
 北国における最大の宿命は雪との戦いだ。 

雪対策は、多雪寒冷の地に暮らす我々にとって、

欠かすことのできない事業であり、積雪5ｍの札

幌市にとっても除雪機械力の増強、雪対策施設の

整備等を行うことで、雪対策のレベルアップを

図っている。 

 冬期間の除雪道路延長は5,000kmを超えるま

でに至っており、1,000台にも及ぶ除雪機械が全

市的な規模で稼動している。  

 札幌市の平成26年度の雪対策本予算は１８１億

で、このうちパートナーシップ排雪費は１４億

3900万円で7.9％に当る。今年の雪で、さらに

５０億円が追加され一昨年を超え最大となった。 
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 北東白石地区では北都町内会、川北町内会、東

川下町内会がパートナーシップを採用し毎年2月に

生活道路の排雪を行っている。 

 排雪費増は、Ｈ26年４月より消費税が8％に増

税になったのが大きな要因ではあるが、円安、原

油の値下げなどがあってもなお経費増になるの

か？排雪単価は増大しており、町内会の負担とな

る排雪費のｷﾛ単価も毎年上昇し特に昨年度は

6.68％、今年度は5.2％の値上げとなっている。 

 東川下町内会の負担額を例に見てみよう。 

 

 

どうする

排雪費の

値上がり 

 

排雪費の

増大は 

各町内会

悩める問

題 

 

 

 上記の通り金額ベースではＨ26年度414万5千

円が必要となる。排雪費は1世帯年間2,000円を徴

収しているが、排雪特別会計は今年度この予算を

使い切ると残高が無くなり、平成27年度には支障

が出る状態で、12月にこの件で臨時役員会を開き

対策を検討している。 

 消費税の増税や物価の値上がり等家計を圧迫す

る要因は多く、排雪費の増額は望めそうもない。 

 来年度予算では、町内行事の見直しなど知恵を

絞り財源のねん出が必要になる。 

 北都町内会、川北町内会においても、1年～2年

の内に同様な状態になり、町内会活動の吟味が迫

られている。地域住民みんなの問題です。 

 

 パートナーシップとは 

 北の郷里（きたのごうり） 名前の由来   郷とは昔、郡内の一区画で数村をあわせたもの。郷里（ごうり）とはその最小

単位をあらわしていて、小さな「むらざと」を意味します。郷里（ごうり）は近代においては郷里（きょうり、ふるさと）と

呼ばれています。 白石区には郷が三つあります。南郷、本郷と北郷です。ここから「郷」を一字いただきました。北は白石

区の北東、北海道の北の文字、日本の北を示し、郷里は我が大地、むらざと、ふるさとを示します。地紋は郷土の稲穂です。 

 「北の郷里」は北郷を連想させる名でもありますが、「日本の北のふるさと」との大きな意味を持たせながら、地域にあって

は「ぬくもりと優しさに満ちたまちづくり」を目指します。 
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 札幌市が市民・企業・町内会とのパートナー

