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～ はじめに ～ 

厚別区では、札幌市が策定したまちづくりの指針となる「まちづくり戦略ビジョン」に基

づき、その目標達成に向けて、地域の方々や町内会・自治会、企業、団体の皆さんと共に、

地域のまちづくりに取り組んでいます。 

現在、厚別区は、札幌市の中でも特に高齢化率の高い地域となり、健康寿命の延伸や認知

症対策が重要な課題となっています。その一方で、新さっぽろ駅周辺地区の再開発を控えて

おり、より一層都市機能の充実したにぎわい溢れる地域となる、可能性を秘めたまちでもあ

ります。 

厚別区は今年度、こうした状況を踏まえ、再開発を追い風として厚別区全体を活気あふれ

る元気なまちにすることを目指し、「厚別まちづくり宣言」を策定いたしました。 

厚別区は、「区民主体のまちづくり」という考え方を基に、「安心・安全に暮らすことがで

きる魅力的なまちづくりを推進すること」と「区民目線・区民感覚を持ち、区民から信頼さ

れる区役所であり続けること」を運営方針とし、高齢社会に向けた介護予防・健康づくり事

業、子育てに関わる方々への支援の強化、地域の更なるにぎわい創出に向けた計画など、様々

な取り組みに力を注いで参ります。 

私たちはこれからも、区役所の基本業務である各窓口での手続きや市民サービスを丁寧か

つ適切に行うのはもちろんのこと、区民の皆さんと共に考え、共に歩むことを目指し、本書

に掲げる取り組みを区役所職員が一丸となって推進することをここに宣言します。 

平成 30年（2018年）4月  厚別区長 浅野 正信 

【人口（高齢化等）データ】平成30年１月１日現在（住民基本台帳より）

総人口(人) 65歳以上(人) 割合

厚別中央 27,950 6,731 24.1%
厚別南 35,946 9,583 26.7%
厚別西 23,485 5,911 25.2%
もみじ台 15,171 6,906 45.5%
青葉 8,769 3,914 44.6%
厚別東 16,467 4,796 29.1%

区全体 127,788 37,841 29.6%

※もみじ台地区と青葉地区は、全市で1・2番目

総人口(人) 65歳以上(人) 割合 順位

中央区 233,884 52,782 22.6% 10
北区 285,547 73,554 25.8% 6
東区 262,118 64,901 24.8% 7
白石区 211,747 50,559 23.9% 9
厚別区 127,788 37,841 29.6% 2
豊平区 221,466 54,093 24.4% 8

清田区 114,934 31,104 27.1% 4

南区 138,707 46,094 33.2% 1
西区 214,049 57,601 26.9% 5
手稲区 142,108 41,059 28.9% 3

市全体 1,952,348 509,588 26.1%

凡例 アクションプラン とは

札幌市の総合計画「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を実現するため、平成 27～31 年度（2015～

2019 年度）までの5年間を期間とした中期実施計画です。アクションプランに該当する事業には、

このマークがついています。 



１．健康づくり                     P1 

２．子育て支援                     P2 

３．安全・安心                     P3～P4 

４．にぎわいづくり                   P5～P6 

５．広報・啓発                     P7 

６．区民サービス、区民参加、区民主体          P8～P11 

平成30年度 厚別まちづくり宣言 ６つの柱 

健 
育 安 民 
賑 広 

健康づくり 

子育て支援 

広報・啓発 

区民サービス 

区 民 参 加 

区 民 主 体 

にぎわいづくり 

安全・安心 

使 命 

区民が主体のまちづくり 

運営方針 

一、安心・安全に暮らすことができる 

魅力的なまちづくりを推進します。 

二、「区民目線」・「区民感覚」を持ち、 

区民から信頼される区役所であり続けます。 
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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 

