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　まちづくりに市民の持つアイディアやノウハウを生かし，より市民ニーズに
合った公共サービスを提供するために，市内で市民活動を行う団体と市と
が，互いの特性を生かして協力し合いながら公共的課題の解決や地域の
活性化に取り組む「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」を実施し
ています。

　今年度は募集に対し17団体から事業提案があり，採択事業の選定にあ
たって，提案団体と市がそれぞれの事業の概要や，期待される事業効果な
どについて，公開プレゼンテーションを行います。

日時：平成29年5月20日（土）午前9時30分～午後4時30分
場所：旭川市障害者福祉センターおぴった　会議室１（宮前１条３丁目）
公開プレゼンテーションのスケジュール：別紙のとおり
平成29年度提案事業概要：別紙のとおり

平成29年度「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」
公開プレゼンテーション



平成29年　5月12日

9:30 ～ 9:40

提案事業名 提案団体名 提案の担当部署

1 9:45 ～ 10:00 永山世代間交流推進事業 永山第二地区社会福祉協議会 市民生活部 永山支所

2 10:05 ～ 10:20 ぶんぶんサロン事業 あさひかわ福祉生活協同組合 地域振興部 地域振興課

3 10:25 ～ 10:40
いじめ防止教育kivaに学ぶ出前講座・討論
開発と子どもカレッジ手帳でB問題学習

旭川地域生涯学習インストラクターの会
社会教育部 社会教育課

子育て支援部 子育て支援課

4 10:45 ～ 11:00 旭橋の誕生日を祝う事業 旭橋を祝う友の会 社会教育部 文化振興課

5 11:10 ～ 11:25 常盤的アクティブラーニングのすすめ 常盤サロン実行委員会
地域振興部 地域振興課
社会教育部 社会教育課

6 11:30 ～ 11:45
旭川市・道北地域における子どもの居場所
づくりの啓発事業－「広がれ，こども食堂の
輪！全国ツアーin旭川・道北」の実施－

旭川おとな食堂 子育て支援部 子育て支援課

7 11:50 ～ 12:05
銀座まちなかにつながる障がいのある人と
ない人とのレク事業

レクスポあさひかわ
地域振興部 地域振興課
福祉保険部 障害福祉課

8 12:10 ～ 12:25
障がい者スポーツを通じて考える「誰でもや
さしいまちづくり」

スポーツ交流で誰にもやさしい旭川を考え
る会

福祉保険部 障害福祉課
市民生活部 スポーツ課

9 12:30 ～ 12:45 旭川キッズ塾 ラン RUN ラン２０１７
株式会社キョウエイアドインターナショナル
旭川営業所

市民生活部 スポーツ課

10 13:45 ～ 14:00 第３回北海道ヒーローサミット 北海道ヒーローサミット実行委員会 経済観光部 経済交流課

11 14:05 ～ 14:20
出会い応援プロジェクト～あなたの気付い
ていない魅力を引き出すメソッド～

ＮＰＯ法人旭川ＮＰＯサポートセンター 市民生活部 市民生活課

12 14:25 ～ 14:40 動物の命を繋ぐ街づくり 繋ぐのは命プロジェクト 経済観光部 旭山動物園

13 14:45 ～ 15:00 健康づくり森林ウォーキング ＮＰＯ法人中頓別森林療法研究会
経済観光部 観光課
保健所 健康推進課

14 15:10 ～ 15:25 協働の除排雪活動による地縁組織づくり 神楽岡地区市民委員会 土木部 旭川市土木事業所

15 15:30 ～ 15:45 ごみ減量化エコＭＡＰ事業 ぴったんこあさひかわ 環境部 環境政策課

16 15:50 ～ 16:05
コドモのチカラを伸ばす「放課後ひろば」プ
ロジェクト

すえひろ放課後ひろば実行委員会 子育て支援部 こども育成課

17 16:10 ～ 16:25
児童の健全育成を目的とした放課後及び
長期休み中の児童の居場所づくり事業

一般社団法人東豊スポーツクラブ 子育て支援部 こども育成課

16:25 ～ 16:30

※開始時刻は，進行状況によって前後する場合があります。

平成２９年度　市民の企画提案による協働のまちづくり事業
公開プレゼンテーション　スケジュール

平成２９年５月２０日（土）　旭川市障害者福祉センターおぴった　会議室１

公開プレゼンテーション開会（旭川市あいさつ，市民協働推進会議委員紹介等）

時間

公開プレゼンテーション閉会

※発表時間は１提案につき１０分間です。その後，市民協働推進会議委員からの質問時間が約５分間あります。
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平成29年度　市民の企画提案による協働のまちづくり事業　提案状況（区分別）

