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● 42,341人 [ 2 位 ]

● 21,809世帯 [ 3 位 ]

● 11.4% [ 5 位 ]

● 56.9% [ 2 位 ]

● 31.6% [14 位 ]

● 44.9% [14 位 ]

●

● 5地区

● 2施設

● 4地区

● 2地区 消防団

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

 ※　数値は，令和3年4月1日現在

（第1，第2，第3，南，南西） 教
育
・

子
育
て
施
設

小・中学校
小学校（永山，永山東，永山西，永山
南），中学校（永山，永山南）

高校・大学
特別支援学校

第28・29・30分団

上川総合振興局，旭川河川事務所，旭
川ラーメン村，上野ファーム，永山郵便
局

地域の特徴的な施設

地域包括支援センター

（永山，新旭川・永山南）

地区社会福祉協議会

（第1，第2，第3，南）

高等学校（旭川農業，旭川永嶺，旭川
大学），旭川大学，旭川大学短期大学
部

65歳以上人口

町内会加入率

町 内 会 数 105町内会

石狩川と牛朱別川に挟まれた工業・流通地域，住宅地，農地により構成されている。

新川親水公園，永山屯田公園，永山中央公園などの市民に親しまれる場所がある。

国道39号線や環状線の沿道にはロードサイド型の商業施設が集積している。

 ２　地域の基本情報

人 口

世 帯 数

0～14歳人口

15～64歳人口

医療機関の集積がある（精神科以外が揃っている）。

旭川大学，農業高校，永山市民交流センター，上川総合振興局など教育や行政機能が立地している。

永山屯田まつりなど，屯田開拓の歴史・文化が伝承されている（地域のコミュニティ活動）。

地域自主除排雪，認知症SOSネットワーク，きずなカフェなど，地域主体の取組が盛んに行われている。

安
心
・

安
全
の
施
設

警察署・消防署
北消防署永山出張所，交番（永山・永
山西）

永山・新旭川

民生委員・児童委員協議会

（永山東，永山西）

市民委員会数

10　永山まちづくり推進プログラム

　地　域　目　標

※参考

 １　地域の特性

屯田の歴史を引き継ぐ地域住民が結束したまちづくり
開拓の歴史をまち並にいかし，住・工・農が調和した地域づくり
・住宅地と工業・流通地が調和した地域づくり
・開拓の歴史がまち並に感じられる地域づくり
・水と緑の創出によるうるおいのある地域づくり

都市計画マスタープラン
（H29.2改訂）地域づくりの目標

市全域を対象
とした施設

文化・スポーツ
施設

永山図書館，永山公民館

主に地域住民を
対象とした施設

永山支所，永山住民センター，永山ふ
れあいセンター，鉄工団地福祉セン
ター，永山児童センター，いきいきセン
ター永山

主
な
市
有
施
設
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  10-永山

 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年度の協議結果により，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

高齢者の徘徊行方不明者に係る発見ネットワークの構 地域による主体的捜索の仕組みづくり ○ （H26～） 永山SOSネットワーク推進委員会 第２，南地区から，第３へ波及
地域による見守りネットワークの構築 ○ 各地区社会福祉協議会

