
事 業 名 地域創造支援事業

（総合子ども教育センター整備事業）

事業内容

事業目的

子育て環境の向上のため，子どもからの相談や子育て中の保護者からの相談

を受けるなどの機能を持つ，総合こども教育センター（仮称）を整備する。

（※Ｈ２８年度の開設時に建物の名称は，子ども総合相談センターとなった。）

また，プレイルームや地域活動支援スペースの整備により，子育て世代を

含む市民が利用・交流しやすい環境を整備し，中心市街地の活性化を図る。

事業期間 平成２７年度・平成２９年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度：196,348 千円

平成２９年度： 8,556 千円

完成写真

状況写真

平成２７年度工事分 →
子ども総合相談センター建設

← 平成２９年度工事分

東側外構部駐車場整備

事業成果

・施設の建設により，子育て支援部と教育委員会の相談窓口を統合し，就学前

から就学後までの一貫した相談支援体制の構築が図られた。

・駐車場の整備により，センターの利用の増進が図られた。

今後の方針

引き続き就学前から就学後までの一貫した相談支援体制の構築や，市民が利

用・交流しやすい施設運営に努める。

担当部局名 子育て支援部子ども総合相談センター

事業説明資料 No.１



事 業 名 宮前公園整備事業

事業内容

事業目的

豊かな自然とすばらしい景観に恵まれた都心部に，市民はもちろん，旭川を訪

れる人々にも親しまれ楽しめるガーデンを整備することで，中心市街地の魅力

を高め賑わいづくりに結びつける。

事業期間 平成 27年度～平成 30年度

事 業 費

（補助対象分）

平成 27年度：26,429千円
平成 28年度：12,028千円
平成 30年度： 7,785千円

完成写真

状況写真

完成写真 完成写真

事業成果

様々な講習会やイベントが開催されることで，賑わいが生まれた。

また，北彩都ガーデンファンクラブが結成され，より親しまれ賑わう公園とな

った。

今後の方針

より多くの市民や観光客が都心部に集い，市民が主体となったイベントが開催

されるなど，賑わいのある都心部の形成を目指す。

担当部局名 土木部公園みどり課

事業説明資料 No.２



事 業 名 常磐公園整備事業

事業内容

事業目的

施設整備により、公園利用者の利便性を高めると共に、当公園と隣接する河川

の空間に連続性を持たせ、賑わいのある水辺空間の創出し観光都市の機能を高

める。

河川築堤の緩傾斜化や植栽、園路や階段の整備、四阿などの休憩施設の整備

事業期間 平成 27年度～平成 28年度

事 業 費

（補助対象分）

平成 27年度：44,908千円
平成 28年度：22,946千円

完成写真

状況写真

完成写真 完成写真

事業成果

築堤の緩傾斜化、植栽 4000㎡
園路 112m
階段 2箇所
四阿・テーブル・ベンチ 2箇所

今後の方針

イベントをはじめとする多目的な利用の促進を図る。

担当部局名 土木部公園みどり課

事業説明資料 No.３



事 業 名 オープンカフェ事業

事業内容

事業目的

●事業目的

旭川市中心市街地活性化基本計画の中心軸である買物公園等中心市街地に滞

留スペースを創出し，中心市街地の機能性・利便性の向上や来街者の滞在時間

の増加等により中心市街地の賑わい創出を図るとともに，買物公園中央部での

イベント開催や市民の憩いの場の設置に向けた検証を行う。

●事業内容

買物公園及び七条緑道に夏期を中心にテーブルと椅子を設置し，市民や観光

客が屋外で気軽に休憩できる場を提供するほか，イベントでの活用を行う。

事業期間 平成２７年度～令和元年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度 2,270千円
平成２８～令和元年度 各 1,300千円（令和元年度は見込）

完成写真

状況写真

事業成果

・オープンカフェを活用したクイズラリー（ご当地クイズ）を実施し，オープ

ンカフェの利用促進と買物公園の回遊性向上を図った。

・クイズラリー参加者を対象にアンケートを実施した結果，「おしゃれで良い」

や「音楽が欲しい」など，好意的又は前向きな意見が多かった。

今後の方針

・アンケート結果にあるように，好意的又は前向きな意見が多いため，今後も

イベントでの活用を含め継続して実施する。

・また，設置数及び区域の拡大について，検討する。

担当部局名 経済部経済交流課

年度 H27 H28 H29 H30 R1(見込)

