
     平成 29年度 厚別区の取組

期 末 報 告 

平成 29 年度の厚別区の取組は、「区民が主体のまちづくり」を使命とし

て掲げ、「魅力ある快適なまちづくりを推進する」「区民と共に考え、区民

から信頼される区役所を目指す」の２つの運営方針に沿って、「健康づく

り」や「安全・安心」、「子育て支援」、「にぎわいづくり」などさまざまな

事業に取り組んでまいりました。このたび、各事業の実施状況を取りまと

めましたので、その結果をご報告いたします。 

 各事業につきましては、多くの区民の皆様にご協力をいただき進めるこ

とができました。 

今後も、区民の誰もが厚別区で暮らし続けたいと思っていただける魅力

あふれるまちづくりに取り組んでまいります。 

平成 30 年（2018 年）3 月 31 日 

厚別区長 平木 浩昭

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト 

各部門大賞作品 



１．健康づくり                     P1～P3 

２．子育て支援                     P4 

３．安全・安心                     P5～P6 

４．にぎわいづくり                   P7～P9 

５．区民サービス、区民参加、区民主体          P10～P12 

６．広報・啓発                     P13 

平成２９年度 厚別区の取組 ６つのポイント 
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使 命：区民が主体のまちづくり 

運営方針１：魅力ある快適なまちづくりを推進します。 

運営方針２：区民と共に考え、区民から信頼される区役所を目指します。 



高齢の方が、住み慣れた地域で、健康で生き生きと活躍し続けること

ができるまちづくりを推進します。健康寿命の延伸に向け、地域の実情

に合わせた、介護予防・健康づくりの普及・啓発を行います。 

  誰もが気軽に参加できるスポーツイベントを実施し、区民の健康増進

と交流を図ります。 

健 

あつべつ健康・福祉フェスタ 

あつべつ健康・福祉フェスタ 【Ｈ29.9.30】

健康寿命延伸パネル展などで、区民の健康課題や健

康づくりの実践及び疾病予防の大切さを普及啓発し、

地域住民一人ひとりの健康づくりへの取組みを促し

ました。 

１．介護予防・健康づくりの推進 

あつべつ健康寿命延伸事業 

平成28年度に行った「要介護認定原因疾病分析」の結果をまとめたチラシを厚別区内

に全戸回覧したほか、「あつべつ健康・福祉フェスタ」など区民が集まる機会に、チラシ

の配布や健康寿命のパネル展を実施し分析結果の周知を行いました。また、分析結果を活

用した講座を実施し健康づくり活動への参加や動機づけを図りました。 

■区民（個人）への普及啓発（分析結果の活用）

◆ノルディックウォーキング体験講座 【Ｈ29.8.25】

 連携先 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院 

◆区民交流ウォーキング大会 【H29.10.17】

 連携先 厚別区町内会連合会・自治連合会女性部、 

厚別区食生活改善推進員協議会、 

各種健康づくり団体   

◆健康講座フロアカーリング 【H29.12.5】

 連携先 厚別区老人クラブ連合会

ノルディックウォーキング体験講座 

ひろげよう健康の輪

体験型の健康づくり事業を、住民組織などと連携して3つのイベントを実施しました。
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地域における健康づくり活動推進事業 