野菜スープで地域連携 ○（R3～）
スープの冷めない“きずな”づくり

実行委員会

健康に係る情報提供，講演，高齢者向け体操教室 ○
永山地域医療専門家

連携実行委員会
医療専門家（医科・歯科・薬科）
ネットワーク構築，地区社協

ウォーキング及び食習慣改善の仕組みづくり ○（R3～） 永山健康マイレージ実行委員会

高齢者・子ども達，若い人も全ての人が集まり憩える場
の確保，支え合って助け合えるまちへ

地域の主体的な企画，運営体制の構築　顔の見える関
係性の構築

○

永山南きづなカフェ実行委員会
各地区社協

共生型コミュニティづくり
実行委員会

永山南きづな・ほのぼのバザー
実行委員会

きづなカフェ　地域食堂

きづな・ほのぼのバザー

共生型コミュニティスペースづくり 支援の必要な方全てに地域の支えがある社会づくり ○（H30～）
共生型コミュニティづくり

実行委員会
地域食堂

空き家活用のコミュニティづくり もっと身近な空き家利用の近場のコミュニティづくり ー
除雪・ゴミ出し・電球交換等の日常生活支援・ボランティ
ア

必要な支援の存在の掘り起こし。受け手，担い手のつな
ぎ，発掘作業

ー

公衆浴場等入浴施設不足 福祉施設の解放・公衆浴場への送迎 ー
自宅にこもりがちの独居老人の地域とのつながり機会の
設置

○ 各地区社協 ふれあいランチ

ウォーキングコース及びマップ利用の啓発 ○（R3～） 永山健康マイレージ実行委員会
○（H30～） バリアフリータウン永山実行委員会他 ボッチャの体験会

○（R3～）
永山南きづな・ほのぼのバザー

実行委員会
きづな・ほのぼのバザー

子どもの登下校の見守り 登校・下校時間の地域と学校の連絡体制の整備 ー

未就園幼児，子育て中のお母さんへの支援 子育てサロンの開催 ○
永山第二地区社協
永山第三地区社協

月１回，永山公民館と共催
月１回　三区会館で実施

地域の子ども達の学習意欲に対する支援 学習支援　自習の場所の提供 ○(R2～)
永山地区子どもの学習支援

実行委員会
旭川大学学生の活用
永山公民館で開催

●上野ファーム，射的山   ●永山市民広場，永山中央公園
●新川親水公園　　●せせらぎ通り　　●旧永山戸長役場
●永山神社　●ＪＲ線（宗谷・石北）　　●JR永山駅，南永山駅，北永山駅
●地方卸売市場，青果卸売市場　　●旭川家具センター　●木工団地組合
●農業地帯（水田・酒米・黒大豆ほか）　●医療機関の集積　●教育機関の集積
●男山酒造　●ウェスタン永山パワーズ，旭川ラーメン村　●永嶺，農業，旭川大学高校
●あさひかわ商工会　●永山市民交流センター（いきいきセンター，図書館，児童センター公民館，包括支援センター，支
所）
●旭川大学

●永山屯田まつり（永山屯田まつり実行委員会）　　●永山屯田盆踊り大会（永山屯田盆踊り保存会）
●永山交通安全・健康推進学校（永山交通安全協会）　●こども仲良しフェスティバル（永山児童センター）
●「地域ささえあいマップ」の作成（永山東地区民生児童委員協議会）
●生活道路の地域自主除排雪（永山冬みち守り隊）　　●永山南きづなカフェ（永山南きづな連絡協議会）
●永山地域SOSネットワーク（永山地域SOSネットワーク推進委員会）
●永山メディカルネットワーク（永山地域医療専門家連携実行委員会）
●共生型コミュニティづくり（永山地域コミュニティスペースづくり実行委員会）　●女性防火クラブ
●バリアフリータウン永山（バリアフリータウン永山実行委員会）　●自主ボランティア団体（第３地区市民委員会）

高齢者，生活弱者等の地域見守り

バリアフリーの推進
障害の有無に係わらず，誰しも安心して暮らせる地域づ
くり

地域住民の健康づくり，健康維持

一人暮らしの高齢者の外出機会の創設

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
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■ 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