実施期間 7/2～9/15 7/1～9/13 7/1～9/12 7/2～9/7 7/2～9/6

設置数 26基 30 基 30 基 30 基 30 基

ｸｲｽﾞﾗﾘｰ参加者 113 名 104 名 22 名 35 名 35 名

事業説明資料 No.４



事 業 名 まちゼミ開催事業

事業内容

事業目的

商店街などのお店の人が講師となって，専門的な知識や情報を教える少人数制

の講座（まちゼミ）。講座をきっかけに，商店街に関心をもち，足を運ぶ機会を

創出し，来街者を増やすことを目的とする。

事業期間 平成２７年度～令和元年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度から平成３０年度 各 1,000千円
令和元年度 1,000千円（見込）

完成写真

状況写真

事業成果

参加者のアンケートの結果として，95％が満足であるとの結果であった。講座
を行った店舗からも，参加者がお客様として来店してくれるようになり，とて

もよかったとの意見があった。以下，現在までの実施概要（令和元年度につい

ては見込み）。

今後の方針 ・各店舗が同日にまちゼミを同時に行う，「同時まちゼミ」や店舗同士でコラボ

して，まちゼミを行う「コラボゼミ」の開催などを検討していく。

担当部局名 経済部経済交流課

開催時期 H27.10.1～11.15 H28.2.15～3.31 H28.10.1～11.15 H29.2.22～3.31 H29.9.1～10.15 H30.2.15～3.31 H30.9.1～10.15 H31.2.20～3.31

参加店 32店舗・団体 34店舗・団体 34店舗・団体 33店舗・団体 33店舗・団体 32店舗・団体 33店舗・団体 29店舗・団体

講座数 40講座(1~6回) 41講座(1~7回) 41講座(1~6回) 39講座(1~6回) 40講座(1~12回) 39講座(1~9回) 40講座(1~12回) 34講座(1~15回)

開講数／予定 111回／138回 121回／144回 111回／131回 90回／103回 104回／133回 95回／137回 78回／134回 68回／103回

延べ参加者数 409名 424名 439名 308名 291名 298名 263名 232名

開催時期 R1.9.1～ 10.15

参加店 32店舗・団体

講座数 40講座(1~6回)

開講数／予定 130回／130回

べ参加者数 300名

事業説明資料 No.５



事 業 名 賑わいづくり事業

事業内容

事業目的

市民や観光客など多くの人が都心部に来街するきっかけとなり，都心部の賑わ

いへ繋がるソフト事業を実施する。

事業期間 平成２７年度～令和元年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度 4,285千円（グランドオープンイベント，講習会，広告費）
平成２８年度 817千円（ガーデンサポーター活動，講習会，広告費）
平成２９年度 984千円（ガーデンサポーター活動，講習会，広告費）
平成３０年度 920千円（ガーデンサポーター活動，講習会，広告費）
令和元年度（予算）1,000千円（ガーデンサポーター活動，講習会，広告費）

完成写真

状況写真

事業成果

グランドオープンイベントや講習会等を開催したことで，多くの市民の関心を

集め，ガーデンを訪れるきっかけとなり，賑わいづくりに繋がった。また，そ

れにより，更に多くの市民が作業ボランティアやガイドボランティアに参加し，

担い手づくりにも効果があった。

○北彩都ガーデンサポーター・ガイドボランティア登録数

H27：72人，H28：73人，H29：74人，H30：78人，R1：67人

今後の方針
今後も北彩都ガーデンの周知と魅力向上に努め，イベント開催やボランティア

活動を継続して行い，賑わいづくりに努めていく。

担当部局名 土木部公園みどり課

事業説明資料 No.６
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事 業 名 道の駅整備事業

事業内容

事業目的

●事業目的

「道の駅あさひかわ」について，Wi-Fi環境の整備など快適なサービスや施設
機能を提供することで，外国人を含む観光客や利用者の更なる利便性の向上を

図ることを目的とした。

●事業内容

（１）Wi-Fi環境の整備
近年増加しているタブレット端末やスマートフォン，モバイル PCなどの利用
者が，無料で利用できるWi-Fi環境を整備するとともに，スマートフォン対応
可能なWeb化など「道の駅あさひかわ」の情報発信力を高めることで，外国人
を含む観光客をはじめとした道の駅利用者の利便性の向上を図った。

