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【事業内容】
①西区発！健康ステップアップチャレンジ（にしチャレ）（拡充）
黒埼体育館、西総合スポーツセンター、内野まちづくりセン
ターを利用し、ウォーキング初心者教室、ロコモ予防教室を実
施。全12回（各会場4回）

②ウォーキング講習会
公民館と連携し、ウォーキング教室を実施。平成28年度受講
者のフォローアップ会を新たに実施。

③自ら続ける健康習慣～健康へのナビガイド～
地域団体からの依頼で出張して行う健康づくり教室で、計測、
栄養の講義、運動実技、歯科指導等を実施。

④栄養バランス診断
食育SATシステム(栄養バランス診断)などを用い、イベント形
式で実施。

⑤生活習慣病等予防講座
生活習慣病予防等に資する健康づくり講演会を、坂井輪健康
センター、黒埼市民会館のほか、内野まちづくりセンターで実
施。

⑥高齢者体操自主活動継続支援講座
体操教室を終了した人等を対象に自主グループ継続活動を
支援。（憩いの家8か所）

【事業内容】
①地域の茶の間交流会開催事業（新規）
西区内の「地域の茶の間」の関係者が一同に集まり、「地域の
茶の間」についての理解を深め、運営団体同士のネットワーク
づくりを促進するため、「西区地域の茶の間交流会」を開催す
る。

②地域の茶の間バスツアー
高齢者の孤立防止・情報交換・交流の場となる地域の茶の間
の利用者増につながるよう、区のバスを利用した「地域の茶
の間バスツアー」を実施する。

③高齢者等孤立防止訪問事業（新規）
75歳以上の高齢者のみ世帯で、同居者の死亡などにより一
人暮らしになった人や支援の必要な高齢者等を、高齢者名簿
や民生委員との連携により早期に把握し、専門職が継続訪問
し、必要な支援を行う。

④小学生認知症サポーター養成事業
小学生を対象とした認知症サポーター養成講座を区内全小
学校での開催を呼びかける。認知症高齢者が地域で暮らせる
まちづくりを目的に、次代を担う小学生に認知症の正しい理解
を身に着けてもらう。

⑤高齢者等権利擁護推進事業
高齢者等の権利擁護を推進するため、弁護士と包括的相談
契約を結ぶ。高齢者虐待や多重債務などで日常生活に支障
のある高齢者について地域包括支援センターや関係機関とと
もに、問題解決にあたる。

【事業概要】
　「地域の茶の間」についての理解を深め、運営団体同士のネッ
トワークづくりを促進するため、「西区地域の茶の間交流会」を開
催するとともに、孤立しがちな高齢者等に専門職が直接訪問す
るなど、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ
とができるよう支援する。

3,300 拡充 H28 健康福祉課

平成２９年度　特色ある区づくり事業　事務局案

事業内容

1
人と人がつなが
り、安心・安全に
暮らせるまち

西区健康応援事業

【事業概要】
区民の健康寿命を延ばすことを目的に、生活習慣病予防、介護
予防などのための健康教育事業で、ウオーキングや体操教室、
地域団体からの依頼出張教室など多種類の健康教室やイベント
を実施し、区民がいつまでも元気で、より健康的な生活を推進で
きるよう支援を行う。

2,100 拡充 H28 健康福祉課 第2部会

第2部会2
人と人がつなが
り、安心・安全に
暮らせるまち

あんしん・ふれあい・
ささえあい事業
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【事業内容】
①子育てサポートネットワーク
子育てに不安を感じている親同士が学ぶ講座を実施し、育児
の不安や孤独感の軽減、仲間づくりを支援する。また、西区の
子育て関係者の交流会を開催し、ネットワークの充実を図る
など、西区の子育てをサポートする。

② 「どならない子育て」練習法講座
子育て中の親が上手なしつけ方法を学ぶことで、親子のコミュ
ニケーションの改善などを図る講座を実施する。

③子育て情報誌「hug kumi（はぐくみ）」発行
主にNPプログラム受講者が編集委員となり、子育てに関わる
情報を収集した情報誌を発行し、子育ての情報を提供する。
また、同プログラム受講者自身の子育て意識を高める。

