
    　 03-東光

●

●

●

● 49,310人 [ 1 位]

● 25,702世帯 [ 1 位]

● 11.2% [ 7 位]

● 56.0% [ 6 位]

● 32.8% [12 位 ]

● 56.0% [10 位 ]

●

● 6地区

● 2施設

● 6地区

消防団

● 5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

 ※　数値は，令和3年4月1日現在

主
な
市
有
施
設

市全域を対象
とした施設

市民活動交流センター，障害者福祉セン
ター，総合防災センター

主に地域住民を
対象とした施設

東部住民センター，啓明地区センター，
東光児童センター

文化・スポーツ
施設

科学館，東光図書館，東光公民館，東
地区体育センター，東部中央公園，東光
スポーツ公園

教
育
・

子
育
て
施
設

小・中学校
東光小，啓明小，旭川第３小，千代田
小，東栄小，共栄小
東光中，東陽中，東明中

高校・大学
特別支援学校

（啓明，東光，東豊中央，東部東光，千
代田） 地域の特徴的な施設

市民委員会数

（啓明，東光，東光南，東豊中央，東部
東光，千代田）

地域包括支援センター

（東光，東旭川・千代田）

地区社会福祉協議会 安
心
・

安
全
の
施
設

（啓明，東光，東光南，東豊中央，東部
東光，千代田） 第３・第４・第５・第６分団

民生委員・児童委員協議会 東光

警察署・消防署 交番（東光，南町）

15～64歳人口

65歳以上人口

町内会加入率

町 内 会 数 148町内会

 ２　地域の基本情報

人 口

世 帯 数

0～14歳人口

忠別川と牛朱別川にはさまれた都心部と農村部の間に位置しており，良好な住宅地が形成されている。

特に近年は，市街地の緑辺部にて大規模な宅地開発により新興住宅地が郊外地域に広がり，人口が増加してきた。

地域を代表する大規模施設である東光スポーツ公園を有し，スポーツ環境の充実した地域である。

03　東光まちづくり推進プログラム

　地　域　目　標

※参考

 １　地域の特性

～ひととひとがふれあう地域の目がいきとどいたまちづくり～
都市計画マスタープラン
（H29.2改訂）地域づくりの目標

・東地域（豊岡地区を含む）
～歴史資源や水と緑を取り入れた良好な住環境づくり
～多様な産業を集積する工業地づくり
～農地や樹林地，河川の保全と活用による地域づくり
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 ３　地域資源と特色のある取組

■ 地域資源

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

ウォーキング事業の実施（健康ウォーキング事業）
（千代田，東光南，東部東光）

○（R1～）

高齢者の健康づくりの機会創出（全域） 〇（Ｒ１～）

・子どもの健全育成（全域）
・高齢者と青少年との交流（全域）

子どもの学習支援（全域）
地域での子どもの居場所づくり（全域）

○（H29～）

子育てサロンの開催（啓明，千代田） ○

地域で子育て世代を応援する活動の実施（全域）
安心見守り事業（全域） ○
ボランティア研修会事業（全域） ○（R1～）

認知症に罹患しても生活できる地域づくり（全域） ○（R1～）

■ 教育，文化，スポーツ振興

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

東光スポーツ公園を基点にしてのウォーキング実施（東
光健康ウォーキング事業）　（千代田，東部東光，東光
南）

○(R1～）

武道館トレーニングジム体験会の開催（東光健康
ウォーキング事業）（千代田，東部東光，東光南）

○(R３～）

・地域交流につながるスポーツ交流の場がない（全域） スポーツで地区同士交流できる場の創出（全域）
通年で運動に取り組むことのできる場の創出（全域）
高齢者が健康維持について学ぶことができる活動（全
域）

■ 地産地消，商店街の振興，魅力発信，賑わいづくり

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

地域の見どころマップの作成（東光健康ウォーキング事
業）（千代田，東光南，東部東光）

○（R1～）

地域情報の発信（全域） ○（Ｒ2～）

・東光地域の特産品のPR不足 東光地域の産業を支援する活動（全域）

・地域の身近な魅力の発見

・子育てしやすい環境の整備（全域）

・地域の支え合い活動（全域）

・東光スポーツ公園の利用促進（全域）

・高齢者の健康維持の場が少ない。

４　地域の現状分析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

●忠別川沿いの河川敷とサイクリングロード（千代田，東部東光，東光南，啓明）
●東部中央公園（千代田）
●ツインハープ橋（東部東光，東光南）

・シニア層の地域活動への参加（全域）
・健康づくりの取組（全域）
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■ 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

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

東光健康ウォーキング実行委員会 健康維持事業実施時の支援

東光いつも笑顔で世代間交流
実行委員会

東光子ども食堂実行委員会

啓明地区社会福祉協議会
千代田地区社会福祉協議会

子育てサロンなど，子育て関係の事業実施時の支
援

各地区社会福祉協議会
東光ボランティア研修会実行委員会
東光ボランティア研修会実行委員会
オレンジカフェinちよだ実行委員会

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

東光健康ウォーキング実行委員会

東光まち協新聞発行事業
実行委員会

スポーツ公園，武道館の利用促進となるような事
業の実施
東光スポーツ公園内のアクセス改善

東光健康ウォーキング実行委員会
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■ 基本的な生活環境の確保，環境保全，事故・犯罪の防止，防災