シップのもとで排雪費用を市民と市が負担し合

う。本制度は、標準的な排雪量とした場合、市民

と市の負担割合は、５：５となるが、宅地内から

の雪出しや既定以外の排雪があり、これによって

市の負担割合は当初の想定を超えたものとなって

いる。それゆえ敷地内の雪は道路に出さない、路

上駐車など、ルールをお守りください。 

 この排雪方式は１シーズン１回が原則で、排雪

は下記の通りです。 
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 平成２７

年の仕事始

めの１月５

日（月）白

石区町内連

合会連絡協

議会主催で

白石区新年

互礼会が開

催されまし

た。写真は来賓の上田札幌市長のご挨拶。 

 今期限りの勇退で「皆さんとは最後のご挨拶に

なる」と、感謝の言葉で結んだ挨拶でした。 

各単位町内会・各種団体新年会を開催 

 北東白石まちづくり協議会広報紙          き た の ご う り 

  新 年 の ご 挨 拶  白石区新年会が新年最初の新年会   

   北東白石連合町内会 

   北東白石まちづくり協議会 

    会 長  関  紘 一 

 平成２７年の初春 皆様には希

望に満ちた輝かしい新年をお迎え

られたことと心からお慶び申し上

げます。あわせて、北東白石連合町内会並びに北

東白石まちづくり協議会の活動にご支援ご協力を

賜りますことに深く感謝申し上げます。 

 昨年はアベノミクスの期待感のなかで消費税率

の引き上げ、そして年末総選挙と何かと慌しい年

でありました。そのなかで富岡製紙場の世界文化

遺産と３名のノーベル賞学者の誕生、又、ソチオ

リンピック・プロテニスなどスポーツ界から大き

な喜びと感動をもらいました。 

 一方では集中豪雨による各地での土砂災害・火

山噴火などの自然災害が多発、なか 

でも９月１１日道内初の大雨特別警報はこの地域

を含め心配されましたが大事にならず安堵したと

ころです。 

 このようななかで、この地域としても合同防災

訓練をはじめ防犯パトロール・交通安全などの啓

蒙活動、関係団体と連携した地域支え合い講座・

介護予防・健康講座などの高齢者見守り活動に取

り組んだところであります。 

 また、パークゴルフ大会、七夕の集い、雪あか

りのまちなどの住民交流事業、そして行政をはじ

め地域の情報を掲載した「北の郷里」の発行と多

岐にわたる活動をしてまいりました。 

 本年も行政をはじめ各町内会・自治会、関係団

体と連携を密にし地域の活性化を図り、安全安心

のまちづくりに努めてまいりますので一層のご指

導ご鞭捷を賜りますようお願い申し上げます。 

 むすびになりますが地域住民皆様のご健勝ご多

幸、そして新しい年がより佳き年でありますよう

心からご祈念申し上げご挨拶といたします。 

北 東 白 石 の 各

単位町内会におい

ては、平成２７年

の新春を祝い、会

員各位とも、今年

もどうぞ宜しくと

挨拶を交わし、新

たに抱負を語り合

いました。 

各町内会では来

賓の方も異なり、

会の趣向も意味が

あったり、特徴が

あります。 

北都町内会は今

年の１１月に創立

50周年になると

の事で、新年会で

も創立５0周年の

最初の行事として

位置付けておりま

した。 

又、北東白石地

区の民児協、社会

福祉協議会、日赤

奉仕団、などの各

種団体や各町内の

老人クラブなど、 

皆 さ ん 所 属 し

ている団体におい

て各々開催されて

おりました。 

（町 内 会 の 写

真など、全部載せ

れませんでした。

ご容赦下さい。） 

北東白石連合町内会新年互礼会開催 
 北東白石連合町

内会新年互礼会が

１月２５日（日）

１２時より川北会

館において開催さ

れました。 

 今年は川北町内

会の廻り当番担当

で、各町内会の新

年会の最後となりました。 

 会場には白石区長（写真）、市民部長を始め国

会議員、道、市議会議員の方々、各種団体もお招

きし、連合町内会の今年一年が良い年であります

よう、皆様との連携を深める場でもありました。 
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第１１巻 第 ５９号   2015.02.01. 

１月１８日 北都町内会 

１月１８日 川北町内会 

１月１1日 東川下町内会 

１月１1日 川下団地自治会 



 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php  北の郷里 検索 
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白石区成人式 

 北の郷里 

第36回白石区子ども「かるた」大会 

 
  

 １２月７日恒例の北都町

内会青少年部主催の第１５

回三世代交流餅つき大会が

行われました。 

 古来からの木うすでつく

餅つき体験！学ぼう、餅つ

き、アンコ餅づくりを！、

体験とともに地域の皆さん

との「絆」を深め、出来立

ての餅を雑煮やキナコ餅に

していただきました。今年

も200数名の参加で、もち米85ｷﾛ、アンコ15ｷﾛ

を準備したとの事でした。 

 伝統文化の伝承と、子どもたちも安全安心でき

る地域社会となるよう期待するものです。 

 日本伝統の百人一首で行う「かるた」大会が 

１月25日白石区

民センターにおい

て２０チームが参

加し。北東白石か

らは１３チームが

出場。小学３人制

では１位、２位を

獲得しました。 

 

 

