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● 31,064人 [ 5 位]

● 16,928世帯 [ 4 位]

● 10.8% [10 位 ]

● 56.4% [ 7 位]

● 32.8% [10 位 ]

● 47.4% [13 位 ]

●

● 6地区

● 1施設

● 5地区

消防団

● 3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

04　北星まちづくり推進プログラム　

　地　域　目　標

自然・人の交流・伝統文化に富み，災害に強いまちづくり
※参考　

 １　地域の特性

石狩川や嵐山など豊かな自然に囲まれ，嵐山公園や北邦野草園，リベラインなどの施設を通じて豊かな自然とふ
れあえる地域となっている。

川村カ子トアイヌ記念館やアイヌ文化の森伝承のコタン，２つの生活館などがあり，アイヌ文化を展示・伝承する活動
が行われるなど，地域の伝統文化を継承している地域である。

地域内には花咲スポーツ公園やサイクリングロードなどの運動施設や，北海道教育大学旭川校や３つの高等学校な
どの教育機関，嵐山には多くの陶芸の窯元が存在するなど，スポーツ，教育，芸術に身近にふれることのできる文教
地区としての性格を持っている。

旭川鷹栖インターチェンジに接続する，環状１号線・高台永山線（国道12号旭川新道）などのアクセス道路網の整
備が進んだことに加え，大型商業施設の立地により，流通の要衝として広域からの交通量が増加している。

旧道立林産試験場や旧大町岐線，製材工場などの跡地利用が進み，教育，商業，工業施設などの立地が進んで
いるほか，新たな住宅地も形成され，住宅や工場などが地域内に混在している。

 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 97町内会

市民委員会数

（北星，旭星，旭星西，川端，近文東，近文西）

地域包括支援センター

（北星・旭星）

地区社会福祉協議会

（北星，旭星，旭星西，川端，近文） 第23・第24分団

民生委員・児童委員協議会 北星・江丹別

（北星，旭星，近文・川端）

都市計画マスタープラン
（H29.2改訂）地域づくりの目標

・北地域（北星地域を含む）
　～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
　～福祉施設の集積を生かした安心して生活できる地域づくり
　～大規模施設の跡地を活用した更新型の地域づくり
　～人・物・情報の交流を活発化する地域づくり

主
な
市
有
施
設

市全域を対象
とした施設

近文市民ふれあいセンター，近文清掃工
場，近文リサイクルプラザ

主に地域住民
対象とした施設

北星地区センター，近文生活館，市民生活
館，錦はるかぜ公園会館，北門児童セン
ター

文化・スポーツ
施設

北星公民館，総合体育館，花咲スポーツ公
園，

教
育
・

子
育
て
施
設

小・中学校
大有小，近文小，大町小，北光小
北門中

高校・大学
特別支援学校

旭川北高校，旭川西高校，旭川明成高校
北海道教育大学旭川校
北海道旭川盲学校

安
心
・

安
全
の
施
設

警察署・消防署
交番（近文，旭町）
北消防署，北消防署近文分遣所

地域の特徴的な施設

川村カ子トアイヌ記念館，北の散歩道
花咲運動公園，スタルヒン球場
北海道護国神社，北鎮記念館，旭川運転
免許試験場，イオンモール旭川西店

 ※　数値は，平成31年4月1日現在
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  04-北星

 ３　地域資源と特色のある取組

■ 地域資源

■ 福祉，子育て，健康づくり，地域の支え合いの強化

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

高齢者の見守り体制の充実（対象者の増加） 各地域におけるサロン事業の充実

関係団体と連携した高齢者の見守り活動の実施 ○

高齢者のための健康増進事業の工夫

健康づくりウォーキングルートの設定
関係団体と生活支援コーディネーターとの連携による生
活支援体制の構築

○

社会資源(福祉活動)の整理と，情報発信をテーマにし
た意見交換会の開催
健康体操等の指導者の育成 ○

元気な高齢者が活躍できる場の提供 ○

子育て中の親への支援活動の充実
（支援を求める対象者がいる）

子育て中の親を対象にした講座の設置や交流活動の
促進

共働きの親への支援活動の充実
（支援を求める対象者がいる）
障がい者や認知症の方への支援

高齢者等で支援が必要な方の把握

■ 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

サイクリングロードの復旧整備

地域としてのスタルヒン球場の活用

地域資源を活用したスポーツ振興
河川敷でのスポーツ大会（マラソン，パークゴルフ，ソフト
ボール，歩くスキーなど）

教育資源としての教育大学との連携・協力 ・教育大との連携事業
　・まち協ミーティング ○（～H29）
　・まちづくり懇談会 ○
　・腐葉土づくりなど ○（H30～）

