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平成 16年度第５回西区区民会議・議事録 

 

１ 日時・場所 

日 時  平成１６年１２月３日（金） １５：００～１６：３０ 

場 所  西区役所２階 大会議室 

 

２ 出席者 

（会員１８名：敬称略、５０音順） 

安藤福衛、飯髙英子、池谷勝則、石川孝子、江口三郎、岡田明子、加藤正晴、

島田武次、島田昌彦、土橋章次、中島貞雄、野口博隆、蓜島一弘、根本芳江、

引間成子、平野初夫、細田米子、宮澤憲治 

（欠席者：３名） 

（事務局：９名） 

上野区長、松原総括参事、松本区民生活部長、岩田健康福祉部長、篠崎コミュ

ニティ課長、藤巻主幹、樋爪主査、五島主任、コンサルタント（横山） 

（さいたま市都市計画課：１名） 

 

３ 次第 

Ⅰ 開会 

Ⅱ 議事 

（１）報告事項 

「さいたま市都市計画マスタープラン」の策定について 

（２）議題 

①各部会の報告（基本部会、アクション部会、広報部会） 

②平成１７年度予算について 

③その他 

Ⅲ 閉会 
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４ 議事の概要 

 

（１）確認事項等 

①「さいたま市都市計画マスタープラン 西区意見交換会」ついて、さいたま市

都市計画課より報告を受けた。 

②基本部会、アクション部会、広報部会より活動状況の報告があり、基本部会の

検討の方向性について確認された。 

③平成１７年度予算の予算要求状況について、事務局より説明があった。 

 

（２）議事 

１）報告事項 

「さいたま市都市計画マスタープラン 西区意見交換会」について 

・「さいたま市都市計画マスタープラン 西区意見交換会」ついて、さいたま市都

市計画課より報告を受けた。 

 

【「西区意見交換会」の開催状況】 

・区別構想検討に向け、区民との意見交換会を開催している。本日は、１１月１６

日に開催された、第２回西区意見交換会の状況を報告する。 

・配布した資料のとおりのご意見を頂いた。主に、土地利用、交通体系に関する意

見が出された。新駅については、政策的に進めていると回答した。これらの意見

を踏まえて検討し、今年度中に区別構想素案をまとめたい。 

・次回意見交換会は、１月１４日（金）１９時の予定である。今回も自治会に回覧

をお願いするなど、一層の周知に努めているところである。 

 

以上に対して、次の質疑、意見があった。 

 

議 長：自治会への回覧依頼は、早めにしたほうがよい。また、資料を読む限りでは、

新駅設置について反対の意見ばかりのようにもとれるが、実際はどうであっ

たのか。 
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都計課：自治会への依頼は早めに行う。１２月１０日に、チラシをお届けする予定で

