
 14-西神楽

・南地域（西神楽地区を含む）

　～都市機能の導入と中央地域との連携強化による中心市街地づくり

　～計画的な住宅地と医療施設などが連携した安心できる地域づくり

　～自然を身近に感じられ，ゆとりとうるおいのある地域づくり

　～住民の主体的な活動による誇りが感じられる地域づくり

●

●

●

●

● 3,006人 [14 位 ]

● 1,564世帯 [14 位 ]

● 7.3% [15 位 ]

● 44.1% [15 位 ]

● 48.6% [ 1 位 ]

● 72.7% [ 2 位 ]

●

● 4地区

● 1施設

● 1地区

消防団

● 1地区 除雪センター

 ※　数値は，令和2年4月1日現在

駐在所（西神楽，千代ヶ岡）
旭川南消防署西神楽分遺所

地域の特徴的な施設
道立林産試験場，さと川パークゴルフ場，
西神楽郷土資料館,
道立北の森づくり専門学院

中央図書館西神楽分室

教
育
・

子
育
て
施
設

小・中学校
西神楽小
西神楽中

高校・大学
特別支援学校

 ※　順位は，15地域中で数値が大きいほうを上位とする

都市計画マスタープラン
（H29.2改訂）地域づくりの目標

主
な
市
有
施
設

市全域を対象
とした施設

主に地域住民を
対象とした施設

文化・スポーツ
施設

安
心
・

安
全
の
施
設

警察署・消防署

（西神楽） 第１３・第１４・第１５分団

民生委員・児童委員協議会 神楽，緑が丘，西神楽

（西神楽）

市民委員会数

（西神楽地区瑞穂，西神楽地区中央，西神
楽地区聖和，西神楽地区千代ヶ岡）

地域包括支援センター

（神楽・西神楽）

地区社会福祉協議会

15～64歳人口

65歳以上人口

町内会加入率

町 内 会 数 46町内会

 ２　地域の基本情報

人 口

世 帯 数

0～14歳人口

西神楽公園キャンプ場

西神楽市民交流センター（西神楽支所，西
神楽農業構造改善センター，西神楽公民
館）

ＪＲ富良野線，国道２３７号，旭川空港が備わるなど，交通の要衝となっている地域である。

稲作をはじめ畑作，酪農などの多様な農産物の産地であり，起伏の富んだ丘陵地や平坦に広がる田園など，美しい
農村景観も魅力である。

地域主体ではじめた取組により，地域に多くの人を呼び込むなど，地域力を発揮し，活性化に取組んでいる地域であ
る。

高齢化率は市内で最も高いなど，少子高齢化が著しく，人口減少が進み，医科医療機関，スーパーマーケットが撤
退しており，定住人口・交流人口の増も含めた，総合的な生活支援が求められる地域である。

14　西神楽まちづくり推進プログラム

　地　域　目　標

地域力の向上に努め，安全・安心に暮らせる，活力あるまちづくり
※参考

 １　地域の特性
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 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

・交通安全の啓発（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～)

・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）

・地場産食材を使った料理教室を開催（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

・地域コミュニティの活性化（全域）

・西神楽の歴史の収集と伝達（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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取組・テーマ 実施主体

土のう製作整備事業 チーム西神楽

講演会「西神楽地域の活性化
を考える」の開催

チーム西神楽

健康講演会の開催 チーム西神楽

地域交流音楽会の開催 チーム西神楽

健康講演会の開催
西神楽まちづくり

推進協議会

西神楽の食材を使った料理教
室の開催

西神楽まちづくり
推進協議会

西神楽の食材を使った料理教
室の開催

西神楽まちづくり
推進協議会

健康推進事業「健やかライフ応
援塾」，西神楽地域の介護事業
所見学会の開催

西神楽まちづくり
推進協議会

西神楽子どもふれあい教室の開
催

西神楽まちづくり
推進協議会

健康推進事業「健康教室と介
護事業所見学会」の開催

西神楽まちづくり
推進協議会

H25

H26

H27

H28

　認知症の予防と発見等実用的な内容を中心とした
健康教室，地元介護事業所紹介コーナー，健康相
談からなる「健やかライフ応援塾」と西神楽地域の介
護事業所見学会を開催した。
　健やかライフ応援塾　１０／２５　１１２人参加
　介護事業所見学会
　　　１１／１３，２０の２回で計３０人参加

