
新年明けましておめでとうござ
います。
昨年は、北海道新幹線の着工や
モエレ沼公園のグランドオープン
など、明るい話題がある一方、低
迷が続く道内景気あるいは急速に
進む少子高齢化など、本市を取り
巻く環境は依然厳しい状況にあり
ます。そのような中、地方税財政
の三位一体改革が進み、本格的な
地方分権の時代を迎えようとして
おります。
本市においても、かつてない厳
しい財政状況下にあって、地域経
済の活性化や子育て支援対策、ご
み減量など、直面する諸課題をい
かにして解決するか、地方自治体
としての力が試されております。
札幌市議会も、これら山積する
諸課題の解決や議会改革などにつ
いて真剣な議論を行っており、今
年も１８８万市民の視点に立って、
全力で取り組んでまいります。
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。

年頭にあたり謹んでごあいさつ
を申し上げます。
市長に就任してからの２年半、
「市民の力みなぎる文化と誇りあ
ふれる街」を目指して、全力で市
政に取り組んでまいりました。皆
さんのご協力に感謝を申し上げま
す。
今年は「自治基本条例」、「雪まつ
り」や「札幌駅前通地下歩行空間」
など市民の皆さんとともに検討を
進めてきた新たな制度や事業など
が具体化する大切な年になります。
また、より信頼される市役所を
目指し、市役所改革や出資団体改
革についても、手綱を緩めること
なく引き続き着実に進めてまいり
ます。
このような取組みを通じて「さ
っぽろ元気ビジョン」の成果を市
民が実感し、共感してもらえる１
年となるよう、全身全霊を傾けて
まいりたいと思います。
皆さんのご理解とご協力を心か
らお願い申し上げます。

�222-4894
�221-4894

�211-2042
�218-5165

札幌の人口と世帯

市内の交通事故

札幌市の各種制度や施設、行事などは

札幌市コールセンター
ちょっとおしえてコール

市政に関するご意見、ご提案などは

市民の声を聞く課

札幌市役所ホームページ

携帯電話対応の
札幌市情報提供サイト

明けましておめでとうございます
●副市長 田中 賢龍／小澤 正明／加藤 啓世 ●収入役 牧野 勝幸
●交通事業管理者 黒田 隆樹 ●水道事業管理者 小川 敏雄
市議会 ●副議長 猪熊 輝夫 ●議員（五十音順） 青山 浪子／�原 進／
阿知良 寛美／飯坂 宗子／五十嵐 徳美／伊藤 理智子／井上 ひさ子／伊与部 敏雄／
大嶋 薫／大西 利夫／小形 香織／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／
義ト 雄一／熊谷 憲一／桑原 透／小須田 悟士／小林 郁子／近藤 和雄／坂 ひろみ／
坂本 恭子／笹出 昭夫／佐藤 典子／佐藤 美智夫／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／谷沢 俊一／西村 茂樹／畑瀬 幸二／
馬場 泰年／林家 とんでん平／原口 伸一／福士 勝／藤川 雅司／藤原 �昭／
細川 正人／堀川 素人／本郷 俊史／松浦 忠／三浦 英三／三上 洋右／湊谷 隆／
峯廻 紀昌／宮川 潤／三宅 由美／宮村 素子／宮本 吉人／村上 勝志／村松 正海／
村山 秀哉／山田 一仁／横山 光之／涌井 国夫
教育委員会 ●委員長 丹羽 祐而 ●委員 千葉 瑞穂／設楽 雅代／野尻 桂子／
山中 善夫 ●教育長 松平 英明
選挙管理委員会 ●委員長 本舘 嘉三 ●委員 赤田 司／常本 省三／越智 健一
人事委員会 ●委員長 伊藤 忠男 ●委員 大塚 龍児／品川 吉正
監査委員 ●代表監査委員 谷本 雄司 ●監査委員 橋本 昭夫／宮村 素子／義ト 雄一
農業委員会 ●会長 坂田 文正
固定資産評価審査委員会 ●委員長 和田 �夫 ●委員 冨岡 公治／佐藤 輝夫／
大萱生 哲／山本 明恵／西代 明子／宮路 良穂／山谷 隆史／中山 美幸

（平成１７年１２月１４日現在）

百
八
十
八
万
人
の
視
点
に

立
っ
て
全
力
で

札幌市議会議長
おお こし せい こう

大越 誠幸

「
さ
っ
ぽ
ろ
元
気
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
成
果
を
実
感
し

共
感
で
き
る
年
に

札幌市長
うえ だ ふみ お

上田 文雄

Eメール info4894@city.sapporo.jp
午前８時～午後９時（土・日曜、祝・休日を含む）

www.city.sapporo.jp/mobile/i-mode

www.city.sapporo.jp/mobile/ez

www.city.sapporo.jp/mobile/vodafone

www.city.sapporo.jp/city
※広報さっぽろの誌面も掲載。お住まいの区
以外の区民のページもご覧になれます。

広報さっぽろは、毎月１０日（１月号は年内）まで

に、町内会などを通じて市内の全世帯に配布して

います。また、ご希望の地域には、市が委託した

民間の会社による直接配布も行っています。詳細

は、広報課かお住まいの区の区役所広聴係へお問

い合わせください。

札幌市総務局広報部広報課
〒０６０‐８６１１中央区北１条西２丁目
�２１１‐２０３６�２１８‐５１６１
Eメール kohokakari@city.sapporo.jp

１２月１日現在（前月比）
（国勢調査ベース）

１，８８２，４２４人（＋３９９）
８３９，６９９世帯（＋９５８）

発生１０，９３０件（＋３４２）
死者３７人（－１７）
傷者１３，０９９人（＋３４２）

平成１７年１月１日～１１月３０日（前年比）

１2006

iモード

EZweb

Vodafone Live!

22000066――��――広広報報ささっっぽぽろろ11

広
報
ク
イ
ズ
は
１３
�
に
掲
載
し
て
い
ま
す