（２）男子トイレのバリアフリー化

道の駅男子トイレの和式便器のオストメイト式洋式便器への変更，入口ドア

の引き戸への改修，手すりの設置のほか，多用途トイレのオストメイト用洗浄

器の設置など，バリアフリー化を進めることで，道の駅利用者が安心して利用

できる施設機能の向上を図った。

事業期間 平成２７年度

事 業 費

（補助対象分）

3,500千円

完成写真

状況写真

事業成果 Wi-Fi環境の整備や，多用途トイレのオストメイト設置や手すりの設置などバ
リアフリー化を図ることで，「道の駅あさひかわ」利用者の利便性の向上に繋が

った。

今後の方針 授乳室などの子育て向け設備の設置や，防災機能などを強化し，更なる利用

者の利便性の向上を図る。

担当部局名 旭川市経済部経済交流課

事業説明資料 No.７



事 業 名 常磐公園周辺利活用促進調査

事業内容

事業目的

常磐公園の自然環境調査を行い、その結果をホームページに掲載し公園内で QR
コードから閲覧できるようにしたり、パンフレットを作成し利用者に配布して、

公園の自然環境を楽しみながら散策できるようにし、公園利用者の利便性を向

上させ、利用促進を図る。

自然環境調査

事業期間 平成 28年度～平成 29年度

事 業 費

（補助対象分）

平成 28年度：7,512千円
平成 29年度：7,076千円

完成写真

状況写真

QRコード設置状況

パンフレット

事業成果

自然環境調査 調査結果

今後の方針

公園利用者の利用促進はもとより、生態系に配慮した公園の維持管理方針の策

定にも利用する。

担当部局名 土木部公園みどり課

事業説明資料 No.８



事 業 名 宮下・１条間仲通線整備

事業内容

事業目的

ホテル，飲食店，医療機関が面する「宮一通」の整備を行うことにより，来

街者を買物公園から東西方向の横道に引き込み，裾野の広い回遊性の創出を図

る。

事業期間 平成３０年度～令和元年度

事 業 費

（補助対象分）

H30 2,673千円
R1 31,000千円（決算見込額）

完成写真

状況写真

事業成果 ロードヒーティング整備により歩道路面の凍結を防止し，高齢者や道外観光

客等が安心して歩行できる環境整備となる見込み。

今後の方針 完成した道路の適切な維持管理に努める。

担当部局名 土木部土木総務課，土木建設課

事業説明資料 No.９
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事 業 名 １４・１５丁目間横通線整備事業

事業内容

事業目的

銀座通商店街と北彩都地区を結ぶ重要な経路であり，旭川市バリアフリー基

本構想に位置付けられた生活関連経路である。

バリアフリー化と，歩行空間の高質化などを実施することで，回遊性の向上

を図り，中心市街地の活性化に寄与することを目的とした事業である。

事業期間 平成２８～２９年度

事 業 費

（補助対象分）

H28 82,953千円
H29 49,007千円

完成写真

状況写真

事業成果 バリアフリー化され，歩行区間の高質化により，回遊性が向上した。

今後の方針 完成した道路の適切な維持管理に努める。

担当部局名 土木部土木総務課，土木建設課

事業説明資料 No.１０



事 業 名 シビックコア広場整備

事業内容

事業目的

国の合同庁舎や市の公共施設が集積するシビックコア地区内の回遊性向上の

ため，歩行者通路や広場，ベンチ等を整備し魅力ある都市空間を創出する。

事業期間 平成２７年度～平成３０年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度 6,955千円
平成２８年度 92,916千円
平成２９年度 37,173千円
平成３０年度 6,739千円

