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第２次西南郷地区まちづくり計画 
令和４年４月１日一部変更 

                         

１ まちづくり計画の基本的要旨 

 核家族化の進展、女性の社会進出、本格的な少子高齢化社会の到来等社会構造は大きく

変化し、住民のニーズは多様化しました。一方、経済成長が停滞する中で、社会保障費の

増大等により行政サービスは低下傾向にあります。 

 このような状況の中で地区民相互が協力、協働して、地域の様々な課題解決のために基

本的なビジョン・目標を設定し、その達成のための具体的な活動計画を定めました。 

 

 

２ 第２次まちづくり計画の策定方法等 

➀ 第２次計画の期間等 
前計画である「平成２８年度から令和２年度まで」の実績を踏まえて、これまでと同

様、専門部会別に設定したビジョン・目標の達成のため、令和３年度から令和７年度の

５年間の活動計画を定めました。 
②  策定にあたって留意したこと 

第２次計画の検討については、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、関係者

や関係団体・組織の皆さんが一同に会して議論、検討することが困難なため、主要な部

分は令和２年度までの前計画を令和３年度からの計画に置き換えることとした。 
ただし、経年等で現状と著しく差異が生じている箇所についは、役員会にて協議し、 

必要最小限の修正を行いました。 
③ 新計画の変更 

新型コロナウィルス感染が終息した後、改めて関係者と協議、検討し、修正の上改 
訂版を作成していくこととします。 

 
  

３ 第２次計画全体のビジョン・目標 

 住んで楽しい西南郷 
 安全で安心して住める西南郷 

  
 

４ 各専門部会別ビジョン・目標 

西南郷地区まちづくり計画専門部会別ビジョン・目標及び具体的な活動は、次のとおりです。 

 
西南郷地区まちづくり計画専門部会別ビジョン・目標及び具体的な活動 
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専 門 部 会 部会別ビジョン・目標 具体的な活動 

地域振興部会 

・世代間の活発な交流で生きがい

創りと充実した生活が実現できる

まち 

・地区住民と団体・企業との交流

で活気あふれるまち 

①世代間の交流を通して、次世代を担う力を呼

び起こすと共に活動できる場を創りだす。 

②団体・企業が参画又は協力できる事業を企画

し、交流の場を設けていく。 

③マンション、共同住宅住民への事業参加の働

きかけ 

福祉部会 

 

・共に支え合う福祉で、全ての世

代が幸せを感じるまちづくり 

① 高齢者が楽しく運動ができる環境を整備 

し、相互交流を推進する。 

② 仲間づくりを促進し、暮らしの安全と活発 

な交流の場づくり 

③ 見守りネットワークの活動推進 

④ 子育世代へ支援を広げ、安心して産み育て 

ることができる環境づくり 

教育文化部会 

・こども達の健全な育成と安心し

て子育てができるまち 

・みんなで学び、高め合う、生き

がいのあるまち 

①小学生の声かけ、挨拶運動と古切手、ベルマ

ーク収集、中高生対象事業の企画 

②小学生と地域住民が共に遊び、学び、交流す

る環境づくり 

③高齢化社会における女性の役割、生き方を学

ぶとともに、成果を情報発信する。 

安全安心部会 

・犯罪のないまち、交通事故を起

こさない、あわないまち 

・災害に強いまち 

 

①防犯、交通安全意識の普及啓発 

②横断時（横断歩道の有無に関係なく）の旗振

方法の研修 

③登校時、下校時の防犯、交通安全意識の喚起 

④昼、夜における路地、公園、コンビニなどへ

青色パトロールを実施 

環境美化部会 

・環境美化活動の交流の輪を広

げ、潤いのある心豊かなまち 

 

①不法投棄防止のため環境パトロール実施 

②掛川駅南口周辺や地区民共用の場の清

掃、花木植栽などの美化活動 

③河川の清掃、水質検査の実施 

健康部会 
・いつまでも健康で、楽しく活躍

できる地域、相互に支え合うまち 

①生活習慣病予防や健康寿命の延伸などの地

域の健康づくりを支援する。 

②料理教室や味噌作りなどで、推進員が学んだ

ことを伝達し食からの健康づくりを進める。 

生涯学習部会 

・心身とも健康で充実した生活を

実現するため、自ら学び実践でき

るまち 

・自ら学び得た知識等の普及を通

じ、地域の活性化が図られるまち 

 

