
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

使  命 

区民が主体のまちづくり 
 

運営方針 

・安全、安心に暮らすことができるまちづくりを推進します。 
・活気あふれる魅力的なまちづくりを推進します。 
・「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。 

2019年度厚別まちづくり宣言は、「区民が主体のまちづくり」を使命として掲げ、『安全、安心に暮らすことがで

きるまちづくりを推進します。』『活気あふれる魅力的なまちづくりを推進します。』『「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。』の３つの運営方針に沿って、「安全・安心」や「健康づくり」、「子育て支

援」などさまざまな事業に取り組んでまいりました。 

また厚別区は、区誕生30年の節目の年を迎えました。区民のみなさまとお祝いするとともに、超高齢社会に向けた

課題などに取り組むため、区民のみなさまとの協働の下でまちづくりを進めなければならないとの思いを強くしたとこ

ろです。 

各事業につきましては、多くの区民のみなさまにご協力をいただき進めることができました。 

厚別区30周年を機に決定したキャッチフレーズ「あついぜ！あつべつ！！」のとおり、今後も活気あふれる元気な

厚別区を目指し、事業運営に取り組んでまいります。              

2020年６月  厚別区長 浅野正信 

2019年度 厚別まちづくり宣言 期末報告  
 

【お問い合わせ先】 

厚別区市民部総務企画課 TEL 011-895-2419 FAX 011-895-5930 

 

 

 

 

 

◇地域における健康づくり活動推進事業 

区内６地区との協働による健康づくりイベントを通

し、地域の健康づくり活動の促進と充実を図りまし

た。 

◇厚別区スポーツチャレンジ 

 気軽に参加できるスポーツ体験を通じ、区民の健康 

増進や地域交流の促進を図りました。 

当日の体験種目 

フロアカーリング、キンボールスポーツ、スポーツ 

チャンバラ ほか８種目 

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。 

 
 

 

 

◇あつべつ健康寿命延伸事業 

健康寿命延伸を阻害する疾患を予防するための健康

教育を実施したほか、認知症カフェ交流会を開催し、

介護予防・健康づくりの普及・啓発を行いました。 

主な取り組み 

●認知症カフェ交流会     【9月 13日開催】 

◇あつべつ健康・福祉フェスタ 

血管年齢測定、体脂肪測定、健康相談等のコーナー

を会場に設置し、健康づくりと疾病予防の大切さの普

及・啓発を行いました。   【10月 19日開催】 

 

 

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。 
 

 

 

◇利用者支援事業「子育ての道しるべ」 

「こそだてインフォメーション」、「ちあふる・あつ

べつ」（厚別区保育・子育て支援センター）及び地域の

子育てサロンを通じて、子育てに関する情報提供や相

談・援助を行いました。 

 

 

 

◇子育てふれあいフェスタ 

子育て世代と様々な世代が交流する機会を創出する

場として子育てふれあいサマーフェスタ、子育て家庭

を支える人材育成のため、子育てにおける感情のコン

トロールをテーマとする講演会を開催し、地域の子育

て力の活性化に努めました。 

 

◇食育推進事業 

パネル展や出張食育教室などの事業を実施し、食に

関する情報の発信と望ましい食生活の普及啓発に努め

ました。 

 

 

 

 

 

区民が安全、安心に生活できるよう、区民や関係団体と協働して防災・防犯への取り組みを強化

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。 
 

 

◇防災対策及び地域防災力の向上 

 区防災訓練や地域への DIG、HUG 等を実施し、行

政と防災関係機関及び地域住民が連携し、防災力の強

化を図りました。 

 

主な取り組み 

●区防災訓練（地震発生後、大雨を想定した訓練） 

●DIG（災害イメージ訓練） 

●HUG（避難所運営ゲーム） 

●出前研修（災害に対する心構え ほか） 

●防災講演会（自助・共助に関する講演会） 

防災研修会（町内会の活動の実践発表） 

●基幹避難所訓練（避難先の体育館等の確認 ほか） 

 

 

 