【事業内容】
①地域の避難マップ作成
自主防災組織、自治会・町内会等での地域の避難マップ作成
を支援する。

②体験型交通安全教室
中学生を対象に、プロのスタントマンを派遣し、実際の交通事
故を再現した交通安全教室を実施する。（３校で実施）

③防犯情報の提供
市民生活課が作成して防犯ボランティアネットワーク登録団体
に配布している「安心安全ネットワーク通信」を自治会・町内
会に回覧し、犯罪の発生状況などをお知らせする。

④自主防災組織強化事業
単独自治会による組織化を推進するために、すでに複数自治
会による組織を結成している自治会に対して単独結成に伴う
資機材等を助成する。

⑤防災教育推進事業
児童・生徒の防災意識の向上のために、小中学校の防災教
育メニューにより学校での防災教育を支援する。

⑥西区避難ガイドブック作成事業
災害別のハザードマップや避難する際の注意点についてまと
めた冊子のデータを作成する。

⑦防災特集号の発行
区だよりに防災情報を掲載して、区民の防災意識の啓発を図
る。

【事業内容】
①西区の野菜まるかじり講座（新規）
区内の小学校を対象に、収穫体験、料理教室、生産者講話の
各講座をそろえ、希望講座を選択し授業を実施してもらう。ま
た、ひとつの農産物に関して全講座を受講する「フルコース講
座」をモデル実施する。

②学校給食関係者連絡会議の開催
区内小学校栄養士による連絡会議を開催し、学校給食におけ
る地場産農産物の使用量拡大と食育を推進する。

第2部会

第1部会

5
都市と農村が融
合するまち

西区の野菜まるかじ
り教育連携事業

【事業概要】
区内の小学校と連携して、児童を対象に地元食材や農業を学び
体験する多様な機会を提供することで、子供たちへの食育と地
場農産物の消費拡大を推進する。

1,650 新規 H29 農政商工課 第3部会

【事業概要】
子どもの各世代に対応した子育て支援講座等を実施し、育児の
不安や孤独感の軽減、仲間づくりを支援する。また、西区の子育
て支援関係者の交流会を開催し、ネットワークの充実を図るな
ど、西区の子育てをサポートする。

2,000 継続

総務課

健康福祉課

4
人と人がつなが
り、安心・安全に
暮らせるまち

西区安心安全推進事
業

【事業概要】
引き続き地域防災力強化のため、避難マップ作成や自主防災組
織の単独結成など地域の自主的な取り組みを推進するととも
に、中学生を対象とした体験型交通安全教室を開催し、交通
ルールの周知徹底を図る。
市民生活課が月1回程度作成している「安心安全ネットワーク通
信」を、自治会・町内会に回覧して犯罪の発生状況などを区民に
伝える。

6,000 拡充 H28

H283
人と人がつなが
り、安心・安全に
暮らせるまち

西区子育てサポート
事業
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【事業内容】
①都市農村交流ツアー（新規）
首都圏からの農業体験モニターツアーと、近郊者対象の日帰
り農業体験ツアーを実施し、都市と農村の交流推進、農村地
域の受入スキル向上を図る。

②西区農産物の情報発信（拡充）
農産物の販売促進活動やイベント等の機会を通じて、西区及
び地場産農産物の魅力を県内外へ発信していく。また、茶豆
のGI認定をにらんだ販促グッズを制作する。

③食と農の学校
市民を対象にした農業体験教室を開催し、市内の都市部と農
村部、消費者と生産者の交流を推進する。
コース：特産品コース2、入門コース1、親子農業体験教室1

【事業内容】
①いもジェンヌ農商工連携協議会
同協議会の取組を通じ、いもジェンヌの需要増に対応するた
めの生産拡大支援やペーストを利用した商品開発の支援など
を農商工連携により推進する。

② くろさき茶豆夏の陣
食と花の銘産品であるくろさき茶豆について、茶豆を利用した
加工品やスイーツ等を含めてＰＲする事業を商店街と連携し
ながら開催することで商店街の活性化を目指す。