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

・空き家の管理（啓明） 地域の空き家問題を検討（啓明） ○

・大雨時の交通路確保（大正橋，南6条線の冠水）（啓
明）
・防災対策（地域全体で防災について考える取組）（全
域）

防災に関する組織の支援，教育の実施
町内会等による冬期間の消火栓確保活動

○（R3～）

・地域の交通網の整備（全域）
・適切な除雪による冬期間の歩道確保（全域） 通学路等の安全確保
・防犯対策（全域） 防犯パトロールの実施（全域） ○

・ネットトラブル防止（全域）
携帯電話の使用方法研修会の実施
（東光「考えよう，ケータイ」研修会事業）（全域）

○(R1～）

・ICT（情報通信技術）弱者の存在（全域）
インターネットリテラシー（インターネットを使いこなす能
力）教育の実施（全域）

○(R3～）

■ 郷土愛や誇りの醸成・コミュニティ活性化（世代間交流）

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

【共通課題】●人口減少・少子高齢化
●町内会等の担い手不足　●個人情報の把握

　

・盆踊りなどの伝統文化の継承（全域） 盆踊り大会の開催（東光，東光南，啓明，千代田） ○

・町内会の活性化（全域）
ふれあい祭り，フェスタの開催（千代田，東部東光，東
豊中央）

○

・次世代の担い手育成（全域）
・子育て世代が参加しやすい取組の実施（全域）

・多世代交流の場確保（全域） コミュニティを感じることのできるイベントの実施（全域）
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実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

啓明地区たすけあい
みんなの会

空き家問題への関与，解決

東光消防団活性化実行委員会

適切な歩道除雪の実施
各地区市民委員会

東光「考えよう，ケータイ」
研修会実行委員会

東光スマホ教室実行委員会
学習教材としてのタブレットPC，インターネット環境
の整備

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

該当市民委員会

該当市民委員会 町内会加入率を増加させる施策の実施

地域での居場所づくりのための空き家活用推進支
援
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取組・テーマ 実施主体

ツインハープ，豊永橋，緑東大
橋，電柱の落書き消し活動

H24
東部まちづくり
実行委員会
H25～H27

東部まちづくり
推進協議会

東光まちづくり救急研修会の実
施

東部まちづくり
推進協議会

救急研修会の実施及びＡＥＤ・
避難所マップの作成

東光まちづくり
推進協議会

東光の魅力再発見
東光まちづくり
推進協議会

東光スポーツ公園歩くスキー
コース整備・看板づくり

東光まちづくり
推進協議会

特殊詐欺講習会の実施
特殊詐欺防止講習会

実行委員会

通学合宿の実施
啓明通学合宿
実行委員会

小股川健康ウォーキング
小股川

健康ウォーキング
実行委員会

地域で考えよう，認知症研修会
地域で考えよう，
認知症研修会
実行委員会

東光地区子ども朝活
東光子ども食堂

実行委員会

・
■

・東光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/d063403.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。

H30

主に小股川に沿ったコースをウォーキングして，健康づ
くり及び地域の魅力発見を再確認した。作成したマップ
は，日々の健康づくりのため，東部まちづくりセンターな
どで配布した。

R1
認知症の種類や症状，認知症の方への接し方などを
学ぶ研修会を開催し，認知症に関する知識を深めた。

R1
夏・冬休みの午前中に，子どもたちが地域の大人や学
生ボランティアとともに，様々な体験を通して交流を
図った。

H28

東光スポーツ公園内に冬期間造成される歩くスキー
コースについて，コースと案内看板の整備に関する地
域の要望を，管理者である公園緑地協会につなぐこと
で解決につなげる。

H29
旭川市消費者協会「劇団風」による特殊詐欺手口の
寸劇や，講話により地域住民の特殊詐欺被害予防に
対する意識啓発を行った。

H30
子どもたちが規則正しい生活習慣を身につけること，家
族から離れて生活することで家族への思い，自立性・
協調性を高めるために，通学合宿を行った。

H26
地域の救命率向上及び地域住民に対して，救急に関
する知識の普及啓発を図ることを目的とした研修会を
実施した。

H27

ＡＥＤ講習会をはじめとした救急研修会の実施地域を
拡大し，取組を広げていくとともに，ＡＥＤ設置場所と避
難所等の情報を併記したマップを作成し，公共施設等
に設置した。

H28
東光地域の見所を，東光まちづくり推進協議会委員と
マイクロバスで巡り，地域の魅力や資源を再発見した。

 ５　過去の取組

実施
年度

主な内容

H24～27
落書きを放置せず，防犯意識の向上と地域の絆の育
成につなげようと，市民委員会を中心に落書き消しを
行った。
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