あつべつ健康寿命延伸事業 

「要介護認定原因疾病分析」の結果判明した主要な原因疾病の予

防を中心に、介護予防・健康づくりの普及・啓発を行います。 

また、町内会や保健福祉関係団体と連携し、健康づくりのための

イベントを実施します。 

あつべつ健康・福祉フェスタ

幅広い年齢層を対象とした「体験型健康づくり事業」として、骨

密度測定・健康状態の自由測定・医師などによる健康相談などのコ

ーナーを会場に設置し、健康づくりと疾病予防の大切さの普及・啓

発を行います。 

地域における健康づくり活動推進事業 アクションプラン

地域の特性にあった活用しやすい健康づくりメニュー（健康度測

定・健康体操など）を地域に提供し、地域が主催する健康づくりや

福祉イベントなどを支援することで、健康づくり活動の促進・充実

を図ります。 

認知症対策の総合的な推進 

 高齢の方が住み慣れた環境で自分らしく暮らすことができる街を目指し、認知症初期集中支

援チームなどを活用し、医療機関や介護事業者と連携しながら、認知症当事者とその家族のサ

ポート体制の強化を図ります。 

また、認知症についての正しい知識の普及啓発のため、認知症サポーター養成講座や認知症

パネル展を実施します。 

厚別区スポーツチャレンジ 

年齢や経験を問わず、誰もが気軽に参加できるスポーツイベント

を実施します。イベントを通してスポーツによる健康づくりと地域

交流の促進を図ります。 

厚別区スポーツチャレンジ 

平成 28年度
要介護認定原因疾病分析 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％
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子育てふれあいフェスタ 

①子育てふれあいサマーフェスタ 

子育て世代、子育て支援関係者、地域住民、学生ボランティアな

ど多様な人材・世代の交流の場を提供し、子育てネットワークを充

実させることで、地域の子育て力の活性化を目指します。 

②子育て支援者講演会 

子育て支援者を対象に講演会を開催し、子育てに関する知識を深

めてもらうことで、子育て家庭を支える人材の育成を図ります。 

利用者支援事業「子育ての道しるべ」 

乳幼児を持つ子育て家庭が、ニーズに応じた教育・保育施設や適切なサービスを円滑に利

用できるよう、保健センター内の「こそだてインフォメーション」と地域の子育てサロンを

通じて、子育てに関する情報提供や相談・援助を行います。 

食育推進事業 

乳幼児を持つ保護者が望ましい食生活を実践し子どもに伝えていけるよう、出張食育教室

を開催し、食に関する情報を発信します。 

また、生活習慣病の予防や改善に向けて、栄養バランスのとれた望ましい食事の普及・啓

発のため、あつべつ健康ランチ料理講習会を開催するとともに、パネル展や食育教室などを

食生活改善推進員と連携して実施します。 

【子ども未来局事業】（仮称）厚別区保育・子育て支援センターの設置 

厚別区における子育て支援の拠点として、「（仮称）厚別区保育・子育て支援センター（ち

あふる・あつべつ）」を平成３１年度の開設を目指し整備していきます。 

【教育委員会事業】学校規模適正化に伴う小学校施設の改修事業など 

上野幌西小学校と上野幌東小学校の統合後の新設校（ノホロの丘小学校）として活用する

上野幌東小学校の改修工事を行います。 

また、青葉小学校と上野幌小学校の統合が決定したため、それに向けた新設校の実施設計

を行います。 

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 

§「こそだてインフォメーション」とは

平成30年4月 2日に、厚別保健センター３階の子育て情報室が、「こそだてインフォ

メーション」としてリニューアルオープンしました。保育士が、相談、情報提供、窓口・

施設の紹介を通じて、適切なサービス利用を促し、日々の子育ての負担軽減を図ります。 
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区民が安全に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・防犯への取組みを強化します。また、道路や公園などを整備し、機

能保全とバリアフリー化を推進します。 

安 

 防災訓練 

１．大雨・地震などの災害対策

地域防災力の向上 

 各種の訓練や研修などを通じて、地域防災力の向上を図り

ます。 

①厚別区防災訓練 

災害防止協力会や消防団などの防災関係機関・行政機関・地域

住民が連携し、共同で防災訓練を行います。 

 ②DIG（災害イメージ訓練）・HUG（避難所運営ゲーム）の実施 

  災害が起こった場合をイメージした地図上での防災訓練、図上

で仮想の避難所での出来事を模擬体験する避難所運営訓練を行

います。 

③防災講演会・防災研修会の開催 

  地域で防災に取り組んでいる方々を対象に、防災講演会を開催

します。また、自主防災組織のスキルアップを目的に研修を開催

します。 

 ④出前研修 

  防災意識の普及・啓発のため、要望があった地域で防災に関す

る研修を行います。 

職員防災力の向上 
災害発生時における厚別区役所職員の実践的な対応力の強化を図ります。

①厚別区災害対策本部訓練 

 厚別消防署と合同で、実際に災害が起こった場合を想定した実践的な訓練を行います。 

 ②スキルアップ研修 

 職員の防災知識を深めるため、専門的な講習や実技研修を実施します。 

【危機管理対策室事業】地区防災計画モデル地区事業

 防災協働社会の構築を目指し、モデル地区を選定し、地区防災計画の策定に向けた支援及び普

及啓発を目的としたセミナーなどを実施します。 

 防災研修会 
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防犯の推進 
 犯罪に強いまちづくりの一層の推進を図ります。 

