
H27　旭川ウェルビーイング・コンソーシアム等との連携事業一覧

№ 事業名 区分 事業内容 実施時期（予定） 大学等

1 総合政策部 政策推進課 健康保養フォーラム 継続

様々なテーマや切り口で，身体的・精神的・社会的に「良好な状態」である
という健康の考え方と，本市とその周辺の魅力や恵まれた地域資源を活かし
た生活やまちづくりへの興味関心や理解を深める機会を提示し，ともに考え
る場を提供する。

平成２７年度の実施内容については，現在検討中である（平成２６年度と同
系統のテーマの講演会を実施する案がある）。

平成２７年１０月３日（土）予
定

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
（旭川大学女子短期大学部生活学科食物栄養専攻　豊島　琴
恵教授）

2 総合政策部 政策推進課 中心市街地に係る来街者調査 継続

　平和通買物公園の来街者について，同公園及びその周辺に滞在している
間，どのように移動・回遊しているのかについて，回答者の行動をサンプリ
ングするとともに，移動・回遊の目的やその際の消費行動などについて，イ
ンタビュー調査などにより把握し，結果について集計・分析するものであ
る。

平成２７年６月１５日から平成
２８年３月３１日（うち，現地
における来街者動向調査は３日
間実施する。）

旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科　大野　剛志准
教授

3 総合政策部 都市交流課
旭川市・哈爾濱市友好都市提
携20周年記念事業

新規

本市の友好都市である中国哈爾濱市との友好都市提携20周年を記念し，市
内で様々な分野の記念事業を実施することで，地域住民及び哈爾濱市への理
解と友好をより一層促進させ，人的交流を今まで以上に推進する。記念事業
で哈爾濱市からの訪問団が来旭した際の事業運営のために市内大学に留学し
ている中国人留学生に通訳業務を依頼する。

平成２７年４月～１２月
旭川大学・旭川大学短期大学部，北海道教育大学旭川校，旭
川医科大学

4 市民生活部 地域まちづくり課
教育大生まち協ミーティング
開催事業

継続 地域理解のワークショップを教育大生と地域住民が共同で実施する。 平成２７年１０月～１１月

北海道教育大学旭川校
生活・技術教育専攻　川邊　淳子教授
社会科教育専攻　角　一典准教授（地域教育連携・貢献推進
委員会委員長）

5 市民生活部 地域まちづくり課
（仮）２０１５「北星エコな
せっけん」プロジェクト事業

新規

教育大学周辺の飲食店から排出される廃油を回収し，教育大生と地域住民が
共同で石けんを作り，地域に還元する。 平成２７年７月～平成２８年２

月

北海道教育大学旭川校
生活・技術教育専攻　川邊　淳子教授
社会科教育専攻　角　一典准教授（地域教育連携・貢献推進
委員会委員長）

担当部局
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6 市民生活部 地域まちづくり課
安全安心な地域づくりモデル
事業

新規
豊岡地域における，各種団体の地域活動に旭川大学が地域学習として参加
し，そこでの意見交換や地域情報を共有することで，地域の安全安心につな
がる地域活動のマニュアル等の作成とあわせて人材育成等に寄与する。

平成２７年５月～平成２８年２
月ごろ

旭川大学福祉保健部コミュニティ福祉学科

7 子育て支援部
子育て支援課（青
少年担当）

あったかいね，あさひかわ～
つなげよう灯のわ～

継続
アイスキャンドルイベント（異なる世代の子どもたちの交流を図る異世代交
流事業）

平成２７年１２月２３日（予
定）

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム（学生自主組織は
しっくす）

8 子育て支援部
子育て支援課（青
少年担当）

あさひかわＭＡＰ大作戦 継続
中高大学生による宿泊研修
・中高大学生による旭川の観光スポット取材による「旭川ＭＡＰ」作成
・世代の異なる子どもたちによる異世代交流宿泊研修

平成２７年８月８日～９日
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム（学生自主組織は
しっくす）

9 子育て支援部
こども育成課
こども事業係

北海道教育大学旭川校の学生
による留守家庭児童会での支
援活動の受入れ

継続

・学生の講義（地域教育支援活動）として留守家庭児童会において学生の受
入れを行い，支援員の指示に従い，主に児童会での遊び・自習を補助して，
児童との良好なコミュニケーションを図るとともに，児童会及び支援員の活
動・業務を学ぶもの。
・学生の活動として，自由時間若しくは全体での活動時間における遊びの補
助，自習の時間における児童の学習の補助，昼食・おやつの時間などにおけ
る給仕の補助及びその他普段の活動において支援員が児童に対して行ってい
る指導の補助等を行う。

平成２７年６月中旬～7月中旬ま
での数日

北海道教育大学旭川校

10 子育て支援部
子育て相談課
母子保健係

私の未来プロジェクト事業 新規

小中高生に対し，命の大切さや親となることの意識を育むため，子育てや医
療の専門職が講師となり，各学校に出向いて講座や体験学習を実施する。ま
た，スタッフとして大学生が参加し，異年齢交流を図りながら学べる環境を
提供する。

平成２７年4月～平成２８年３月
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
（旭川大学　栗田克美准教授，　旭川医科大学　塩川幸子准
教授）
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11 保健所
保健指導課
栄養係

「あさひかわ食楽探検隊」 継続

小学4年生～6年生を対象に，農業体験や調理実習，食に関する学習等を通
じて，旭川の農産物について理解を深め，食の大切さを学ぶ。また，参加児
童が野菜を使ったレシピ集を作成し，食べマルシェ当日に成果発表を行う予
定。