地域が主催する健康づくりや福祉イベントなどを支援し、地域特性にあった気軽に取

り組める活用しやすいメニュー（健康度測定・健康体操など）をパッケージ化して地域

に提供し、地域の健康づくり活動の促進と充実を図りました。 

◆陽だまりロードウォーキング交流事業 

・厚別南地区 【H29.9.17】 

◆地域健康づくり事業 

・青葉地区 【Ｈ29.10.14】 

・厚別西地区 【Ｈ29.10.26】   

・厚別中央地区 【Ｈ29.11.29】  

アクションプラン

2015 計画事業

■地域活動の支援・関係団体との連携強化（分析結果の活用）

認知症（キッズ）サポーター養成講座 

 認知症に対する正しい知識の普及啓発を進めるため、認知症サポーター養成講座を実

施したほか、「あつべつ健康・福祉フェスタ」や「健康介護予防フェアｉｎ青葉」の会

場で認知症に関するパネル展を開催しました。また、区内の３小学校で、紙芝居「みん

なで支える認知症」を教材とした「認知症キッズサポーター養成講座」の開催や、今年

度から徘徊高齢者を発見した際の対応を学ぶ「徘徊高齢者捜索模擬訓練」を実施しまし

た。 

認知症初期集中支援推進事業

区、地域包括支援センター、認知症サポート医など、医療・介護職で構成した支援チ

ームが医療・介護サービスにつながっていない認知症の方とその家族などを対象に、初

期から集中的に関わり、適切なサービスにつなげるなどの支援を行いました。 

 また、民生委員や医療機関、介護支援専門員などに対して事業を周知し関係機関の支

援ネットワークを構築しました。 

■認知症高齢者への対応（厚別区 要介護等認定原因疾病の男性3位・女性2位）

＊厚別区民で要支援 1以上の要介護認定を受けた 65歳以上の方の、要介護状態となる原因疾病の分析結果

 男性 1位 がん 19％・2位 脳血管疾患 12％・3位 認知症 11％

女性 1位 関節疾患 20％・2位 認知症 12％・3位 骨折・転倒 11％

陽だまりロードウォーキング交流事業 

◆支援により得られた効果 

・見守り体制の強化 ・認知症専門医の受診 ・介護保険サービスの利用  

・家族の意識やケア方法の適切化 
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アクションプラン

2015 計画事業

２．生涯現役を目指した地域活動人材づくり 

高齢社会に向けた地域活動の担い手創出事業 

「キャンパスタウン厚別」 【H29.9.13～10.4 全７回】 

地域で活躍する元気な「活動の担い手」を増やすために、

北星学園大学と連携し、種々の学習プログラムを高齢者に

提供するとともに、地域活動への参加意欲の向上と活動へ

の橋渡しをしました。 

 また、厚別区社会福祉協議会とも連携して、キャンパス

タウン厚別の参加者にもボランティアに関する案内を送付

することで、ボランティア活動の実践につなげるほか、地

域活動を希望する参加者を町内会へ紹介し地域活動の担い

手の創出を図りました。 

３．スポーツを通した健康と交流 

厚別区スポーツチャレンジ 【Ｈ29.10.8】

区民の健康増進やスポーツを通じた地域交流を目的に、 

気軽にできるスポーツ10種目のコーナーを設け、自由に 

体験してもらいました。 

 また、プロ・トップアスリートが参加し、一流の技術・ 

指導に触れてもらったほか、幅広い年代の参加者同士が交 

流を深めました。 厚別区スポーツチャレンジ 

キャンパスタウン厚別 

【翌年度に向けて】 

・「健康寿命」を意識して実際に介護予防や健康づくり活動を行う人が増えていくよう、

また活動している人が今後も継続的に実施していけるよう支援していきます。 

・地域の各種団体が主催する事業を引き続き支援するとともに、事業が円滑に進むよう

適切な助言を行います。 

・認知症に対する正しい知識の普及啓発を続けるとともに、医療・介護サービスにつな

がっていない認知症の方とその家族などを必要なサービスにつなげる支援を引き続き

行います。 
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子育てふれあいフェスタ（子育てに関わる人材の育成） 

