
令和４年６月２９日 

防災安全部防災課 

 

６月２８日から６月２９日にかけての大雨による被害及び本市の対応状況等 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

６月２８日（火）２１時１０分  洪水警報の発表 

 ６月２９日（水）１１時０２分  洪水注意報に切り替え（警報解除） 

 

２ 被害の状況 

（１）人的被害 

   なし 

（２）住家被害（東旭川町米原地区） 

   床上浸水２棟 

（３）農業被害（東旭川町米原地区） 

   ペーパン川から水があふれ，農地へ流入し，水田やビニルハウス等が浸水 

※ 被害状況の詳細は現在確認中 

（４）土木被害（江丹別町嵐山地区，西神楽地区） 

   通行止め２か所継続中 

 

３ 本市の対応 

 ６月２９日（水） ５時４５分  １１９番通報を消防が受報。 

５時５３分  災害警戒配備体制に移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ６時３９分  避難所を１か所開設（ぴあふる岩山） 

７時０８分  ２世帯６人全員が避難所への避難を完了 

          ８時１０分頃 １世帯２人については親戚宅へ移動 

         １０時４５分頃 自主避難者１世帯２人を新たに受入れ 

                 ● １３時３０分現在での避難者数は６人 

                 ● 避難所開設中は災害警戒配備体制を継続 

【事案の詳細】 

  ○発生場所 

   東旭川町米原地区 住宅２棟（２世帯６人が被災） 

○被害状況 

   ペーパン川の堤防が決壊し，農地を経由し水が入り込み，住宅２棟が床上浸水した

もの。決壊場所は早苗橋上流 

  ○消防機関の対応 

   消防隊が出動しボートで１世帯２人を救出，他の１世帯４人は消防隊が介助し避

難。全員，負傷等はなし。 

 



（仮称）いじめ防止条例の制定に係る懇話会について

【担当】学校教育部

設置目的

参加者

参加者の構成
人数：１０人（うち公募数２人）

参加者の職業及び推薦団体
小学校長 （旭川市小学校長会）
中学校長 （旭川市中学校長会）
大学教授 （北海道教育大学旭川校）
弁護士 （旭川弁護士会）
医師 （旭川市医師会）
警察官 （北海道警察旭川方面本部）
臨床心理士（北海道臨床心理士会）
保護者 （旭川市ＰＴＡ連合会）
公募参加者 ２名

次に掲げる事項についての意見聴取を行う。

（１）（仮称）いじめ防止条例に関すること。
（２） いじめの防止等に係る取組に関すること。

全３回の内容

第１回懇話会
日時：令和４年６月３０日（木）午後６時００分開始（予定）
場所：旭川市子ども総合相談センター
議題：懇話会の運営について

(仮称)いじめ防止条例の制定について

第２回懇話会
日時：令和４年７月中旬頃 午後６時３０分開始（予定）
場所：旭川市子ども総合相談センター（予定）
議題：(仮称)いじめ防止条例の骨子案（案）について

第３回懇話会
日時：令和４年１０月中旬頃 午後６時００分開始（予定）
場所：旭川市子ども総合相談センター（予定）
議題：(仮称) いじめ防止条例の素案（案）について



旭川市いじめ対策に関する有識者懇談会について

令和５年度にスタートするいじめ対策の「旭川モデル」構築に当たり，
教育・心理・法律などで知見を有する専門家から意見を聴取する。

趣旨

意見聴取の内容

●いじめ対策に関する基本的な考え方と各種取組
●学校，教育委員会，市長部局の役割
●組織体制
●当事者への支援の在り方 など

実施予定

●７月 個別ヒアリング

●８月以降 有識者懇談会
（オンライン開催）

構成メンバー【５名（大学教員４名，弁護士１名）】

稲葉 浩一 和光大学現代人間学部 准教授 教育社会学

加藤 弘通 北海道大学大学院教育学研究院 准教授 発達心理学

藤川 大祐
千葉大学教育学部 教授・副学長
千葉大学教育学部附属中学校長

教育方法学

真下 麻里子 弁護士

横井 敏郎 北海道大学大学院教育学研究院 教授・研究院長 教育行政学

【担当】子育て支援部



新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【コロナワクチンの接種状況 （6/27現在）】

【３回目接種促進に向けたこれまでの取組】

・接種会場の確保 →個別医療機関（約１５０），集団接種会場（３）

・接種機会の拡充 →平日夜間接種，予約無し接種，若者優先接種

・多様な受付体制 →コールセンター，予約サポートセンター，予約システム

・広報活動 →3回目未接種者にお知らせ配布（４月）

町内会や各広報媒体，ホームページ，ＳＮＳでのお知らせ

ポスターの作成・掲示

４回目接種 0.1%

２回目接種 81.9%

３回目接種 60.7%



新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【７月の集団接種会場の開設予定】 ※８月以降は接種状況により設定