平成２７年６月～９月 北海道教育大学旭川校　菅野　友美准教授

12 経済観光部
経済総務課
総務企画係

旭川市小規模企業実態調査 新規

平成２６年６月に小規模企業振興基本法が制定されたことを受け，国が定め
た基本計画に沿った旭川市の振興施策を検討するため，同法の対象となる常
用２０人以下の市内事業所における事業所の概況，雇用状況等のほか，同法
の内容を踏まえたニーズ調査を実施する。

平成２７年４月３日～８月３１
日

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
（旭川大学経済学部　横田　宏樹准教授，木谷　耕平助教）

13 経済観光部
経済総務課
雇用労政係

旭川市労働基本調査 継続 旭川市内の企業における従業員の雇用実態等を把握する調査を実施する。
平成２７年５月下旬（予定）～
平成２８年３月３１日

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
（旭川大学経済学部　江口　尚文教授）

14 経済観光部 産業振興課
大学等研究機関におけるビジ
ネスシーズ調査事業

継続

旭川地域における各研究機関のビジネスシーズに関する情報を収集し，シー
ズ集「旭川知的資源活用集」としてとりまとめ，企業が活用しやすいよう本
市ホームページ上で公開する。また継続的な活用のため新規シーズの収集や
既存シーズの修正等，データ改訂を実施することにより企業の製品開発力の
強化や新事業の創出につなげる。

平成21年度より実施しており，
年度ごとに改訂

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム

15 経済観光部
産業振興課
工業技術センター

３ＤＣＡＤ基礎講座 継続 ３ＤＣＡＤソフト（solid works）を使用した３次元基礎設計他 未定 旭川工業高等専門学校（地域テクノセンター含む）

16 経済観光部 旭山動物園
旭川大学短期大学部幼児教育
学科・クリスマスイベントへ
の協力

継続

旭川大学短期大学部幼児教育科の学生が教育実践の場として，人形劇や歌劇
を年複数回市内各所で実施している。当園では，クリスマスイベントの一環
として園内会場を提供し，事前の勉強会の開催や宣伝広報等について協力を
行っている。

平成２７年１２月 旭川大学短期大学部　椎名 澄子助教
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17 経済観光部 旭山動物園
旭川医科大学・医大祭への協
力（医学展パネル展及び講
演）

継続

動物飼育と病院医療について共通のテーマを設定し，当園と医大双方で協力
し，説明パネルを作成し，医大祭の医学展内において，来場者向けに展示す
る。※今年は「楽」（らく・たのしい）がテーマ。また期間中には，会場へ
動物園職員が出向き，来場者向けに今年のテーマに沿った講演を行う。

平成２７年６月６日・７日 旭川医科大学

18 農政部
農政課
農政係

市民農業ふれあい事業　子ど
も農業体験塾

継続

小学４～６年生の児童を対象として，農業・農村における興味の喚起と理解
の向上を図るため，水稲・野菜の農作業体験や酪農・畜産の作業体験を通じ
て，｢旭川農業｣や｢食｣及び｢命の大切さ｣などについて考える体験学習の場を
提供する。

平成２７年５月～１１月
北海道教育大学旭川校　教員養成課程
教育フィールド研究１（地域教育支援活動）の講義として

19 学校教育部 教育指導課
北海道教育大学旭川校と旭川
市教育委員会との連携による
学生ボランティア派遣事業

継続

相互協力協定を締結している北海道教育大学との協力事業の１つとして，北
海道教育大学旭川校の学生を旭川市内の小・中学校に派遣することを通し，
教育活動の支援を期待するとともに，学生のボランティア意識の高揚や教師
に求められる資質能力の向上を図る。

 [平成２７年度派遣期間]
前期：平成２７年　５月２０日
（水）～９月２５日（金）
後期：平成２７年１０月２１日
（水）～平成２８年２月２６日
（金）

北海道教育大学旭川校

20 社会教育部 社会教育課 あさひかわオープンカレッジ 継続

共通のテーマを設定し，４大学１高専１短大が各１回程度担当して公開講座
を行う。
教育委員会と旭川ウェルビーイング・コンソーシアムの共催。

平成２７年９月～１１月の土曜
日午後（全５回程度を予定）

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム

21 社会教育部 社会教育課
ＪＳＴ科学技術コミュニケー
ション事業の支援事業

継続
まなびピアあさひかわ内においてプラレールなどを用いてゲーム性を盛り込
みながら，親子や参加者同士でのコミュニケーションの促進を図りつつ，上
川地域の自然環境を学ぶ。

平成２８年２月１２日～１４日 旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
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22 社会教育部
文化振興課
彫刻美術館

彫刻巡回展示出前授業 継続

彫刻巡回展示実施校を対象に，当館職員等が出向き，彫刻巡回展示の彫刻を
利用して授業を行うというものである。児童生徒には，彫刻の見方や考え方
を広げながら，より親しみを感じてもらい，彫刻美術館ステーションギャラ
リーに足を運んでもらえるきっかけとなるよう実施し，教員には，彫刻の鑑
賞の仕方や今後の授業への活用方法などを知ってもらう機会となるように実
施する。

平成２７年６月２５日（木）～
１２月１０日（木）

北海道教育大学旭川校

23 上下水道部
総務課
管理係

平成２７年度水道週間イベン
ト　「水の飲みくらべin旭川
医大祭」

継続
６月１日～７日までの水道週間イベントとして，若年層へ積極的なPRを図
ることを目的に旭川医大祭において水道水とミネラルウォーターの飲みくら
べを実施する。

平成２７年６月６日（土）・７
日（日）

旭川医科大学


