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●　

●

●

●

● 5,008人 [13 位 ]

● 2,388世帯 [13 位 ]

● 12.5% [ 1 位 ]

● 50.5% [13 位 ]

● 37.0% [ 4 位 ]

● 55.8% [ 9 位 ]

●

● 3地区

● 1施設

● 1地区

消防団

● 1地区 除雪センター

 ※　順位は，15地域中で数値が大きいほうを上位とする

15　東鷹栖まちづくり推進プログラム

　地　域　目　標

地域の人々みんなで支えあい，いつまでも仲良く健康でいられるまちづくり

※参考　 ・自然環境と調和する地域づくり

・歴史と文化が生活の身近に感じられる地域づくり

・人・物・情報の交流を活発化する地域づくり

 １　地域の特性

稲作を中心とした農業地域であり，市街地の背後に農地が広がっている。

地域北部には，突哨山や鬼斗牛山など自然豊かな丘陵地や森林地域が広がり，市民が自然とふれあえる憩いの
場となっている。

地場産品の開発・加工などにより，地域イメージを高める特色のある地域づくりが取り組まれている。

北海道縦貫自動車道の旭川北インターチェンジや国道４０号、旭川新道などの整備により，広域からの交通量が増
大している。

 ２　地域の基本情報

人 口

世 帯 数

0～14歳人口

15～64歳人口

65歳以上人口

町内会加入率

町 内 会 数 42町内会

市民委員会数

（東鷹栖中央，東鷹栖東，東鷹栖西）

地域包括支援センター

（末広・東鷹栖）

地区社会福祉協議会

（東鷹栖） 第31・第32・第33分団

民生委員・児童委員協議会 末広・東鷹栖

（東鷹栖） 地域の特徴的な施設 旭川刑務所

 ※　数値は，令和3年4月1日現在

都市計画マスタープラン
（H29.2改訂）地域づくりの目標

主
な
市
有
施
設

市全域を対象
とした施設

食肉衛生検査所

主に地域住民
対象とした施設

東鷹栖支所，東鷹栖コミュニティひろば，東
鷹栖農村活性化センター

文化・スポーツ
施設

東鷹栖公民館，東鷹栖公民館第3分館，東
鷹栖公民館第4分館，中央図書館東鷹栖分
室

教
育
・

子
育
て
施
設

小・中学校
近文第一小，近文第二小
東鷹栖中

高校・大学
特別支援学校

安
心
・

安
全
の
施
設

警察署・消防署 北消防署東鷹栖分遣所，東鷹栖駐在所



  15-東鷹栖

 ３　地域資源と特色のある取組

■ 地域資源 ■ 特色のある取組

は令和３年度に協議の結果，追加・修正等を行った項目

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・地域の人の健康意識の啓発 ・健康カレンダーの全戸配布による意識付け ○（H24～） 東鷹栖まちづくり実行委員会 ふまねっとの会作成
・健康普及のために，利用しやすい保健師の窓口体制
を充実させる