【事業内容】
①子ども向け運動教室（かけっこ教室）

小学生を対象に、体を動かすことの楽しさや思い通りに身体
を動かすコツを教える。

②プロ野球OB野球教室
プロ野球ＯＢを講師に迎え、中学生を対象とした野球教室を
行う。 継続

③高齢者・成人向け教室（4色の運動セミナー・西区ウォーク）
気軽に運動を始めるきっかけづくりとして成人向けの教室やイ
ベントを実施。

④西区・西蒲区共催 角田山登山
西区民と西蒲区民が一緒に角田山を登山し、交流を深める。

⑤親子運動教室・テニス教室
体を動かすことで親子のコミュニケーションを深める。また、運
動の楽しさを知るきっかけづくりとする。

【事業内容】
区役所で西区の概要や特徴を学習後、テーマ（佐潟、川の立
体交差等）別に班ごとに取材し、壁新聞等を作成。

8
だれもが学び合
える学術と文化
のまち

西区スポーツ応援プ
ロジェクト

【事業概要】
区民の継続したスポーツ・運動を推進、サポートし、一人でも多く
の人からスポーツ・運動の楽しさや喜びを感じてもらうとともに、
事業を通じ区民の交流の場を創出する。

1,200 H27 地域課 第2部会

7
都市と農村が融
合するまち

特産農産物のコー
ディネート

【事業概要】
食と花の銘産品の指定を目指している「いもジェンヌ」の生産拡
大及びペーストを利用した商品開発、販路・消費拡大等を、農商
工連携により推進する。
また、食と花の銘産品である「くろさき茶豆」については、商店街
と連携して生食用及びスイーツ等の加工品をアピールする機会
を設け、一層の知名度向上と商店街の活性化を目指す。

2,000 継続 H27 農政商工課 第3部会

6
都市と農村が融
合するまち

おいしい西区魅力発
信事業

【事業概要】
西区の農産物や地域の魅力を積極的に県内外へ発信するととも
に、区内の農地や農村部を訪れる機会を提供することで、西区
産農産物の知名度向上、消費拡大を促進するほか、首都圏と地
方、都市部と農村部、生産者と消費者の交流を推進する。

3,050 新規 H29 農政商工課 第3部会

9
だれもが学び合
える学術と文化
のまち

西区こども特派員

【事業概要】
西区の概要や特徴などを知ってもらうため、「佐潟」「川の立体交
差」などいくつかテーマを設定し、班に分かれて現地取材（見学）
する。取材を基に壁新聞等を作成し、区役所などに展示する。

300 新規 H29 地域課 第2部会
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【事業内容】
①西川絵画ポスターコンクール

区内の小学生を対象に西川の環境美化に関する絵を描いて
もらい、西川に関心を持ってもらう。（西蒲区と共催）

②西川流域子ども環境サミット
西川流域の小学生を対象に西川の環境美化について学習し
たことを発表し、意見交換することでより良い環境づくりをめざ
す。（西蒲区と共催）

③子どもエコ教室
西区の小学生を対象に、環境について楽しく学び考えるた
め、講演を開催し、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を
通じて環境保全について関心を持ってもらう。