ある。また、新駅設置については反対ばかりではなく、その旨を資料にも記

載している。（大成） 

委 員：西区の都市的整備を考えた場合、新駅設置と土地区画整理は、大きな柱にな

るものと思う。しかし、地域住民が協力しない限り、都市的整備は進まない。

この点につき、地域住民の合意形成に課題があるように思う。（野口） 

議 長：３５万坪の土地区画整理の一環として、今の場所に区役所が整備された経緯

もある。土地区画整理は、ぜひ実現していかねばならないと考えている。平

成１８年に新駅が整備されると聞いているが、市はもっと地元に出向き、意

見を聞くべきではないのか。 

委 員：意見交換会に集まった人から出された意見は、必ずしも計画に盛り込める性

質のものではなく、当面住みやすくするための課題であったりもする。これ

らの意見は、計画の趣旨からみると少し的外れなのかもしれない。しかし、

出席者から出された生々しい意見こそが、西区の現状を表しているのである。

このような住民の意見をどのように捉え、どのように計画に反映していくの

か、お伺いしたい。都市計画マスタープランの趣旨は個人的には理解してい

るが、具体的に課題を解決していかないと、住民にそっぽを向かれかねない。

（加藤） 

都計課：都市計画マスタープランの全体構想は、都市的整備の大きな方針を示すもの

であり、個別具体的な課題への対応まで盛り込むことは難しい。しかし、区

別構想では、いつまでに・どこを、といった表現までは難しいが、ある程度

具体的に位置づけていけるのではないか。具体的な課題の解決に向けては、

庁内の連携を図り、関係部局に意見交換会での意見を伝えている。（大成） 

委 員：都市計画マスタープランが長期的な計画であることは承知しているが、短・

中・長期といった区分で実現のめどを示せないか。また、庁内の連携を図っ

て意見を関係部局に伝えているとのことであるが、伝えた結果がどうであっ

たか、知りたいと思う。（島田昌彦） 

都計課：実現段階の具体的スケジュールなどについては、総合振興計画の実施計画に

盛り込む。（大成） 

委 員：そのような行政計画の仕組みは理解しているが、その仕組みが住民にはわか
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りにくいのではないか。わかりやすく示す方法を検討すべきではないか。（島

田昌彦） 

 

２）議題 

①各部会の報告（基本部会、アクション部会、広報部会） 

・各部会から、活動状況について報告があった。 

 

【都市基盤・交通部会からの報告】 

・提言のテーマは、「快適に暮らせる安全なまちづくり（すぐ実現可能なもの）」、

「協力により夢のある住環境をつくる（将来にわたりすすめるもの）」とした。 

・西区の都市基盤整備については、区画整理、道路整備、下水道整備が課題である。

これらを「協力により夢のある住環境をつくる（将来にわたりすすめるもの）」

にまとめている。 

・一方、長い時間を要する都市的整備とは別に、防犯・交通安全など、住民の取り

組みで改善できる分野もある。これらを「快適に暮らせる安全なまちづくり（す

ぐ実現可能なもの）」として整理している。 

・今後については、１２月１３日に部会を開催し、提言内容について概ね固めてし

まいたいと考えている。 

 

【健康・福祉部会からの報告】 

・提言のテーマは、「健康で生きがいのある地域づくり」とし、サブテーマを「（１）

健康とスポーツの機会づくり」「（２）学びと交流の場づくり」とした。 

・「（１）健康とスポーツの機会づくり」については、健康の基礎知識の普及、手軽

なスポーツの普及と参加のシステムづくりについて検討している。 

・一方、「（２）学びと交流の場づくり」については、趣味を活かした学びと交流と

いうことで、学校とタイアップしてのパソコン教室などについて検討している。 

・今後については、１２月１３日に部会を開催し、提言内容についてさらに検討し

たいと考えている。 
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【健康・福祉部会からの報告】 

・提言のテーマは、「快適なコミュニティの形成」とし、サブテーマを「（１）自然

環境の利用と有効活用」「（２）青少年・高齢者に関するテーマ」「（３）文化財・

芸能に関するテーマ」とした。なお、（２）（３）については、テーマの文言を検

討中である。 

・具体的には、「花の拠点」づくり、「散策遊歩道」づくり、「一人一ボランティア

運動」の推進、文化・伝統芸能を継承する仕組みづくりなどについて検討してい

る。 

・これらの提言の中には、アクション部会の活動と密接に関連するものもある。こ

のため、アクション部会の経験などを織り込みながら、まとめていければよいと

考えている。 

・今後は、１２月１４日に部会を開催し、提言内容についてさらに検討したいと考

えている。 

 

【スポーツ振興部会からの報告】 

・区民のふれあいの場づくりのため、「ウォークラリー」を１１月２８日に開催し

た。参加者実数２２５名、役員５５名の参加を得て、盛況のうちに開催すること

ができた。 

・今後は「たこあげ大会」に注力していきたい。細部については、これからさらに

詰めていく。 

 

【防犯部会からの報告】 

・区内の自治会長さんと大宮西警察署の参加を得て、１１月１７日に防犯研修会が

開催された。その席で防犯パトロールにつき説明し、防犯ベストを配布のうえ、

協力を依頼した。防犯パトロールは既に始まっている。実施状況につき、各自治

会を対象としてアンケートをとってみようかと考えている。 

・区民会議委員の皆さんにも、本日防犯ベストをお渡しする。パトロールのみなら

ず、散歩や買い物の時にも着て頂きたい。 
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【環境美化部会からの報告】 