防災センター

[土日接種]

開設日 全ての土曜
日曜(3,31)

開設時間 10時～18時

駅前イオン

[土日接種]

開設日 全ての土日
開設時間 10時～18時

地場産センター

[若者優先接種]

開設日 土曜(9,23,30)
開設時間 10時～18時

[予約なし接種]

予約に空きがある場合に実施
(ホームページでお知らせ)

[平日夜間接種]

開設日 金曜(15,22,29)
開設時間 15時～20時半
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新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【３回目の接種券発送数と接種数 （6/27現在）】

(万人)

接種券あるが３回目未接種
約６万人

26.1万人 20.1万人
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新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【年代別３回目コロナワクチン接種状況 （6/27現在）】

25.0%

接種券あるが３回目未接種
の10～40代 約4.２万人

43.8%

43.5%

67.3%

52.1%

75.7%

88.7%



新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【新型コロナウイルス感染状況 （5/1～6/26の累計値）】

20代以下
49%

30～40代
32%

感染者の
約８割が若年層

50代以上



新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

「ワクトクあさひかわ」 ～ワクチン接種であなたもまちもお得に～

３回目接種率が低い若年層を主な対象として，３回目ワクチン接種証明の提示で

割引やサービス・特典などを受けることができる接種促進キャンペーンを実施

【協力事業者】 市内の店舗や事業者，観光地など

【対象商品（サービス）】 飲食，買物，観光，アクティビティなど

※写真はイメージです。



新型コロナワクチン接種促進キャンペーン

【担当】保健所新型コロナウイルス感染症対策担当

【実施期間】

・７月１９日～9月１９日

【今後の予定】

・７月１２日 キャンペーンの概要と協力事業者募集のお知らせ

コロナワクチンホームページ，フリーペーパーのライナーに掲載

【接種証明とは】

・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証

・国が提供している「新型コロナワクチン接種証明アプリ」の電子証明書

または接種証明書（書面）

→紛失等の場合は，ホームページから電子申請もしくはコールセンターへ



市民一人ひとりが，積み重なるまちの歴史や多くの地
域資源・魅力を通じて「ふるさと旭川」への愛着と誇り
を育み，ここに住む喜びや幸せを感じるとともに，未来
の旭川に思いを馳せながら，次の世代へ伝えたい夢や希
望を抱き，共有できる機会づくりを目的として制定

令和４年度

旭川市民の日制定記念事業
まちづくり，市民活動，地域活動などの地域貢献への動機づけや”はげみ”の見える化を行い，活力の創出を図る

制定目的

基調講演やパネルディスカッションを通じて，郷土愛や誇りについてあらためて確認するとともに，市民主体のま

ちづくりの動機付け，はげみにつながる新たな取組について討論する

▶ 日付・会場：令和４年８月１日（月） 会場は調整中

▶ 基調講演 旭川やこの地域ゆかりのある方で調整中

▶ パネルディスカッション

モデレーター

パネリスト(数名)

