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あらゆる好機を生かし
より活力あふれる街に

明けましておめでとうございます。

新世紀最初の年であった昨年、わが

国の景気は低迷を続け、本市の行財政

運営も大変厳しい状況にありました。

本年は、待望のＦＩＦＡワールドカッ

プが開催されます。冬季オリンピック

を成功させた実績をもつ札幌は、これ

ら２大国際イベントを開いた日本で唯

一の都市として、内外にアピールでき

る機会を手にすることになります。

私たちを取り巻く社会経済環境は

日々、新しい時代に向かって変化の勢

いを増していますが、その中であらゆ

る好機を的確にとらえ、さらなる魅力

と活力にあふれた街を築き上げるべ

く、私ども市議会は本年も引き続き全

力を尽くしてまいります。

皆さまの変わらぬご支援とご協力を

お願い申し上げますとともに、平成１４

年が皆さまに幸多い年となりますよう

お祈りいたします。

ワールドカップを機に
札幌の魅力をさらに発信

年頭に当たり、謹んでごあいさつを

申し上げます。
ヒ ロ バ

昨年は、札幌ドーム「ＨＩＲＯＢＡ」が

誕生し、多くの皆さんとその喜びを分

かち合うことができました。市制施行

から８０周年、政令指定都市への移行か

ら３０周年を迎える今年は、ＦＩＦＡワー

ルドカップがドームで開催されます。

国内外から訪れる多くの方々を温かく

迎えるとともに、今まで以上に街のイ

メージと知名度の向上に努めてまいり

ます。また、中小企業の支援体制の充実

に力を入れるほか、昨年末のＩＳＯ１４００１

取得を機に、地球温暖化対策をはじめ

とする地球環境の保全にも一層力を入

れてまいりたいと考えています。

市民・企業・行政がともにまちづく

りを進める協働型社会を目指すととも

に、一層効率的・効果的な行政運営に

取り組んでまいりますので皆さんのご

理解とご協力をお願い申し上げます。
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明けましておめでとうございます
●助役 千葉 瑞穂／佐々木喜四／福迫尚一郎 ●収入役 高橋 登

●交通事業管理者 片桐 政美 ●水道事業管理者 瓜田 一郎

市議会 ●副議長 加藤 齊 ●議員（五十音順） 青山 浪子／荒川 尚次／飯坂 宗子／

五十嵐 徳美／生駒 正尚／井上 ひさ子／猪熊 輝夫／伊与部 敏雄／岩村 よね子／

大越 誠幸／大嶋 薫／大西 利夫／岡 千陽／小川 勝美／長内 直也／小田 信孝／

小谷 俵藏／小野 正美／恩村 一郎／柿崎 勲／勝木 勇人／上瀬戸 正則／川口谷 正／

義卜 雄一／熊谷 憲一／小林 郁子／近藤 和雄／坂本 恭子／笹出 昭夫／柴田 薫心／

鈴木 健雄／高橋 功／高橋 克朋／高橋 忠明／武市 憲一／田中 昭男／千葉 英守／

常見 寿夫／常本 省三／道見 重信／西村 茂樹／畑瀬 幸二／馬場 泰年／原口 伸一／

福士 勝／藤原 �昭／堀川 素人／本郷 俊史／松浦 忠／三浦 英三／三上 洋右／

湊谷 隆／宮川 潤／宮村 素子／宮本 吉人／武藤 光惠／村上 勝志／村松 正海／

村山 優治／本舘 嘉三／森 健次／山口 たか／山田 一仁／横山 光之／涌井 国夫

教育委員会 ●委員長 牧口 準市 ●委員 村田 忠良／山本 順子／丹羽 祐而／矢野 義和

／土橋 信男

選挙管理委員会 ●委員長 岡本 脩造 ●委員 田畔 満／青木 護／越智 健一

人事委員会 ●委員長 朝倉 賢 ●委員 大塚 龍児／諏訪 裕滋

監査委員 ●代表監査委員 川越 公夫 ●監査委員 橋本 昭夫／常本 省三／森 健次

農業委員会 ●会長 氏家 謹一

固定資産評価審査委員会 ●委員長 和田 �夫 ●委員 冨岡 公治／古田 �克／八木 宏子

／水口 武／佐藤 輝夫／大萱生 哲／山本 明恵／西代 明子

（平成１３年１２月２１日現在）

札幌市役所ホームページ

http : //www.city.sapporo.jp/city/

携帯電話対応の札幌市情報提供サイト

【iモード】http : //www.sfs.city.sapporo.jp/i-mode/
【EZweb】http : //www.sfs.city.sapporo.jp/ez/

２００２年FIFAワールドカップTM

コンポジットロゴ（表紙）について

図案は、地球の上に札幌の位置を示すことで、
サ ッ ポ ロ

「SAPPORO」を世界に発信するとともに、札
幌市おもてなしキャッチフレーズの英訳でおも
てなしの気持ちを表現しています。
平成１１年１２月の予選抽選会から使用しているホ
ームページなどのデザインを基本としています。
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札幌の人口と世帯数
１，８３５，４６０人（＋８５１）
７９８，４２５世帯（＋８７５）
１２月１日現在
（ ）は前月比
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