
 平成２７年４月１２日に行われた統一地方選に

おいて、１２年ぶりに札幌の顔が変わった。 

 秋元克広氏が新市長として誕生致しました。 

市民の新市長への期待も大きく、そこで改めて選

挙時のリーフレットより秋元市長の公約を見てみ

ました。 

 “重要なのは「徹底

した地域主義」。現状を

見つめ、地域課題の解

決に全力を尽くすとと

もに、「これから」につ

ながる取り組みを実施

して、豊かで明るい

さっぽろの未来を描き

ます.”と決意が書かれています。 

 さらに、「まちづくりへの６つの挑戦」として  

①雇用を生み出す力強い街に②女性が活躍できる

街に③子どもたちがいきいきと健やかに育つ街に

④いつまでも安心して暮らせる街に⑤魅力と活力

にあふれた暮らしやすい街に⑥市民とともに不断

の改革を進める街に。とあります。 

 選挙公報には「持続可能な除雪体制を再構築し

ます。市民サービスの質向上に徹底的に取り組み

ます」と書かれ、３５年の行政経験を力に「私に

は、できる。」と宣言しております。 

 益々、新市長への期待度が高まります。 

私達の「地域課題」の第一は、４か月以上も雪と

暮らす住民にとって除排雪が一番の悩みです。 

 市民の要望第一位は、3０年以上連続で「生活

道路除雪対策」を望んでいます。 

 全額市負担で生活道路の除排雪を 
 札幌市の除雪予算も１８０億から２００億が毎

年必要であるが、除雪体制の中で民間重機の老朽

化や冬場の出稼ぎでのダンプ不足など、雇用の問

題も絡めて長期的な視野で、市の予算も増額し生

活道路の除排雪費の全額を市負担で実施出来るよ

う期待したい。新白石区長、市議会議員も市民要

望第一の解消に、協力をお願いしたい。 

 又、ソーラーや風力発電で遠赤外線による融雪

など、新技術を活用した融雪や除排雪も考えられ

よう。永遠の課題なのだから知恵を集め「札幌

発」の新技術を期待します。 
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白石区新庁舎平成２８年１０月完成へ 

 か  に 

平成２７年度ふるさと会総会開催 
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当確後の秋元氏 ＮＨＫﾃﾚﾋﾞより 

 白石区の複合新庁舎の工事が始まっておりま

す。完成は平成２８年１０月の予定です。 

 建設場所は地下鉄白石駅直結となる、以前道新

の駐車場があった所

です。 

 右の写真は環状線

より東側を写したも

ので、左側は南郷通

側でこちらが正面入

り口となります。地

上７階地下２階建て

で１階正面から入る

と右側に「白石郷土

館」が新設されま

す。又、絵本図書館

や保育所、保健セン

ター、区民セン

ター、区社協も入居

します。隣接する民間商業施設には駐車場も併設

されますが、区役所分は150台で、当然無料で

しょうが100台減となり、満車状態が常態化か。 

中央バス白２５番、地下鉄白石駅への延長を  

 一番遠くなる東川下からは南郷７丁目でバスか

ら地下鉄に乗り換えなくてはならず、往復の交通

費は660円もかかる。南郷７丁目行を地下鉄白石

行へと延長し乗り換えなし210円で行けるように

要望します。交通網の整備もぜひお考え下さい。 

4/21道新記事が伝える新庁舎記事 

 ５月２０日白石ふるさと会の総会が開催され、 

今年度の第４０回ふるさと祭りなどの計画が了承さ

れた。又、白石郷土館開設の資金募集を寄付に頼る

こととし目標額5,050万円と大きなものとなった。 

今年度末までに皆さんのご賛同をお願いします。 

 白石区長には可児敏章氏就任 
５月２５日付けで谷江区長から可児区長へ、就任

を前にふるさと会総会後の懇親会で初めて区民へ

のアピールがなされた。お名前は「かじ」ではな

く「かに」と呼びますとの事、どうぞよろしく。 
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 安全で、安心して暮らせる北東白石地区、 