①子育てふれあいサマーフェスタ 【Ｈ29.8.4】

中・高・大学生が、子育てや地域活動に関心を持つ機 

会となるよう子育て家庭や地域の方々と交流する場を提 

供しました。 

大学生などによる意欲的なボランティア活動により、 

子育て家庭とのふれあいやコミュニケ ションを楽しむ

姿がみられ、世代間交流を行いました。 

②子育て支援者講演会及び交流会 【Ｈ29.9.6】 

子育て家庭を支える人材を地域で拡げていくために、子育て支援に携わる関係者と

子育て世代とがつながりを持てるよう、子育てに関する知識や技術を学ぶ機会を設け

ました。 

利用者支援事業「子育ての道しるべ」 

個別の子育て家庭のニーズを把握して、適切な施設・事業等を円滑に利用できるよ

う、子育て情報室や地域子育てサロンにおいて、情報提供や相談、援助を行いました。 

【サロン数 22箇所（児童会館8、地域子育てサロン12、常設2）】 

食育推進事業  

乳幼児を持つ保護者が望ましい食生活の実践ができるよう、子育てサロンなどで「出

張食育教室」を開催し食事のバランスや子供の食に関する情報を発信しました。 

また、20歳以上からのメタボ予防のための食生活のあり方やお弁当箱を活用した

栄養のバランスのとり方について啓発しました。 

◆出張食育教室 【全８回開催】 

◆あつべつ健康ランチ料理講習会 お弁当編 【29.10.24】

子育て家庭のニーズに応じた情報提供を行うとともに、子育てを支援

する人材を育成します。 

望ましい食習慣の実践や生活習慣病予防のための食生活などについ

て啓発します。  

育 

子育てふれあいサマーフェスタ 

【翌年度に向けて】 

・子育て家庭の個別のニーズに応えていくことで、社会資源との関係を取り持つことや

不安感、負担感の解消を行っていきます。 

・望ましい食生活を培っていくために、食生活の普及啓発を継続していきます。 
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地域防災力の向上 