①各サークルの活性化のための情報交換 

②各サークル活動の広報充実による参加者増 

③元気塾、郷土研究部、体育部等各部及び各種

大会の活動促進 

 

西南郷地区まちづくり計画専門部会別事業 
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【地域振興部会】 

◆ 課 題・現 状  若い世代が各種事業に参加、活躍できることが必要 
          住民数が多いマンション、共同住宅居住者の事業参加がない。 
          地区内で活動している団体や企業との交流の場がない。 

 
◆ ビジョン・目標  世代間の活発な交流で生きがい創りと充実した生活が実現できるまち 
          地区住民と団体・企業との交流で活気あふれるまち 

 
◆ 具体的な活動 
 ① 世代間の交流を通して、次世代を担う力を呼び起こすと共に活動できる場を創りだす。 
 ② 団体・企業が参画又は協力できる事業を企画し、交流の場を設けていく。 
 ③ マンション、共同住宅住民への事業参加の働きかけ。 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

三世代交流事業 

 

全ての地区活動団体が

協働で実施する「フェ

スティバル西南郷＆三

世代交流会事業」の交

流事業を担う。 

 
 
実施 

 
 

 
 
 

  

団体・企業と西南郷

地区住民交流事業

（仮称）（新） 

団体・企業との交流の

場の設定 

 

検討 検討 実施   

 

【福祉部会】 

◆ 課 題・現 状   高齢者世帯や単独世帯の増加とともに孤立化が進行している。 
          世代間や地域との交流が不足している子育世代へ支援が必要である。 
          福祉ニーズを把握し、活動内容の検討とともに企画力の向上を図る。 

 
◆ ビジョン・目標  共に支えあう福祉で、全ての世代が幸せを感じるまちづくり 

 
◆ 具体的な活動 
 ① 高齢者が楽しく運動ができる環境を整備し、相互交流を推進する。 
②  仲間づくりを促進し、暮らしの安全と活発な交流の場づくり 
③  見守りネットワークの活動推進 
④ 子育世代へ支援を広げ、安心して産み、育てることができる環境づくり 

 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 
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楽しく運動、楽しく

交流事業 

 

･ 高齢者輪投げ交流会

開催事業（年２回） 

 
実施     

ふれあい・いきいき

サロン開設事業 
高齢者等が気楽に交流

する場を開設する 実施     

見守りネットワー 

ク事業 

民生・児童委員、老人

会、地区役員等グルー

プで見守り活動を実施 
実施     

子育てサロンのび

のび広場事業 
子育ての情報交換及び

遊び体験の場を運営 実施     

 
 

【教育文化部会】 

◆ 課 題・現 状  小中高生の健全育成について継続的取り組みが必要 
          放課後児童の安全確保のためのボランティア要員が不足している。 
          本格的な高齢化社会を迎え、女性の生き方、考え方を学ぶ場が必要 

 
◆ ビジョン・目標 こども達の健全な育成と安心して子育てができるまち 
          みんなで学び、高め合う、生きがいのあるまち 

 
◆ 具体的な活動 
 ①小学生の声かけ、挨拶運動と古切手、ベルマーク集、中高生対象事業の企画 
 ②小学生と地域住民が共に遊び、学び、交流する環境づくり 
 ③高齢化社会における女性の役割、生き方を学ぶとともに、成果を情報発信する。 

 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

健全育成事業 声かけ、あいさつ運動

及び古切手、ベルマー

ク収集 
実施     

女性学級開催事業 女性の役割、生き方等

の勉強会、研修会、視察

等を実施 
実施     

 
 

【安全安心部会】 

◆ 課 題・現 状  高校、工場、病院の進出により交通量が多く、横断時の危険が増大 
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          児童、学生への不穏接触者や公園、道路への不審者の出没がある。 