・“花いっぱいのまちにしよう”ということで、区民会議だより、チラシで区民に

呼びかけた結果、１０数件の申し込みを頂いた。 

・それぞれにつき子細に検討したが、実際に花を植えるとなるとなかなか問題も多

く、現在２ヶ所で花植えをお願いしている。近々、もう１ヶ所植えて頂ける予定

である。 

・このように、少しづつではあるが、今後も活動の輪を広げていきたいと思ってい

る。 

 

【広報部会からの報告】 

・「西区区民会議だより第４号」を、１２月１日付けで発行した。内容は、区民会

議の活動状況、部会の活動状況、西区区民まつりへの参加状況などをお知らせし、

最終ページは防犯部会からのお知らせに充てた。 

・「西区区民会議だより第５号」は、３月末日付けで発行したい。委員の皆さんに

は、原稿執筆を依頼することになるので、その際にはご協力をお願いしたい。 

 

議 長：部会報告は以上である。何か質問、意見はあるか。スポーツ振興部会のウォ

ークラリーは、何キロのコースで行ったのか。また、青少年相談員の協力を

得たとあるが、市・県、いずれの相談員か。 

委 員：５キロのコースで行った。今回のイベントは、距離も含めて全て標準的なや

り方を採用した。標準的なやり方ならば、一度参加すれば競技そのものに馴

染んで貰えると考えたからである。また、青少年相談員については、同一人

が市・県の両方から委嘱を受ける仕組みになっている。なお、今まで青少年

組織の地区割りには“西区”という概念がなかったが、“西区”という単位

での連携を図るため、今回のイベント開催を契機に協議会を立ち上げること

となった。このように、活動を通じて新たなつながりを生み出せたことは、

大きな成果だと思っている。（江口） 

委 員：「散策遊歩道」は、素晴らしい提案だと思う。ぜひ深めて頂きたい。（根本） 

委 員：実現可能性などを検討しつつ、さらに深めたい。（池谷） 
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委 員：基本部会の提言事項と、アクション部会の活動内容を、うまくリンクさせて

いきたい。例えば、環境美化部会の活動を通じて得られた経験を、花の拠点

づくりにという提言に活かすなどが考えられる。具体的に色々と問題が出て

いるものと思うが、土地の所有と管理を切り離すなど、活動経験を踏まえた

提言としたい。花植えと管理は、命の大切さ、育てることの喜びなど、色々

なことを教えてくれる良い活動だと考えている。（飯高） 

委 員：現実的な問題として、個人所有の土地の貸し借りは、なかなか難しい。自治

会館に植えるという話しもあったが、色々と問題があるのが現状である。で

きるところから、少しづつ花植えをすすめていくのが良いと思う。（島田武

次） 

議 長：花植えと言うことであれば、将来的には荒川・鴨川などの河川沿いを、“西

区コスモス街道”などとすることも考えられる。 

委 員：２点、意見を述べたい。１つめは、区民の自主的な活動を活性化するため、

“ボランティアの区長表彰制度”のようなものができないか、ということで

ある、２つめは、よさこい祭りのごとく、地域がまとまるような、目玉にな

るようなイベントが考えられないか、ということである。（野口） 

区 長：“ボランティアの表彰制度”については、次回区民会議までに検討し、報告

したい。 

委 員：スポーツ振興部会が予定している“たこあげ大会”は、目玉イベントになり

うると考えている。たこあげ大会が催せる空間を持つのは、市内で西区ぐら

いなものであろう。菅原さんという、たこづくりの名人の協力も得られ、よ

い大会になるのでは、と思っている。（江口） 

委 員：ぜひ、実行して貰いたい。（野口） 

委 員：花に話しを戻すと、区から頂いた花を植えたところ、今立派に咲いている。

このような花植えを通じて、見て楽しむだけでなく、地域の会話も生まれる。

（石川） 

議 長：指扇小学校で花植えをしているが、どのような経緯か。また、自主的活動と

いうことでは、自治会館の草むしりなど、地域の老人会がもう３０年も続け

ているところがある。 

委 員：指扇小学校の花植えは、“人権の花”という取り組みの一環で、法務局から
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お願いしたものである。また、指扇公民館の花植えや本の読み聞かせなど、

