夜間、家の玄関灯や門灯を点

考え、区民あげての防犯パトロール活動を計画し

け、暗がりをなくすだけでも、犯罪の防止に効

ました。

果があります。

この活動は、自治会をはじめとする地域団体の

このような、小さなことからでも結構です。

賛同と協力を得ながら、警察とも連携し、区民の

「自分たちのまちは自分たちで

自主的な防犯運動を展開することを趣旨として

守ろう」
を合い言葉に、西区民

います。

が一丸となって頑張って

このため区民会議では、自治会、警察などとの

ゆきましょう。

話し合いをすすめるとともに、防犯パトロールの
時に着用するベスト等を用意しました。

映し、行政との協働のもとにまちづくりをすすめていくため、『西区区

西区区民会議の
公募委員を
募集します

民会議』を設置しています。
来春の委員改選にともない、このたび、公募委員として区民会議にご
参加下さる方を募集します。詳しくは『市報

【編集後記】
区役所前の花壇の花が、いつの間にか寒さに強い花たちに
替わり、冬到来の間近さを告げています。

西区区民会議は、区民の皆さんのご意見を伺いながら、
より良いまちづくりへの検討を進めてまいります。
区民会議で検討してほしい事柄、区民会議への情報提供
などは、下記にお寄せ下さい。
s事務局

西区区民会議

この花壇づくりは、私たち区民会議が、会議室を飛び出し
て行った最初の事業ですが、ここにきてウォークラリー大会
や防犯パトロール、花いっぱい運動など、区民会議が主催す
る事業が増えてきています。

会長

西区役所区民生活部コミュニティ課

s電 話：048−620−2620
sF A X：048−620−2768
s電子メール：nishiku-community@city.saitama.lg.jp

いずれも、住みよいまちづくりを目標とする取り組みです
が、このような事業活動をとおして、区民意識の高揚やコミ
ュニティの醸成も望まれています。
その一翼を担うべく、ここに『西区区民会議だより 第4号』
をお届けいたします。

（編集：
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西区区民会議だより

西区版』12月号

をご覧下さい。

西区区民会議への
ご意見をお寄せ下さい

表

防犯対策部会

西区では、「住みやすく魅力あるまちづくり」に区民の意見を広く反

西区の魅力ある
まちづくりに
参加しませんか？

s代

区民会議

西区区民会議広報部会）

