
○調査目的

○調査対象 市政モニター登録者数（141人：令和3年2月1日時点）

○調査期間 令和3年2月1日～令和3年2月15日

○回答者数 75人（回答率　53.2％）

●市民憲章について

【１】あなたは，旭川市市民憲章を知っていますか。

回答数 割合

36 48.0%

39 52.0%

75 100.0%

市民の日の制定に関するアンケート　集計結果

市民の皆様が，旭川市市民憲章に基づいて郷土への愛着と誇りを実感し，より良
い旭川を作るために，あらためて旭川を見つめ直してもらう機会として，また，
コロナ禍の困難を乗り越えた先に新しい歴史をつくる道しるべとして，「市民の
日」の制定を検討しており，今後の検討の参考とします。

項　　目

　は　い

　いいえ

　合　計

48.0%
52.0%

 は い  いいえ
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回答数 割合

2 2.7%

6 8.0%

18 24.0%

4 5.3%

2 2.7%

5 6.7%

6 8.0%

4 5.3%

16 21.3%

8 10.7%

7 9.3%

5 6.7%

6 8.0%

40 53.3%

【２】市民憲章関連事業として様々な事業を実施しています。参加
したことがある事業をお選びください。（複数回答可）

項　　目

　市民スポーツの日

　青少年の健全育成事業

　住民活動の推進

　観光ボランティア活動

　「小さな親切」運動

　交通安全市民総ぐるみ運動

　市民防犯大会

　火災予防運動

　クリーン旭川運動

　ごみのポイ捨て禁止運動

　みどりをつくる事業

　アイヌ文化に親しむ日

　生涯学習フェア「まなびピアあさひかわ」

　いずれにも参加したことがない

2.7%

8.0%

24.0%

5.3%

2.7%

6.7%

8.0%

5.3%

21.3%

10.7%

9.3%

6.7%

8.0%

53.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

 市民スポーツの日

 青少年の健全育成事業

 住民活動の推進

 観光ボランティア活動

 「小さな親切」運動

 交通安全市民総ぐるみ運動

 市民防犯大会

 火災予防運動

 クリーン旭川運動

 ごみのポイ捨て禁止運動

 みどりをつくる事業

 アイヌ文化に親しむ日

 生涯学習フェア「まなびピアあさひかわ」

 いずれにも参加したことがない
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●市民の日について

【３】市民の日についてどう思いますか。

回答数 割合

58 77.3%

17 22.7%

75 100.0%

【４】市民の日の設定日はいつが良いと思いますか。

回答数 割合

19 32.8%

37 63.8%

1 1.7%

1 1.7%

58 100.0%

《その他（設定日とその理由）に関する意見》

項　　目

　あると良い

　なくても良い

　合　計

項　　目

　８月１日（市制施行日）

　９月２０日（開村記念日，市民憲章制定日）

　４月１日（中核市移行日）

　その他（設定日とその理由）

　合　計

・4月3日または4月30日(市民の日の語呂合わせ)

77.3%

22.7%

 あると良い

 なくても良い

32.8%

63.8%

1.7% 1.7%

 ８月１日（市制施行日）
 ９月２０日（開村記念日，市民憲章制定日）
 ４月１日（中核市移行日）
 その他（設定日とその理由）
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回答数 割合

20 34.5%

18 31.0%

14 24.1%

2 3.4%

4 6.9%

58 100.0%

《その他（時期とその理由）に関する意見》

【５】市民の日として行事を実施する時期はいつが良いと思います
か。

項　　目

　単独で実施

　旭川夏まつり（８月上旬）の時期に合わせて実施

　食べマルシェ（９月下旬）の時期に合わせて実施

　旭川冬まつり（２月上旬）の時期に合わせて実施

　その他（時期とその理由）

　合　計

・６月の旭川デザインウィーク，旭川市がユネスコのデザイン都市に認定され，
これからデザインを基軸に地域を盛り上げるきっかけになるイベントに合わせ
て，旭川の街づくりについて市民と共に考える機会にしてはどうか。

・冬の寒い時期では高齢者も出歩きにくいし，子供たちに風邪をひかせてしまう
かもしれない。夏場がいいと思うけど夏まつりは雑然としてうるさいから雰囲気
違い。よって6月～9月で他イベントと重ならない日。

