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○荒川堤から秩父連山を臨む

●原昭夫先生（千葉大学教授）の講演会
西区区民会議は、西区の特徴・特性を活
●新宿区区民会議の視察（予定）
かした 住みやすく魅力あるまちづくり
●新潟市からの視察と意見交換（予定）
に区民の意見を広く反映し、行政との協働
などを行い、まちづくりの研究とノウハウ
で実現するために平成15年7月に設けられ、 の蓄積に努めています。
現在、第2期の委員が活動しています。
今後、これらから得た知識や経験を十分
区民会議には、まちの課題を研究し、解
に活用しながら、区民の皆さんと一体とな
決策を提言する3つの基本部会と、まちづ
って、取り組みを進めていきたいと考えて
くりを実行に移す3つのアクション部会が
います。まちづくりについての区民の皆さ
設けられており、区民と一体になった活動
んの建設的なご意見・ご提案をお待ちして
の展開のために準備を進め、いよいよ実行
います。
の段階に入りつつあります。
なお、会議は公開でどなたでも傍聴できま
この一環として区民会議は、
すので、ぜひお気軽に聴きにきてください。
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1

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3回 区民会議
・部会による検討がスタート

これまで、部会ごとに課題の検討や事業の準備をすすめてきまし
たが、いよいよ具体的な活動が展開されつつあります。
今後も、広く区民の皆さんに呼びかけながら、魅力ある地域づくり
のための活動を展開していく予定です。皆さんのご参加をお待ちし

第4回 区民会議
・来年度の事業について話し合い
・部会からの活動報告

平
成
17
年
度

ております。

第3回 区民会議

（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。

第5回 区民会議
・原昭夫先生の講演会
・部会からの活動報告

第4回 区民会議

◆平成18年度の事業について話し合いました。
◆各部会から活動報告がありました。
◆講演会および視察の概要が確認されました。

第5回 区民会議
部会による検討

活動の展開、
提言の中間まとめ

（10月1日）

（12月1日）

◆区民会議に先立ち、原昭夫先生（千葉大学教授）から「協働型
まちづくりにむけて」と題して、まちづくりの事例の紹介から具
体的手法として市民参加型まちづくりの今後の展望について
お話を伺いました。
◆各部会から活動報告がありました。

今後の予定
◆今後も、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
と提言の中間まとめなどをすすめていきます。

去る11月27日、昨年に引き続き、第2回「西区ふれあいウォークラリー」を開催しました。
今年も多くの区民の皆さんにご参加頂き、晩秋の馬宮地区を楽し
みながら、地域に親しむ有意義なイベントとすることができました。
なお、今年度は馬宮地区をゲレンデとして実施しましたが、来年度
は植水地区をゲレンデとすることを検討していますので、皆さんお楽
しみに！
！

○いざ、スタート
（馬宮東小学校にて）

2

西区区民会議だより

○西区再発見の旅

○ゴール！
（馬宮コミュニティセンターにて）
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部会 の 活 動 紹 介

「基本部会」
都市基盤・交通部会
当部会は、住みやすい魅
力ある西区の未来像を議論し、
現況を勘案しながら、下記項
目の提言を検討しています。
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
道整備、④公民館・児童セン
ター等の充実、⑤西区緑の
遊歩道の提案、⑥避難場所
マップの作成と案内板の設置、
⑦主要幹線道路に通じる区
内の道路の整備です。以上
につき、現在まで5回にわた
り検討をおこなっております。
快適な環境の「まちづくり」
のため真摯に取り組んでい
きます。

健康・福祉部会
現在、少子高齢化が大き
な問題になっています。そこ
で安心して子どもを育てら
れる環境づくりを支援する
ため、行政と地域が協働して、
見やすくわかりやすい「西区
子育てマップ」を編集しようと、
各方面と協力しながら進め
ています。
また、健康づくりについては、
区民の方々が地域で気軽に
自ら健康づくりができるよう
な支援をするには、どうした
らよいのか話し合いをしてお
ります。当面、区民を対象に
「健康セミナー」を開催して
はどうかとの意見があり、現
在検討していますので、具体
化しましたら改めてお伝えし
ます。

