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彩の国コミュニティ協議会
　協働事例発表会
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●対象：企業・団体
●会費：企業１口5,000円を２口以上　
　　　　団体１口5,000円を１口以上

●対象：個人
●会費：1口2,000円

　コミュニティ活動をさらに活発にするために、協議会
の趣旨に賛同し協力していただける新規会員、賛助会
員を募集しています。入会、お問い合わせについては当
協議会事務局まで御連絡ください。

会 員

賛助
会員

彩の国コミュニティ協議会  会員　賛助会員募集 !!＆

お 知 ら せ
「プチ情報」への情報掲載を希望される会員の方を募集しています。
詳細については事務局へお問い合わせください。
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の国コミュニティ協議会
協働事例発表会

　平成２３年９月１６日（金）、彩の国コミュニティ協議会の協働事例発表会
が開催されました。県の NPO活動推進課より「地域コミュニティに
おける協働の取り組みについて」の説明があったほか、以下の２団体
から地域における協働事例の発表をいただきました。

市民による地域活性化への取組
� 特定非営利活動法人　ひき２１東松山　

　地域を元気にしたいという思いから集まった有志で組織されており、
毎年４月に「東松山夢灯路」を実施している。
　立ち上げ当初、全国で行われている様々なまちおこしを調査し、京都
の「東山・花灯路」を視察した。東松山市には上沼（男沼）と下沼（女沼）を
つなぐ古い町並みが残っていることから、そこに灯路を並べて観光客を
呼び込むような事業はできないかと、周辺の町内会を巻き込んで実行委
員会を結成した。その後の試行錯誤の中で、小川町の和紙やときがわ町
の木材など、比企地域の特産を活かした独自の灯路を生み出すことがで
きた。婦人会や商工会、ボーイスカウトなど、地元の多くの方々が灯路
の作成や設置作業に御協力くださり、費用の面も全て市民や地元企業か
らの寄付で賄っている。当日は琴や太鼓の演奏、よさこい踊りなどが披
露され賑わいをみせている。
　また、上沼の松山神社と下沼の弁天様を参拝すると恋が実るとの言い
伝えから、夢灯路の時期だけでなく年間を通した PRも行っている。

「みどりのまちづくり」を目指して　－明日へみどりを伝えるために－
� 桶川みどりの会　
　桶川市が「緑のまちづくり基本計画」を作成する際に行政と市民によ
るプロジェクトチームを結成、計画完成後に行政と協働しながら実践
的に森づくりを進める団体として発足した。
　当初は市の指定する保存樹林の管理を行っていたが、徐々に独自の
管理林を増やしてきた。現在は、一般の方が所有する手入れの行き届
いていない土地（６か所）について、伐採・枝打ち等の整備をしながら
活動を続けている。運営費については県からの補助金、必要な機材の
購入については企業が行う環境保全基金を活用した。
　このような森づくり活動のほか、行政や他の自然環境団体とともに
市民を対象とした事業なども実施している。森林整備作業の体験や里
山の散策、どんぐりや間伐材・竹材を使った工作などが好評を博して
おり、地域交流の場・憩いの場として定着してきた。市内のイベント
にも積極的に参加し、みどりに親しむ機会を提供している。また、地
元の学校では、環境学習の講義と管理林を利用した体験実習の場とし
て活用している。

彩
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実際の灯路を手に取る
事例発表会の参加者

夢灯路の幻想的な風景

整備された管理林

工作を楽しむ子ども達



力力力地域の
つなげよう

ち らか

魅力 ！市町村コミ協の 発見

彩の国コミュニティ協議会は、様々な主体が共に助け合
いながら地域社会づくりが進められるよう、地域の
「つなぎ役」として支援・協力を行っています。そんな地
域のパワフルな活動を皆様に毎号お伝えしていきます。

　県内には７０の市町村コミュニティ協議会
（＝コミ協）が地域性、特性を活かして活動し
ています。あなたがお住まいの地域
のコミ協はどんなところでしょう？？

コミュニティ協議会と地域団体の協働
「にいざの自然発見
フィールドワーク及び講習会」

八潮市コミュニティ協議会

新座市コミュニティ協議会
新座市グリーンサポーター

　新座市コミュニティ協議会では、これまで市内の緑化活動に重点を置いた取
り組みを行い、一定の成果を挙げてきました。守り育てていくべき貴重な自然
環境について、更なる研鑽を深めるための新たな試みについて検討していたとこ
ろ、市内で長年緑の保全活動を続け、知識と経験も豊富で、環境大臣表彰をは
じめ多くの賞を受賞している「新座市グリーンサポーター」と出会いました。そこ
で、「新座の自然や緑の歴史、現状について」をテーマとした事業ができないかと
申し入れしたところ、快くお引き受けいただき、「にいざの自然発見フィールドワー
ク及び講習会」という協働事業が実現しました。
　講習会では、①雑木林が時代と共にその役割を失い、生態系も崩れていった
歴史について、②荒れた新座の雑木林を蘇らせるためにグリーンサポーターが
行っている活動について、そして、③活動の成果として森に貴重な動植物が自生
するようになった成果と今後の活動について学習をしました。フィールドワーク
では、萌芽更新エリアの観察や堆肥マスの見学に加え、樹木プレートの設置作
業に協力し、共に交流を図ることができました。参加者にとっては新座の自然に
親しみを持ち、自分にできる環境保全活動とは何かを考える良い機会となりまし
た。また、本事業には市内のボーイスカウト、ガールスカウトの子どもたちが多数参加しており、グリー
ンサポーターの活動の大切さを次代につなげるための、世代を越えた協働事業となりました。
� 新座市コミュニティ協議会（事務局：新座市コミュニティ推進課）【TEL】048-477-1111