地域行事（運動会等）への学校開放 ○
地域と学校との連携事業（集団下校訓練，感謝の会，
学習支援ボランティア等）の実施

○

学校での活動について地域へ情報発信 ○

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

●嵐山公園（近文西）　●石狩川（北星，川端，近文東，近文西）　●リベライン旭川パーク（北星，川端）　●旭橋（北星）
●北邦野草園（近文西）　●旭川鷹栖インターチェンジ（近文西）　●旭川スタルヒン球場（北星）
●花咲スポーツ公園（北星）　●旭川サイクリングロード（近文東，近文西）　●大型商業施設（近文東，近文西）
●近文駅待合室（近文東）　●北海道教育大学旭川校（旭星）　●北の散歩道（旧大町岐線）（北星，川端，旭星）
●アイヌ文化の森伝承のコタン（近文西）　●川村カ子トアイヌ記念館（旭星）　●知里幸恵文学碑・資料室（近文東）
●錦町5遺跡（川端ほのぼの公園内）（川端）

高齢者の健康寿命の延伸（高齢者の増加）

高齢者の生活支援体制の充実（対象者の増加）

地域との連携による学校教育の推進
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■ 特色のある取組

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

旭星地区社協・民児協

北星・旭星地域包括支援センター

北星・旭星地域包括支援センター

北星・旭星地域包括支援センター

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

各小中学校

各小中学校

各小中学校

は令和元年度に検討の結果，追加・修正等を行った項目

●北の嵐山（北の嵐山観光連絡協議会）　●嵐山における各種行事（嵐山ビジターセンター）
●みずほ七夕まつり・ローソク出せ（北星地区市民委員会，旭橋みずほ通商店街）
●ふれあい盆踊り・子ども太鼓・ふれあい運動会（川端地区市民委員会）　●ふれあい祭り（旭星）
●ポケットパークイルミネーション（旭橋みずほ通商店街）　●近文子ども夏まつり（近文東・西地区市民委員会）
●近文雪遊び大会（近文東・西地区市民委員会）　●近文商工会夏祭り（近文商工会）
●近文あい運動（近文東・西）　●女性による防火活動（旭星地区女性防火クラブ）
●地域連携による学教教育の実践（集団下校訓練，感謝の会，学習支援ボランティア等）（大有小学校）

北星まちづくり推進協議会　　　　
北星6地区地域の魅力再発見

事業実行委員会　　　　　　　　　　　　
北星６地区・教育大学連携事
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■ 地産地消，商店街の振興，魅力発信，賑わいづくり

地域の課題  課題解決の取組・魅力づくり
実施
状況

地域の人との結びつきを強化できるような商店街行事
の工夫

○

旭川商店街サポートセンター設立 ○

近文駅前の活性化

空き店舗の増加 空き店舗を活用した地域づくり事業の検討

大型店，事業所等の地域活動への協力や参加不足

嵐山の周知と魅力向上 嵐山の景観を観光ＰＲする

地域の魅力向上 イベント毎の景観づくり（民有地を活用した装飾等） ○

■ 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

夜間，国道等の歩道が暗く，歩きにくい 街路樹の剪定による防犯灯の照明効果の向上

落ち着いた公園がない

北の散歩道の魅力向上
北の散歩道の環境整備（糞害対策，樹木剪定，ごみ拾
い等の実施）

○

除排雪マナーの向上 近隣の歩道除雪 ○

【優先】防災避難訓練の実施 ○

【優先】地域による防災活動の実施

・北星6地区防災マップの活用 ○（H26～）

・防災フェアの実施 ○（H28～）

・防災（洪水）の情報提供 ○（H28～）

女性による防火活動（ほのぼの防火訪問等） ○

管理されていない空き家，空地の増加 危険空き家の把握と解体撤去促進

地域独自の河川愛護月間の制定とごみ拾い

近隣の草刈や樹木枝払い等環境整備 ○

身近な地域活動の拠点の確保

地域の居場所づくりの整備

身近な地域活動拠点の利便性向上（バリアフリー）

防犯体制の向上

子供の安全確保
地域で登下校の子供を見守る活動
（近文あい運動（近文東・西）等）

○

■ 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 町内会及び自治会活動の普及啓発 ○

●町内会等の担い手不足　●個人情報の把握 町内会等役員への若年層登用 ○

北星６地区合同のイベントの開催
地域の自然環境（石狩川やウッペツ川，嵐山等）の学
習
地域の伝統文化（アイヌ文化等）の学習

【優先】北星地域見どころマップの作成 ○（H29～H30）

【優先】地域を知るためのウォーキングマップの作成と効
果的な活用

○（H28～H30）

祭りや運動会など世代を問わず参加できるイベントの実
施

○

【優先】教育大学と連携した世代間交流の実施(秋をた
のしむ会など)