地域の小学校の校区にある北都町内会、東川下町

内会も、子どもたちの安心して暮らせる地域とし

てパトロールや見守りに取り組んでおります。 

 下記表は小学校の生徒数です、地域３校の内川

北小学校は生徒数も増加しておりますが、北都小

学校、東川下小学校は生徒数が伸びておりませ

ん。親の高年齢と共に子どもたちも成長し、孫の

入学の時代に入っております。しかし、この数で

は小学校の存亡の危機に有ります。特に東川下小

の校区では子どものおられる親御さん大歓迎、２

世帯も良し、賃貸住宅もよし、買い物や、生活に

も便利な、この地に移り住んで下さい。町内会で

は、出産祝い金も出して歓迎しております。 

 北東白石まちづくり協議会広報紙         き た の ご う り 

 平成２７年４月２６日（日）午後４時より北都

地区会館で平成２７年度北東白石連合町内会の総

会が開催されました。 

 代議員４８名中４５名が出席され総会が成立。 

議長に川北町内会の白川さんが選出され、平成２

６年度事業報告、収支決算報告、会計監査報告が

審議され承認されました。 

 引き続き、平成２７年度事業計画案、収支予算

案を審議し、これも承認をされました。 

 次に、平成２６年度簡易保険特別会計決算報告

と監査報告があり、これも承認されました。 

 続いて、簡易保険団体払込み制度の利用取りや

めについての説明が有りました。 

 平成２７年３月現在の契約件数は約500件であ

り、平成２７年度中に満期を迎えるものが、おお

よそ１００件。また、新たに団体払込みへの契約

は認められていないことから、契約件数は年々減

少し、連町繰入金も平成27年度見込み約60,000

円と一時期に比べ大幅に減少することとなりま

す。このようなことから、長らく続けて来た簡保

の集金業務も今年度で終了する事とし、平成２７

年度簡易保険特別会計収支予算案の説明、審議が

承認をされました。 

 最後に平

成２７年度

新役員選出

で選考委員

長の真田さ

ん（北都町

内会）より

発表があり

承認をされ

ました。 

 新役員を

代表し関 連町

会長より御挨拶があり閉会となりました。 

  小学校生徒増へ・移住計画を 
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 北東白石連合町内会総会開催 

 平成２７年度、交通安全「早朝街頭啓発」が４

月６日小学校の入学式日に合わせ始まりました。 

初日は札幌信金前で、５月１１日はコープ川下店

前（写真右）で７０名近くの人が安全を願って参

加下さっており

ます。次回は

6/1、川北 

7/13北都 

8/3東川下 

で、朝8：00

よりです。 

ご参加下さい。 

交通安全早朝街頭啓発 

 熱心な審議が続く総会 ２階和室にて 

北都町内会壮年部 歩こう会 
 平成２７年５月23日（土）恒例の北都町内会・

壮年部主催の第六回歩こう会が開催されました。 

 この日は天気が良く、３２名が参加。コース

は、二つに分かれＡコースは北都地区会館をス

タートし北郷公園をぐるりと回り、月寒川の土手

を通って地区会館

まで戻って来る１

時間１０分コース

と、その半分の時

間のＢコースに分

かれました。 

 終了後バーベ

キューを楽しみま

した。 



 「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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 鷹架光一さん「緑十字銀賞」受賞 

北東白石地区合同防犯パトロール出立式 

 北の郷里 

  

 札幌市では環境美化の推進を図るため、例年、

春・夏・秋のそれぞれに、清掃運動期間を設定し

ております。平成２７年度春の清掃運動期間は、

４月１２日(日）～５月１７日（日）で、各町内会

も、この期間に併せて、春の町内清掃が行われて

います。雪解けとともに、冬期間雪に埋もれてい

た犬の糞なども現れて来たり、町内清掃後は通り

もゴミステーションもスッキリきれいになりまし

た。皆様のご協力、ご参加有難うございました。 

４月９日、北東白石地区青少年育成委員会の総

会が開催されました。他の団体に比べて早めの開

催でしたが、総会議事は全て承認されました。 

総会後は、関連町会長、阿部まちセン所長をは

じめ、各町内会長・各種団体会長・各小・中学校

校長・各ＰＴＡ会長等を交えての懇親会が行われ

ました。当会は、健全育成活動の他にも様々な活

動を行っており、出席された皆様からは、沢山の

激励の言葉を戴きました。 

私たち委員は、今後も皆様のご協力・ご支援を

力に、子どもたちのために一層の努力をしていく

との気持ちを新たにしました。 

 