善行を表彰できないでいるケースが見受けられる。区民の自主的活動の輪を

広げる見地から、このような活動を顕彰できないものか。（飯高） 

委 員：健康・福祉部会から、「学びと交流」という提言がなされている。昨今、定

年を迎えたものの、きっかけがなくて地域に参加できない人が多い。そのよ

うな人に“学び”という切り口で参加して貰い、仲間づくりをして貰えたら

よい。（加藤） 

委 員：講座がたくさんあって常に満杯であるとか、西区の人が予約を取りたくとも、

既に他区の人が予約してしまっていたとか、公民館には色々と問題があると

聞いている。（岡田） 

委 員：コンピュータなどを用いて予約しやすいシステムになったと聞いたが、サー

クルなどの不正な予約もあると聞いている。他区の人も結構だが、まず“ム

ラの者”が使えるというのが、公民館の趣旨であるようにも思う。（安藤） 

議 長：各部会の活動状況については、特段、異議もないようであるので、今後も活

動をすすめて貰いたい。時間の制限もあるので、次の議題に移る。 

 

②平成１７年度予算について 

・事務局から、平成１７年度予算の予算要求状況について説明があった。 

 

【平成１７年度予算について説明】 

・財政状況が厳しく、市の基本姿勢は、全般的に予算の５％カットである。このよ

うな情勢であるため、大幅な予算の増加は見込めない状況にある。 

・「まちづくり基本経費」は、区民会議の運営などに係る予算である。今年度比で

3,000 万円程度減っているが、これは「コミュニティ会議活動支援」という費目

を「まちづくり事業経費」に移したためである。 

・「まちづくり事業経費」は 4,000 万円増加しているが、これは先に述べた「コミ

ュニティ会議活動支援」の移行のほか、「西区光の祭典」などの新規事業を盛り

込んだためである。 

・「区民満足度 UP経費」は、緊急修繕の費用であり、金額は今年度並みとなってい
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る。 

・区民会議委員さんの意見を予算要求に盛り込むべく、第３回区民会議で皆さんに

意見をお伺いした。その結果、区民会議で使途を決められる事業予算の拡充、と

いう意見があった。その意見を踏まえ、今年度３３０万円ほど確保していた予算

を、平成１７年度は３５０万円として要求することとした。 

 

議 長：予算について、何か質問はあるか。 

委 員：「西区光の祭典」とは、具体的に何か。（引間） 

事務局：区役所のライトアップとコンサートである。いままでの事業をさらに充実し

た内容とし、新規事業とした。（篠崎） 

 

③その他 

 

【第２期区民会議公募委員の公募について事務局説明】 

・第２期区民会議委員のうち、公募委員については、１２月１日付け市報、および

区民会議だより第４号で公募のお知らせを行った。 

・第２期区民会議の委員構成は、現在検討中である。しかしながら、公募委員募集

のお知らせだけは先にしておかないと、４月の第２期発足に間に合わないので、

市報などに掲載した次第である。 

 

議 長：現在の第１期公募委員が、再び、第２期公募委員に申し込むことは可能か。 

事務局：もちろん可能である。（篠崎） 

委 員：委員構成はどうなるのか。区役所が密室で決めている感があるので、あらか

じめ示すべきではないか。（島田昌彦） 

区 長：決して、密室で決めている訳ではない。９区共通の考え方があり、それにの

っとって委員を構成している。共通の考え方とは、区民会議の委員は２０名

前後とし、うち１０名は団体推薦、５名が公募委員、５名がコミュニティ会

議のメンバーやボランティアで活躍されている人、といった考え方である。

第２期の委員構成については、基本的には変わらないものと考えている。今



 10/10 

のところ、団体推薦１０名、コミュニティ会議・ボランティアから５名、公

募の方を５名より少し多めに、と考えている。委員は区長が選任することに

なっているので、僭越ながら、来年、皆さまに考え方をお示しする。 

 

【次回区民会議の開催日時について】 

・次回は平成１７年２月５日（土）１０時から西区役所にて開催する。 

以 上 


