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南区区民会議だより

第７期南区区民会議
平成 27・28 年度テーマ

「地域交流の促進による安心して
生き生きと暮らせるまちづくり」
協議報告書を区長に提出しました

第７期南区区民会議では区民が相互に助け合い、地域で自分らしく安心して

生き生きと暮らしていけるまちを目指して、
「地域内での世代間の交流」や「地
域間の交流活性化」となるような施策案と、それを実現させるための具体的

な事業案について２年間にわたって協議しました。その協議結果をまとめ、
協議報告書を中村南区長（左）に提出する石川会長（右）

南区の現状認識

平成 29 年 3 月に区長に報告をしました。協議内容の概要は以下の通りです。

■内部条件（人的特性）に関わる 強み／弱み

■外部条件（物理的特性、社会状況）に関わる強み／弱み

地域交流促進のための
戦略・施策の検討

■区民が主体的に取り組むべき施策の抽出

施策案の精査

■目標、担い手、対象など具体的な内容を検討

■平成 27 年度末に協議の経過を中間報告

■アンケートを実施し委員以外の意見も参考にした

平成 28 年度協議で施策案を
７つに絞り込み、
具体的に検討

７つの
施策案
1. 自治会活動への参加促進キャンペーン
2. 多世代の交流の場『（仮称）みなみフレンドパーク』の創設
3. 高齢者の知識・経験を活かした区民セミナーの開催
4. イベントカレンダー『（仮称）コミコミみなみ』をつくる
5. シニアサポートセンター（地域包括支援センター）の周知・活用

具体的な
事業提案は
中面に

6. 地域・世代間交流を通じた、子育て支援策の充実
7. 使いやすく、居心地のよい公共施設への整備
南区区民会議は、地域特性を生かした区民の参加と協働による区政を実現するため、区の事業や諸課題について協議する場として、
設置されています。

第７期南区区民会議

協議結果の概要報告

第７期南区区民会議ではテーマ「地域交流の促進による安心して生き生きと暮らせるまちづくり」を実
現するため、７つの施策案について協議をしました。

７つの施策案と実現のために推進していくべき事業の提案
1. 自治会活動への参加促進キャンペーン
◆集合住宅の住民に対して、建物単位で自治会加入を促進
◆マンガ版『もしも自治会がなかったら？』の作成
◆自治会同士の交流会の開催
◆自治会ホームページの普及拡大

2. 多世代の交流の場『（仮称）みなみフレンドパーク』の創設
◆公的な空地・空き施設などを、交流イベントのために日常的に活用できる場として整備
◆遊休地などでイベントを開催し、区東西間の交流を促進
◆耕作放棄地などを活用した農業体験イベントの開催

3. 高齢者の知識・経験を活かした区民セミナーの開催
◆区内高齢者の人材バンク「
（仮称）南区知恵袋」の設置
◆コミュニティセンター、公民館などでのセミナー開催
◆地域の団体の要請に応じた、出前講座の実施

4. イベントカレンダー『（仮称）コミコミみなみ』をつくる
◆オープンイベントを南区の地図上に表示した、説明の吹き出しをつけたマップの作成
◆イベントカレンダー（マップ）を駅、大型店、コンビニなどに掲示
◆市報南区版への折りこみや、区 Web サイトに掲載

5. シニアサポートセンター（地域包括支援センター）の周知・活用
◆まちのクリニック、デイサービス施設、小中学校、公民館などにポスター掲示
◆高齢者見守りキーホルダーの導入、普及促進
◆シニアサポートセンターが中心となった、子ども向けイベントの開催

6. 地域・世代間交流を通じた、子育て支援策の充実
◆子育てサークルやママ友サークルなど、同じ環境の方たちが集まる場所づくり
◆保護者同士のネットワーク、フェイスブックなどの SNS を活用したセミナーや相談会の広報、周知
◆世代別やテーマ別の公開講座の開催
◆学校にいるカウンセラーとの連携

7. 使いやすく、居心地のよい公共施設への整備
◆コミュニティセンター、公民館などに、いつでも自由に使える場所を整備
◆既存公共施設のバリアフリー化の促進
◆自治会館などでの交流、自治会による交流・居場所づくり
◆空き家をリフォームして、地域住民が活用