　提案数　１７件　自由型（２０万円コース）３件，自由型（５０万円コース）１２件，テーマ型　２件

区分 提案事業名 提案団体名 提案団体所在地 平成29年　5月12日 提案団体の役割
市に期待する役割

（負担金以外）
総予算額 負担金予定額 担当部局

1
自由型

（20万円）

永山世代間交流推進事業

※H２８年度採択事業

永山第二地区社会福祉
協議会

旭川市永山１条２１丁
目３番３１号

　永山地域に居住する高齢者と子どもの交流を基
本とし，むかしあそびとカレーライスづくり，手作り
オーナメントで飾るクリスマスツリー点灯式等の４
つの催しを行う。同一対象の高齢者と小学生各20
名が「深くつながる」ためと，それ以外の地域の高
齢者と子どもが自由に参加できる「広くつながる」
ための世代間交流を実施する。

○事業の企画・運営
○周知・募集
○関係団体（旭川大学短期大学部，
老人クラブ，民生委員など）との調
整
○アンケートの実施・集計・分析
○企業への協賛依頼

○事業の企画・運営への協働，事業
に対する助言等
○周知・募集の協働・協力
○企業への協賛依頼に係る協働

200,000 200,000
市民生活部
永山支所

2
自由型

（20万円）
ぶんぶんサロン事業

あさひかわ福祉生活協
同組合

旭川市東光１条１丁
目２－１２

　買物公園の５条通から７条通周辺では，市内各
地と比較して，住民の高齢化率が高くなっている
が，住民が集う場所も少なく，住民同士の結びつ
きも薄いため，地域の中心に位置するまちなかぶ
んか小屋でサロンを開き，食事等を提供する地域
のリビングとすることで，住民の繋がりと地域コ
ミュニティの再生を図る。

○事業の企画と運営
○事業の周知・呼掛け
○関係団体との調整

○事業の周知（こうほうあさひばし）
○調理・移送・運営など当日の要
員・ボランティア等，募集の広報
○助言
○関係各課との調整

185,000 140,000
地域振興部
地域振興課

3
自由型

（20万円）

いじめ防止教育kivaに学ぶ出
前講座・討論開発と子どもカ
レッジ手帳でB問題学習

旭川地域生涯学習イン
ストラクターの会

旭川市豊岡７条４丁
目２－１０

　フィンランドのいじめ防止教育Kivaを参考に，旭
川版「いじめ防止教育Tackle（仮称）」を開発する
ため，学校や市民団体への出前講座や討論によ
る研究活動を実施するほか，「旭川市子どもカ
レッジ手帳」の説明及び登録の取組を継続し，B
問題記述式に答えるための生きる力を育む。

○具体的な出前講座討論会内容の
企画調整
○各学校毎の出前講座討論会内容
の資料・映像の準備
○各学校毎の出前講座討論会の司
会・運営・記録
○市民団体との学習討論会と打合
せ準備
○資料作成配布

○事業の周知（市のHPやあさひば
しでの周知等）
○小中学校等の関係機関への依頼
と連携調整・実施場所等
○各学校毎の出前講座討論会の司
会・運営・記録
○市民団体との学習討論会と打合
せ準備
○資料作成配布
○事業すべての助言と指導等

295,000 200,000

子育て支援部
子育て支援課

社会教育部
社会教育課

4
自由型

（50万円）
旭橋の誕生日を祝う事業 旭橋を祝う友の会

旭川市大雪通１丁目
９７８－２７７

　今年１１月３日で渡航式から８５周年を迎え，北
海道遺産でもある旭橋を，歴史的・文化的遺産と
して継承していくため，同日に河川敷において，ご
当地グルメの出店のほか，パネル展や有識者に
よるセミナー，合唱発表，カラオケ大会等を開催
し，最後に年齢と同じ８５発の花火で旭橋の誕生
日を祝う。

○事業の企画運営
○事業の周知（ツイッター，ポス
ター，チラシ，口コミ）
○関係団体との調整
○メディアへの前宣伝の依頼

○事業の周知（広報「あさひばし」）
○事業に対する助言等

800,000 500,000
社会教育部
文化振興課

5
自由型

（50万円）
常磐的アクティブラーニングの
すすめ

常磐サロン実行委員会 旭川市常盤通２丁目

　中心市街地から繋がり，図書館や常磐公園等
のインフラが整い，魅力ある取組が進められてい
る常盤地区において，年齢や職種を問わず様々
な人材が集まり，交流や体験をすることができる
アクティブラーニングの拠点を形成することで，旭
川の次代を担う人材の育成を行うとともに，地域
コミュニティの再生を図る。

