
 14-西神楽

 ３　地域資源と特色のある取組

■ 地域資源

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

・夜間にＡＥＤを使えない（全域） ー
・くらし支援隊（通院，買物等生活弱者対策）（全域） ー

・西神楽地区に医療施設がない（全域） ー

・西神楽地域に介護相談等の窓口設置（全域）
・西神楽市民交流センターの機能の充実（全域）

ー

【優先】
・健康推進事業の実施（全域）

【優先】
・すこやかライフ応援塾等の実施（全域）
・西神楽まちなか保健室の運営協力（全域）

○(H26～)
○(H31～)

・ＡＥＤ等救急救命講習会の実施（全域）
【優先】
・すこやかライフ応援塾等の実施（全域）

○（H26，30）

・くらし支援隊（仮称）による，通院，買物支援の実施
（有償ボランティアを含む）（全域）

ー

・地域声かけ（一声）運動や見守りネットワークの構築
（全域）

ー

・移動循環販売利用支援（全域） ー
・ゴミ出し支援（全域） ー
・高齢者向けの喫茶店・サロンの設置・運営（西神楽地
区中央）

ー

・高齢者と子育て世代との交流事業の実施（全域） ・子どもふれあい教室（全域） ○（H28）

・除雪支援（全域） ー

・高齢者交通安全啓発講習会の実施（全域） ー
・緊急時連絡先一覧常備の啓発（全域） ー
・子育て講演の実施（全域） ー
・子育てお悩み相談会の開催（保健師，子育ての先輩
と気軽に話せる機会の場として）（全域）

ー

・子ども体験キャンプ，登山等の実施（苦しさのあとの達
成感を経験させたい）（全域）

ー

・高齢者いこいの家以外にも高齢者が集える場所を設
ける（全域）

ー

４　地域の現状と課題解決のための取組・市への要望等

■ 福祉，子育て，健康づくり，地域の支え合いの強化

（西神楽地区瑞穂）　　●道立林産試験場　●さと川パークゴルフ場　●道立北の森づくり専門学院
（西神楽地区中央）　　●西神楽市民交流センター　●西神楽公園キャンプ場　●辺別太鼓　●西神楽郷土資料館
　　　　　　　　　　　　　　●西神楽ホタルの会　●特定非営利法人グラウンドワーク西神楽
（西神楽地区聖和）　　●神楽獅子舞
（西神楽地区千代ヶ岡）　●就実の丘　●やっぱ（野菜）２３７
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■ 特色のある取組

は令和２年度に協議の結果，追加・修正等を行った項目

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・西神楽地域は郊外に位置し，高齢化率が市内で最も高く，隣接地域等の受
診は交通用具を持たない高齢者等には負担がかかることになります。当地域
では，保健所の協力をいただき，高血圧予防に特化した取組を行っている
が，市においても，仮にも受診抑制に繋がることがないよう，西神楽地域に医
療体制を整備していただき，安全・安心な地域づくりを地域と一体になって進
めていただきたい。そのことにより，まちなか保健室の機能が十分発揮され，
地域全体の健康づくりが進むものと考えます。（西神楽地区中央）

・令和３年３月に地域の拠点施設，西神楽市民交流センターがオープンとな
るが，神楽・西神楽地域包括支援センターから，西神楽まちなか保健室開設
日に職員を派遣し，西神楽市民交流センターに高齢者支援機能も持たせ，
拠点機能の充実と地域住民の利便性の向上に努めていただきたい。
また，西神楽市民交流センター所管課は，地域要望や高齢化率が高いとい
う西神楽地域の特性を踏まえた，同センターの機能の充実に積極的に関わっ
ていただきたい。（全域）

西神楽まち協実行委員会

H26
　西神楽まちづくり推進協議会
H30
　西神楽まち協実行委員会

ＮＰＯ法人で一部実施中

西神楽まちづくり推進協議会
※旭川市地域住民による住宅前
走路除雪の取り組み開始

（西神楽地区瑞穂）　　●さと川パークゴルフ場
（西神楽地区中央）　　●ホタル祭り　●公民館・農業構造改善センターの運営　●ＪＲ西神楽駅周辺花壇整備
（西神楽地区聖和）　　●ＪＲ西聖和駅待合室設置
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■ 教育，文化，スポーツ振興

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

・さと川パークゴルフ場でのまち協盃パークゴルフコンペ
の開催（西神楽地区瑞穂）

ー

■ 地産地消，商店街の振興，魅力発信，賑わいづくり

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

・ドッグランの設置（休憩，飲食コーナー併設）（全域） ー
・就実の丘の増加する観光客に対する対策，整備（西
神楽地区千代ヶ岡）

ー

・西神楽地域に道の駅の設置（西神楽地区千代ヶ岡） ー

・西神楽の食材を使ったスペイン料理教室（全域） ○（H26)
・西神楽の食材を使った料理教室（全域） ○（H27)
・地域Ｂ級グルメコンテスト，小中学生地元食材コンテ
ストの実施（全域）

