●現在取り組んでいることを基盤に、より

今までの座談会を通じ、

多くの人が参加、参画したくなるプランを

どんなまちづくりを

まずは意識から。
「まちづくり、地域を見直

立て、少しずつ活気、元気を広げていきたい。
す、きっかけに」
（一句できました）
。

期待しますか？

●更に住みよいまちになりそうな気持にな
りました。

●住みよいまちをつくりたいという想いは
皆さん熱く持っているのを改めて感じまし
た。一人の力は小さいですが一つのピース
としてでも役立ちたいと思います。
●安全で明るい安心して住めるまちづくり
に貢献したいと思うようになりました。ま
ちづくり座談会に参加してよかったです。

●みんなが元気でいきいきと生活できるま

●西与賀に暮らしてよかったといつも感じ

ちづくりを目指していきたいと思います。

るまちにしたい。また、自然が多く空気が

期待しています。

澄んだまちになっていきたいです。

●スポーツ、その他の行事に子どもから大

●今日発表された各テーマの夢プランが少

人まで 60％以上の人が参加する西与賀町に

しずつでも実現し、魅力的なまちになるこ

したい。

とを期待します

●感謝、気配り、思いやりのある人を育てる。

●行事等に喜んで参加できるまちづくり。

●高齢者の方が年々増えてますが、一人で
も多く外に出るように。また、色々の事業
に参加してもらいたい。
●多くの方々の参加があったこと。参加さ
れた方々の意識も大きく変わってきたと思
います。行動に移すことが多くの方々参加
されることを期待します。

●子どもが安全に外で遊べるまち（どこに

●それぞれのグループでの素晴らしい案に

いても大人の目がある）大人と子どもが皆

基づき、西与賀がますますより発展できる

分野を越えた夢プランに

顔見知りになれるまちづくり。

ようなプランができたらと期待しています。

第３回目（最後）の座談会は、西与賀校区の「夢プラン」を作

●少しでも活気づけばと思います。地域を

●同じ町区、知らない人でも声を掛け合う

りました。これまで話し合って決めた目標に向けて、
「現在の

誇りに思う子どもになってほしいです。

明るいまちづくりに期待。

活動」を確認し、次に「新しい活動」についてアイデアを出し

●子どもがまだ小学生ですので、子どもが

●頑張りすぎない！つめこみすぎない！

安心して遊べるまちづくりを望みます。

●若い人が参加するまちづくり。

合いました。
合いの途中でグループの入れ替えをしました。他のグループの

と人の絆を大切にするまちづくり。

意見を聞くことで分野を超えた横断的なアイデアや発言が増え

●たくさんに人が参加するイベント（スポー

ました。例えば、スポーツについて話し合 っている「歴史文化」

やしていきたい。

第

1 回 「現状を知る」
良いとこ悪いとこ探し
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平成 25 年 10 月 1 日
（火）
19:00〜 西与賀公民館

今回の座談会も６つの分野に分かれて話し合いましたが、話し

●災害に強いまちづくり。河川の浄化。人

ツ、文化）を通じて人と人のつながりを増

西与賀校区まちづくり座談会

グループの意見の中に、ラジオ体操もスポーツだから高齢者の

●明るいまちづくりのため、人とのつなが

健康づくりになるねといった「福祉」の視点、それを校区のイ

りを重視。住民の意見を参考に活かしたら。

ベントにしたらみんな集まるかなといった「人のつながり」の

第

2 回 「活動を探る」
〈分野別〉自然・歴史・
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視点など、入れ替えを繰り返すことで、どんどんとアイデアが
広がっていきました。そのアイデアをまとめて「夢プラン」が
完成（次頁参照）しました。
これからは、「西与賀校区夢プラン」を実現するため、「西与賀
【発 行】西与賀まちづくり推進委員会
【発行日】平成 26 年 2 月
【問合せ】〒840-0034 佐賀市西与賀町大字厘外 1405（西与賀公民館）
TEL/FAX 0952-23-4683

まちづくり協議会（仮称）」の組織体制づくりを始めます。

第

文化・安心安全・福祉
平成 25 年 12 月 1 日
（日）
19:00〜 西与賀公民館

3 回 「夢プランを作る」
西与賀町の方針決定と
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夢プランの作成
平成 26 年 2 月 1 日
（土）
19:00〜 西与賀公民館