区防災訓練や地域へのDIG、HUGなどの出前研修を実施し、行政と防災関係機関及び地

域住民が連携し、防災力の向上を図りました。また、防災研修会や著名な講師を招いた講演

会を開催し、地域防災の中核を担う人材の育成に取り組みました。 

職員防災力の向上 
区災害対策本部訓練に防災支援システムを活用し、 

より本番に近い環境で訓練を実施することにより職員 

の災害対応力の向上を図りました。また、HUGを実 

施し、避難所運営に係る対応力の向上を図りました。 

区民が安全で安心して生活できるよう、区民や関係団体と協働して防

災・防犯への取組を強化します。 
安 

◆区防災訓練 【Ｈ29.8.29】

◆出前研修 

① DIG（災害イメージ訓練） 

・瑞穂大学受講者 【Ｈ29.7.4】

 ・厚別中学校生徒（１年生）、厚別東町内会連合会、厚別中学校PTA 【Ｈ29.11.22】

 ・桜台町内会、第２桜台町内会 【Ｈ30.2.4】

 ・厚別西社会福祉協議会 【Ｈ30.3.26】          

② HUG（避難所運営ゲーム） 

 ・厚別中央振興会 【H29.11.12】        

 ③ 防災講義 

 ・厚別区ボランティア連絡会 【Ｈ29.4.17】           

 ・小学校教頭会厚別支部 【Ｈ29.6.21】

 ・厚別西厚信会 【Ｈ29.9.14】【Ｈ29.10.15】【Ｈ29.11.26】

 ・ひばりが丘新生会 【Ｈ29.11.15】

 ・厚別消防団 【Ｈ29.11.20】

◆防災研修会 【Ｈ29.12.3】

◆防災講演会 【Ｈ29.12.3】

区防災訓練 

区災害対策本部訓練 
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防犯の推進 

 ①防犯ネットワーク支援事業 

  各地域での犯罪防止や防犯力の向上のため、幅広い団体を構成員とした防犯ネットワー

ク会議を開催し、各団体間の情報共有を図りました。また、防犯ネットワーク主催事業と

して、区内の４小学校において防犯教室を開催しました。児童のほか、PTA や地域住民

の方にも参加いただき防犯力の向上につながりました。 

 ②子ども地域安全マップ作製に対する支援 

  共栄小学校の児童が、校区内を探検し自分たちの目で安全な場所・危険な場所を確認し

て「地域安全マップ」の作製を行いました。 

路上駐車パトロール 
 路上駐車・迷惑駐車を防止するため、各町内会連合会、地域交通安全活動推進委員協議会、

警察署、交通安全運動推進委員会と区役所が合同で秋期、冬期にパトロールを行いました。    

また、厚別区違法駐車防止対策協議会総会を開催し、問題点などについて協議しました。 

安全・安心な公園再整備事業 
高齢者や障がい者など、誰もが安心して利用できる公園づくりを行うため、以下の公園

について身障者対応型施設への改修を進めました。  

◆上野幌福寿草公園（厚別区上野幌2条1丁目）

・出入り口段差の解消、休養施設の改修 

◆大谷地流通団地南緑地（厚別区厚別中央3条1丁目）

 ・出入り口段差の解消、水飲み台の改修 

◆厚別軽工業団地北緑地（厚別区厚別東5条2丁目） 

・出入り口段差の解消、休養施設の改修 

【翌年度に向けて】 

・住民が自発的に防災活動について決め、具体化する「地区防災計画」の取組を活かした

地域への支援を展開していきます。 

・防犯の事業を小学校に限らず地域団体などにも広く周知し、地域の防犯力向上に努めます。 

・市民がより公園緑地を安全安心に使用できるよう公園づくりを進めていきます。 
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１．新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくり  

