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第第６６章章   西西区区ままちちづづくくりりビビジジョョンン推推進進にに向向けけててのの   

具具体体的的なな取取りり組組みみ（（アアククシショョンンププラランン））   

 

第 5 章では、「ひと・まち・資源が つながり 笑顔かがやく まち 西区」という西区の

まちの将来像を実現するために、3 つの「まちづくりの基本方針」とそこからつながる 12 の

「まちづくりテーマ」を定めました。 

この章では、すでに西区各地域において積極的に取り組まれている地域福祉活動や防災活動、

コミュニティ活動などを含め、「まちづくりテーマ」に関連する具体的な取り組み「アクショ

ンプラン」を示します。 

 

「アクションプラン」は、実施する主体を明確にするため、「区民が主体となって取り組む

アクションプラン＝〔区民〕」、「区民と行政が協働で取り組むアクションプラン＝〔協働〕」、

「行政が主体となって取り組むアクションプラン＝〔行政〕」の大きく 3つに区分して示して

います。 

 

ここで「まちづくりテーマ」ごとに示している「アクションプラン」は、あくまでも現段階

で考えられる取り組みを示したものであり、将来的に確定しているものではありません。区民

と行政との協働でのまちづくりが進んでいくなかで、変化していくものです。また、3つの取

り組み主体も、実際に一つひとつ取り組みを進めていくにあたって、変わっていく可能性があ

ります。 

今後、区民と行政が、共通の理解と認識をもって、それぞれの役割を発揮し、相互に連携・

協力しながら、まちづくりビジョンを推進していきます。 
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○区民と行政が一体となったイベント企画・運営 

アクションプラン 取組主体 

・既存イベント等を活用した新規イベントの企画 区民 

・既存、新規イベントへの区民の参画推進 

・イベント企画、運営時における区民と行政との協力体制の強化 

・西区ふれあいまつりの充実 

・中学、高校、大学生等若い人材を活用してのイベントの企画及び実施 

協働 

・区民が主体的に実施する事業への活動支援 行政 

○集客のための商業振興 

アクションプラン 取組主体 

・商店街でのイベントの開催 

・グルメマップ等、商業マップの作成 
区民 

・地域と一体になった商業施設でのイベントの企画・開催 協働 

・商業地の魅力向上を図る取り組みへの支援 行政 

○情報収集・発信体制の整備 

アクションプラン 取組主体 

・市民活動等の情報を共有する場の設置 区民 

・インターネット（SNS(※)を含む）を活用した、情報の収集と発信 協働 

・広報紙やホームページ等によるPR活動の充実 行政 

○地域拠点の整備と活用 

アクションプラン 取組主体 

・地域の特色を活かしたイベントの企画 区民 

・鳳駅周辺等、拠点となっている地域の整備の推進 行政 

 

  ※ ＳＮＳとは 

   ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録された利用

者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのことをいう。 

（参照元：総務省「国民のための情報セキュリティサイト」） 

 

まちづくりテーマ１-１ まちへの思いを活かしにぎわい・文化をつくる 

西区は、だんじりやふとん太鼓などの祭り・イベントを通じ、地域ごとにまとまり、それぞれの郷土

愛も強い区域です。こうした思いを活かし、若い人材を中心にしてさらに「にぎわい・文化」活動を活

性化し、情報の収集・発信をしていきます。 

～～歴歴史史・・文文化化・・自自然然をを活活かかししたたににぎぎわわいいののああるるままちちづづくくりり～～  

まちの資源をつなげて活かす 

基本方針１ 
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○歴史的資源の保存と活用 

アクションプラン 取組主体 

・歴史的資源を保存するための組織の設立、活動の実施 

・歴史的資源を保存、活用するための人材の育成と組織化 

・地域として残すべき歴史的資源の選定 

区民 

・浜寺公園駅及び諏訪ノ森駅駅舎保存活用 

・歴史街道（紀州街道、小栗街道）の活用 
協働 

・歴史的資源の保存活用のための支援 行政 

○伝統文化の保護と振興 

アクションプラン 取組主体 

・伝統文化行事への区民の積極的な参加の促進 

・伝統文化の保護と振興を担う人材の育成と組織化 
区民 

・各地区で行われている伝統行事の保存と活用 協働 

・伝統文化行事実施への支援 行政 

○歴史的資源・伝統文化の周知 

アクションプラン 取組主体 

・地域資源を発見、確認できるまち歩きツアーの実施 区民 

・歴史・文化資源マップの作成 

・歴史的資源、伝統文化の周知活動の実施 
協働 

・広報紙やホームページ等による歴史的資源、伝統文化の周知の推進 行政 

 