西与賀校区「夢プラン」

第３回まちづくり座談会のまとめ

全体目標：笑顔でつながる元気なまち西与賀

分野

目標／目指す姿

自然・環境

美しい水と自然に親しむ西与賀
□美しい川のあるまち
・水路を調査し幹線水路を一本化したい
・川の掃除をして水の流れる川にしたい

□魚や虫と共生するまち

★：重点事業 ○ ：校区事業

現在の取り組み

新たな取り組み

・年２回、春・秋の「川を愛する週間」の区全員の取り組み

★アベニュー遊水池植樹活動

・年１回（春）川掃除、年２回（春・秋）河川清掃

○小河川クリーンボランティア隊

○歴史探訪をしながらウォーキング

★歴史探訪コース整備（サイクリング用・ウォーキング用・スタンプラリー用）

・歴史的な人物等の説明版の設置

★恵比須さん

・副島、江藤の資料の収集（ハンドブック）

○西与賀ニュース発行（祭り・スポーツ活動・行事・施設の紹介）

・神社のお祭り

○西与賀歴史守り隊（史跡整備・マップ作り）

・ペタンク大会、グランドゴルフ、ミニバレー、ジョギング、

○西与賀劇団（寸劇・DVD 制作） ○天体観測イベント

★河川整備
○みちくさ花壇作り

・トンボやドジョウ・蛍を増やし豊かな川
にしたい

・水路のヨシを増やして川を浄化しよう

歴史・文化

歴史とスポーツを活かすまち西与賀
□歴史を大事にするまち

□スポーツをするまち

・西与賀の歴史や文化をＰＲする冊子をつくりたい ・施設を活かしてスポーツ大会を誘致したい
・副島種臣・江藤新平の寸劇をつくりたい

・施設を活かして体力づくりをしたい

・西与賀の歴史を教える人材育成をしたい

町民運動会

○軽スポーツ大会（グランドゴルフ・ペタンク）

・班対抗でソフトボール

★子どもの遊び場作り事業

子ども

みんなが生き生き育つまち西与賀

○公民館主催「わくわく広場」遊びの提供

□みんなで子どもを育てるまる

○校区内危険箇所点検（学教・ＰＴＡ）通学路整備調査（市・学校） ○魚釣り大会

・公民館や子育てサロンを充実したい

・外で遊べる方法を教えたい

・通学路を整備したい

・大人から率先して挨拶をしたい

・高齢者と子どもが遊べる広場をつくりたい

みんなに居場所のあるまち西与賀

福祉

□高齢者の居場所がたくさんあるまち

□高齢者に優しいまち

○ぜんざい会

○水難救命訓練

○子ども自治会長会議

○１年生が老人会の方に来ていただき昔遊びを教えてもらっている

○花壇作り教室

○自治公民館の活用

○現状のサロン会活動

★サロン PR 活動

○朝のラジオ体操

○美容教室

○マッサージ講座

○ハーモニカサークル

・城西公民館の周りに老人クラブが花壇をつっくている

○体操教室

・老人会やサークルで街路に花壇をつくりたい

・道路をバリアフリー化したい

・県営ＡＰの中央道路は、段さをできるだけなくす工事が

○バリアフリー点検事業

・朝のラジオ体操会の参加者を増やしたい

・移動販売車の販路を広げたい

安心安全

□みんなで安全を守るまち

○大学との交流
○子どもお掃除隊
隊

○三世代グランドゴルフ

・買い物バスを走らせたい

□災害に自ら備えるまち

○読みがたりイベント
○囲碁サークル

○自治公民館の活用

○大雨の時危険場所点検

★自主防災組織作り（班会議・スマホ利用・地区情報） ★交通安全教室

○交通安全協会主催の講演会を小学校で開いている

○水害避難訓練（子どもも一緒に） ○救命浮き輪設置

・警察と協力して交通安全講習会を聞きたい

○交通安全ののぼり旗の設置、交換

・連絡網を整備し、ＩＴ化したい

・交通安全を呼び掛けたい

・緊急防災放送設備ができた

・自分達で近所の避難所、避難方法を決めたい

・道路に波型を設置したい

・火災予防週間の広報、年末警戒

・高齢者への防災連絡、手助けを考えたい

・夜道を調査し防犯灯を増やしたい

・さがんメール

・家庭の街灯を付けて夜道を明るくしたい

・危険箇所の点検（PTA, 自治会） 、カーブミラーの設置

人のつながり

みんなで声をかけ合うまち西与賀（にしようか）

★文通

★盆踊り大会

□コミュニケーションの盛んなまち

○校区ふれあい祭

★工場見学ツアー

★元相応

丸目の川ハンギー大会

・参加しやすい行事日程を考えたい

・新しい住民を三夜待に誘おう

・行事関連については班長会時報告

○役員交流会

・班単位の親睦をして行事参加の声掛けをしたい

・大学生とコミュニケーションを取りたい

・BBS 電子掲示板

○３世代交流活動（趣味・スポーツ・GG 大会）

・ごみステーションを交流の場にしたい

・運動会実施の出場参加、写真撮り、参加者への配布

○スマホネットワーク作り

・新しい住民に挨拶をしたい

・夏祭り、子どもみこし

○田んぼゴルフ場整備

・河川清掃年２回

○映画上映会

・老人会、敬老会、子ども会

○城西中跡地活用会議

・地域に話題を探して対話をしたい
・地域間が交流できる行事をしたい
・多世代が交流できる行事をしよう

□特産品を大事にするまち
・特産品を守るＰＲをしたい

・若い人の関心の高い行事を考えたい

・「にっしー♡」を活用したい

・新しい住民を紹介する場をつくりたい

・特産品を使ったイベントをしたい

○読書会

３月に完成する。

・緊急防災放送、有線電話が出来るようにしたい

・積極的に挨拶、声掛けをして行事に誘いたい

★校区夏まつり

○自治会での取り組み（夏祭り、もちつき大会）

・高齢者サロンを増やして参加者を増やしたい

自主防災で安全を守る西与賀

○海水浴

○しめ縄飾り（小学生がつくったもの）を独居老人の所へ届ける

○小学校朝のあいさつ運動

・子どもが遊べる行事を増やしたい

★歴史スタンプラリー

・町内グラウンドゴルフ
・三夜待、氏神祭、ひゃあらんさん祭（川の神）、施餓鬼

○打ち上げ交流会
○餅つき大会

○空き地菜園事業

○麻雀大会

○季節行事
事

○収穫祭＆地元物産展

○幼・小・町民合同運動会

★校区夏まつり