①「厚別区防犯ネットワーク」支援事業 

  小学校などでの防犯教室の開催や、参加団体同士による防犯情報の意見交換・共有な

どの活動を支援します。 

 ②子ども地域安全マップ作成支援事業 

  子どもの防犯力を高めるため、小学生が校区内を探検し、小学生の目線で安全な場所・

危険な場所を認識する力を身につけるマップづくりを支援します。 

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

厚別警察署、厚別区交通安全運動推進委員会と厚別区役所が合同でパトロールを行います。

2．くらしの安全・安心を守る取組み

安全・安心な公園再整備事業 
誰もが安全に利用できる公園づくりを行うため、公園の出入り口や園路の段差解消、手す

りの設置、休息施設・遊具・トイレの改修などを行い、バリアフリー化を進めます。  

道路新設改良事業

区内の円滑な道路交通の確保を目指し、道路機能の維持のための改良工事を行います。

【建設局事業】厚別区内の主な整備事業

①山本通拡幅事業（三里川～厚別通） 

山本通を4車線に拡幅整備するため、用地買収および山本川の暗渠化
あんきょか

を実施します。 

※暗渠化…河川の水路を箱型コンクリートなどで地中に埋設すること。埋設すること

で、上部空間を道路などとして活用することができる。 

②山本小野津幌川沿線新設事業（厚別通～山本線） 

山本線の交通混雑緩和のため、山本小野津幌川沿線の整備に向けた用地買収および設計

を実施します。 

③厚別駅跨
こ

線
せん

人道橋バリアフリー整備事業 

ＪＲ厚別駅自由通路のバリアフリー化を図るため、老朽化した現跨
こ

線
せん

人道橋の架け替え

とエレベーター棟の整備を行います。 

④厚別山本公園整備事業 

休息や観賞、散歩、運動などを目的に、市民が総合的に利用できる「総合公園」を平成

３６年度の完成を目指し整備します。 

3．道路や公園などの整備
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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 アクションプラン

新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりのため、厚別中央市民交流広

場（ふれあい広場あつべつ）や科学館公園などの新さっぽろ駅周辺

地区においてイベントなどを開催してもらえるよう、広報や備品貸

出、学生ボランティア紹介といった支援をします。 

厚別区民まつり 

町内会や地域企業・団体が協力して開催する厚別区最大の地域行

事の運営を支援することで、にぎわいを創出するとともに地域交流

と世代間交流を図ります。 

新さっぽろ冬まつり アクションプラン

厚別区役所・各種市民団体・企業・学校などが協働して、地域の

子どもたちに雪や氷を活用した冬の楽しみを提供するとともに、ま

ちづくりのネットワークの拡充を図ります。 

あつべつふれあいプログラム アクションプラン

身近な場所で気軽に文化芸術にふれる機会を提供し、厚別区全体

の文化芸術意識の向上を図ります。 

①「あつべつふれあいコンサート」 

区内で活動する学生団体の発表の場を提供します。 

②「あつべつ区民音楽祭」 

プロの演奏者によるコンサートを開催します。 

厚別中央市民交流広場（ふれあい広場あつべつ）・科学館公園再整備 アクションプラン

 厚別区のにぎわいの中心となっている厚別中央市民交流広場（ふれあい広場あつべつ）と科

学館公園について、利用者の安全性や利便性の確保及び市営住宅跡地(G・Ⅰ街区)を含む周辺

開発と連携した更なるにぎわいを創出するため、一体的な再整備を行います。 

なお、今年度については、平成31年度･32年度の再整備工事に向けた設計を行うとともに、

再整備後の利活用などについて、周辺事業者と積極的な意見交換を進めます。 

新さっぽろ冬まつり 

厚別区民まつり 

１．新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくり

あつべつ区民音楽祭
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区民まつりを活用した近隣市町村連携事業 

区民まつりの開催に合わせて、近隣市町村ＰＲコーナーや近隣市

交流ステージを設け、近隣市町村との連携、交流を深めます。 

ファミリー森林浴ウオーキング 

厚別区・江別市・北広島市が接する「野幌森林公園」で、自然に

親しみながら、ウオーキングを通じて地域間相互交流と健康増進を

図ります。 

三者連携事業 アクションプラン

厚別区、北星学園大学・北星学園大学短期大学部、㈱札幌副都心

開発公社の三者の連携協力に関する協定に基づき、産官学が連携し、

「新さっぽろフォトコンテスト」や「学生のまちづくり参加促進」

などの事業を展開します。 

また、ホームページなどを活用し、相互の情報共有・広報を実施

します。 

ファミリー森林浴ウオーキング 

2．近隣市町村連携・産官学一体事業

近隣市交流ステージ 
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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 