・子育て中の親の孤独解消 ・町内会での料理の会の実施
農家のお母さんと子育てママの
料理の会

・子育て中の人への住宅の提供

・農村部と中央部の子育て環境の違い ・農業と健康をつなげた「健康地域」の組織作り
直売所に保健師作成の健康レ
シピを配置

・一人暮らしの困りごとを相談する身近なところが必要 ・困りごと相談窓口の体制づくり

・小学校就学前の親子対象の季節行事が必要

・年長・年中の子どもの親同士の交流連携促進 ・地域の保育所の開設　

・小学校就学前の親子対象の季節行事が必要

・小学生の居場所づくり ○（R1） 東鷹栖まちづくり実行委員会 子どもの居場所づくり

○（～現在）
末広・東鷹栖地域
包括支援センター

健康体操

○（H24～29） 東鷹栖まちづくり実行委員会 健康教室（年４回）

○（H30～） 東鷹栖まちづくり実行委員会 ふまねっと運動（月２回）　

・安心見守り活動の実施 ・安心見守り体制づくり ○（H29） 松平町内会

・高齢者の居場所づくり（サロン） ○（H30～） 東鷹栖まちづくり実行委員会 さろんカタクリ ・市の施設のロビー等を活用した高齢者の居場所づくり

・地域課題検討会議における「気になる高齢者」の情報
共有・地域課題の抽出

○（～現在）
末広・東鷹栖地域
包括支援センター

地域課題検討会議～町内会，
民生委員，地区社協，老人クラ
ブ，市社協，包括支援センター

・地域におけるボランティア育成・調整・活用の促進　　　　　　　
・福祉専門職とボランティア活動者のネットワーク作り

○（R2～）
末広・東鷹栖地域
包括支援センター

・家間隔が広いため高齢者が歩いていても気づけない

■ 教育，文化，スポーツ振興

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・体育館の多さを利用したスポーツ活動地域の他地域
へのアピール
・野土花を利用したバドミントン大会の開催

・大人と子どもとの交流 ・大人のバドミントンサークルと少年団との合同練習 ○（R1）
バドミントンサークル
（近二小利用者）

・バドミントンでオリンピックを目指す子どもへの支援

・地域行事の継承 ・地元中学生による地域行事準備の手伝い ○（H30） 東鷹栖中学校の吹奏楽部
市民ふれあい祭りの準備と片付
けの手伝い

・東鷹栖村当時からの地域歴史教育の促進 ・東鷹栖村の歴史の学習

・地元文化の継承者の不足 ・安部公房の会の普及

・バドミントン活動への支援 ・地域スポーツのバドミントンの普及協力

・子どものスポーツ支援 ・バドミントンのまち東鷹栖の組織作り ○（H30～） 近文第二スポーツ少年団対象

・子どもの学習環境の提供 ・子ども達の学習支援事業

・子どもの夏期冬期の生活習慣の維持 ・子ども朝活事業

・東山にある工藤和彦陶芸工房の周知

・日本一のカタクリのＰＲ ・自然環境（突哨山）の小学校とのふれあい学習 ○（～現在） NPO　もりねっと ・日本一のカタクリをもっと旭川のブランドにする

●田んぼアート　●ラジコン飛行機滑走路　●鬼斗牛山　●日本一のカタクリ　●安部公房ゆかりの地
●石蔵ダイニング米蔵　●松平農場　●内田瀞ゆかりの地　●工藤和彦氏陶芸工房　●突哨山
●東鷹栖地域センター　●東鷹栖農村活性化センター(野土花）　●たいせつ農産物直売所
●末広・東鷹栖地域包括支援センター　●東鷹栖公民館　●上川畜産公社　●男山自然公園
●のなか農園いちご「瑞の香」

●突哨山の保全活動　●フラワーロード活動　●郷土芸能「越中踊り」の保存　●近文第二スポーツ少年団
●東鷹栖食品加工販売協議会　●安部公房の会　●東鷹栖地区市民ふれあい祭り　●北地区花火　●ＪＡたいせつ

４　地域の現状と課題解決のための取組・市への要望等

■ 福祉，子育て，健康づくり，地域の支え合いの強化

○（H30） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・民生児童委員による子育てサロン　保育園と地域との
連携　子どもの居場所づくりにおける公民館の開放（ふ
れあい広場）　民生児童委員と中学校との連携

○（～現在）

民生児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東鷹栖地区社協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ぽかぽか」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「つーながれ」

・子ども達が自然体験しながら遊べる場所がほしい

・高齢者の体力づくり
・軽運動（ふまねっと）の普及　高齢者向け健康増進体
操の団体や指導者が多い　老人クラブと末広・東鷹栖
地域包括支援センターとの連携による健康づくり

・高齢者の孤立が心配

・体育館が多いことについて，他地域での認知度が低
い。

・野土花でのバドミントン大会の実施支援，写真等の歴
代掲示

東鷹栖まちづくり実行委員会

○（H30）
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■ 地産地消，商店街の振興，魅力発信，賑わいづくり

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・旭川市役所地下売店への野土花商品の出店 ○（H30） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・松平農場と内田瀞の知名度のアップを図る