 

 

まちづくりテーマ１-２ 歴史文化を守り育て活用する 

西区には、歴史的建造物や街道、遺跡などの歴史的資源が多く存在しています。また、地域での伝統

行事も盛んに行われています。今後は、これらの歴史・文化資源について、官民が連携し、協働で保存

活用していくための体制を整えていきます。 

浜寺公園駅 
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○交通環境の改善 

アクションプラン 取組主体 

・道路、交通網の整備推進 

・自転車通行環境の改善 

・南海本線連続立体交差事業の推進 

行政 

○人の交流活動の促進 

アクションプラン 取組主体 

・地域観光案内ボランティアの育成 

・気軽に参加できる交流の場の設置 
区民 

・SNSを用いた情報交換や、定期的な情報交換会の開催 

・人の交流を促すためのイベントの実施 
協働 

・地域コミュニティ活動やボランティア活動の支援 行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりテーマ１-３ 人の交流と拠点のつながりをつくる 

西区には、文化行事を中心に多くの活動拠点がありますが、拠点同士の連携はあまりありません。今

後は、交通アクセスを改善しながら、これらのつながりをつくるとともに、まちの変化に対応させなが

ら、地域をこえた人の交流を促進していきます。 

石津川を渡るチンチン電車 
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○水辺の利活用の促進 

アクションプラン 取組主体 

・臨海部の特性を活かしたイベントの実施 区民 

・ため池の利活用の促進 

・石津川等親水空間の整備促進 
協働 

○緑の利活用の促進 

アクションプラン 取組主体 

・休耕田の活用促進 区民 

・みなと堺グリーンひろばや浜寺公園など、緑地でのイベントの企画、実施 協働 

・地域における区民主体の緑化活動への支援 

・公園緑地の整備、緑化の推進 

・臨海部における緑の拠点整備の推進 

行政 

○環境都市化の推進 

アクションプラン 取組主体 

・地域や家庭内における環境教育の推進 区民 

・ごみの減量化、資源化の促進 協働 

・小、中学校などでの環境教育の推進 

・自転車を活用したまちづくりの推進 
行政 

 

 

 

 

 

 