 
◆ ビジョン・目標 犯罪のないまち、交通事故を起こさない、あわないまち 
         災害に強いまち 

 
◆ 具体的な活動 
 ① 防犯、交通安全意識の普及啓発 
 ② 横断時（横断歩道の有無に関係なく）の旗振方法の研修 
 ③ 登校時、下校時の防犯、交通安全意識の喚起、 
 ④ 昼、夜における路地、公園、コンビニなどへ青色パトロールを実施 

 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

安全安心対策推進事

業 
 

     

 安全教室開催事

業 
子供、老人等を対象と

した防犯、交通安全教

室開催 
実施     

交通安全指導技

術向上事業（新） 
横断時の旗振り方法等

指導技術の研修 
実施     

交通安全指導及

び交通整理事業 
声かけ運動や歩行者、

自転車、バイクの安全

指導 
実施     

青色パトロール 
事業 

昼夜に路地、公園、コン

ビニなどへ青色パトロ

ールを実施 
実施     

 

【環境美化部会】 

◆ 課 題・現 状  東名高速道路南側の側道に不法投棄が多い。 
          市南側玄関駅南口周辺や地区民共用の場などの環境保全及び景観向上 
◆ ビジョン・目標 環境美化活動の交流の輪を広げ、潤いのある心豊かなまち 
◆ 具体的な活動 
 ① 不法投棄防止のため環境パトロール実施 
 ② 掛川駅南口周辺や地区民共用の場の清掃、花木植栽等の美化活動 
 ③ 河川の清掃、水質検査の実施 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

環境保全美化促進

事業 
 

     

 環境パトロール 東名高速道路南側道を 実施     
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事業 中心としたパトロール 

地域清掃・美化

推進事業 

(令和4年度改正） 

駅南口周辺や地区民共

用の場の清掃、花木植

栽などの美化活動 
実施    

 

環境保全事業 河川の清掃、水質検査

の実施 
実施     

 
 

【健康部会】 

◆ 課 題・現 状  西南郷地区は糖尿病予備軍が多いとのデータがある。食事や運動など 
で生活習慣を見直す必要がある。 
女性雇用者の増加により、外食化、簡便化が進み、子供に対して家 
庭で正しい食育が出来ない。 

           
 
◆ ビジョン・目標 いつまでも健康で、楽しく活躍できる地域、相互に支え合うまち 

 
◆ 具体的な活動 
 ① 生活習慣病予防や健康寿命の延伸などの地域の健康づくりを支援する。 
 ② 料理教室や味噌作りをなどをとおして推進員が学んだことを地区民に伝達し、食から

の健康づくりを進める。 

 
◆ 事業計画 
 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

健康づくり事業 健康寿命延伸のための

講座、フェスティバル

での健康チェック 
実施     

食生活推進事業 子供～大人を対象にし

た料理教室開催、味噌

づくり 
実施     

 
 
 
 

【生涯学習部会】 

◆ 課 題・現 状   掛川市では、従来から生涯学習の普及・啓発に努めてきており、多く

の市民の中に「自ら生涯学び続け、心身とも健康で充実した生活を実

現していく」との意識が定着している。西南郷地区おいても多くの生
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涯学習サークルが活動しており、地域活性化のための地区活動の一環

として、取り組んでいく必要もある。 

 
◆ ビジョン・目標 心身とも健康で充実した生活を実現するため、自ら学び実践できる 

まち 
自ら学び得た知識等の普及を通じ、地域の活性化が図られるまち 

 
◆ 具体的な活動 
 ① 各サークル活動の活性化のための情報交換の場づくり及び広報の実施 
② 大会開催等を通じ、心身の健康づくりや充実した暮らしの普及と区民交流を促す。 
③  地域の歴史、文化を調査・研究し、記録に残し、郷土愛を育むことで、地域の活性化 
に資する。 

 
◆ 事業計画 

事業名 事業内容 R３ R４ R５ R６ R７ 

生涯学習事業  
     

 各種交流大会開

催事業 

 

各サークルにて交流大

会（まち協主催）や初心

者教室を開催する。 実施    

 
 

郷土研究事業 西南郷地区の生成発展

過程を研究 実施   
 

 

 