区民主体のにぎわいづくりを進めるために、新さっぽろ駅周辺地区を

地域交流の拠点・区民のにぎわいの拠点としてより一層活用し、活気ある

元気なまちづくりを行います。 

賑 

新さっぽろ駅周辺地区のにぎわい推進事業（イベン

トの誘致・開催支援） 

新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりのため、ふれあい広場

あつべつで開催された二つのイベントの支援をしました。 

また、広報さっぽろに広場の活用に関する記事を掲載し、

支援制度のPRを行いました。 

新さっぽろ冬まつり 【H30.1.27～28】

ひばりが丘小学校の児童を対象にしたワークショップを

実施するなど、より子供たちが雪や氷を楽しむ冬の遊び場

を提供できるよう、関係団体や学校、区民との協働により

準備を進め開催しました。 

メイン会場のふれあい広場あつべつ・科学館公園及び青

少年科学館、厚別公園競技場会場で「チューブすべり」や

「小さな雪の滑り台」など、さまざまな雪や氷を楽しむコ

ーナーが用意され、多くの親子連れなどでにぎわいました。

あつべつふれあいプログラム 

文化・芸術を身近に感じてもらうとともに、新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりを目的

として、厚別区ゆかりの音楽家や、区内の学生団体などによる二つのコンサートを開催し

ました。 

アクションプラン

2015 計画事業

新さっぽろ冬まつり 

◆YOSAKOI ソーラン祭り新さっぽろ会場「あつこい」 【H29.6.11】 

◆北海道アカペラフェスティバル「ハモサツ」 【H29.9.16～17】 

◆あつべつふれあいコンサート 【H29.10.14】

 出演 厚別東フォーレストリンガーズ・厚別東小学校（ハンドベル）、 

上野幌中学校（吹奏楽）、厚別高等学校（吹奏楽）、北星学園大学（吹奏楽） 

◆厚別区民音楽祭 【H30.2.17】 

出演 松浦 朋美（ハープ）、高橋 聖純（フルート）、水谷 瑛子（ヴァイオリン）、 

雨貝 尚子（メゾソプラノ） 

YOSAKOI ソーラン祭り 

新さっぽろ会場「あつこい」 
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２．近隣市町村との交流

厚別区民まつり 【H29.7.28～29】 

厚別区最大の地域行事として町内会関係者をはじめ、関

係団体・企業が中心となって準備運営を行いました。 

ふれあい広場あつべつ、科学館公園、サンピアザおまつ

り広場を会場に、各種出店やステージイベントを展開しま

した。会場内は多くの来場者でにぎわい、住民交流や世代

間交流に寄与しました。 

三者連携事業（北星学園大学・副都心開発公社・厚別区） 

北星学園大学・短期大学部、㈱札幌副都心開発公社、厚別区の三者による連携協力に関

する協定書に基づき、厚別区内の自然や景色、街の色、人々の暮らしなどの写真による「新

さっぽろフォトコンテスト」を開催しました。また、新たに区内、高校、大学と連携し、

トンネルペインティングプロジェクトのデザイン検討ワークショップへ参加していただき

ました。 

夢市場あつべつ 【H29.5 月～10月 計 6回】 

市内のリサイクル推進団体を実施主体とした「フリーマ 

ーケット」と、これに合わせ、福祉作業所製品の販売を行い 

ました。また、各回、花苗のプレゼントやリサイクル製品 

の販売などの協働企画を開催しました。 

区民まつりを活用した近隣市町村連携事業 【H29.7.28～29】 

区民まつりにおいて、江別市、北広島市及び厚別区の郷土芸能を披露する「近隣都市交

流ステージ」を実施するとともに「近隣市町村交流コーナー」では、特産品や農産物を販

売するなど連携・交流を深めました。 

ファミリー森林浴ウオーキング 【H29.6.18】 

江別市、北広島市、厚別区が接する「野幌森林公園」で、

健康増進と3市の住民交流を図るために、ウオーキング大

会を開催しました。3市に関するクイズをコース内の分岐

点に設けるなど内容の充実を図り、子どもから高齢者まで

多くの住民に参加いただきました。

厚別区民まつり 

ファミリー森林浴ウオーキング 

夢市場あつべつ 
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３．厚別中央市民交流広場・科学館公園再整備 

平成31年度・平成32年度の再整備工事に向け、整備の方向性などを示す計画を策定し

ました。 

計画の策定に当たっては、地域の皆様を中心に構成された検討委員会を開催し意見交換を

重ねるとともに、市役所内の関係部局だけでなく、市営住宅跡地（G・Ⅰ街区）開発業者を

含む周辺事業者との協議・調整・情報共有を図りました。また、地域住民や利用者の声を幅

広く収集するため、街頭・配架アンケート調査及び計画素案に関する意見募集を実施しまし

た。 

アクションプラン

2015 計画事業

お隣さん市っ得広報事業 

江別市、北広島市、厚別区がそれぞれ実施する、えべつやきもの市、北広島ふるさと祭

り、厚別区民まつりのPR記事を各市の広報誌に相互に掲載しました。また、年４回、３

市共同でチラシを発行し、多くの区民に各市のイベントを周知しました。 

近隣市交流パークゴルフ大会 【H29.9.22】 

江別市、北広島市、厚別区の住民が、パークゴルフを通じて健康増進や参加者同士の交

流・親睦を図りました。 

【翌年度に向けて】 

・新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりのため、ふれあい広場あつべつを積極的に活用する

ほか、老朽化した設備の改修による利用者の利便性・安全性の確保はもとより、広場・公

園の新たな活用ニーズの発掘を行ってまいります。 

・活気ある元気な街づくりに寄与するイベントについては、多くの地域住民や近隣都市の

皆さんに関心を持っていただけるよう、関係者との連携を密にしながら支援を行います。
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１．区民サービスの向上