春の町内清掃運動 

 北東白石まちづくり協議会では、安心・安全な

まちづくりのために、徒歩での町内パトロールの

他に、車による

青色回転灯車、

チャリパト隊、

犬を連れてのわ

んわんパト隊を

結成し、各町内

を巡回しており

ます。右写真は

５月１７日出立

式後のデモ行進。 
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平成27年度各種団体・代表者 紹介 

各町内会・街路樹枡に花を 

青少年育成委員会総会開催 

 鷹架光一さん（川北町内会）が北東白石地区交

通安全実践会会長として４０年に渡り、交通安全

の為献身的な尽力をし、交通事故の防止と交通秩

序確立に顕著な功績があったとして、全国交通安

全協会と警察

庁長官の連名

で、交通栄誉

賞「緑十字銀

賞」の表彰状

を授与されま

した。また、

奥様の鷹架ヤ

ス様も一緒に

ご主人を支え

てこられたことに対し感謝状を授与されました。 

 尚、実践会会長職については高齢の為後進に委

ね勇退となりました。 

 永年地域の為にご苦労様でした。 

 北都町内会メイン通りに植栽 
 ５月３１日（日）この日、朝７時６名の役員が

町内会事務所に集まり約１４４０株の花を運び出

そうとしておりました。この日は、町内会一斉の

植栽の日です。 

 二台のトラックが待機。約300ヶ所の花壇に運

ぶのです。 

 各花壇は区長さんを中心に、朝８時には延べ約

１００人が、花壇で待っておりました。 

 皆さん、北都町内会のメイン道路を通行される

方々を、何とか和やかにしたいとの思いで、到着

した花を植えていました。 

 今後は、維持管理の為、週に数回水やりや雑草

抜きでお手数をお掛けする事になりますが、よろ

しくお願い致しますね。 
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     ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆四月、五月は各町内会、連合町内会、各種団体

の総会が終了し、新年度がスタート致しました。 

 毎年同じような行事にも少しづつ変化が見られ

ます。変化と言えば、地域住民の高齢化も少しづ

つ上昇しております。町内会の役員も同様です。 

◆運動会の花火廃止が話題に・・毎年子どもたち

が楽しみにしている運動会、花火の音で学校にク

レームが入ったのか、運動会の音も配慮している

との事、町内会の盆踊りなどもスピーカーを下向

きにするなど気を使っております。一年に一度の

事、地域で子を育てる心で皆さんの暖かいご協力

を。◆北海道開拓記念館が新しく北海道博物館と

して生まれ変わった。開拓記念館とアイヌ文化研

究センターの二つを統合し北海道の「中核的博物

館」として「道民参画型博物館」を目指すとのこ

と。早速拝観してきました。博物館の何か暗いイ

メージを払しょくする出来栄えでした。帰りにガ

イドブックを購入して愛称が「森のちゃれんが」

と初めて知ってがっかり。北海道の象徴として、

「道庁赤レンガ」に対し「森の赤レンガ」の方が

風格があり対の名とし、森のロマンを感じます。 

 皆さんはいかがお感じになりますか。 

 ¶音楽会にお越しください¶ 

 まちづくりセンター窓口に配属 

       行 事 予 定 案 内  

 

 

 
 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 
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 ６月２０日(土）13：30～北都地区会館におい

て、社協恒例のふれあい音楽会を開催いたします。 

 この度は、金管五重奏での演奏で、皆様の超えた

耳もきっと満足することでしょう。 

 開場は１３時からで無料です。お誘いあわせでお

楽しみ下さい。 

写真左より 猿山和枝さん、阿部位江子所長、 

      佐々木直子さん 

◆区長表彰おめでとうございます◆ 

 4月26日連合町内会総会後、長らく町内会活

動に貢献した功により、札幌市より区長表彰の

授与式が行われ、谷江 篤白石区長より下記の

方々に表彰状及び感謝状が授与されました。 

◆２０年以上貢献された方 

 区長表彰状 福井 彰さん（川北町内会） 

◆10年以上貢献された方 

 区長感謝状 平野 正義さん（川北町内会） 

       若林 強 さん（川北町内会） 

  以上3名の方、おめでとうございます。 

◆少年補導員連絡協議会◆ 
 少年補導員は青少年の非行防止や、安全、安

心の確保、地域の環境浄化などに取り組んで活

動しています。地区の補導員

として活動している繁泉将晴

さん（東川下）写真が、この

度、札幌方面白石警察署少年

補導員連絡協議会の会長に就

任致しました。青少年の為一

層の尽力を期待します。 

 北東白石まちづくりセンター窓口に、今年度か

ら佐々木直子

さんが、高橋

亜希さんに代

り配属となっ

ております。 

みなさんどう

ぞ宜しくお願

いします。 

 

 

写真上 右より 

 福井 彰さん 

 平野 正義さん 

 若林 強 さん 

 祝辞を述べる 

谷江 篤 白石区長 

５月25日付けで 

札幌市環境局長にご栄

転となりました。 