ー

・“住めばよいとこ西神楽自慢・魅力再発見”意識調査
ＰＲ等の実施（全域）

ー

・魅力発掘ベスト５コンペの実施（こんな碑がある坂もあ
る。こんな木がある花もある）（全域）

ー

・西神楽景観マップの作成（全域） ー
・坂道発見フォトコンテスト（市外からも募集し，坂道の
命名権を付与する）（全域）

ー

・西神楽魅力発見フォトコンテスト（ありふれた農村風景
イメージの転換（全域）

ー

・魅力ＰＲバルーン，飛行船（飛行機からでも見えるよう
に）（全域）

ー

・西神楽ＰＲシンボル雪像作成（西神楽地区中央） ー
・企業，ペンション誘致プロ，大都市高齢者施設サテラ
イト誘致等（西神楽地区中央）

ー

・ホタルにちなんだ特産品の開発（西神楽地区中央） ー

■ 基本的な生活環境の確保，環境保全，事故・犯罪の防止，防災

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

・農地法，都市計画法の規制見直し（全域，西神楽地
区中央）

ー

・高齢者の生活支援にﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・ﾕﾆﾊﾞサールﾃﾞｻﾞｲﾝ
住宅の建設促進（全域）

ー

・国道２３７号の拡幅整備（西神楽地区中央） ー
・サイクリングロードの整備（美瑛川堤防）（西神楽地区
瑞穂，西神楽地区中央，西神楽地区聖和）

ー

・スーパーマーケットの誘致（全域） ー

・就農に繋がる環境の整備（全域） ー

・老朽化した市営住宅の整備（西神楽地区中央） ー

・国道から，支所，公民館，改善センターへの入り口が
わからない。（西神楽地区中央）

ー

・西神楽地区防災マップの作成（全域） ー
・災害弱者避難計画の作成（全域） ー
・家一軒を使った火災実験（全域） ー

○（H29）
○（H30）

【優先】
・災害に備えた地域づくり（全域）

【優先】
・災害に備えて！（全域）

○(H30～)

【優先】
・悪徳商法，振り込め詐欺被害防止の啓発（全域）

【優先】
・すこやかライフ応援塾（全域）

○(H29～)

・地場産食材を使った料理教室を開催（全域）

・西神楽地域の魅力発信（全域，西神楽地区中央）

【優先】
・土のう整備・ＰＲ（全域）

【優先】
・土のう整備・ＰＲ事業（全域）
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実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・就実の丘観光客への啓発継続に加え，農作業の支障にならないよう，トイレ
等を整備(西神楽地区千代ヶ岡）

・西神楽地域は，国道２３７号，旭川空港が所在し，観光客の通過地点であ
ることから，JR富良野線からも利用できる場所に道の駅を設置し，西神楽地
域の活性化とJR富良野線利用者拡大を図っていただきたい。（西神楽地区
千代ヶ岡）

西神楽まちづくり推進協議会
西神楽まちづくり推進協議会

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・西神楽地域における，就農に繋がる取組を，引き続き取り組んでいただきた
い。（全域）

・西神楽地域の市営住宅は老朽化のため集約の上，整備していただきたい。
また，平成30年7月に，市から「市営住宅が必要な場合は，西神楽市街地に
集約を検討」「その際の整備手法は民間活力の活用等，新たな手法の検討」
「同時に，西神楽地域の地域特性や活性化に資する取組を幅広く検討」する
ことが示され，平成30年度から平成32年度において西神楽地域における市
民サービスの提供，西神楽地域の活性化を検討することとされていることか
ら，早急に地域との意見交換会の場を設け，検討状況や今後の方向性，ス
ケジュール等を示していただきたい。（西神楽地区地区中央）

・西神楽農業構造改善センターへの支所，公民館の移転にあわせ，国道や
道道に同センター，支所，公民館の標識を設置（西神楽地区中央）

西神楽まち協実行委員会

西神楽まち協実行委員会

西神楽まち協実行委員会
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■ 郷土愛や誇りの醸成・コミュニティ活性化（世代間交流）

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

【共通課題】●人口減少・少子高齢化
●町内会等の担い手不足　●個人情報の把握

　

・市街地から離れている西神楽郷土資料館を支所近く
に移転（西神楽地区中央）

○（R３）

・神楽獅子舞の保存支援（西神楽地区聖和）
・郷土芸能保存のためのプロジェクト立ち上げ（西神楽
地区聖和）

ー

・音楽会等のイベントの開催（全域） ー
・市民委員会事業の情報共有の仕組み作り（全域） ー
・西神楽イベントカレンダーの作成（全域） ー
・地域講演会の開催 ー
・西神楽雪祭りの開催 ー

・就実の丘の現況の維持（西神楽地区千代ヶ岡）
・就実の丘を守る誓い制定と記念碑の整備（西神楽地
区千代ヶ岡）

ー

・西神楽の歴史（昔話）の収集と伝達（全域） ー
・西神楽戦争体験集の編纂（全域） ー
・西神楽郷土資料館収蔵品のフォトシリーズ化（ホーム
ページ等で由来開設）（全域）

ー
・西神楽の歴史の収集と伝達（全域）

・地域コミュニティの活性化（全域）
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実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・西神楽市民交流センター内
に，展示コーナーを設置
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