・他のイベントとかさらないのが良い。

・春の季節に行事がないので5月か6月頃が良いのでは。

34.5%

31.0%

24.1%

3.4%
6.9
%

 単独で実施

 旭川夏まつり（８月上旬）の時期に合わせて実施

 食べマルシェ（９月下旬）の時期に合わせて実施

 旭川冬まつり（２月上旬）の時期に合わせて実施

 その他（時期とその理由）
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回答数 割合

40 69.0%

18 31.0%

23 39.7%

15 25.9%

15 25.9%

24 41.4%

2 3.4%

1 1.7%

【７】【６】選択肢「記念イベントの開催」に関する意見

【６】市民の日として，どのような行事があると良いと思います
か。（複数回答可）

項　　目

　公共施設の無料開放（スポーツ施設，社会教育施設等）

　記念式典の開催（記念講演会の開催，表彰等）

　記念イベントの開催

　フォトコンテスト，動画コンテスト等

　一日市長，一日議長などの一日○○長

　市民，地域，企業等の自主的イベントを
　「市民の日」冠事業とする

　その他

　行事は不要

・旭川の歴史や文化を学べる機会。(歴史探索ツアーなど)

・旭川出身の著名人を迎えてのイベント。
イベント内容はゲストに合わせて実施。

・坂田おさむさんのファミリーコンサート。

69.0%

31.0%

39.7%

25.9%

25.9%

41.4%

3.4%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

 公共施設の無料開放（スポーツ施設，
社会教育施設等）

 記念式典の開催（記念講演会の開催，
表彰等）

 記念イベントの開催

 フォトコンテスト，動画コンテスト等

 一日市長，一日議長などの一日○○長

 市民，地域，企業等の自主的イベントを
 「市民の日」冠事業とする

 その他

 行事は不要
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・旭川デザインウィーク期間中に，市民を巻き込んだワークショップを開催，デ
ザインを通して将来の旭川の街づくりについて考えるきっかけになればよい。
デザインは意匠だけでなく仕組みなども考えることであり，よりよい街づくりに
デザインを生かすことで住みやすい街づくりができると思う。

・旭川市についてクイズをして正解を正解をしたらあさっぴーグッズを貰えると
か。

・市民に広く旭川市の歴史を知ってもらうために必要と思います。

・旭川ライブジャムの復活。

・コロナが終息を期待して
　・創作スイーツ　・創作まんじゅう　・創作麺　・どんぶり　など
自由発想の調理発表
１位～5位は，お試し販売で市内店協力要請，スーパーや料理店に依頼販売･･･

・日頃，表に出ない，わからない，陰に隠れて貢献する市民や一芸に秀でた市民　
（分野を問わず）の表彰を，広く広報で市民から意見を頂いて決める。また，隣
接する市町村の気になる人も表彰する。副賞に米１０ｋｇとかもあったら，この
会場に人が集まるのでは。
会場は祭りの延長上で駅前（もしくは大雪アリーナ）から買い物公園、河畔ま
で。その他のイベントも併せて何でもありで。

・旭川市に暮らす全住民が一体感を持って活動する行事の推進に結び付くものに
していただきたい。

・常盤公園を中心会場とし，7条緑道～買物公園～旭川駅前広場～駅構内と連結
スペースの形で，これまで実施して来た夏まつり，冬まつり，食べまつり等での
スタイルで良いと考えます。

・旭川の魅力を再発見するツアーなど

・旭川市民のなにか功績を讃える表彰や，旭川市民の年内に誕生した新生児の数
を発表しどれだけ旭川に新しい命が増えたのかなどをお祝いする。(お祝いの言
葉などだけでもいいと思います。)

・市民スポーツ大会や市民文化大会など，子供から大人まで一斉に介することが
できるようなイベントや，市内の散策を行うウォーキング大会のような健康推進
イベント。（ウォーキング大会は長崎県長崎市で実施されています。）

・市民参加型の記念コンサートやダンスイベント，地域事業等の表彰式など。

・旭川市の歴史，成り立ちに理解を深める講座や展示。

・市民憲章関連事業参加スタンプラリー。

・市民で良かったと思えるような

・音楽コンサートや演劇など

・市民参加型で旭川の自然を生かしたイベントが良いと思います。学生や若者を
中心としたグループや高齢者を中心としたグループなどが企画運営をする形が良
いと思います。内容は講演会なども含みます。なお，記念式典は不要と思いま
す。市民が積極的に参加できるようなイベントが良いですね。
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【８】【６】選択肢「その他」の内容に関する意見

・休日にしてください。

・市内スポット（観光・歴史・普段解放されない場所）のスタンプラリー。（子
どもと家族対象）

【９】【３】で「なくても良い」と答えた方に伺います。なくても
良いと思う理由をお聞かせください。

・市民の日以外でも，やっていることがあったり，やっている人がいるため。

・率直に言うと必要性を感じません。
他の都市で，制定した事により愛着度はどの程度向上しているのでしょうか？ 
説明文では，大変意義のある事は理解出来ますが，一部の市民だけが盛り上がっ
て，多数の市民が制定自体を知らなかった，なんて事になってしまう様な気がし
ます。