区役所に来庁される全ての方が、スムーズに手続きなどを行えるよう、案内表示板の見直

しを行いました。区役所全体として、各種研修を実施し職員のスキルアップを図りました。 

2．区民参加のまちづくり 

３．区民主体のまちづくり 

区民協議会への支援 

 ①全体会議・検討委員会支援 

  各地区まちづくり会議、区内企業・学校、各種団体などで構成された、「あつべつ区民

協議会」の活動の活性化を図るため、全体会議・運営委員会・検討委員会の開催や関係機

関との連携・調整、広報などの支援を行いました。 

緑のボリュームアップ 

区内の緑化の充実と道路景観向上のため、84の町内会などに花苗を提供し、種から花を

育てるための資材提供を区内の小学校１２校、幼稚園1園、地域４団体に行いました。

花のまちづくり応援事業 

地域住民が花や緑を通して、より主体的にまちづくりに 

参加できるよう、ガーデニングに関する知識や魅力を学ぶ

講習会やガーデニングコンテストなどを実施しました。

区民参加の公園づくり 

再整備の対象である、はるみ公園及び厚別はんの木公園について地域の特性にあった計画

案を策定するため、地元町内会や幼稚園、小学校へのアンケート調査や意見交換などを実施

しました。 

また、昨年度再整備計画を策定した、小野幌しらかば公園、厚別東そよ風公園、もみじ台

さくら公園については４月に工事に着手し、８月にしゅん工しました。

区民と共に考え、区民が主体のまちづくり活動へ支援を行うととも

に、多くの区民がまちづくりに関心を持ち、積極的に参加できる機会を

提供します。 

区民ニーズや課題を常に意識して業務に取り組み、区民サービスの

向上に努めます。 

民 

あつべつ花フェスタ 

◆あつべつ花フェスタ 【H29.6.10・H29.10.20】

◆ガーデニング deお近づき みんなで一緒にまちづくり教室 【H29.6月～9月計５回】

◆厚別区フラワーガーデニングコンテスト 【H29.8 月～10月】
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 ②実行委員会支援 