○事業の企画，立案
○周知，事業実施
○地域住民との連絡・調整
○市内学校，学生，社会とのネット
ワーク形成

○事業への助言
○イベントの周知
○市内教育機関への連絡調整
○イベント開催時の会場等の調整
○周辺公共施設や公園との連絡調
整

545,000 450,000

地域振興部
地域振興課

社会教育部
社会教育課

6
自由型

（50万円）

旭川市・道北地域における子ど
もの居場所づくりの啓発事業
－「広がれ，こども食堂の輪！
全国ツアーin旭川・道北」の実
施－

旭川おとな食堂

旭川市１条通５丁目
左６号
旭川地域福祉事業所
内

　子ども食堂をはじめとした，地域における子ども
支援の必要性を多くの人に理解してもらうため，
子ども食堂全国ツアーを招致する。イベントには
関心を持っている人であれば誰でも参加できるこ
ととし，市民が子ども支援の取組の意義に触れる
機会を通じて，旭川市内で多様な子ども支援の場
が構築されていくことを目的とする。

○全国ツアーの企画，運営
○道北地域における子どもの居場
所づくりに関するネットワークの構築
○旭川市内の子どもの生活実態の
把握
○次年度以降実施する支援者養成
プログラム策定のための視点の生
成
○旭川こども白書発刊に関する検
討

○当事業における広報活動
○全国ツアーの申込受付
○行政として今後取り組まなければ
ならない子ども支援課題の明確化
○（可能であれば）旭川市の子ども
の貧困調査結果の速報報告
○次年度以降実施する支援者養成
プログラムの実施の際のサポート
○旭川こども白書発刊に関する検
討

660,000 500,000
子育て支援部
子育て支援課

3



平成29年度　市民の企画提案による協働のまちづくり事業　提案状況（区分別）

　提案数　１７件　自由型（２０万円コース）３件，自由型（５０万円コース）１２件，テーマ型　２件

区分 提案事業名 提案団体名 提案団体所在地 平成29年　5月12日 提案団体の役割
市に期待する役割

（負担金以外）
総予算額 負担金予定額 担当部局

7
自由型

（50万円）

銀座まちなかにつながる障が
いのある人とない人とのレク事
業

※H２７～H２８年度採択事業

レクスポあさひかわ
旭川市東光５条５丁
目５番１４号

　障がいのある人もない人も一緒につながり合
い，一緒に楽しむことを基本として，「ニュース
ポーツのつどい」を開催するほか，障がいのある
方へのサポーター養成講習会や，ダンスやプレイ
パーク等も行う。また，銀座商店街において和を
楽しむ催しや，写真展を実施し，誰もがその人らし
く生きていける「やさしい旭川」を目指す。

○企画，立案
○各関係団体，コラボ団体との交
渉，連絡調整
○当日の進行等全体的な統括

○障がい福祉サービス事業所，各
相談支援事業所等への周知，PR
○会場の使用に関する協力
○事業に関するアドバイス
○HPへの掲載
○関係各課への周知

809,500 500,000

地域振興課
地域振興課

福祉保険部
障害福祉課

8
自由型

（50万円）
障がい者スポーツを通じて考え
る「誰にもやさしいまちづくり」

スポーツ交流で誰にもや
さしい旭川を考える会

旭川市東旭川町旭正
３１５－２
カムイ大雪バリアフ
リーツアーセンター
内

　障がい者スポーツを通じて，障がい者と障がい
のない市民が交流する　「旭川北彩都ウオーキン
グの集い」や「身近な里山でトレッキングと自然体
験会」，「レクリエーションボッチャの大会開催と体
験会」を実施し，障がい者が地域社会に参加する
ために必要な，市民の理解を深める。

○事業の運営と参加者の募集
○ボランティアスタッフの募集と調整
○広報活動（SNSやホームページ）

○各行政機関や施設との調整
○広報活動（広報誌や支所などへ
のポスター掲示依頼）
○事業を通じて発見できた，「障が
いがあっても，高齢者でも住みやす
いまちづくり」の課題の解決に向け
たアクション

