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○花があふれるコミュニティ花壇（西区役所）

区民会議会長の

と申します。西区区民会

区民会議のテーマは行政と区民との協働のま

議を代表いたしまして一言ごあいさつ申し上げ

ちづくりの実現にあります。皆様におかれまし

ます。

ては、区民会議の活動の趣旨をどうかご理解い

平成15年度に発足いたしました第1期西区区

ただいた上、西区のあるべき将来像実現のため

民会議は、今年度から新たなメンバーにより第

に、是非ともお力添えを賜りますようお願い申

2期目を迎えることとなりました。20名の委員

し上げます。

が一丸となり、今後約2年間に渡り、西区にお
けるコミュニティ醸成に寄与すべく、あるべき

（西区区民会議 会長

）

西区の将来像についての議論を重ねつつ、可能
な範囲で具体的な事業に取り組んでまいる所存
でございます。既に、3部会からなる基本部会
並びに3部会からなるアクション部会が設置さ
れ、それぞれの部会の活動が徐々に本格化しつ
つあります。
○区民会議の会議風景
（西区役所にて）
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第2 期 の 活 動 状 況
平成17年6月21日、「第2期西区区民会議」が発足しました。

第1回 区民会議
・第2期区民会議の発足
・申し送りなど

第2期区民会議では、区民の皆さんと力を合わせ、第1期の成果
も踏まえながら、より魅力ある住みよい西区づくりに向けて、
活動をすすめていきたいと考えています。
現在は、部会ごとに、課題の検討や事業の準備をすすめており、
今後、広く皆さんに呼びかけながら、活動を展開していく予定

第2回 区民会議

です。

・「基本部会」
「アクション部会」の発足

平
成
17
年
度

皆さんの参加をお待ちしております。

第1回 区民会議

（6月3日）

◆第2期区民会議が発足し、正副会長を選出しました。
◆第1期区民会議から、申し送りがありました。
◆平成17年度の予算等を確認しました。

第3回 区民会議
・部会による検討がスタート

第2回 区民会議

（7月9日）

◆「基本部会」「アクション部会」が発足しました。

第3回 区民会議

部会による検討

（8月5日）

◆「広報部会」が発足しました。
◆部会による、具体的な検討や事業の準備がスタートしました。

今後の予定
活動の展開

◆今後は、広く区民の皆さんの参加を募りながら、アクション
部会による事業の実施や、基本部会による地域の課題研究など
をすすめていきます。

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

現在、区民会議には、まちづくりの課題を研
究し、解決策を提言する3つの基本部会

意見を広く反映し、行政との協働で実現するた

●都市基盤･交通部会

めに平成15年7月に設けられました。

●健康・福祉部会

今年度からは、第2期の委員が活動しており、

●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

と、この他に、まちづくりを実行に移す3つのア

より選ばれた、20名のボランティアで構成され

クション部会

ています。
主な活動は以下の通りです。

●環境・防犯部会
●スポーツ振興部会
●歴史・文化部会

■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
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が設けられており、区民と一体になった活動の
展開のために検討・準備を進めています。
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。

2

部会 の 紹 介

「基本部会」
都市基盤・交通部会
都市基盤・交通部会は、
西区の社会基盤（道路・下
水道・公共施設など）の整
備に関する提言をまとめる
だけでなく、 住みやすい
西区のための社会環境づく
り のために、何を優先す
べきかを検討課題としました。
現在のところ、①通学路
の補修整備申請の体系化、
②防犯パトロールステッカ
ーの作成、③公共下水道の
整備、④公民館・児童セン
ターなどの充実、⑤西区緑
の遊歩道の提案、⑥避難場
所マップ等の作成を検討し
ています。

健康・福祉部会
近年、生活習慣病の増加
や青少年の体力の低下等が
大きな問題となっています。
そのため、市民一人ひとり
が生涯をつうじて健康・体
力づくりを心がけられるし
くみを、日常生活の中に定
着させていくことが重要と
考えます。
また、福祉活動を通じて
地域の活性化を図るためには、
地域住民の参加が必要です。
公共福祉の視点から、地
域住民の福祉や健康・体力
づくりを通じて、活力あふ
れる地域社会のために努力
していきたいと考えています。

文化・コミュニティ部会
第1期から始まった「西
区の中に遊歩道を整備しよ
う」との計画は今期も継続
事業とするほか、新たな目
標として地域コミュニティ
の活性化を図るため、ITを
含めた情報伝達手段の整備や、
地域活動をすすめる諸団体
の連携等について、提言す
べき方策の議論を深めてい
ます。
また西区の特色である餅
搗き踊り、お囃子、神楽な
どの伝統芸能や民俗文化財
の保護・育成についても検
討を重ね、行政への提言を
まとめてまいります。