市民活動ネットワーク

マルベリー

登録団体の活動紹介

あなたの団体も
登録してみませんか

■設立：平成 23 年８月
■問合せ先：藤原

TEL 090-3345-9902

私たちマルベリーは、ボランティアで読み聞かせを中心としたおはなし会を『出前』
しているグループです。
小学校の読み聞かせボランティアのメンバーで「小学校の外でも読み聞かせをした
い！」という人が集まってスタートしました。おはなし会で絵本を読み、物語を通し
て安らぎと笑顔を共有したい、と考えています。
現在は南区内の私立保育園、小学校の放課後児童クラブ、公民館の親子サロンでそ
れぞれ月 1 回、定期的に読み聞かせをしています。その他にも機会があれば、いろん
なところに出かけます。28年度は講談社全国訪問おはなし隊に参加して、北区の保育園で読み聞かせをしまし
た。また、自主企画として年に数回、世代を越えて楽しむおはなし会『絵本とおはなしの部屋』を西浦和公民
館とサウスピアで開催しています。
《マルベリーからのメッセージ》
楽しいおはなし会にするために準備することも大切にしています。
西浦和公民館に月 4 回ほど（第 1 月曜日と第 2・3・4 金曜日）集まって、読み聞
かせをする本を選んだり、実際に絵本を読んで練習もします。おはなし会ではわら
べうたや、てあそびもします。小道具やパネルシアターも作っています。
おはなし会で読み聞かせをしてみたい方、
おはなしの小道具づくりに興味のある方、
ぜひ一緒に活動しませんか。読み聞かせやおはなし会のご依頼もお待ちしています。

市民活動ネットワーク登録団体研修会を開催しました。
テーマ「新たな仲間の巻き込み方」
平成 28 年度は、NPO 法人ＣＲファクトリー事業部
長の五井渕 利明 (ごいぶち としあき) 氏をお招きし、
各団体で問題となる団体設立後の後継者・協力者不
足など「人材」に焦点をあて、
「新たな仲間の巻き込
み方〜多様なメンバーの力で組織を盛り上げる〜」を
テーマに研修会を開催しました。

■開催日：平成 29 年２月 28 日（火） ■参加者：50 人

当日は、区内の市民活動ネットワーク登録団体をはじ
め、自治会や他団体の方々にも数多く参加していただき
ました。研修では講義と個人ワーク・グループワークを
交えながら、自分達の団体が必要としている「人材の定
義・具体化」
、
協力者や後継者不足を解消するための「新
たな参加者の巻き込み方」
、参加する動機や目的の把
握による「適切な人材配置・機会提供」
、人材を定着
させるための「愛着・仲間意識の醸成」
、活発な団体
運営を実現させるための「ドリームミーティングの方法」
などを学びました。
また、グループワークでは普段顔を会わせる機会
のない団体・自治会同士で、各団体の状況や問題
点・課題の解決策などの意見交換が活発に行われ、
団体間での相互交流を深めることができた研修会と
なりました。