地域郷土・歴史・文化の保存と振興 地域文化団体による議論と解決方策の検討 ○ 永山地域文化振興実行委員会他
平成30年度　永山郷土史発行
他

地域古典芸能の振興 地域文化団体による議論と解決方策の検討 ○ 永山文化協会　他
体験教室，永山文化祭，
フェスティバル開催　他

地域音楽文化の振興 地域文化団体による議論と解決方策の検討 ○
永山音楽祭実行委員会

学生と高齢者の合同演奏会
実行委員会

白鳥コンサート，永山神社祭で
の吹奏楽パレード，クリスマスコン
サート（高齢者向け，子ども向
け）

永山地域のまつりの振興 地域の議論と解決方策の検討 ○ 永山屯田まつり実行委員会　他
平成31年6月　永山屯田まつり
記念切手シート発行　他

地域のスポーツイベントの情報発信
地域のスポーツイベントをポスターで発信することで高齢
者の応援機会をつくる。

ー 永山まちづくり実行委員会
永山地域野球少年団
大会の情報発信

■ 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

駅前商店街再生・活性化の検討 地域自らの主体的議論，アクションプランの策定
○

（H28～）
永山地域経済活性化

中長期計画策定検討会

平成30年度　中長期計画策定
R1　「永山まちづくりの集い」開
催

地産地消の推進 地元農業者と大学の連携，情報発信，普及イベント開 ○ 農家の食卓実行委員会　他 地域内イベント回数の拡充

永山農業の発進や六次産業化の推進
永山農業の情報発信，地域の主体的議論と連携強化
他団体，大学との連携

○

JAあさひかわ　女性部，
青年部，農高ヨーグルト，
旭川大学食物栄養学科の

御菓子

農産加工，永山農業関連紹介
動画作成　他

人を呼び込む地域イベントの企画実施 地域の主体的な企画 ○
農家の食卓実行委員会

永山まちづくりの集い
実行委員会　他

地域内イベント回数の拡充

農商工連携 商工会，JA，企業，農業者の連携 ○
商工会，JA，

農業青年部・女性部　他
地域認証取得，
地域勉強会　他

受け手が容易に情報を得ることが可能な発信方法
公民館活動，イベント等の情報共有。チラシ，回覧板，
個別案内の他に実施検討。

模索中

農家と地域の子育て世代との連携 冬の田んぼで遊ぼう実施 ー 永山まちづくり実行委員会 過去に地域で実施経過あり

■ 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

地域自主除排雪の推進，体制拡充 地域学習会開催，主体的なパトロール，自主除排雪 ○ 永山冬みち守り隊　他
間口除雪のモデル地域として
第三地区市民委員会から
３町内実施

・交差点の雪山の高さ制限，通学路除雪の充実
・除雪苦情処理の地域での対応

地域主体の防災啓発
継続的な防災啓発，啓発イベントの開催
防災に関する学習

○
永山地域防災啓発実行委員会

女性防火クラブ　他
防災センターとの連携　他

地域主体の防犯啓発 継続的な防犯啓発，啓発イベントの開催 ○ 永山地域防災活動推進地区　他 平成30年度　北海道モデル

地域主体の交通安全啓発 継続的な交通安全啓発，啓発イベントの開催 ○ 永山交通安全協会　他
永山交通安全健康学校の開催
他

冬の火災対応用の用水路利用 冬場の用水路から火災消火活動 未整備 冬期間は利用できない用水路整備

防災公園（都市公園）の新設 行政への要望 要望中 行政
永山地区市民委員会，または
各市民委員会毎の要望

防災公園は永山地区市民委員会連絡協議会での
要望。その他は，各市民委員会ごとの個別要望
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■ 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

町内会等の担い手不足，地域ボランティアの確保
地域の主体的検討，成功事例の学習　永山西小学校
３年生に「地域のオタスケマン」授業

○
永山西コミュニティスクール

永山まちづくり実行委員会　他
町内会存続課題は喫緊の課題 加入率の高い町内会をモデルとした全市的な実践

人口減少・少子高齢化 人口減少・少子高齢化に伴う世代間交流促進 ○

永山地域世代間交流事業
実行委員会（H30で終了）
地区社協　児童センター

民児協

学生との連携によるまちづくり
集いの場，
交流イベントの開催　他

個人情報の把握 地域の連携強化 ○ 地域民生委員　他 個人情報保護とのジレンマあり
永山文化の伝承・普及 永山文化の記録，屯田歴史の語り部確保　他 ○ 永山地域文化振興実行委員会 平成30年度　郷土史発行