「アクション部会」
環境・防犯部会
第1期の「環境美化部会」
と「防犯対策部会」を合体
し「環境・防犯部会」とし
て活動して参ります。環境
美化・浄化活動は、防犯・
防災・安全などに繋がり連
携した活動が望ましいとの
考えによるものです。
「水と緑と花のまち」西区
を区民の皆さんに、もっと
知って、親しみを持って頂
くことが「まちづくり」に
重要と考え『水と緑のワー
クショップ』『区の花・花
木・樹木の提案』などを計
画しております。ご協力を
お願いいたします！

スポーツ振興部会
スポーツ振興部会では、
スポーツを通じて、区民の
ふれあいを育てることを目
的に検討を重ねてきました。
その結果、誰でも気楽に
参加できるレクリエーショ
ン的な行事として、昨年度
に引き続き、西区ふれあい
ウォークラリー大会・西区
ふれあいたこあげ大会を実
施することとなりました。
皆さまの参加をお願いい
たします。
■西区ふれあいウォークラリー
大会
日時：平成17年11月27日（日）
場所：馬宮地区内

歴史・文化部会
今回、新たに「歴史・文
化部会」が設けられました。
歴史・文化財及び伝統行事
などが豊富な西区の特徴を、
区民の皆様と一緒に取り上
げて、文化的に豊かな地域
づくりに結びつけていきた
いと考えています。
西区の周辺は歴史的な資
産も多く、地域の成り立ち
を知ることが大切との考え
から、まず講演会等を行い、
順次区民の皆さまと一緒に
取り組みを行いたいと考え
ています。当面の行事につ
いては区報をご覧ください。
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第1期の活動
第1期区民会議は、平成17年3月をもって、任期を
終了しました。活動方針・運営手法など、すべてい
ちからの積み上げであり、試行錯誤を重ねながらも、
ふれあいウォークラリーやたこあげ大会、防犯パト
ロールや花いっぱいへの呼びかけなどを、行うこと
ができました。
皆さまのご参加、ご協力を頂けましたことをお礼
申し上げます。ありがとうございました。

○たこあげ大会でのおしるこサービス

このほか「まちづくりの提言」を報告書にまとめ、
相川市長に提出しています。「まちづくりの提言」は、
住みやすく魅力ある西区づくりに向けて、行政への
提案、区民と行政の協働による提案、区民が自主的
に取り組むことの呼びかけをまとめたものです。
第2期区民会議は、第1期の活動を受け継ぎながら、
新たな視点からの活動も展開していきますので、皆
さまのご参加をお待ちしております。

○西区ふれあいまつりへの出展

○部会での議論

第2期のメンバー紹介
氏 名

役 職

氏 名

所属部会

忠雄

文化・コミュニティ、歴史・文化

池谷

勝則

文化・コミュニティ、歴史・文化

石川

二郎

文化・コミュニティ、環境・防犯

中嶋

泰彦

文化・コミュニティ、環境・防犯、広報

今西

誠一

都市基盤・交通、歴史・文化

永田

悦男

健康・福祉

江口

三郎

文化・コミュニティ、環境・防犯、広報

浪江

好治

健康・福祉、スポーツ振興

晤

都市基盤・交通、環境・防犯

平野

初夫 副会長 都市基盤・交通、ｽﾎﾟｰﾂ振興

岡部

安男

都市基盤・交通、環境・防犯

小峰

武久

大須賀

英明

所属部会

青木

副会長

関根

役 職

文化・コミュニティ、ｽﾎﾟｰﾂ振興、広報
会 長

都市基盤・交通、環境・防犯、広報

文化・コミュニティ、ｽﾎﾟｰﾂ振興

松本

讓二

健康・福祉、スポーツ振興

笹本カホル

文化・コミュニティ、歴史・文化、広報

宮内

潔

健康・福祉、スポーツ振興

関根

健康・福祉、歴史・文化

横田

明

健康・福祉、ｽﾎﾟｰﾂ振興、広報

副会長

明

（敬称略・50音順、平成17年10月1日現在）

西区区民会議から
私たち西区区民会議は、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がございましたら、下
記にお寄せ下さい。
事務局 さいたま市西区役所コミュニティ課
電 話：620-2620
ＦＡＸ：620-2768
電子メール：nishiku-community@city.saitama.lg.jp
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【編集後記】
西区区民会議も第2期目を迎え、現在、各部会による「住み
やすく魅力あるまちづくり」に向けた準備活動が精力的に行わ
れております。第1期に開催されたさまざまな活動に負けない
くらいに楽しく活動を展開していきたいと考えておりますので、
区民の皆様におかれましてもぜひ期待して頂けたらと思います。
また、今号からの西区区民会議だよりでは、担当する広報部
会のメンバーが新しい顔ぶれとなりました。なれない作業では
ありますが、はりきって編集に臨んでおりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
（編集：西区区民会議広報部会）