平成 27 年４月にスタートした、第７期南区区民

集約したものと云えます。

会議では、
『地域交流の促進による安心して生き

『人と人との結びつき』が深化することにより、地域の連帯

生きと暮らせるまちづくり』をテーマに、２年間に

感が生み出され“魅力あるまちづくり”につながっていくという、

わたり協議を重ねてまいりました。最終案として、

コンセプトや進化の道筋を共有できたことが、７つの施策案

『７つの施策案』とその施策案を実現するために

として作り上げられたのだと思っています。
今後は、本来の立ち位置に戻り、日常生活のなかで『人と

推進していくべき事業を総合的にまとめ、南区長
へ報告をさせていただきました。
第７期南区区民会議

会長

石川憲次

今回、南区区民会議に携わる機会を得て、分

人との結びつき』に係わる事柄に、関心を持ちながら接して
いきたいと考えております。
この２年間、第７期南区区民会議を運営するにあたり、副

野の異なる 20 名の委員の方々と、様々な事柄で
幾度となく熱い議論を交わすことが出来ました。

会長及び各委員の方をはじめ、支援をいただきました関係者

そこに見えてきたものは、まちづくりに最も重要で大事なことが『人と人と

の皆様に、改めてお礼申し上げるとともに、今回報告した施

の結びつき』であるということです。

策案が南区発展の一助になることを切に願い、ご挨拶とさせ

今回まとめました『７つの施策案』を一言で云い換えれば、
『人と人との

ていただきます。

結びつき』の原点となる場所や機会を如何に提供すべきかの方法や手段を

●南区市民活動ネットワークに登録しませんか

南区内で区の魅力あるまちづくりを推進している活動団体が登録し、団体間でゆるやかなネットワークを図っていただくこと

を目的としています。登録の対象となる活動は、地域交流や青少年の健全育成、スポーツ振興、環境、健康福祉、文化等に

関する活動となり、登録すると区 Web サイトでの活動内容紹介、研修会等への参加、団体打合せで南区役所１階多目的室を
利用することができます（月３回まで）
。

●南区市民活動ネットワーク登録団体名簿（平成 29 年 3 月 1 日現在）
スカイフラワーパーク整備委員会

スカイフラワーパーク ( 南区辻 8-7）の整備及び管理運営。

ネット 298

六辻水辺公園等の清掃活動を通じ、地域の連帯感の醸成に寄与する。

別所の歴史を探る会

別所の歴史を研究し、一書に纏める。全国各地の「別所」地区の資料収集や交流。

むさしうらわ街づくり協議会

地域社会の振興などを目的とする団体の支援及びネットワーク作り。

南区四星会

地域の高齢者の集いサロンを行い、地域住民の福祉の向上を目指す。

南浦和駅前花いっぱい運動実行委員会

世代間交流やきれいな魅力あるまちづくりを目的に、南浦和駅西口広場に花いっぱい運動を展開。

谷田ネットワーク

大谷口地区に花ポットを飾って、まちを明るくし、防犯にも役立てている。

笹目川の環境を守る会

笹目川の清掃美化活動や環境調査の実施。

ヒアシンスハウスの会

別所沼公園内に建てられた「ヒアシンスハウス」を新しい文化の発信と地域交流の場とする。

フォトネットみなみ

その時々の南区の人･街･自然･行事等を記録する。

南区地域スポーツクラブ

スポーツ大会を開催し、誰もが気軽に楽しみ、参加できる環境を作る。

見沼ふれあい散歩の会

散歩を通じて見沼の豊かな自然・悠久の歴史・貴重な文化等とふれあい、見沼の良さを共有し、それらを
次世代に継承する。

ふるさと上谷沼地域創造塾

上谷沼周辺地域の自然・伝統文化・歴史を守り、体験・活用することにより、世代間交流・豊かなまち
づくりを目指す。

さいたま市防災アドバイザー南区評議会 自然災害を想定し、日ごろからの心構えと、準備・防災力向上の広報活動。
別所沼を守る会

別所沼の水質浄化と公園環境の整備などを行う。

介護者サロン ケアラーズうらわ

介護をしている人たちが話をし、精神的な負担を軽くするためのサロンを毎月開催。

コミュニティ・カフェ おひさま

コミュニティ・カフェを中心にした地域交流、居場所づくり、いきがいづくり、健康づくりなどを実施。

おはなしひまわり

武蔵浦和図書館・南浦和図書館で、幼児や小学生を対象におはなし会を開催。

ヒマワリリボンの会

親子、子育てにかかわる方を対象としたコミュニケーション支援や自立支援の講座を実施。

マルベリー

本の読み聞かせを中心としたおはなし会を開催。出前おはなし会も。

アンダンテ

コンサートなどの音楽イベントやチャリティーバザーを通じて、世代間交流。

善前パソコン会

善前公民館で毎月 3 回高齢者向けパソコン教室の開催。善前公民館文化祭への参加。

ボランティアグループ一歩会

区内で毎朝ラジオ体操の実施。毎月第 1 日曜日に笹目川沿いのゴミ拾いや区内イベント等への浦和おどり
や創作振付踊りでの参加。
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