　八潮市コミュニティ協議会は、市内にある全４４の町会自治会から選出された５６名の委員で活動し
ています。清潔で安全なまちづくり部会（清潔部会）と、活気ある楽しいまちづくり部会（活気部会）
の２部会で構成され、県の助成金を活用し各部会で事業を行っています。
　中でも活気部会では、青少年の体験活動・子育て支援活動の推進事業として、ふれあいどんぐり
こままわし大会を開催しています。協議会委員の助言のもと、子供たちはどんぐりにキリで穴をあ
けてこまを作り、夢中になってこまの回るタイムを競っています。
こままわしを通して世代間交流が図られ、参加者からは大変好評で
す。同日に、みどりと川の再生活動の推進事業として、苗木の配布
を行っています。こままわし大会に参加した大人の方を対象に苗木
を配布し、地域の緑化を推進しています。
　各町会自治会の代表として選出された委員は、協議会で学んだこ
とを自身の町会活動に活かし、更なる地域コミュニティの発展のた
め取り組んでいます。� 事務局：八潮市市民協働推進課【TEL】048-996-2140
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樹木プレートを設置

こままわしに挑戦



　当日は、警察本部や県議会議事堂など庁舎内を
見学することができます。「勝手に埼玉応援隊」に
よるステージショー等、イベントも盛りだくさ
ん。受付で地図をもらって、めいっぱい県庁を楽
しもう ！！

　彩の国コミュニティ協議会マスコットのサイコ
ミ君が、県内のイベントを中心に、PR活動を頑
張っています。サイコミ君を見かけた際には、気
軽に声をかけてあげてください。

●100万人運動を展開中
　彩の国コミュニティ協議会は、今年も「県民の地
域活動参加100万人運動」を実施しています。各市
町村協議会が実施する事業等で「参加証明書」や、
サイコミ君のプリズム反射シールを配布しており
ますので、積極的に地域活動に御参加ください。

●子ども大学　発表・交流会
　県内に開校している子ども大学が集まり、学び
の成果を発表します。サイコミ君も遊びに行く
よ！
【開催日】11/20（日）12:30～15:40
【会　場】大宮ソニックシティ第１展示場
※参加無料

●ゆるキャラグランプリにエントリー
　サイコミ君が、全国のゆるキャラ達と人気を競
う「ゆるキャラ (R) グランプリ2011」に参加してい
ます。どなたでも投票が可能ですので、ぜひサイ
コミ君の応援をよろしくお願いいたします！
【投票方法】パソコンもしくは携帯電話より専用
　　　　　HPにアクセス
【投票期間】11/26（土）17:00まで※１日１回投票OK
【HP】http://www.yurugp.jp/

【日時】
　11/14（月）
　9:30～16:00（一部時間指定あり）
【受付】
　埼玉県庁本庁舎東玄関前

　他にも、シラコバト賞やあしたのまち・くらし
づくり活動賞の表彰式等が行われる記念式典や、
記念のイベントを県内各地で開催。
　詳しくは、県内鉄道各線の主要駅で10月下旬か
ら配布しているパンフレットを御覧ください。彩
の国だよりや県ホームページにも情報が掲載され
ています。

１１月１４日㈪は県民の日
　毎年１１月１４日は、埼玉県の誕生を記念し県の歴史や風土を見つめ直し、埼玉県に対す
る愛情を深める「県民の日」として定められています。彩の国コミュニティ協議会では、
県内各鉄道会社に御賛同をいただき、「県民の日」に限り各鉄道会社ごとに乗り放題とな
る『記念フリー乗車券』の発売に協力しています。

  【販売場所】 県内各駅（つくばエクスプレスは全駅）　　【有効日】11月14日㈪
西 武 鉄 道

【大　人】￥460
【子　供】￥230
【販売日】11/8～14

東 武 鉄 道
【大　人】￥460
【子　供】￥230
【販売日】11/8～14

秩 父 鉄 道
【大　人】￥1,000
【子　供】￥500
【販売日】11/14

埼玉新都市交通
【大　人】￥400
【子　供】￥200
【販売日】11/8～14

埼 玉 高 速 鉄 道
（全線乗り降り自由）

【大　人】￥660
【子　供】￥330
【販売日】11/14

つくばエクスプレス
（全線乗り降り自由）

【大　人】￥2,300
【子　供】￥680
【販売日】11/14

JR 線のフリー乗車券は販売しておりません。Suica をご利用ください。

ゆる玉応援団も大集合
サイコミ君を探してね♪

「サイコミ君」情報局

【県民の日事業についてのお問い合せは】
埼玉県県民生活部広聴広報課魅力発信担当
048-830-3192
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/saitama/kenminnohi.html
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