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西区区民会議は、 住みやすく魅力あるま
ちづくり に広く区民の意見を反映し、行政
との協働により実現するために発足した、区
民によるまちづくり会議です。
平成15年7月に発足し、現在、第2期委員
の2年目を迎えようとしています。
区民会議には、まちの課題を研究し、解決
策を提言する3つの基本部会と、まちづくりを
実行に移す3つのアクション部会が設けられ
ています。区民と一体になった活動の展開の
ために準備を進め、ウォークラリーなどの事
業を展開してきました。
こうした活動の一方で、区民会議は

●原昭夫先生（千葉大学教授）の講演会
●新宿区区民会議の視察
●新潟市からの視察と意見交換
などを行い、まちづくりの研究とノウハウの蓄
積に努めています。
平成18年度は、これまでの活動から得た
知識や経験を十分に活用しながら、行政への
提言などをまとめていきたいと考えています
ので、まちづくりについての区民の皆さんの
建設的なご意見・ご提案をお待ちしています。
なお、会議は公開で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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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。
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

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

たが、ウォークラリー、たこあげ大会、
まちづくり講演会など、具体的な
活動が展開されつつあります。
今後は、平成17年度の活動を総括し、2年目に向けての課題など
を整理します。そして、
また新たな気持ちで魅力ある地域づくりのた

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

めの活動を展開しながら、行政への提言などをまとめていきたいと考
えています。

第4回 区民会議

平
成
17
年
度

（10月1日）

◆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6回 区民会議
・平成17年度活動報告書の検討
・部会からの活動報告

第5回 区民会議

（12月1日）

◆区民会議に先立ち、原昭夫先生（千葉大学教授）からお話を伺い
ました。
◆各部会から活動報告がありました。

平成18年度に向けての
中間まとめ

第6回 区民会議

（2月4日）

◆平成17年度活動報告書について検討しました。
◆各部会から活動報告がありました。

今後の予定

平成18年度
活動の展開

◆今後も、広く区民の皆さんのご参加を募りながら、基本部会によ
る提言の中間まとめや、アクション部会による事業の実施などを
すすめていきます。

昨年12月2日、千葉大学の原昭夫先生をお招きして、
「まちづくり
講演会」を開催しました。先生は世田谷区などでまちづくりに取り組
まれ、市民参加による地域づくりの専門家としてご高名な方です。
当日は、ご自身の体験談を豊富に交え、スライドを用いるなど分か
りやすく説明して頂きました。

○まちづくりの極意とは・・・?

お話しのポイントをいくつかご紹介します。
●まちづくりを行政任せにしないで、市民が参加しよう!!
●市民と行政が、想いを共有することが大切です!!

○議論の応酬

●これからのまちづくりのゴールは、コミュニティを再構
築することです。そのために汗をかきましょう!!
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○講演に聞き入る委員
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部会の 活 動 紹 介

「基本部会」
都市基盤・交通部会
各提案項目ごとに議論を
展開してまいりましたが、来
年度に向けていよいよ、区民
の生活環境向上に役立つ提
言をまとめる段階に入りました。
都市基盤の整備充実を実
現するための最大のポイント
は、地域住民の協力が必要
不可欠であるということです。
目標を達成するには、
まず区
民と行政の「協働」の必要性
を痛感しています。理想の西
区、快適な環境を実現する
ための「まちづくり」に向け、
当部会では公共下水道の早
期整備等を含む諸の課題を、
生活者の視点から身近な問
題として提言すべく、部会員
一同、研さん努力しています。

健康・福祉部会
少子高齢化が進んでいる
中で、子どもを育てる環境は
大変多様化してきています。
そのような中、安心して子育
てができる地域にするにはど
うしたらよいのかについて、
話し合いを進めました。提案
としては、関係機関との連携
をとりながら子育てマップを
作成するなどの子育て支援
策を検討中です。
また、近年は偏った食生活
や運動不足等により、中高年
層の生活習慣病が増加して
います。このような現状を踏
まえ、次年度は生涯にわたり
健康づくりができるようなシ
ステムを構築するための議
論を進めていきます。