➢ 制定目的や意義の共有
多くの市民がふるさと旭川について理解を深め，

この先のまちづくりを考える機会を創出

➢ 思いを伝える決意表明
まちの魅力向上に向けた継続的，全市一体的なまちづ

くりの意思を，若い世代へ引き継ぐための契機

事業目的

➢ 年齢や性別などに関わらず，誰もが気軽に，楽しく本市の歴史や文化に触れることができる機会を提供

➢ 市民活動や地域活動に対する動機付けや“はげみ”を見える化し，持続可能な市民の活躍を後押しする機会を提供

実施コンセプト

令和４年度 実施内容

旭川市市制施行100年・旭川市民の日制定記念シンポジウム

市民の日に関する情報発信・体験型イベントに加え，活動発表等を含めて，集客効果のあるステージパフォーマン

スを実施するなど，あさひかわ市民活動メッセとなるコンセプトイベントを実施

▶ 日時・会場：令和４年７月３１日（日） 市民活動交流センター（CoCoDe) 10:00～17:00

▶ ステージイベント（ダンス・書道パフォーマンスなど），ハートアート，体験コーナー（アクセサリー製作など),

市民活動の歴史と住民活動展，特別企画展（北の暮らしと踊り・ダンス文化），飲食・縁日コーナー

あさひかわ市民活動見本市

７月３１日（日）

８月１日（月）

本市の歴史や文化，様々な魅力

を再発見，体験する機会拡充を図

るため，バス運行会社協力のも

と，市有施設の無料開放と併せて

8月1日（月）のバス利用を無料化

路線バス無料DAY

市民の日の浸透，定着を図ると

ともに，制定の趣旨である歴史や

文化に触れる取組の一環として，

8月1日（月）に一部市有施設を無

料開放

市有施設の無料開放

子どもたちや家族連れなど誰も

が気軽に，楽しく歴史，文化等に

触れる機会を提供

▶ 期間

7月31日(日)～8月21日(日)

スタンプラリー

地域で活躍している人で調整中



ユネスコ創造都市ネットワーク第１４回年次総会の市長出席

【担当】経済部産業振興課

創造的・文化的な産業によって活性化を目指す都市が，
連携・相互交流を行う事を支援する国際的なネット
ワーク。

全７分野（文学，映画，音楽，工芸，デザイン，メディアアート，食文化）
○世界２９５都市が加盟認定
○国内１０都市が加盟認定

旭川市は２０１９年にＵＣＣＮのデザイン分野に認定
され，デザインを活用したまちづくりを進めている。

ユネスコ創造都市ネットワーク（ＵＣＣＮ）とは

ユネスコ：
国際連合教育科学文化機関
の略。本部はフランス。



【担当】経済部産業振興課

ユネスコ創造都市ネットワーク第１４回年次総会の市長出席開催地

ブラジル連邦共和国
・サントス市

ブラジルのサンパウ
ロ州にある港湾都市

人口は約43万人
（2020年）

映画分野で加盟認定



【担当】経済部産業振興課

ユネスコ創造都市ネットワーク第１４回年次総会の市長出席デザイン分野の加盟国・都市

世界34カ国，

43都市が加盟認定

（2021年11月現在）



【担当】経済部産業振興課

ユネスコ創造都市ネットワーク第１４回年次総会の市長出席参加目的

認定以来初となるリアルでの年次総会がブラジル連邦共和国・サントス市にて
開催されるため，市長が総会に出席する

○市長フォーラムのプレゼンテーションで本市の魅力を世界に発信

○交流会などで各創造都市との交流によりネットワークを強化



【担当】経済部産業振興課

ユネスコ創造都市ネットワーク第１４回年次総会の市長出席スケジュール

７月１６日（土）
～７月１８日（月）

移動日
７月１６日（土）１９：００ 新千歳発

７月１８日（月） サントス着

７月１９日（火） 午前
午後

ＵＣＣＮ総会 オープニング
ＵＣＣＮ総会 市長フォーラム（プライベートセッション）

７月２０日（水） 午前
午後

ＵＣＣＮ総会 市長フォーラム（公開セッション）
移動（サントス発）

７月２１日（木）
～７月２２日（金）

移動日
７月２２日（金）１９：２５ 旭川着







６月定例記者会見配付資料 

地域振興部空港政策課 

 

 

 

ＡＮＡ 旭川＝名古屋（中部）線 就航３０周年について 

 

 

１ 概要 

ＡＮＡが平成４年６月１日から運航している旭川＝名古屋（中部）線

が，今年就航３０周年を迎えることから，今年の運航初日となる７月１

５日に旭川空港ターミナルにおいて歓迎イベントを予定しているほか，

運航期間中を中心に路線ＰＲ事業を予定しております。 

 

 

２ 今年の運航期間 

  令和４年７月１５日（金）から９月３０（金）日まで 

 

名古屋⇒旭川  9:00発 10:45着 ※9/1～9/30は 5分早着 

旭川⇒名古屋 11:20発 13:20着 ※7/15～8/31は 5分遅発 

 

３ 関連する取組 

（１）各種メディアへの広告掲載 

（２）イベント・物産展等へのＰＲ出展 

（３）就航先（愛知県・名古屋市等の関連団体）との連携 

 

 