・地域産農産物や農業地域を生かした地域ＰＲ ○（H30） 東鷹栖まちづくり実行委員会
農家のお母さんと子育てママの
料理の会

・米粉商品の奨励　　　・農業の促進

・ブランド認知度促進のための地域内の連携 ・東鷹栖中央地区居住者の料理教室での普及

・イベントの担い手がいない ・中学校との連携 ○（H30） 市民ふれあい祭り実行委員会
吹奏楽部による祭りの準備・片
付け

・若者の集う場所の確保 ・レストラン「米蔵」の営業 ○（H25～） たいせつ農協青年部有志

・田んぼアートや鬼斗牛山の活用

・河川敷にあるラジコン飛行機の滑走路の活用

・移動販売をもっと便利に

・地域の豊かな自然をＳＮＳや写真展でＰＲ ・鬼斗牛山の登山道の整備
・北あかり（鬼斗牛山の北文字のライトアップ）による情
報発信

○（R1） 東鷹栖まちづくり実行委員会 SNS他

・北地区の夏まつりの花火大会の周知 ・映画のロケ地に利用してほしい

・店やスーパーが遠く，地域にほとんどない
・北インターで下りたドライバーが立ち寄るような場所が
ほしい

・ランチのできる喫茶店の設置

・地元企業と地域住民との協力関係の構築

■ 基本的な生活環境の確保，環境保全，事故・犯罪の防止，防災

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・除雪（個人）の協力体制づくり

・安心見守り組織の充実 ・困りごとの吸い上げ

・盗難が多い ・自宅の施錠の呼びかけ

・災害時の救助体制の確立のための啓発 ○（H30） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・防災組織

・防災のためのマップづくり

・災害弱者の体制づくり

・高速道路の降り口なので車のスピードが出て危険

・外灯が少ない ・外灯の設置

・町内会館があればよい ○（H24）
東鷹栖コミュニティひろば

運営委員会
東鷹栖地域センターの活用

・野土花や，第三分館への案内標識の設置

・となりが遠い ・バスの本数を増やして欲しい

■ 郷土愛や誇りの醸成・コミュニティ活性化（世代間交流）

地域で認識している諸課題（地域の課題）  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

・人口減少・少子高齢化 ・高齢者が増える中で，住民組織の維持の手法を検討

・町内会等の担い手不足 ・地域のつながりの大切さの啓蒙活動 ・少人数地域の町内会，市民委員会体制の維持支援

・二又は三世代交流による絆（きずな）の見直し

・高齢者と子どもとのもちつき交流 百寿大学

・中学生と幼児との遊び 民生児童委員（ぽかぽか）

・地域リーダーの模索 ・地域行事維持のボランティア制度の確立

・次世代リーダーを育てる環境づくり

・地域自立への連携

・田んぼアートの継続

・田んぼアート展望台にすべり台があればよい

・賑わいづくり ・飛行機のＵターン地を利用したスノーアート

・石蔵ダイニング米蔵の案内 ○（～現在） 地元青年部有志

・カフェあずきや，農家カフェのPR

・コーヒーショップ，ケーキ屋さん

・北あかりの実施 ○（H28～R2） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・東鷹栖支所管内案内板の修正 ○（R4） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・太鼓による世代間交流 ○（R4） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・地域行事の手伝いを小さい時から行わせる ・地元中学生による地域行事準備の手伝い ○（H30～） 東鷹栖中学校吹奏楽部