区民協議会主催の事業を実施するに当たり、設立した実行委員会に対し、資材・情報提

供、広報などの支援を行いました。 

まちづくり会議運営の支援

区民が地域課題や住みよいまちづくりを協議するために、各地区ごとに設置しているま

ちづくり会議において、厚別区の取組と主要事業の説明をしました。また、各まちづくり会

議が実施する各種事業の実施にあたり周知用チラシ印刷や各種事務用品などの経費執行を

支援しました。 

各まちづくり会議が実施した主な事業

各地域の課題解決やまちづくりに資するために各地区まちづくり会議ではさまざまな事

業を展開しました。 

【厚別中央】 

◆厚別中央地区防災福祉支えあい活動 

 プロジェクト全体会議を開催（H29.12.11）し、災害への備えや日常の安全・安心

な生活のため各町内会の取り組み事例の報告や、講師を招いて「震災支援の実体験に基

づき、北海道での防災と災害対策」について講演会を行いました。 

【厚別南】 

 ◆陽だまりロードウォーキング交流事業 【H29.9.17】 

 子どもから高齢者までの世代間交流を図りながらウォーキングや宝探し、和太鼓演

奏、健康度チェックを行いました。また、厚別南地区センターでのコンサドーレ展と

の相乗効果を図るため、ドーレくんが参加者を出迎えました。 

 ◆厚別南地区子育て支援もちつき大会 【H29.12.2・12.9】 

【厚別西】 

 ◆三世代健康づくり交流事業 

  ・ウォーキング・パークゴルフ大会 【H29.10.18】

  ・フロアカーリング大会 【H30.3.10】

区民協議会主催行事 

◆国道12号線花いっぱいプロジェクト【H29. 6月～10月】

◆ちいきつながり☆まちあるき 【H29.7.26・8.3】 

◆厚別歴史散歩 【H29.9.26】

◆あつべつ食の文化祭2017 【H29.10.26～28】

 あつべつアイデアレシピコンテスト開催 

◆厚別歴史写真パネル展 【H29.11.28～30】
区民協議会主催事業 

   あつべつ食の文化祭 
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 ◆子育て支援事業 

 「子育て支援マップ＆カレンダー」をまちづくりセンター及び子育てサロンなどで

配布しました。 

 ◆安全・安心まちづくり支援事業 

 日常生活の中における見守り活動を中心に、幅広い地域住民が参画できる安心・安

全なまちづくり活動について検討を進めました。 

 ◆厚別西地区餅つき大会支援事業 【H29.12月、H30.1 月 計４回開催】

【もみじ台】 

 ◆「もみじ台の地域の大広間」事業（「もみじの大広間」に改称） 【H29.11.12】

 プロの演奏による音楽鑑賞機会の提供や、シニア層の主張コンテストや縁日コーナ

ーなど多彩な催し物を行いました。 

【青葉】 

 ◆「健康・介護予防フェア in 青葉」 【H29.10.14】

   地域の課題などの意見交換を行いながら、フェアで体験した内容を日常生活や各団体

の活動の中で活かせる内容で開催しました。

 ◆世代間交流事業 

  ・青葉町夏まつり 【H29.8.10・11】

  ・ふるさと青葉コンサート 【H29.9.14】

  ・雪中運動会 【H30.1.13】

【厚別東】 

 ◆安全・安心まちづくり推進事業 

・DIG 研修 【H29.11.22】

・「防災・福祉まちづくりマップ」改訂  

・厚別中学校グラウンド緊急ヘリポート雪踏み【計5回実施】

【翌年度に向けて】 

・多様な区民のニーズに対応できるよう、職員が一層のスキルアップを図れるような研修

の実施や外部研修への派遣などを通し区民サービスの向上に努めます。 

・区民がまちづくり活動に参加する契機となるよう、花や緑を通して継続的なまちづくり

活動への参加意欲の向上を図ります。

・区民主体のまちづくりを推進するため、あつべつ区民協議会や各地区まちづくり会議の

活動の活性化を図り、会議の開催や関係機関との連絡調整などの支援を行います。 

- 12 -



市民による市民のための広報事業 

 広報さっぽろ厚別区版１０月号及び２月号の特集記事に区内の学生に出演いただき、イベ

ントの準備や活動の様子などを紹介しました。また、コミュニティFMの広報ラジオ番組で

も、区内の学生による「学生パーソナリティによる声の広報さっぽろ」や、子ども会のジュ

ニアリーダーによる厚別区子どもまつりのPRなどを行いました。そのほか、フォトボラン

ティア「ポレポレ」と協働して厚別区民まつりの事業記録を行うなど、広報活動への市民参

加を促進し、参加者の満足度を高めながらよりわかりやすく情報を伝えました。 

まちづくりセンターだよりの発行 

 まちづくり活動に関心を持ち、参加してもらえるよう、地域のまちづくり活動や行事を定

期的に紹介しました。【年6回発行（奇数月）】

土木センター通信の発行 

 道路、公園などの維持管理や冬期間の除雪のほか、例年多くの問い合わせが寄せられる、

ハチの巣に関することや道路冠水についての情報を新たに掲載し、区民が関心のある情報を

織り交ぜながら、土木部で行っている事業・業務内容について情報発信し、区民の一層の理

解と協力を図りました。【年度内4回発行】

雪体験学習の実施 

 将来のまちづくりを担う児童が、札幌市の雪対策や 

冬の暮らしに関心を持ち、除雪に対する意識が浸透す 

るよう、区内9小学校で雪体験学習を行いました。従 

来型の出前講座に加え、体験授業として除雪機試乗体 

験と砂詰めペットボトル製作体験を行いました。 

せんきょ体験授業の実施 

 将来有権者となる児童・生徒を対象に、選挙に対して興味を持ってもらえるよう、選挙制

度の説明や実際に投票体験をする授業を実施しました。参加した児童の多くから、「将来選

挙に行ってみたい」などの意見が聞かれました。 

区民参加を積極的に進めるとともに、区民が知りたい情報を、分かり

やすく伝えるよう工夫します。 
広 

雪体験学習 

【翌年度に向けて】 

・市民参加の機会を積極的に設けながら、より分かりやすく魅力的な広報を行うため、区

民の知識や意見を参考にするなど、新たな視点を生かした区民目線の広報を目指していき

ます。
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