○（H26～）

地域行事の参加者の固定化 若年層が参加できる行事の企画・実施

商店街の活性化

自主防災組織の充実や防災意識の向上

生活道路や河川など生活環境の確保

郷土愛の醸成，地域の歴史・伝統の継承

世代間交流の機会減少
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実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

旭橋みずほ通商店街振興組合

近隣住民有志

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

北の散歩道環境保全プロジェクト

近隣住民有志

近文西地区市民委員会

旭星地区女性防火クラブ

近隣住民有志

近文西地区のコミュニティ施設の整備（近文西）

市民生活館のエレベーター設置（近文東）

北星6地区の各種団体

実施
主体

備　考 市への要望・地域からの提案

各地区市民委員会

北星地区市民委員会

北星6地区地域の魅力再発見
事業実行委員会

北星6地区地域の魅力再発見
事業実行委員会

北星6地区の各種団体

北星6地区・教育大学連携事業
実行委員会

北星6地区防災事業実行委員会
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取組・テーマ 実施主体

防災マップの作成
北星まちづくり
推進協議会

防災マップの作成配布
防災研修会の開催

北星まちづくり
推進協議会

地域防災力の向上に向けた取
組の実施

北星まちづくり
推進協議会

エコな地域づくり事業の実施
北星まちづくり
推進協議会

教育大との連携事業の実施
北星まちづくり
推進協議会

地域防災力の向上に向けた取
組の実施

北星まちづくり
推進協議会

地域防災力の向上に向けた取
組の実施

北星まちづくり
推進協議会

地域の魅力再発見に向けたの
取組の実施

北星6地区
地域の魅力再発見
事業実行委員会

地域防災力の向上に向けた取
組の実施

北星6地区
防災事業

実行委員会

地域の魅力再発見に向けたの
取組の実施

北星6地区・
教育大学連携事業実

行委員会

地域防災力の向上に向けた取
組の実施

北星6地区
防災事業

実行委員会

■

・北星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/d063405.html

・QRコード

 ５　過去の取組

実施
年度

主な内容

H24
・水害発生時に地域で特に深刻な被害が想定される3地
区（近文東・近文西・川端）の防災マップを作成

H25

・H24に引続き3地区（北星・旭星・旭星西）の防災マップを
作成し，効果的な配布・活用を図るため，北星6地区の市
民委員会ごとに各町内会を対象とした防災リーダー研修
会を消防本部と連携し開催

H26
・自主防災組織等の活性化等を目的に，防災マップを活
用した「防災出前講座」の実施を検討及び同マップを増刷

H26～27

・地域に応じた2R（減量・再使用）活動を推進するため，廃
食用油を利用したエコな石けんづくりの講習会開催(H26)
・教育大学と連携し，地域の飲食店等から出る廃食用油
を利用したエコな石けんづくり，アンケートを実施(H27)

H26～28

地域の魅力再発見を目的に，教育大学生との連携事業
実施。
・「まち協ミーティング」開催(H26～27)
・「まち協ミーティング」，「まちづくり懇談会」開催(H28)

H27
・自主防災組織の現況を確認，「防災出前講座」の案内を
作成，「市民防災研修会」等を受講，防災用品を北星地
区センターに一時展示

H28
・防災意識の向上を目的に，3地区（北星，旭星，川端）の
住民等を対象に，「防災フェア」を開催
・防災マップの増刷（北星，近文東地区）

H29
・地域資源の掘り起こしを目的に，地域住民と教育大学生
との世代間交流も兼ねたワークショップ「まち協ミーティン
グ」と「まちづくり懇談会」を開催

H29

・防災意識の向上を目的に，3地区（旭星西，近文東，近
文西）の住民等を対象に「防災フェア」を開催
・地域での防災事業を支援（みずほ七夕まつり，福祉事業
者による防災研修会への助言，情報提供等）
・防災マップの増刷（旭星地区）
・北星地区センターへの防災用品の配置

H30
地域交流促進，地域活動活性化を図るため地域住民と
教育大学生との連携事業として「腐葉土づくり勉強会」，
「落ち葉集め・腐葉土づくり」の実施

H30

・防災意識の向上を目的に，3地区（北星，旭星，川端）の
住民等を対象に「防災フェア」を開催
・地域での防災事業を支援（防災フェア参加者に，防災の
取組と関係団体の連絡先を掲載した資料配付）

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。
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北星地域

この地図は，旭川市発行の2千5百分の1旭川市都市計画基本図（平成28年10月現在）を複製したものである。
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