文化・コミュニティ部会
第2期の文化・コミュニティ部会の活動
も8月5日発足から部会を2回開催、第1
期からの第2期区民会議への申し送り事
項の検討を行い、他の基本部会との競合
部分を避けるようにして課題の絞り込み
を行うこととした。
委員からの提案のあった検討テーマと
して設定した○地域コミュニティの活性
化として「地域コミュニティの拠点作り」
「馬
宮地区の散歩コースづくり」
「地域の伝
統芸能への支援（発表の場を作る。地域
芸能に携わる人達の人材登録バンク。芸
能ガイドブック。後継者育成支援）等につ
いて検討テーマに設定、研究することと
した。手始めに「馬宮地区の散歩コース
づくり」取り上げ参考資料の蒐集を行な
い持ち寄り検討することとした。
更に、先の第6号で紹介した事項につ
いても調査、検討を重ね、行政への提言
を取りまとめてまいります。

「アクション部会」
環境・防犯部会
「水と緑と花のまち」西区を皆
さんに実感して頂くための事業
として「水と緑のワークショップ」
と「区の花・花木・樹木の提案」
を企画検討しております。
さらに西区内の水と緑の自然
空間に直接触れて頂き、意見交
換を通して、自然を生かしたまち
づくりの方策を探るワークショッ
プの開催を計画しています。

スポーツ振興部会
当部会の最初の事業として「第
2回西区ふれあいウォークラリー
大会」を11月27日に、馬宮地区
において開催しました。幅広い年
齢層の方々が集い、約2時間か
けて楽しくウォーキングしました。
地域を歩くことで、西区の魅力を
再発見されたことでしょう。また
2月には、気軽に参加できるイベ
ントとして、
「西区ふれあいたこ
あげ大会」の開催を予定してお
ります。皆さんのご参加をお待ち
しております。
◆第2回西区ふれあいたこあげ大会

歴史・文化部会
当部会では、豊かな自然と歴
史を持つ西区について、区民の
皆さんの理解をさらに深めてい
ただき、地域への愛着を育んで
いきたいと考えています。
そこで、本年度は3月17日（金）
から31日（金）までの2週間、文
化財写真展を区役所ロビーで開
催する予定で準備を進めています。
また西区の歴史的特徴をさらに
理解していただくために、
「西区
の歴史と文化財」のテーマとし
た講演会を3月31日（金）に実施
する予定です。

日程：平成18年2月19日（日）
場所：馬宮東小学校体育館・
荒川河川敷
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スポーツ振興部会から

スポーツ振興部会では、昨年度に引き続き、「第
2回西区ふれあいたこあげ大会」を開催します。
この行事は、気軽に参加できるレクリエーシ
ョンを通じて、区民のふれあいの場を設けよう
と企画したものです。
それだけでなく、普段あまり親しむことのな
い雄大な荒川の流れと、はるかに山並みを望む「ふ
るさと・西区の風景」にふれることもできるこ
とから、目玉イベントの
ひとつに育てたいと考えています。（昨年度の
様子については、この紙面の1面写真をご覧下
さい。）

当日は、馬宮東小学校体育館でたこを作成し
たのち、荒川河川敷でたこあげを楽しむ予定です。
たこの作成は指導いたします。手製のたこをご
持参頂いても結構です。
なお、詳細につきましては、市報等によりお
知らせしますので、そちらををご覧下さい。
皆さまのご参加をお待ちしています！
！

去る平成17年11月12日、青空
の下で「西区ふれあいまつり」
が開催されました。会場となっ
た三橋総合公園では、郷土芸能
などのステージイベント・地元
企業の出店コーナーなどが催され、
大勢の区民の皆さんにご来場い
ただきました。
今後も、区民のまつりとして永
く定着し、西区の新たな郷土意識
の醸成と、区民の皆さんのふれあ
いの場としていきましょう！
！

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】
皆様、明けましておめでとうございます。
昨年中は、ウォークラリー大会、ふれあいまつり等にご参加
頂き、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。
本年も、たこあげ大会、歴史・健康・スポーツの各講演会を
行う予定です。多くの皆さまのご参加・ご協力をよろしくお願
い申し上げます。また我々広報部会も、各種イベントの予定・
報告等を、タイムリーに、正確に、そしてわかりやすく、お知
らせできるように頑張っていく所存でございます。今年もどう
ぞご期待ください。
（編集：西区区民会議広報部会）