600,000 500,000

市民生活部
スポーツ課

福祉保険部
障害福祉課

9
自由型

（50万円）
旭川キッズ塾　ラン　RUN　ラン
２０１７

株式会社キョウエイアド
インターナショナル旭川
営業所

旭川市４条通１１丁目
エーコー第５ビル

　子どもの体力や運動能力の低下が問題となって
いるが，解決のためには運動習慣の定着に向け
た取組が必要であるため，市内の小学校高学年
の児童及びその保護者を対象に，トップアスリート
が正しい走り方や，運動の大切さを指導するイベ
ントを実施する。親子で参加することで，コミュニ
ケーションの向上も期待できる。

○企画運営
○事業の周知（バス広告，フリー
ペーパーasatan）SNS
○協賛金などの資金集め
○関係団体との調整

○広報誌やHPやその他関係機関に
ての告知
○あさっぴー，ゆっきりんの派遣
○小学校へのポスター配布
○機材，備品の貸出
○運営スタッフの人的支援

1,020,000 500,000
市民生活部
スポーツ課

10
自由型

（50万円）

第３回北海道ヒーローサミット

※H２７～H２８年度採択事業

北海道ヒーローサミット
実行委員会

旭川市曙北３条６丁
目１番地１１

　北海道内のご当地ヒーローが集結し，共演する
ショーをメインに，来場者が参加できる企画や
ブースを提供するほか，ヒーローにちなんだグル
メを提供する飲食店も出店し，各地の食も楽しむ
ことができるイベントを実施する。会場の道の駅あ
さひかわがヒーローの聖地となることで，観光の
振興及び経済活性効果が期待できる。

○イベントの企画，企業協賛金等の
資金集め
○他ヒーロー団体への参加の呼び
かけ，打合せ，連絡調整
○企業や店舗に対するチラシ配布
などのPR活動
○HPやfacebookなどのSNSにおけ
る宣伝活動
○上記に掲げた委託業者への指示

○市民へのイベントの告知，周知，
PR活動
○幼稚園・保育園・小学校・児童養
護施設・公民館などへのチラシ配布
などの周知活動
○参加ヒーロー団体の所在地方公
共団体への連絡調整，協力願い
○道の駅あさひかわ，物産協会との
連絡調整
○来年度以降に向けて道に対する
窓口及びパイプ役

1,780,000 500,000
経済観光部
経済交流課

11
自由型

（50万円）

出会い応援プロジェクト
～あなたの気付いていない魅
力を引き出すメソッド～

NPO法人旭川NPOサ
ポートセンター

旭川市神楽２条８丁
目１－１０
ニューライフコーポB
１１６号

　少子化や単身世帯の増加を打開するには，未
婚男女が結婚に至らない要因を取り除き，結婚率
を増加させることが必要であるため，結婚を希望
する独身の市民を対象に，セミナー及び婚活イベ
ント，交流相談サロンを実施するほか，婚活応援
パンフレットを作成し，出会いと結婚へつなげる継
続的できめ細やかな支援を行う。

○事業の企画運営，当日事業運営
および進行
○市民への周知，申込受付窓口
○当日受付対応，講師との連絡調
整
○婚活応援パンフレットの作成

○事業の周知（市HPや広報誌への
掲載）
○人的支援（事業準備，当日運営）
○婚活応援パンフレット作成の検討
○成果品の市へのホームページ掲
載
○関係機関との連絡調整

740,000 500,000
市民生活部
市民生活課

12
自由型

（50万円）
動物の命を繋ぐ街づくり 繋ぐのは命プロジェクト

旭川市２条通２１丁目
１番１７８号

　ボルネオの環境問題を通して，命の尊さを知っ
てもらうとともに，人と動物が共に暮らせる未来を
目指すことを目的として，旭山動物園による「ボル
ネオへの恩返しプロジェクト」について，パネルシ
アターや環境フォーラム，活動の普及啓発パネル
展示等を行い，広く市民に周知する。

○事業の企画と運営
○事業の周知とチラシ配布
○関係団体の調整

○事業の周知　市のホームページ
等
○事業に対する助言等

500,000 500,000
経済観光部
旭山動物園
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平成29年度　市民の企画提案による協働のまちづくり事業　提案状況（区分別）

　提案数　１７件　自由型（２０万円コース）３件，自由型（５０万円コース）１２件，テーマ型　２件

区分 提案事業名 提案団体名 提案団体所在地 平成29年　5月12日 提案団体の役割
市に期待する役割

（負担金以外）
総予算額 負担金予定額 担当部局

13
自由型

（50万円）
健康づくり森林ウォーキング

NPO法人中頓別森林療
法研究会

枝幸郡中頓別町字中
頓別１７４番地

　メンタルヘルス，認知症対策，生活習慣病対策
としてのプログラムを市民が体験する機会として，
森林ウォーキングを実施する。実施の前後には生
理学的，心理学的気分調査及びQOL，ストレス評
価を行い，事業効果を検証し，住み慣れた地域の
森を歩いて自然に健康になれる地域づくりと住民
の健康維持を目指す。