学生による広報ラジオ 

区民による区民のための広報 

より分かりやすく、区民のニーズにあった、満足度の高い広報

を実施します。 

①広報さっぽろ 

 区民の知識や意見を取り入れて誌面を作成することで、新た

な視点を生かした広報を実施します。 

②広報ラジオ番組「厚別ふれあい・ほっと・ステーション」 

 まちづくり活動を行っている区民のゲスト出演や学生パーソ

ナリティによる放送を通して、より区民のニーズに合った広報

を行います。 

区版における広報さっぽろリニューアル 

 広報さっぽろがリニューアルされ、全ページフルカラーに切り

替わるため、厚別区版も写真が映え、目を惹く新しいデザインに

します。また、お知らせ欄に掲載されなくなるイベント情報は、

地上デジタルテレビのデータ放送・アプリで配信するほか、ポス

ターや広報ラジオ番組でも発信していきます。 

まちづくりセンターだよりの発行 

地域への愛着を深めてもらい、まちづくり活動に参加してもら

えるよう、地域の活動や行事を定期的に紹介します。 

土木センター通信の発行 

土木行政への理解の浸透を目指し、道路、公園などの維持管理

や冬期間の除雪など、土木部で行っている事業・業務内容につい

てのニュースレターを定期的に発行します。 

雪体験授業の実施 

 小学校高学年を対象に、札幌市の雪対策や冬の暮らしを学び、

除雪への理解を深めてもらうため、出前講座に加え、除雪機試乗

などの体験学習を併せた総合学習を行います。 

厚別ふれあい・ほっと・ステーション 

毎週水曜日 10：45～11：00 

ＦＭドラマシティ 77.6Ｍｈｚ 

まちづくりセンターだより 

各まちづくりセンターや区役所で配架 

年６回発行 

土木センター通信 

各まちづくりセンターや区役所で配架 

年４回発行 

雪体験授業 
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区民と共に考え、区民主体のまちづくり活動に支援を行うことで、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。 