永山屯田まつりの継続
屯田まつりの継続と盛り上げる工夫
旭川大学と第二市民委員会とのあんどんづくり連携

○ 永山屯田まつり実行委員会
旭川大学屯田まつりサークル結
成による第二市民委員会との連
携

まつりへの市補助の継続

若者が希望の持てるまちづくり 地域若年層リーダーの育成・確保 ○ 商工会，JA　他 青年部・女性部等

高齢者が子どもと関わる機会の減少
ふれあい祭りの実施，コンサート，サロンなど子どもが関
わるイベントづくり

○

地区社協，民生児童委員
共生型コミュニティづくり

実行委員会
絵手紙アート実行委員会

旭川大学と高齢者との連携 大学と地域密着型福祉施設との連携によるコンサート ○
学生と高齢者による

合同演奏会実行委員会

永山のまちづくりに係る情報発信 永山まちづくりの集いの実施，まち協ニュースの発行 ○
永山まちづくりの集い

実行委員会
永山まちづくりの集いは，R1に実
施

地域活動の女性の参画 SDGｓの意識向上 ー
あらゆる組織における女性の参画機会の向上を図
る

永山東小学校の存続 旭川大学との連携　　学区割の変更 ○ 旭川大学と永山東小との連携 地域と大学の直接連携 校区割の変更
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取組・テーマ 実施主体

地域資源の活用による産業活
性化

永山地域まちづくり
元気隊

地域資源の活用による産業活
性化

永山地域まちづくり
元気隊

地域音楽祭の開催 音楽祭実行委員会

認知症等徘徊者対策
永山SOSネットワーク

推進委員会

きづなカフェの企画実施
永山エコマップの制作
経済活性化中長期計画
農家の食卓

永山南きづなカフェ
実行委員会

エコマップ実行委員会
永山地域経済活性化

中長期計画策定
検討会

農家の食卓
実行委員会

世代間交流事業
永山地域世代間交流

事業実行委員会
協働による除排雪推進 永山冬みち守り隊

永山メディカルネットワーク
永山地域医療専門家

連携実行委員会

永山地域文化振興の取組
永山地域文化振興

実行委員会

防災啓発研修会
共生型コミュニティ構築
絵手紙アート教室
バリアフリースポーツ普及

永山地域防災啓発事業
永山地域共生型
コミュニティづくり

実行委員会
絵手紙アート教室

実行委員会
バリアフリータウン永山

実行委員会

永山まちづくりの集い
永山まちづくりの集い

実行委員会

高齢者向けクリスマスコンサート

小学生と大学生の連携

学生と高齢者による
合同演奏会
実行委員会

わっこプロジェクト
実行委員会

小学生対象の町内会活動啓発
屯田まつりの学生支援

永山第三ＳＯＳネットワーク立上
まち協活動の啓発活動

子ども達の学習支援

地域のオタスケマン
実行委員会

旭川大学の屯田まつ
り支援実行委員会
永山第三ＳＯＳネット
ワーク実行委員会

まちづくりニュース作
成実行委員会

学習支援実行委員会

■

・永山まちづくり推進協議会ホームページアドレス

　http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/408/machikyou/d063398.html

・QRコード

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。

R1 ・永山まち協事業及び地域活動の発表会

R1～R2

・旭川大学吹奏楽部と高齢者施設「生きる音」との合
同演奏会
・旭川大学教職員課程の学生と永山東小学校の子ど
も達と地域の方によるコラボイベント

R２

・小学３年生の総合学習での町内会学習

・高齢化した地域へのまつりを通した学生支援
・地域での徘徊老人捜索活動の仕組み決め
・まちづくりニュースの作成，地域へ配布
・永山市民交流センターで学習しに来ている子ども達
の見守り，学習支援

H28～R1
・地域医療資源を活用した講演会企画，医療ネット
ワーク

H28～R2 ・永山地域郷土史，若年層への文化振興等

H30～R2

・防災啓発研修会の実施
・地域における共生社会の実現
・夏冬休みにおける絵手紙教室
・ボッチャ等体験会

H28～30

・地域住民の憩いの場づくり
・食べきり協力店マップの発刊
・地元主体の経済活性化計画検討
・地産地消推進，永山農業の紹介，発信

H29～30 ・世代間の絆づくり，多世代交流

H25～R2 ・住民と行政の協働による除排雪の推進

H25
・永山地域ゆかりのお土産パック「大事(豆)な人への贈
りもの（「永山ノ御進物」）」の販売促進活動

H26 ・地域音楽祭の開催検討

H27～30
・認知症高齢者等の徘徊に係る捜索ネットワークの構
築

 ５　過去の取組

実施
年度

主な内容

H24
「永山屯田まつり」の実施に関わり，若い年齢層の意見
や発想を取り入れるためのアンケートの実施と公開討
論会「永山を元気にするシンポジウム」を開催
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