○事業の企画運営
○事業の周知（フェイスブック，タウ
ン情報誌）
○関係団体，関係事業とのコラボ
レーション（森林療法モデルツアー，
メンタルヘルスケア企画，保健福祉
事業など）

○事業の周知と後援（「こうほうあさ
ひばし」への案内掲示）
○健康づくり推進事業とのコラボ
レーション

546,000 500,000

経済観光部
観光課

保健所
健康推進課

14
自由型

（50万円）
協働の除排雪活動による地縁
組織づくり

神楽岡地区市民委員会
旭川市神楽岡１２条２
丁目１番３号

　神楽岡地区市民委員会地域全域において，市
民委員会，全町内会，地域事業者会にて構成し
た実行委員会を設立し，地域の生活道路，通学
路のきめ細やかな除排雪や高齢者・障害者宅の
除雪支援，地域住民への除雪マナー意識向上の
ための活動等を行うことで，交通事故の防止を図
るとともに，地域住民の絆を深める。

○実行委員会・勉強会の開催
○啓蒙活動のチラシ・指導ポスター
等の企画立案，作成配布
○民有空き地の借用に関わる活動

○助成制度の活用についての説明
○実行委員会・勉強会での市の除
雪の基本的基準等の説明
○除排雪の日程開示
○パトロールの共同実施

500,000 500,000

土木部
旭川市土木事

業所

15
自由型

（50万円）

ごみ減量化エコMAP事業

※H２８年度採択事業
ぴったんこあさひかわ

旭川市５条通１０丁目
８５４－１
ライナーネットワーク
ビル４F

　２R（「リデュース：ごみそのものを減らす」と「リ
ユース：再使用」）の意識向上と，物を大切にする
心の醸成やごみ減量化を図るために，捨てる前
に活用する手法や，買取・販売を行っているショッ
プ等の紹介，資源物有効活用のアドバイスが記
載されたエコMAPを作成し，配布するとともに，子
どもを対象としたイベントを実施する。

○事業の企画運営
○取材するリユースショップ，修理・
リメイクショップの情報収集，協賛広
告集め
○関係団体との連絡，調整

○取材するリユースショップ，修理・
リメイクショップリストの確認
○市が有する資源物有効活用法等
の情報提供
○事業に対する助言
○イベント各種連絡調整

1,500,000 500,000
環境部

環境政策課

16 テーマ型
コドモのチカラを伸ばす「放課
後ひろば」プロジェクト

すえひろ放課後ひろば
実行委員会

旭川市末広６条５丁
目４－２

　市内の２つの小学校を対象に，子どもたちが放
課後に体験活動ができる「放課後ひろば」を実施
する。関係団体の協力により，ものづくりやスポー
ツ，自然体験，料理など多様な活動を行うほか，
地域の企業等にも協力を要請し，お仕事体験など
も実施し，地域を知ることで，子どもたちが，まち
や人に愛着を持つことができる。

○実施場所の選定，交渉
○講師選定，講師依頼
○講師との打合せ，連絡調整等
○放課後ひろばの運営
○PTAや地域への広報

○実施場所の選定，交渉
○講師選定，講師依頼

500,000 500,000
子育て支援部
こども育成課

17 テーマ型
児童の健全育成を目的とした
放課後及び長期休み中の児童
の居場所づくり事業

一般社団法人旭川東豊
スポーツクラブ

旭川市東光３条２丁
目１番２３号
重原整骨院東光内

　放課後及び長期休み中の子どもたちが集まるこ
とのできる場を作り，遊びを通じて身体を動かすこ
との楽しさを学んでもらうとともに，コミュニケー
ション能力や協調性を育て，子どもが自分で考え
行動する力を養う。また，地域の元気な高齢者等
と世代間交流し，地域で子どもを見守ることがで
きる環境を構築する。

○指導者の派遣
○子どもたちの指導と安全の確保
○利用児童に対する提供プログラ
ムの作成と実施（学習支援・英語・
運動プログラム・屋外での体験活動
など）
○学習支援計画

○関係各課，各種団体とのコーディ
ネート
○学校施設や公共の施設や空き家
など児童が集まり活動できる場，プ
ログラムを実施するための物質的・
人的な援助
○市内大学や専門学校へのボラン
ティアの要請
○チラシ作成配布

288,600 250,000
子育て支援部
こども育成課
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