まちづくりテーマ１-４ 水や緑の自然資源を有効に活かす 

西区には臨海部や河川等、水・緑等の自然が多く存在しています。今後は、自然資源として、他の区

にない特徴を活かし、これらの空間や景観について有効に活用していきます。 

和田川から眺めた田園風景 
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○地域防災力の向上促進 

アクションプラン 取組主体 

・地域の自主防災組織の活動推進 

・防災訓練等への自主的参加の促進 

・子どもの安全見守り隊など、既存組織の活用 

・災害時安否確認や避難所運営の訓練等の実施 

区民 

・地域における防災組織のリーダーの育成 

・避難地及び支援地という視点も含めた自主防災合同訓練の実施 

・防災訓練の内容充実と促進 

協働 

・地域における自主防災組織、防災活動への支援 行政 

○地域コミュニティの活性化 

アクションプラン 取組主体 

・自治会加入の推進 区民 

・地域の様々な人が集まる場づくり 協働 

・地域の小学校施設の活用 

・市民活動への支援及び情報の提供 

・自治会等市民活動団体への加入促進 

行政 

○交通事故防止活動の推進 

アクションプラン 取組主体 

・地域における交通安全活動の推進 区民 

・幼児、児童、生徒や高齢者を対象とした交通安全教室の開催 協働 

・ガードレールや交差点照明の設置による交通安全の推進 

・歩道の整備推進や自転車通行環境の改善 

・交通ルールの遵守や交通マナー向上のための事業推進 

行政 

～～誰誰かかららもも愛愛さされれ、、安安全全でで住住みみよよいいままちちづづくくりり～～  

 安全・安心のまちをみんなで創る 

基本方針２ 

まちづくりテーマ２-１ 安全・安心のまちづくりに向けて地域コミュニティを活性化させる 

西区では、安全・安心のまちづくりに向けて、地域で自主防災活動などが実施されていますが、その

取り組みは一部の参加者にとどまっています。今後は、地域コミュニティの活性化等により、さらに防

災意識の向上を図り、自主防災活動を地域全体に浸透させていきます。また、地域ぐるみで交通事故の

防止を推進していきます。 
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○地域における自主防犯活動の強化促進 

アクションプラン 取組主体 

・青色防犯パトロール活動の推進 

・地域における見守り活動の推進 

・夜間の見回り活動の推進 

・各戸が門灯を点灯させる「一戸一灯」の推進 

・防犯灯、防犯カメラの設置 

区民 

・防犯パトロール活動への支援 

・防犯灯設置、維持への支援 

・防犯カメラ設置への支援 

・自転車へのひったくり防止カバー取り付け等、被害防止キャンペーンの実施 

行政 

○身近な犯罪を防止するための啓発活動の推進 

アクションプラン 取組主体 

・「まちの落書き消し」「路上のごみ拾い」活動の推進 区民 

・こども110番の活動促進 

・SNSの利用によるいじめ等の被害防止のための講演会等の実施 
協働 

・広報紙やホームページ等による啓発活動の推進 

・防犯意識啓発のための講習会等の実施 
行政 

 

 

 

 

 

 

まちづくりテーマ２-２ 防犯活動を通じてみんなのまちをみんなで守る 

西区では、地域の防犯活動として、青色防犯パトロール等が実施されていますが、一部個人に負担が

集中し、全体に浸透していない地域があります。今後は個人レベルで「自分たちのまちは自分たちで守

る」という意識を醸成していきます。 

鳳公園 
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○防災に関する情報の共有 

アクションプラン 取組主体 

・防災情報を住民全員へ周知するための体制づくり 

・地域の各種団体合同による定期的な会の開催 
区民 

・校区ごとのハザードマップの活用 

・SNSを活用した被災情報のリアルタイムな情報共有 
協働 

・防災マップ、洪水ハザードマップ、津波ハザードマップ等の発行による情報の提供 

・気象警報、避難勧告、避難所開設等防災情報の提供 
行政 

○防災に関する意識の向上 

アクションプラン 取組主体 

・一人ひとりの防災意識向上のための啓発活動の実施 

・PTA、子ども会と連携した防災活動の実施 

・津波発生時の避難ルート及び一時避難所の確認 

区民 

・地域と行政の協働による防災知識の周知 

・子どもの防災意識を向上させる活動の実施 
協働 

・防災ガイドブックの発行による防災知識の普及促進 

・防災講演会、救命講習会の開催等、防災知識の普及促進 

・住宅訪問による防火意識の啓発 

行政 

○防災体制の強化 

アクションプラン 取組主体 

・リーダーとなる人材の育成と組織化 区民 

・既存建築物の耐震化の促進 

・災害時における行政、消防、区民、企業の連携強化 

・大規模災害時における消防協力事業所の拡充 

協働 

・防災ガイドブック、地域防災カルテ、ハザードマップの活用促進 

・官公署の連携による防災体制の強化 

・区の防災計画の推進 

・津波率先避難所等協力事業所の募集等、津波避難対策の推進 

行政 

 

まちづくりテーマ２-３ 災害に備えてまちの防災力を向上させる 

西区には、臨海部や住宅密集地区があるなど、防災上の課題が多い地域が存在しています。今後は、

官民が協力し合い、ハード・ソフト両面で、これらに対する備えを充実させ、安全・安心のまちづくり

をすすめていきます。 
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○災害避難地や避難路、避難施設の充実・強化 