　地域の子どもと大人の交流を目的に「西神楽子ども
ふれあい教室」を実施し，子どもたちと大人が一緒に
竹トンボ，紙ひこうき，ブーメランを作り，その後，フロ
アーカーリングを楽しみました。お昼には子どもたちと
焼きそばを作って食べ，午後からはみんなで旭山動
物園を見学しました。　９／１０　５９人参加

　健康教室は「家族の介護に役立つお話」と題して，
神楽・西神楽地域包括支援センターの主任介護支
援専門員を講師にお迎えし，腰を痛めない上手な介
助の方法等を実技体験を交えて学とともに，自宅で
介護をしている方が知っておくと便利で役立つお話を
してもらいました。
　１０／２９　４８人参加
　また，介護事業所見学会を２回実施し，介護が必
要になったときにどんな事業所があるのかを学びまし
た。
　１／１１　１４人参加　１１／１８　１７人参加

　西神楽地域は，市内の中でも過疎化と少子高齢化
が進んだ地域であるという認識から，健康問題に対
処するために地域まちづくり健康講演会「充実した人
生のための心と体の健康」を実施した。
　１１／２２　９７人参加

　地域住民の絆づくりと世代間交流の機会を提供す
る地域まちづくり交流音楽会を実施した。
　１２／８　１８７人参加

　健康寿命を延ばすために，「健康寿命を延ばし，い
つまでも元気に暮らしましょう」を開催。第１部は簡単
な予防ストレッチを交えた実用的な内容を中心とした
講話，第２部は救急救命講習を行った。
　１１／３０　第１部１１４人　第２部５６人参加

　西神楽地域産の食材のおいしさを再認識し，その
良さを地域から広く発信するとともに，地域住民が交
流する機会をつくることを目的として，地場産野菜等
を使ったレシピによる料理教室「地場産食材のＰＲと
地域住民の交流」を開催した。
　１／１７　３８人参加　１／２４　３０人参加

 西神楽地域産の食材のおいしさを再認識し，その良
さを広く発信するとともに，地域住民が交流する機会
をつくることを目的に「野菜たっぷり！体にやさしい！
ワンプレートランチ」料理教室を「地場産食材のＰＲと
地域住民の交流」として開催した。
　９／１２　２９人参加　９／１３　３０人参加

 ５　過去の取組

実施
年度

主な内容

　西神楽地区内５カ所にそれぞれ１００袋を備蓄し，
防災力の向上や防災意識の醸成に努めた。７／２２
日　７４人参加

　講演会を開催し，地域コミュニティの活性化を図る
意識の醸成に努めた。１／２６　６０人参加

H24
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 14-西神楽

取組・テーマ 実施主体

土のう整備・ＰＲ事業
西神楽まち協
実行委員会

すこやかライフ応援塾２０１７
西神楽まち協
実行委員会

災害に備えて！
西神楽まち協
実行委員会

すこやかライフ応援塾２０１８
西神楽まち協
実行委員会

H29

　平成２２，２３，２４年に瑞穂，中央，聖和，千代ヶ
岡，就実各地区に整備した土のう各３００袋計１，５０
０袋について，経年劣化や平成２８年の大雨災害に
より使用されているため，土のうの補充，土のう袋の
取り換え等の整備を，５地区の備蓄場所で行い，浸
水災害の初期対応に備えるとともに，周知文書を全
戸配布し，防災意識の向上に努めた。
　土のう整備　７／１６　９７人参加

　住み慣れた地域で心健やかに過ごすことができるこ
とを目的に，
①すこやかライフ応援塾２０１７の開催
・旭川消費者協会劇団「風」を招いて，振り込め詐
欺・悪質商法の事例を寸劇により，被害防止を啓発
した。
・「高血圧から身を守ろう」をテーマに，旭川医科大
学竹内先生の講演，及び保健師（保健所，神楽・西
神楽地域包括支援センター）による血圧測定･相談
により，高血圧予防を啓発した。
　１０／１５　８５人参加
②啓発チラシの作成，配布
・高血圧予防に特化した啓発チラシ，及び高齢者を
狙った悪徳商法・振り込め詐欺被害防止啓発チラシ
の全戸配布