区民のニーズ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 

1．区民サービスの向上

2．区民参加のまちづくり

新さっぽろ街角アート♪トンネル 
ペインティングプロジェクト 

厚別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、職員のスキルアップを

図ります。また、誰もが相談しやすい、利用しやすい窓口にします。

新さっぽろ街角アート♪トンネルペインティングプロジェクト 

 厚別中央１条５丁目と６丁目を結ぶ線路下のトンネルの内壁に、新

しく生まれ変わる街にふさわしい景観の創出と安全性の向上を図る

ため、大学生・高校生と地域住民が共同でペイントアートを施します。 

花のまちづくり応援事業 

 ガーデニング de まちづくり講座、ガーデニングコンテスト、あつ

べつ花フェスタなど、「花と緑」を通したまちづくり活動の担い手の

育成・支援を行います。 

緑のボリュームアップ 

緑の充実と道路景観向上のため、町内会などに花苗や種から育てる

ための資材を提供します。 

区民参加の公園づくり 

改修の必要性が高い公園を対象に、再整備の計画案を策定するた

め、地域でのアンケート調査や意見交換などを実施し、地域の特性に

あった公園づくりを進めます。 

あつべつ花フェスタ 
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3．区民主体のまちづくり

区民協議会支援事業 

区民の主体的な創意工夫によるまちづくり活動の推進を目指

し、各地区まちづくり会議、区内企業、学校などの様々な団体

により構成される「あつべつ区民協議会」の事務局として、運

営や活動、情報発信の支援を行います。

区民協議会による企業・団体との連携事業 

区民協議会に所属していない企業や団体との連携の強化を目

指し、「あつべつ食の文化祭」などのイベントを開催します。 

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」 アクションプラン

第二の人生に向けて「地域活動の担い手」として活躍できる

方を増やすために、北星学園大学と連携し、様々な学習プログ

ラムを高齢の方に提供します。このプログラムを通じて、地域

活動への参加意欲向上を図るとともに、社会福祉協議会や町内

会と連携して、地域活動への橋渡しを行います。 

 高齢者教室「瑞穂大学」

高齢の方が、生きがいと社会参加の意欲を持てるよう、講義・実習・社会見学などの様々な

カリキュラムを用意した講座を実施します。また、卒業後も社会参加を継続していけるよう、

同窓会・同期会活動の支援や、町内会など地域活動への橋渡し、ボランティア情報の提供など

を行います。 

 まちづくり会議運営支援事業

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地区ごとに設置しているまちづく

り会議について、区のまちづくり事業に関する情報提供などを行うほか、まちづくり会議が実

施する各種事業への情報提供、広報などの支援を行います。 

キャンパスタウン厚別 

区民協議会主催事業 

あつべつ食の文化祭 

§まちづくり会議とは 

地域で活動している町内会や各種市民団体などが、それぞれの独自性を発揮しな

がら、参加団体間の活動内容などの情報を交流しあって、人と人のつながりを広げ、

それぞれが役割を担い合い、地域全体で地域課題の解決や住みよいまちにするため

に相談をしたり、活動したりするための“場”です。 

 次のページでは、厚別区内の各まちづくり会議で行っている事業を地区ごとに紹

介します。 
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 厚別中央地区  

厚別中央地区防災・福祉支えあい活動

 災害発生時に支援が必要な方を地域全体で支えあうため、要支

援者と支援者のマッチングを行い、日常的な見守り活動と災害発

生時の安否確認の両立を図ります。 

【あつべつ区民協議会支援事業】 

国道１２号花いっぱいプロジェクト 

 町内会・各種団体・沿線企業・学校に参加いただき、道路沿線

に花苗を植えることで環境美化や区外から訪れる方のおもてなし

を図ります。 

 厚別南地区  

厚別南地区陽だまりロード交流事業の支援推進事業

厚別南地区の地域資源である「陽だまりロード」を活用したウ

オーキングなどの事業を通じ、地域への愛着心の醸成と健康増進

を図ります。 

厚別南地区地域交流事業の支援推進事業 

地区内各団体の主体的な活動への支援による、団体の自主性の

向上促進、活動のさらなる活性化のため、各団体が実施するフロ

アカーリング大会や室内パークゴルフ大会の開催を支援します。 

 厚別西地区  

厚別西地区安全・安心まちづくり支援事業 

 地域全体で防災を考える議論を活性化させることを目指し、厚

別西まちづくり会議において検討委員会を設置します。また、「地

区防災マップ」を作成し、地域防災力の向上を図ります。 

厚別西地区子育て支援マップ＆カレンダー製作事業

 安心して子育てができる環境づくりの支援として、子育てサロ

ンの実施場所・開催日程を掲載した「子育て支援マップ＆カレン

ダー」を製作し配布します。 

厚別西地区三世代健康づくり交流事業

ウオーキング・パークゴルフ・フロアカーリングといったスポ

ーツを通じて健康づくりを促進するともに、子ども世代・子育て

世代・シニア世代の間の交流を深める場を提供します。 

◆各まちづくり会議の主な事業

国道12号花いっぱいプロジェクト 

陽だまりロードウオーキング 

フロアカーリング 
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 もみじ台地区  

もみじの大広間 

 コンサート、出前児童会館、こども縁日、食・健康・介護・医

療相談などコーナーなどの事業を通し、多世代にわたる交流を促

進し、地域の活性化とまちづくりの機運醸成を図ります。 

「もみじ台団地地区計画」の見直しに関する要望 

平成 29年度、札幌市に対して要望した「もみじ台団地地区計

画」の変更が実現するよう、札幌市との調整や、地域住民に対す

る広報などを行います。 

 青葉地区  

「あおばまちづくりビジョン」に基づくスタートアップ事業 アクションプラン

 多世代がまちづくりに関わるまち、また「住み続けたい」と思

えるまちを目指して、高齢の方の健康増進をはじめ、若い世代が

参加できる機会づくりなど、将来を見据えた事業を展開します。 

健康・介護予防フェア in 青葉

高齢化率の高い地域特性を踏まえ、健康・介護予防のネットワ

ークの強化を図ります。 

青葉地区世代間交流事業 

 青葉地区で育つ子どものふるさと意識の醸成を目指し、世代を

超えたつながりを作るための催しを実施して次世代の地域活動

の担い手を創出します。 

 厚別東地区  

厚別東地区安全・安心まちづくり推進事業 

 福祉や防災に関する講演会・研修を開催し、災害に備えた人材

を育成することで、地域の防災体制づくりに取り組みます。また、

除雪ボランティアが地域の状況を把握することで、地域福祉の向

上を図ります。 

【あつべつ区民協議会支援事業】 

国道１２号花いっぱいプロジェクト（再掲） 

国道12号花いっぱいプロジェクト 

もみじの大広間 

ふるさと青葉コンサート 
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