④中学生による西区クリーンアップキャンペーン

新川流域のごみ捨て（不法投棄）状況を調査し、ごみマップを
作製する。また地域への啓発活動として、ごみマップをもとに
啓発チラシを作製し配布する。

【事業内容】
①西区一斉クリーンデーへの支援

コミ協が実施する「西区一斉クリーンデー」への支援・協力

②各種団体の環境美化活動への支援
自治会、コミ協や河川環境保全団体が実施する環境美化活
動への支援・協力

③ごみ出しマナーの向上支援
自治会等からのごみ出しマナー相談に対する、回覧及びラミ
ネート看板作製などの支援・協力

【事業内容】
備品の貸出、保安林整備講座の開催、ボランティア団体等の
情報交換会の開催、活動ＰＲを行い、活動を支援する。

【事業内容】
①赤塚・佐潟を中心とした観光ルートの作成
赤塚・佐潟を中心とし、ボランティアガイドが案内できるルート
の作成。観光案内看板の設置。

②黒埼・内野地域の観光ルートの作成
黒埼・内野地域でボランティアガイドが案内できるルートの作
成。ツアー・まち歩きの実施。ボランティアガイドの育成。

③赤塚・佐潟の自然景観を中心とした観光ルートの作成（新規）
佐潟周辺の砂丘地等地形や自然景観をテーマにした観光ポ
イント・案内ルートの調査・研究。

13
豊かな自然と快
適な住環境を大
切にするまち

歩いて見つける！西
区の宝おもてなし事

業

【事業概要】
赤塚・佐潟での既存観光資源（史跡や自然景観）に加え、新たな
資源を地域団体や大学との連携により調査・研究し、魅力ある西
区の観光コースを作成するとともに、その魅力を観光ボランティ
アガイドによる案内やチラシ等で区内外にＰＲし、交流人口の拡
大を図る。
また、他区との連携により市内の観光資源を結ぶ観光ルートづく
りやツアーを継続して実施する。
さらに黒埼や内野でも観光資源を調査・研究し、ツアーやまち歩
きを実施し、交流人口の拡大を図る。合わせてボランテイアガイ
ドの育成を進める。

1,700 新規 H29 農政商工課 第3部会

12
豊かな自然と快
適な住環境を大
切にするまち

いきいき保安林づくり

【事業概要】
海岸保安林の保全・育成のため、ゴミ拾い、草刈、雑木処理など
環境の整備を図り、防風・防砂・塩害被害を抑制していく。また、
保安林保全活動を行うボランティア団体やコミュニティ協議会等
の育成・支援を進める。

400 継続 H27 農政商工課 第1部会

11
豊かな自然と快
適な住環境を大
切にするまち

みんなの力で目指せ
ごみゼロ！きれいな
西区づくり事業

【事業概要】
ごみのない、きれいな西区づくりを推進するため、コミ協や関係
団体と連携して、西川・新川の環境整備、海岸のごみ拾いなどを
はじめ西区全域の環境美化活動に取り組む。

1,000 継続 H27 区民生活課 第1部会

10
豊かな自然と快
適な住環境を大
切にするまち

育て！
エコな子、西区っ子

【事業概要】
小・中学生が環境について学び、考え、行動する機会を充実さ
せ、未来を担う子どもたちの環境保全やきれいなまちづくりへの
関心と意識を育む。

1,200 継続 H27 区民生活課 第1部会
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【事業内容】
①各種イベント参加によるＰＲ
区の一体感を醸成や魅力を発信するための各種イベントへ参
加。

②広報誌等への寄稿（連載）によるＰＲ
区役所だよりや西区FacebookにPR大使による西区をPRする
記事を掲載。

【事業内容】
①ワークショップの開催
中学生を対象に、課題解決に向けた地域住民とのワーク
ショップを開催する。

②リーフレットの作成
発表の内容をまとめたリーフレットを作成し、参加者に配布す
るとともに自治会回覧する。

15
地域と区役所が
共に歩むまち

西区 中学生と地域の
シャベリ場（みらいデ

ザイン編）

【事業概要】
次代を担う中学生が、地域をより良く知り、地域に関する関心を
高めることを目的に、地域の課題解決の方法を考えるワーク
ショップを開催する。併せて家族や身近な大人と話し合ってもらう
機会を設けることで、幅広い世代の住民に地域に関心を持っても
らう契機とする。

600 新規 H29 地域課 第2部会

14
地域と区役所が
共に歩むまち

西区PR大使（かがや
き大使）事業

【事業概要】
西区出身の元タカラジェンヌ越乃リュウさんを「西区かがやき大
使」に任命。区の事業やイベントに参加し、区の一体感を醸成す
るとともに、首都圏を中心に西区の農産物等のPRを図る。また、
区役所だよりや西区ＦａｃｅｂｏｏｋへＰＲ大使の目線での記事を掲
載し、西区の魅力を発信する。

500 継続 H28 地域課 第3部会
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