　西神楽地域は郊外に位置するため，災害発生時，
地域での初期対応が必要なことから，防災意識の啓
発事業として，
①２０１８西神楽防火・防災フェアーの開催
　消防本部，消防団第１３，第１４，第１５分団，女性
防火　クラブの協力を得て，消防車両，非常用備蓄
品，住宅用火災報知機等の展示，応急救護等の講
習，水消火器消火訓練，はしご車体験搭乗，子ども
を対象とした放水訓練等を実施。
　　８／２６　２３４人参加
②啓発チラシの作成，配付
　避難所備蓄品及び非常用持出品，土のう周知に
関わる啓発チラシの全戸配布

　住み慣れた地域で心健やかに過ごすことができるこ
とを目的に，
①すこやかライフ応援塾２０１８の開催
　あなたの食事は大丈夫？よい塩梅で減塩対策を
テーマに健康教室を開催
　・講話　塩が血圧を上げるワケ(保健師）
　　　　　　塩分のお話し（管理栄養士）
　・血圧測定・指導　　。みそ汁の試飲
　１０／２８　５４人参加
②啓発チラシの作成，配布
・高血圧予防に特化した啓発チラシ，及び高齢者を
狙った悪徳商法・振り込め詐欺被害防止啓発チラシ
の全戸配布

H３０

実施
年度

主な内容
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 14-西神楽

取組・テーマ 実施主体

災害に備えて！
西神楽まち協
実行委員会

すこやかライフ応援塾２０１９
西神楽まち協
実行委員会

西神楽まちなか保健室との連携

■

・西神楽まちづくり推進協議会ホームページアドレス

　https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/408/machikyou/d063394.html

・QRコード

　西神楽地域は郊外に位置するため，災害発生時，
地域での初期対応が課題のため，防災意識の啓発
事業として，
①防災センター視察（見学）と講習会の開催
・視察（見学）
　同センター職員から，説明を受けながら実施
・防災講習会
　講師の防災課職員から，警戒レベル，避難行動，
等の説明の他，西神楽地域の避難所や河川の状
況，デジタルテレビでの気象情報の活用等について。
家具倒壊防止や避難時はブレーカーを落とすこと等
について説明を受けた。
　　８／２５　４５人参加
②啓発チラシの作成，配付
　避難所備蓄品及び家庭での非常用持出品・備蓄
品，また，災害時の適切な避難行動を促すことにつ
いての啓発チラシの全戸配布

　住み慣れた地域で心健やかに過ごすことができることを目的
に，
①調理実習（保健所との連携事業）
　減塩食や運動習慣の改善により高血圧予防を推進
・栄養士講話　保健所管理栄養士
　「栄養成分表を活用してみませんか？」
・調理実習　食生活改善推進委員　６人
　献立　鮭チーズごはん　　白菜サラダ　ごまドレッシング
　＊旭医看護学科学生４人も参加
・参加者持参のみそ汁の塩分濃度測定
・塩分濃度０．６％のみそ汁の試飲
・食生活改善推進委員による講話
　・バランスのよい食事　・うす味のすすめ
　・手足を伸ばそう（運動）
　１０／６　３８人
②すこやかライフ応援塾２０１９の開催
　運動と減塩で血管を若返らそう！をテーマに健康教室を開催
　・講話　運動習慣と血圧の関係(保健師）
　・運動　自宅で簡単エクササイズ（理学療法士）
　・血圧測定・指導
　１０／２０　４２人
③西神楽レク・ボッチャ体験会
　・減塩にまつわるクイズ（保健師）
　・ボッチャと人権についてのお話し（人権擁護委員）
　・レク・ボッチャ体験会
　　６チームが２ブロックに分かれ予選リーグ後，各ブロックの
　１，２，３位で対戦し，順位を決定。
　１１／１７　３５人
④啓発チラシの作成，配布
・調理実習レシピ，高血圧予防に特化した啓発チラシ，及び高齢
者を狙った悪徳商法・振り込め詐欺被害防止啓発チラシの全戸
配布

平成３１年４月１７日に開設した，西神楽まちなか保
健室の周知（まちなか保健室だよりの全戸配布等）と
実施状況等を協議会で報告を行い，意見交換する
などして，地域の健康づくりを保健所との連携により
推進。

 ６　地域まちづくり推進協議会の周知・広報

市ホームページ内の掲載及びまちづくり推進協議会NEWS（速報版）の地域内施設への掲示等により周知・
広報を行っている。

R1

実施
年度

主な内容
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