アクションプラン 取組主体 

・井戸の保存、災害時の活用 区民 

・小学校等の備蓄倉庫の補充、補完や管理運営 協働 

・幹線道路の計画的補修、緊急交通路等における橋梁の耐震化及び整備等、災害に強

い基盤整備の推進 

・公園の防災機能の充実 

・学校等の公共施設や住宅、ライフラインなどの耐震化及び不燃化の推進 

・地域内の安全点検の促進 

行政 
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○地域全体で支え合う福祉の仕組みづくり 

アクションプラン 取組主体 

・自治会、校区福祉委員会などによる福祉活動の推進 

・地域ぐるみでの健康増進活動の推進 

・地域のいろいろな人が集まり、情報交換できる場の設定 

区民 

・地域ごとのネットワーク活動の推進 

・高齢者等見守り活動の促進 

・要配慮者の支援 

・地域での高齢者、障害者の支援 

協働 

・高齢者の介護予防事業、生活支援事業の推進 

・障害者の自立の支援 

・公共施設のバリアフリー化の推進 

行政 

○社会参加の促進と雇用機会の確保 

アクションプラン 取組主体 

・高齢者等の社会参加の促進 

・ボランティア活動に取り組むきっかけづくりの支援 
協働 

・高齢者の生きがい施策の推進 

・若者や女性をはじめとする市民の雇用機会の確保 
行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりテーマ２-４ 高齢者をはじめ誰もが明るく安心して暮らせるまちをつくる 

誰からも愛され、明るく安心して暮らせるまちづくりをすすめていくために、防犯や防災に関連する

ハード整備のみでなく、高齢者や障害者等を地域で支援していく福祉施策など、ソフト面を含めた環境

づくりを実現していきます。 

家原大池体育館 
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○あいさつ運動の促進 

アクションプラン 取組主体 

・地域ぐるみでのあいさつ（声かけ）運動の推進 

・家庭、学校、地域でのあいさつをする心がけの醸成 
区民 

・広報紙やホームページ等による活動の周知 行政 

○世代間交流を促す活動やイベントの実施 

アクションプラン 取組主体 

・保護者を中心とした多世代が参加できるイベントの実施 

・多世代が運営する活動の実施 
区民 

・小学校と中学校との交流促進 

・定年退職世代の地域活動参加の促進 

・高齢者と子どもの交流の機会の活用 

協働 

・世代間交流の活動場所やイベント開催場所の提供 

・世代間交流活動促進のための支援 
行政 

○子育てに関する情報交換の推進 

アクションプラン 取組主体 

・インターネット（SNSを含む）を活用した情報交換、コミュニティの育成 区民 

・子育てサークルや子育て支援活動等、地域での活動情報を掲載するホームページの作成 協働 

・ホームページ等の子育て関連情報の充実 

・地域子育て支援センターやみんなの子育てひろば等における子育て支援情報の提供 
行政 

○人材の育成 

アクションプラン 取組主体 

・子育てを支援するための高齢者の能力活用 

・職歴を活かしたボランティアの育成 
協働 

・子育てアドバイザーの研修等、地域で子育てを支援する人材の育成 行政 

～～西西区区のの次次世世代代をを担担うう子子どどももののたためめののままちちづづくくりり～～  

 みんなで支え合い“地域の子”を育む 

基本方針３ 

まちづくりテーマ３-１ 世代間交流を増やし人と人とのつながりを強める 

次世代を担う子どもを育てていくためには、世代間の交流が不可欠です。西区では、これらの交流を

促す取り組みがありますが、まだ不足しています。今後は保護者同士も含め、世代間交流を増やし、人

と人とのつながりを強めていきます。 
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○子どもをほめて育てる活動の充実 