インスタグラムを活用したフォトコンテストについて

旭川市

フォトコンテスト２０２２

～＃撮っておきの旭川～

開催決定

Instagramで魅力を発信！

【担当】総合政策部広報広聴課



旭川市公式アカウント
「＠asahikawacity_official」をフォロー！

＠asahikawacity_official

【ハッシュタグ】
#recommend_asahikawa
#撮っておきの旭川

インスタグラムを活用したフォトコンテストについて

【担当】総合政策部広報広聴課

旭川の魅力を撮影して、ハッシュタグをつけて投稿！

どなたでも
応募可能



最優秀作品は、こうほう「あさひばし」の表紙として掲載！
その他、応募作品は市の情報発信などに使われることも！

フォトコンテストの結
果発表

市のSNSや広報物など様々な
場面で利用されることも！

インスタグラムを活用したフォトコンテストについて

【募集期間】

令和４年７月１５日（金）から令和４年９月３０日（金）まで

【担当】総合政策部広報広聴課



積極的にＳＮＳで情報発信しています！

今月と昨年同月のTwitter発信数を比較すると、約4.1倍の発信数でした！

直近６カ月と昨年同時期と比較しても約2.5倍の発信をおこなっています。

その他の情報発信

【担当】総合政策部広報広聴課

様々な広報媒体を通じて情報発信を行っています
旭川市では、公式ホームページのほか、各種ＳＮＳやテレビ・ラジオなどの広報番組など様々な媒体を通じて、行政情報の

ほか、まちの魅力や話題などをお届けしています。

ＳＮＳ・動画による発信
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約4.1倍



その他の情報発信

【担当】総合政策部広報広聴課

マイタウンあさひかわ（ＨＢＣ）
毎月第4日曜日、午前6時30分から45分まで、全道放送中。

旭川市民ニュース（ＳＴＶ）
毎週土曜日 午前11時54分～58分 道北エリア向けに放送中。

わくわくライフ旭川（旭川ケーブルテレビ）
隔週土曜日 午後1時00分～30分のうち15分間 エリアで放送中

メディア

広報番組による発信

テ
レ
ビ

市からのお知らせ（ＦＭりべーる）
毎月第１～４木曜日 午後４時から

今津市長のあなたと共に（ＦＭりべーる）
毎月第３土曜日 午前11時20分から

ラ
ジ
オ



市長動静について

【担当】総合政策部広報広聴課



旭川未来創造ポスト（通称 “ミラポス”）
市民の皆様のまちづくりに関するご意見を

市 民

市 長

へ お寄せください

市への要望や既存事業への意見など

内容に応じて担当部局が対面や電話，文書などで対応

担当部局で事業化など検討 結果は後日公表

改善ポスト

アイデアポスト

市政やまちづくりへの新しい提案やアイディアなど

提出方法

アイデアポストでは6/22(水)～7/4(月)の期間「市民がわくわくするイベント」の提案を募集中！

ご提案は来年２月までに実施されるイベントとして実現するチャンスがあります
※イベント案の各種権利等は市に帰属しますのでご了承ください ※提出時は「イベントアイデア」であることを明記してください

https://logoform.jp/form/iLZf/mirapos

mirapos_idea@city.asahikawa.lg.jp

〒070－8525 旭川市6条通9丁目
旭川市役所 旭川未来創造ポスト

Web

Eメール

郵送

FAX 0166－25－6515

お名前，ご住所，連絡先とあなたのご意見（アイデア・改善のどちらかを
明記）を次のいずれかの方法で提出してください

入力フォーム

総合庁舎，第二庁舎，第三庁
舎，各支所，東部まちづくり
センターにも未来創造ポスト
受付箱を設置しています

【担当】総合政策部広報広聴課



令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日 

観光スポーツ交流部スポーツ課 

 

 

慶應義塾体育会野球部旭川合宿の開催について 

 

 

１ 合宿期間 

令和４年８月９日（火）から８月１４日（日）までの６日間 

 

２ 合宿会場 

スタルヒン球場，花咲スポーツ公園軟式野球場ほか 

 

３ 受入れ対象 

  選手５０名程度ほか監督・マネージャー等のスタッフ１０名程度を含め，

約６０名 

   

４ 公開日程 

交流戦 

（一般公開） 

 

8月 10日（水） 10時～ 

13時 30分～ 

東海大学札幌キャンパス硬式

野球部（２試合） 

8月 12日（金） 12時 30分～ 北海学園大学硬式野球部 

8月 13日（土） 12時 30分～ 東京農業大学北海道オホーツ

ク硬式野球部 

8月 14日（日） 10時～ 旭川大学硬式野球部 

市民交流事業 

（報道公開） 

8月 10日（水） 9時 45分～ 

 

現在活動している女子中学生

向け野球教室 

8月 14日（日） 13時 00分～ 

 

現在活動している小学生向け

野球教室 

  ※時間等は変更になる場合があります。 

 

５ その他 

  合宿開催のＰＲポスターが完成後，市内公共施設や関係機関等に掲示予定 

 