・市役所と仕事上つながりのある人しか関知しないので不要。

・意味無し。

・他にやるべき政策があり，現在はそれどころではない。

・市民が全員一つの考えに纏まるはずがないと思うので。

・市民の日自体を完全になくす必要はないと思いますが，現状の市の厳しい予算
を活動維持の為に割くのは難しいのではないかと思います。
コロナ禍ということもあり，活動内容の見直しや市民の求める方向性に修正する
過渡期と捉えるべきかと感じます。

・イベントのための市民の日を設ける必要はないと思います。
毎日が市民の日です。イベント広報の充実を。

・市に愛着は有りますが，この種のものは費用をかけて作って周知しても，すぐ
に忘れられ，陳腐化しますよ。後々負担になります。過去の同様事例を考えてみ
て下さい。

・関心がない，愛着がない。コロナで何もできない。余裕がない。市民の日は興
味がない。薄い。

・イベントが多すぎる。イベントがあったから愛着がわくわけではない。そこに
予算と労力を注ぎ込むなら，その分を，子どもたちが育ちやすいよう子ども達の
暮らしと教育に回して欲しい。その方が愛着が生まれるし旭川を誇りに思える。
一生懸命な職員さんたちを知っているので，もっと仕事を充実してしてもらえる
ように，良い内容のことに時間をあててもらって疲弊せずに働いて欲しいです。
初めて読みましたが，市政を行う側が守る条文があるならわかるけど，この憲章
を勝手に課されても困るなぁと思いました。
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・知らなくても普通に生活ができる。あったところで，どんな利点がるか全くわ
からない。何よりコロナ渦でお金をこう言うところにかけるべきか疑問に思う。
今までのしきたりを改善すべきかを，このコロナで教えてくれたのではないの
か。

・何人の市民が興味あって参加するか分かりませんが，浸透しないイベントはお
金の無駄だと思う。

・施設開放やイベントがあっても，仕事が休みにならないので利用しない。
一部の市民のためではなく，全ての市民に還元できるものであってほしい。

・コロナで大変なときに，そんな事はどうでも良い。

・今のままでは市民に浸透していないので，なにかしら宣伝とかしれば，市民の
日を考えても良いかと思います。

・よくわからないから。

【10】自由意見

・冬にちびっこスケート教室を教えている。スピードスケートの普及に力を入れ
てほしい。

・正直，コロナ禍で疲弊している中で「市民の日を制定する」と言われても何も
感じないどころか，そんな事をやっている場合か？といった意見が出るでしょう
ね。制定の時期などは慎重に検討すべきだと思います。

・市役所と仕事上つながりのある人しか関知しないので不要。

・旭川に住んでて良かったと思えるような市民の日になると良いと思います。

・市民が旭川にもっと愛着や誇りを持てるようにしていきたい。
新たなモノを建てたりするのではなく，既存のモノでも知られていない文化的な
魅力が沢山溢れている街なので，「あさひやま動物園ぐらいしか見るところがな
い」と言われないように市民に旭川の魅力を知ってもらえる活動を続けていきた
いし，市としても活動を支援してほしい。
旭川市は農業の街，医療の街，モノづくりの街であり，いろんな顔を持っている
のが大きな魅力であり，旭川市がいろいろな機能を持っているからこそ近隣の町
村に人が集まってくるのだと思います。地域連携を強化して「あさひかわエリ
ア」として盛り上がっていきたいですね。

・ポーズばかりのイベントは不要。
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・市民憲章関連事業に関しては現状では認知度も低く活動内容も市民意識の向上
に繋がっていると感じにくく思えます。
活動維持には公費があてがわれると思われますが，これが国からの地方交付税等
のように外部から引っ張れるものであれば多少意味もあると思いますが，市民税
から捻出されているのであれば支出の削減対象として扱われるべきかと思いま
す。
活動自体を完全になくす必要はないと思いますが，市の予算が厳しい状況では支
出を絞る意味でも活動内容を絞り込む時期ではないかと感じます。

・旭川市民全体で祝うイベント作りを期待します。

・アイヌ文化を親しむ日は，特定の文化を市民に強制することとなり好ましくあ
りません。
最近は，アイヌハラスメント化していないだろうか？、
アイヌ文化には文化といえるか不明な点も多々ある事も事実で，アイヌ以前の文
化を無かったこともできません。
削除を検討いただきたいです。