アクションプラン 取組主体 

・ほめる機会を増やすための多岐分野にわたるイベントの開催 区民 

・表彰だけでなく、具体的な評価を行うコンクールの開催 協働 

・子どもに夢と希望を与える事業の実施 

・イベントやコンクールを実施する場所の提供 

・広報紙やホームページ等によるイベントの周知 

行政 

○子どもの主体的な活動の促進 

アクションプラン 取組主体 

・小、中学生が企画運営するイベントの開催 

・地域における子どもの社会体験の実施 
区民 

・小、中学生や若者による成人式等の企画、運営 

・絵や作文のコンクール等、子どもにまちづくりを考えてもらうためのイベントの実施 

・「子ども会議」等の設置による子どもの意見を反映したまちづくりの推進 

協働 

・自然体験学習や職業訓練等、子どもが主体となる事業の実施 

・子どもを主体とした講座、講演会の開催に対する支援 
行政 

○子どもの手本となる大人・親となるための「親育て」活動の促進 

アクションプラン 取組主体 

・男性の子育て活動への参加促進 

・子どもの手本となるような行動を心がける意識の醸成 
区民 

・保護者や地域の大人を対象とした勉強会の開催 協働 

・地域子育て支援センター、子育てサロン等の利用促進 

・保護者等大人を対象とした子どもに関する講座の実施 
行政 

まちづくりテーマ３-２ 子どもの主体性と豊かな想像力、生きる力を育てる 

西区の今後の明るいまちづくりに向けては、将来を担う子どもたちの、豊かな人間性、主体性、生き

る力を育んでいくことが大切であり、そうすることにより、自分の住んでいるまちに誇りと愛着をもつ

子ども達が育っていくと考えられます。今後はそのための活動や取り組みについてさらに充実させてい

きます。 
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○子どもの安全の確保 

アクションプラン 取組主体 

・青色防犯パトロール活動や子どもの安全見守り活動の推進 区民 

・子どもを守る地域ぐるみの取り組みの推進 

・地域や学校における交通安全教育の推進 

・通学路の安全確保に向けた取り組みの推進 

・インターネット（SNSを含む）の安全安心な利用における教育の推進 

協働 

・安全安心メール、こども110番運動等の普及促進 行政 

○まちの環境美化の促進 

アクションプラン 取組主体 

・清掃や植樹など、子どもを交えた美化活動の実施 区民 

・花によるまちづくりの推進 協働 

・地域で行われる美化活動に対する支援 行政 

○保育サービス等の充実 

アクションプラン 取組主体 

・ファミリー・サポート・センター※事業の促進 協働 

・保育所等利用待機児童の解消 行政 

 

○既存設備の有効利用 

アクションプラン 取組主体 

・空き家等を活用した子どもが集える場の設置促進 区民 

・地域における子ども育成の場としての空き店舗の活用 協働 

・小、中学校施設の開放 行政 

まちづくりテーマ３-３ まちの子育て環境を整備する 

子どもの育成のための環境としては、遊び場や地域に根ざした社会教育等の“学び場”等は不可欠

です。今後は、地域が協力し合い、西区の将来を担う子どもたちがのびのびと遊び、学べるような子

育てに関するまちの環境づくりに取り組んでいきます。 

※ファミリー・サポート・センター：子育ての応援をしたい人と子育ての応援を受けたい人 

からなる相互援助活動を行う会員組織 
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○地域内の連携の強化 

アクションプラン 取組主体 

・地域の人が誰でも参加できる「井戸端会議」の開催 区民 

・自治会活動への参加促進 

・ボランティア活動への参加促進 

・各種団体の交流の場の創出 

協働 

・地域と連携した青少年支援のネットワークの構築 行政 

○既存の地域交流活動の充実 

アクションプラン 取組主体 

・みんなの子育てひろばの運営と周知活動の推進 

・子育てサークルの活動推進 

・自治会との連携による子育て活動の充実 

区民 

・ボランティア活動の推進 協働 

・子どもと保護者の交流の場の提供及び利用促進 行政 

○学校と地域との連携強化 

アクションプラン 取組主体 

・地域と学校との交流推進 

・学校での出前授業開催など、交流の場の設置促進 
協働 

○官民協働の取り組み体制の確立 

アクションプラン 取組主体 

・子育て支援関係者による連絡会等の開催 

・地域で子育てを支援するためのネットワークの拡張 
協働 

 

 

 

 
 

まちづくりテーマ３-４ 様々な人や団体の連携を強化する 

西区は、自治会など地域を支える団体等のコミュニティ活動が盛んですが、今後は、ボランティア活

動者のみでなく、区民一人ひとりが協力し合い、様々な団体が連携し、子どもたちが安心して暮らせる

環境をつくっていきます。 

桜の堀上公園 