・未婚男性の婚活　 ・農業従事者の未婚男性の出会いの場の設定 ・農業従事者の未婚男性の婚活支援

・地域への郷土愛を培う ・郷土誌の発行 ○（H26） 東鷹栖まちづくり実行委員会

・北地区の花火 ○（～現在） 東鷹栖北地区

・東鷹栖ブランドの認知度の促進

・魅力あるものはたくさんあるが，連携がない

・自主防災組織が０％

・世代別の意見交換会が必要
○（～現在）

・田んぼアートフェスティバル ○（～現在） たいせつ農協青年部



  15-東鷹栖

取組・テーマ 実施主体

●健康カレンダー作成と健康教室の実
施
●社会福祉協議会との連携協力による
地域づくり支援
●保健所と共催したなるほど健康教室
お食事編の開催
●郷土誌の発行

東鷹栖まちづくり
推進協議会

●健康カレンダー作成と健康教室の実
施
●社会福祉協議会との連携協力による
地域づくり支援
●保健所と共催したなるほど健康教室
お食事編の開催

東鷹栖まちづくり
推進協議会

●なるほど健康教室の実施
●保健所と共催したなるほど健康教室
お食事編の開催
●なるほど健康カレンダーの作成
●三角山（鬼斗牛山）に北あかりの復活
●エコなせっけんづくりの実施

東鷹栖まちづくり
推進協議会

●なるほど健康教室の実施
●保健所と共催したなるほど健康教室
お食事編の開催
●なるほど健康カレンダーの作成
●鬼斗牛山に北あかりの復活

東鷹栖まちづくり
推進協議会

●健康，つながり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●地域の子どもの支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●防災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●郷土の風土の継承

東鷹栖まちづくり
実行委員会

●健康，つながり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●地域の子どもの支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●郷土の風土の継承

東鷹栖まちづくり
実行委員会

●健康，つながり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●地域の子どもの支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東鷹栖まちづくり
実行委員会

■

・東鷹栖まちづくり推進協議会ホームページアドレス

　https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/408/machikyou/d063393.html

・QRコード

 ５　過去の取組

実施
年度

主な内容

H26

地域住民の健康に対する意識を高め，地域の健康づくりを目的
に，健康カレンダーを作成し，全戸配布するとともに，健康教室と
保健所と共催で健康教室お食事編を開催。また，公民館，地域
の協力を得ながら，郷土誌を発行。
社協プラットフォーム事業立ち上げなど社協との連携協力による
地域づくり支援を実施。

H27

地域住民の健康に対する意識を高め，地域の健康づくりを目的
に，健康カレンダーを作成し，全戸配布するとともに，健康教室と
保健所と共催で健康教室お食事編を開催と開催の様子を支所
内に掲示
健康教室開催案内チラシ（全戸配布）に保健師通信を掲載
社協プラットフォーム事業立ち上げなど社協との連携協力による
地域づくり支援を実施する。

H28

地域住民の健康に対する意識を高め，地域の健康づくりを目的
に，健康カレンダーを作成し，全戸配布するとともに，健康教室と
保健所と共催で健康教室お食事編を開催と開催の様子を支所
内に掲示
健康教室開催案内チラシ（全戸配布）に保健師通信を掲載
平成21年に休止した北あかりを7年ぶりに復活し点灯した。
使用済みの天ぷら油を再利用したせっけんづくりを行い，環境保
全の啓蒙を行うとともに,親子又は祖父母を含めた３世代間の交
流事業を実施した。

H29

地域住民の健康に対する意識を高め，地域の健康づくりを目的
に，健康カレンダーを作成し，全戸配布するとともに，健康教室と
保健所と共催で健康教室お食事編を開催と開催の様子を支所
内に掲示
健康教室開催案内チラシとまち協ニュースに併せて，保健師通
信を掲載
昨年復活した北あかりを継続した。

H30

①高齢者のさろんカタクリ②健康体操ふまねっと③農家のお母さ
んと子育てママの料理の会④地域スポーツ（バドミントン）の支援
⑤地域防災の講習会⑥地元食材ブランドの販売促進⑦小学生
の夏休みの朝活⑧小学生の居場所づくり⑨地元の歴史「北あか
り」点灯の継続

R1
①高齢者のさろんカタクリ　②健康体操ふまねっと　③地域ス
ポーツ（バドミントン）の支援　④小学生の夏休みの学習支援　⑤
地元の歴史「北あかり」点灯の継続

R2
①高齢者のさろんカタクリ　②健康体操ふまねっと　③地域ス
ポーツ（バドミントン）の支援

６　地域まちづくり推進協議会の周知・広報

市ホームページ内の掲載及びまちづくり推進協議会NEWS（速報版）の地域内施設への掲示等により周
知・広報を行っている。