文化・コミュニティ部会
第1期の提案・提言事項を引き続き検
討するとともに、新たな提案を検討しまし
た。
①西区のさんぽ道づくり
これは複数の部会で取り上げられており、
幹事部会として提案の骨格作りを行います。
来年度はスポーツ振興部会へウォーキン
グラリーコースの提案を行います。
②地域コミュニティの活性化
地域活動促進の方策を検討します。
③地域の文化・伝統芸能への支援
地域芸能ガイドの作成や、発表の場を作
ることで後継者育成支援を行います。
今後はこれらを提言として取りまとめ
て参ります。

「アクション部会」
環境・防犯部会
「西区水と緑のワークショップ」
と「西区六花選」の18年度実施
に向け、具体的な検討に入りま
した。
区内に広く分布し皆さんに親
しまれ、各家庭でも育てやすい
六花を選出するために「西区六
花選を考える会」を発足する予
定です。選出した六花を中心と
した魅力溢れるガーデンシティ
を創出しましょう。
「西区水と緑のワークショップ」
では区内を皆さんと共に歩き、水
と緑の空間に直接触れ現状を理
解して「今後どの様にあるべきか、
どの様に活用するか」の意見交
換を行う予定です。

スポーツ振興部会
今年度は第2回西区ふれあい
ウォークラリー大会の開催（平成
17年11月27日）に続き、2月19
日には、第2回目の「西区ふれあ
いたこあげ大会」を開催しました。
いずれも地元の関係諸団体の
ご協力を仰ぎながら、多くの区民
の皆様にご参加頂きました。今
後も地域コミュニティの醸成と手
軽なスポーツの普及を目指し、次
年度も引き続きイベントを企画し
て参ります。また、来年度は健康
増進の観点からスポーツ振興に
関するセミナーの実施も検討し
ています。

歴史・文化部会
当部会では、広く区民の方々に、
西区の特徴ある歴史と文化財に
対するご理解を、より深めて頂こ
うと考えています。
平成17年度も残り少なくなっ
てきましたが、西区の県・市指定
文化財などを写真パネルで展示し、
先人達の足跡を知って頂くことと
しています。また、
「西区の歴史
と文化財」のテーマのもと、講演
会を開催します。
平成18年度は、
「文化財見学会」
の開催および「文化財の手引き」
の 刊 行 など
を 予 定 して
います。

西区区民会議だより

3

歴 史・文化部会からのお知らせ
辻の庚申塔
（市指定文化財）

日時
木造地蔵菩薩坐像
（県指定文化財）

講師
下村克彦
（見沼くらしっく館館長）
内容
西区の歴史と文化財
会場
西区役所2階大会議室
費用
無料
定 員 100名（先着順）
申込
西区コミュニティ課
電話：620-2620
FAX：620-2768

西区は有形・無形を問わず、文化財の
宝庫です。古くからの郷土芸能も地域には
多く息づいています。それら地域の歴史的
な財産を再確認することで、西区の新たな
魅力を発見してみませんか?
最終日（3月31日）には関連イベントとし
て歴史講演会も行います。
日時

3月31日（金）14時〜

3月17日（金）〜3月31日（金）

会場 西区役所1階 市民ホール
青葉園の藤の花（県の天然記念物）

去る1月17日、新潟市潟東地区地域審議会の皆
さんが、私たち西区区民会議の視察に訪れました。
新潟市は大規模な合併を経て政令指定都市に生
まれ変わろうとしていますが、地域審議会の皆さん
は、潟東地区の新しいまちづくりに向けて、活動を
進めておられるそうです。
当日は、地域のコミュニティ組織のあり方や、意
見の反映のしかたなどについて熱心な意見交換が
なされ、とても有意義な一日となりました。

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こと
や、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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○活発な意見交換

○地域審議会の
皆さん

【編集後記】
委員となって、早くも1年が過ぎようとしています。このたび、
西区文化財写真展が開催されますが、私も地域の文化について
の認識を新たにしています。地域を見回す目を持つことは、コミ
ュニティの醸成にもつながるようです。今年度も、よりたくさん
の情報を皆さんにお伝えできればと思いますので、どうぞご期待
下さい。
（編集：西区区民会議広報部会）