北都町内・もちつき大会 

  第８回 雪あかりのまち 

 川北もちつき大会 
 １２月23（火）   

 久々に復活した、

川北餅つき大会が

開催されました。 

 お父さん、お母

さん、僕も私も昔

取ったきねづかで 

ともに楽しみまし

た。 

 １月３０日(金）午後５

時より８時まで、第８回雪

あかりのまちが開催され、

平和駅北口、南口でも同時

開催となりました。 

 今年の１月は比較的暖か

く、氷作りのバケツの水が

なかなか凍らず、三日前に

なってやっといい感じに

なって出来上がりました。 

 今年の羊年にち

なんで羊の雪像も

出来たり、白石区

のマスコット「し

ろっぴー」も本部

前に来てくれまし

たよ。 

 本部テントでは

暖かい甘酒、ホッ

トカルピス、ホッ

トココアの無料

サービスもあり、

テントに訪れた方

は南北で1,000名

を超えました。 

 幻想的な１夜を

ありがとう！。 
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 「社協」 ニューイアーコンサート 

「社協」ふれあい音

楽会ニューイアーコ

ンサートが１月１７

日（土）13：30～

北都地区会館におい

て開催されました。

今年はソプラノ太田

尚代、フルート山元喜子、ピアノ長谷部祥子の

各先生によるジョイントコンサートでした。 

 力強さの中に透き通った歌声とフルートの音

色が参加者９１名の会場の皆さんを魅了、心に

響き渡ったやすらぎのひと時を過ごしました。 

1月12日成人の日、

札幌コンベンションセ

ンターを会場に白石区

の成人式が行われた。

Ｈ27年の成人者は

1819名、当日会場参

加者1026名でした。 

 式典自体は２０分で

終わったが、来賓のお

祝いの言葉の時は静か

に聞こうよ新成人諸君 

良き大人になれ！ 
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    ちょっといい話 

  ＪＲ平和駅前通りの街路灯が増設 
 ＪＲ平和駅前通りの街路灯が増設されて明るく

なったのに気が付きましたか？ 

 平成２６年度商店街に対する国の補助事業に対

し、かねてから暗くて不用心な平和駅前地区の安

心・安全の為にと、町内会と協力して防犯灯７

基、防犯カメラ１２基の新設を計画しました。 

 昨年９月に採択決定、１１月に交付決定に至り

ました。それに先立ち市当局により光量計算の

上、街路灯のＬＥＤ化の実現を合わせ、街路樹の

撤去も行われ、見通しの良い歩道路が出現しまし

た。 

 また、北１３条通から厚別通の西側には防犯防

止のため歩道灯13基が新設されております。これ

で平和駅から厚別通まで、明るく夜も安心して通

ることが出来ます。 

 平和駅の利用客も増え平和駅函館本線橋上駅期

成会運動の早期実現に弾みがつけば嬉しいですね。 

 

 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆平成27年を迎えましたが皆さんいかがお過ごし

でしょうか。今年の新たな目標など、皆さんに

とって良い年でありますようお祈りいたします。

◆町内会、各種団体の26年度計画ではこの３月が

年度末、行事予定にも有るように、これからの行

事もまだ残っております。ぜひ皆さんご参加くだ

さい◆今号は通常１日発行となっておりますが、

１月末、２月1日の行事も取り入れましたので実

質３日発行となりましたのでご了承ください。 

◆特集とし、各町内会で悩みの排雪費の問題を取

り上げました。昨年消費税が上がったことや運搬

コストのアップなどもあり町内会にとっても頭の

痛い問題です。各町内会でも如何に会員の負担を

最小限にするか知恵を絞っている事でしょう。◆

外国でいやなニュースがあっても、餅つきがあっ

たり、カルタ取りや雪原で子どもたちが元気に遊

ぶ姿は、周りの大人も元気をもらいます。◆北の

郷里も次号で６０号満１０年を迎えます。皆様に

支えられながら「ありがとう」と感謝の気持ちで

迎えることが出来ます。次号もご期待下さい。 

ＨＵＧ（ハグ）避難所開設訓練 

       行 事 予 定 案 内 

北東白石地区「社協」救命講習を実施 
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  雪と遊ぼう・・川下公園で 

 

  

 

 

 
 

北東白石地区「社

協」では推進委員の

皆さんが、いつどん

な時にでも対応でき

るよう、救急救命の

３時間講習を受講し

て身に付けておりま

す。今年も２月２日

（月）防災協会から、講師を派遣していただき、

２5名が3班に分かれて受講いたしました。 

 災害時の避難所

開設・運営イメー

ジ訓練か昨年に続

き東川下小学校主

催で、学校と地域

住民とが参加して

行われました。 

 学校の体育館や

教室の一部をどう使うか、けが人や赤ちゃん、

感染者の受け入れはどうするか。トイレ対策は

など、どんどん問題が出てきます。皆さんも避

難時持ち出し品を整理して置いて下さいね。 

 ２月１日（日）朝10時より北東白石地区青少

年育成委員会主催の第５回雪あそびフェスティバ

ルが川下公園で開催されました。 

 沢山の子供達が寒さを吹き飛ばせと、雪山で

チューブすべり、かんじきでの雪山散歩、ラフ

ティングボード、みかん拾い等で遊びました。 

 テント

では、温

かい、甘

酒、カル

ピス、コ

コアも出

され、行

列が出来

ておりま

した。 