・今回のアンケートには該当しませんが･･･
市の施設，旧青少年科学館，公会堂，大雪アリーナ，文化会館，音楽堂，国際会
議場？などは，取り壊しや民間企業転売をしないと，ますます財政圧迫。
市立病院も赤字経営当初から市立病院を旭川市役所へ改装がいいのではと言って
きましたが残念です。
水道施設も全国的な老朽，旭川市も相当古い管がR40にあるらしいし，川の多い
旭川は橋も多いからここも老朽化が進む，コロナで国も大きなお金使ったから何
かしら補助金や補助事業に影響はでると思う。
災害復旧の途中の他市，他県，強靭化政策で台風，大雨，地震，大雪，コロナの
ような伝染病もまだ今後あるかもしれない。
市としての長期計画，引継ぎ事業計画，自立できる財政計画，マンネリ化した市
政に見える。
現在自身は札幌で出稼ぎ中だが，土木や建築工事は人出不足のままで今後も１０
年以上仕事は切れないとのこと。だが，札幌市の対応悪く？ファイターズは移
転。少なからず，移転後の影響はあるだろうと市民は思ってる。
市も商店とした考えで自分で稼ぐこと，年配者は脳が固くそんなことと思わず可
能性を探ることを願います。

・担当職員の努力は徒労に終わり，退職後の想いでに･･･となりますよ。
他にしなければならない業務が、山積してますよ。

・旭川市民として自分にも，家族にも自身を持てるものとして市民の日を実施し
ていきたいと思います。

・市民憲章についてはある事は知っていましたが、内容まではしらなかったで
す。行事については　１．できることから始めたら良いと思います。　２．市民
が気軽に参加できる行事があると良いとおもいます。
☆あまりお金を使わないようにしたら良い。

・世代を超えて参加が楽しめるイベントがあれば良い。
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・母子手帳が新しくなりました。
手帳のデザインはいいとして、
カバーのビニール？部分が以前のものよりぺらぺらになってしまい見開きの部分
にポケットが無くなってしまったのがとても残念です。
母子手帳は長期間使うもので、色々挟んで置きたいものが多いので以前の丈夫な
もののほうが使いやすかったです。

・元々地域に根差したイベント自体が少ないと思っているので，もっとPRや周知
を色んな方法で行い，様々な世代が「旭川市民でよかった，楽しいことがまだあ
る」と思えるような日にしてほしいです。他のイベントに抱き合わせで実施する
のは「市民の日」としてはどうかと思いました。

・市役所の方は基本給以上の時間外をしてると聞いています。
おつかれさまです。
市民の日はいつも働いてる皆さんが順番に休み時間外を減らす方が市民貢献にな
るのでは。

・転居者にも親しみやすく歴史ある街をわかりやすくアピールして欲しい。
子供なら授業で郷土の学習が出来るが，成人になってからだと接する機会が少な
いので，市が主催する行事を転居者へ案内を送るなど，積極的に行う事も必要か
と思います。
転入時に受け取るパンフレットだけではもったいないと思います。

・今までのしきたりなどは改善すべきではないのか？新たな改革をしていかない
と，旭川と言う街はどんどん廃れていく。近々旭川市民はやめるが，明るい未来
があれば，もう少しいても良いのか考える。

・まずはもっと旭川に住んでいてよかったと思える環境づくりが必要。今は家族
のためにここに住んでいるが、それがなければもっと勉強や仕事や趣味・遊びが
できて便利に暮らせる街に引っ越したい。

・旭川にクラスターが発生し，全国ニュースになり，旭川の行政の取り組みの遅
れを露呈し恥ずかしい気持ちでいっぱいです。
そんな旭川の「市民の日」なんて，なにかに参加してみようとは当分思えない。

・旭川市にも誕生日的なものがあってもいいと思います。
ただ，市民の日を記念して等，経費が掛かったり，市の職員の負担が増えたりは
避けてほしいと思います。
表彰は既に別の形で行われているようですし（既存の表彰も不要と考えていま
す），市民広報に「市民の日」を掲載し旭川の歴史，STVラジオで放送されてい
た「北海道100年物語」の「旭川100年物語」のように，過去に旭川に貢献した人
物等を紹介したらいいと思います。
市民広報への掲載でしたら，大きな経費の発生にはならないのでは。

・旭川市への誇りと愛着心を持つためにも市民の日の制定は歓迎します。
住んで良かったと思えるような行事を期待します。
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・市民モニターをしてみて，もう少し，いろんな項目で！意見を言えると良いか
と思います。あまりにも少なすぎると思います。旭川市民として少しでもお役に
立てればと思います。

・市民の日があったとは，気にしてませんでした。
夜の動物園(市民の日，市民のみ入場可)とか夜の博物館とか市民の日花火とかわ
かりやすい告知になるものが良いと思います。

・市民の日を通して旭川の活性化に繋がるといいですね。夏まつりや冬まつりの
ように旭川市民以外にも広く知られる知名度のあるイベントとして定着すると嬉
しいです。

・札幌から旭川に戻って来て数年経ちましたが，まったく魅力の無い街になって
ました。昔の方が活気があったと思います。
長期計画でも良いので，魅力のある街づくりをお願いします。
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