完成写真

状況写真

事業成果

シビックコア広場の整備により西側の旭川駅方向から本地区まで連続した通路

が完成したことで回遊性が向上し，また，隣接する地区公園（宮前公園）から

連続した緑地空間ができたことで本地区の魅力度が向上した。

今後の方針

広場を適切に管理し，イベントをはじめとする多目的な利用の促進を図る。

担当部局名 地域振興部地域振興課

事業説明資料 No.１１



事 業 名 沿道植栽

事業内容

事業目的

忠別川の緑を市街地に引込むため，道路区域の街路樹と合わせて沿道の民地

に樹木の植栽を行い，緑のボリュームを増やす。

事業期間 平成２８年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２８年度 1,157千円

完成写真

状況写真

新成橋通沿道植栽

（イタヤカエデ）

事業成果

新成橋通沿いにおいて植栽を行い，沿道緑化が進んだ。

今後の方針

今後，沿道植栽予定区間で土地利用が行われる際には，地権者に主旨を説明

し植栽の協力を仰ぐ。

担当部局名 地域振興部地域振興課

事業説明資料 No.１２



事 業 名 案内板整備

事業内容

事業目的

観光客や市民の歩行導線の誘導と都心部の回遊性の向上を図るため案内サイ

ンを設置する。

事業期間 平成２７年度～平成２８年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度 1,123千円
平成２８年度 3,599千円

完成写真

状況写真

旭川駅南口 北彩都ガーデン

宮下・1条間買物公園

事業成果

中心市街地における誘導案内機能が強化されたことにより，歩行者の回遊性

が高まった。

今後の方針

表示内容の修正等が生じた場合は適宜修正を図り，情報の正確性の維持に努

める。

担当部局名 観光スポーツ交流部観光課，土木部公園みどり課

事業説明資料 No.１３



事 業 名 キャノピー整備

事業内容

事業目的

雨や雪，強い日差しをしのぐ快適な歩行空間を形成することで，駅前から買

物公園への人の流れを作り、まちなかの回遊性の向上と賑わいづくりに寄与す

ることを目的とした事業である。

事業期間 平成２７年度

事 業 費

（補助対象分）

H27 215,061千円

完成写真

状況写真

事業成果 快適な歩行空間が形成された。

今後の方針 完成した施設の適切な維持管理に努める。

担当部局名 地域振興部地域振興課，土木部土木総務課

事業説明資料 No.１４



事 業 名
共通利用駐車場推進事業

事業内容

事業目的

来街者の増加により中心市街地の活性化を図るため，市民等が利用しやすい共

通利用駐車場制度の運用支援を行う。また，近年増加している無人料金精算シ

ステムに対応するため，機器の改修や駐車場の磁気化など，共通利用駐車場制

度の拡充に向けた環境整備を行う。

事業期間
平成２７年度～令和元年度

事 業 費

（補助対象分）

平成２７年度 3,000千円
平成２８年度 1,700千円
平成２９年度 1,700千円
平成３０年度 1,400千円
令和元年度 1,400千円（見込）

完成写真

状況写真

事業説明資料 No.１５



事業成果

平成２８年１月以降，無人駐車場に設置されている磁気精算機に対応した共通

利用駐車券による運用を開始するとともに，中心市街地の大型店舗に働きかけ

を行うなど，制度加盟店舗の拡大を図った結果，利用枚数及び店舗への販売枚

数が導入前に比べ大幅に増加することとなった。

今後の方針

今後も加盟店舗数や加盟駐車場の拡大を図りながら来街者の利便性向上に努め

ることで中心市街地の活性化を促進するため，引き続き事業を実施する。

担当部局名
経済部経済交流課

年度 制度加盟駐車場数 利用枚数 制度加盟店舗数 販売枚数

H27 43 9,909枚 99 14,019枚

H28 49 52,992枚 117 59,863枚

H29 48 75,658枚 119 77,101枚

H30 47 75,346枚 128 77,038枚

R1（見込） 50 76,000枚 130 77,500枚