 

◇職員防災力の向上 

 職員向け研修や市災害対策本部訓練等に参加する

ことで職員の災害対応力の強化を図りました。 

◇防犯対策の推進事業 

 児童を対象に、防犯教室の実施や地域安全マップの

作成を支援しました。 

◇迷惑駐車パトロール 

 迷惑駐車を防止するため、地域や関係機関と合同で

パトロールを行いました。 

◇安全・安心な公園再整備事業 

 誰もが安心して利用できる公園づくりを行うため、

運動施設や遊戯施設の改修を行いました。 

 

主な取り組み 

●厚別北わんぱく公園施設改修工事 

●もみじ台南公園施設改修工事 

●大谷地の森公園施設改修工事 

◇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した。 

 

主な取り組み 

●小野幌 152号線（厚別東 4条 7丁目） 

●厚別停車場支線（大谷地東 6丁目） 

ほか５路線 

 

 

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。 

 

◇区民による区民のための広報 

広報さっぽろ厚別区版への「地区特集」の掲載や、

広報ラジオ番組への区民参加を通して、「厚別区の魅

力再発見」をテーマに情報を発信しました。 

 

 

 

◇まちづくりセンターだよりの発行 

まちづくり活動に関心を持ち、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した。 

◇土木センター通信の発行 

カラスやハチの巣への注意喚起、除雪のルール及び

大雨災害の注意喚起等の情報を織り交ぜながら、土木

部の事業・業務内容についての情報を発信しました。 

 

◇雪体験授業の実施 

将来を担う児童を対象に、雪対策や冬の暮らしに関

心を持ち、除雪への理解を深めるよう、区内 13の小

学校で実施しました。 

 

「厚別ふれあいほっとステーション」 

FMドラマシティ 77.6MHz 毎週水曜 10：45～  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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。 
 

 
◇新さっぽろ駅周辺地区のにぎわい推進事業 

新さっぽろ駅周辺地区のにぎわいづくりのため、ふ

れあい広場あつべつや科学館公園等で開催されたイベ

ントの支援をしました。 

主なイベント 

スポカルＳＰ2019in新さっぽろ（7月 21日開催）、 

新さっぽろ夏まつり（8月 12～18日開催） ほか 

◇三者連携事業 

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、厚別区の三者の連携協力協定に基づ

き、「フォトコンテスト」及び「北星学園大学フィール

ド実習の実習生受け入れ」を行い連携を深めました。 

◇厚別中央市民交流広場・科学館公園再整備 

厚別中央市民交流広場（ふれあい広場あつべつ）の

パーゴラ屋根の修繕を行うとともに、ステージ屋根設

置に向けた建築設計に着手しました。科学館公園では

南郷通側半分において、芝生広場の整備や快適な歩行

者動線等の整備を行いました。 

 

◇厚別区民まつり 

 ふれあい広場あつべつ等を会場に、各種出店やステ

ージイベントを実施しました。 

 町内会関係者をはじめ、関係団体・企業が中心とな

って準備運営を行うことで、住民交流や世代間交流を

深めました。       【８月２日、３日開催】 

 

◇厚別区民まつり近隣市交流ステージ及び近隣市 

町村ＰＲコーナー 

区民まつりにおいて、江別市、北広島市及び厚別区

の郷土芸能を披露する「近隣市交流ステージ」を実

施、特産品や農産物を販売する等、「近隣市町村交流

コーナー」を設置し、近隣市町村の住民と連携・交流

を深めました。     【8月 2日、3日開催】 

 

◇新さっぽろ冬まつり 

地域企業・団体・学生との協働により準備を進め、

「雪のすべり台」、「雪のトンネル」等を設置し、子ど

もたちに冬のたのしみを提供するとともに、地域交流

を深めました。    【１月 25日、26日開催】 

 

◇近隣市交流 ファミリー森林浴ウオーキング 

江別市・北広島市・厚別区が接する「野幌森林公

園」において、三市の地域間相互交流と健康増進を図

ることを目的に、ウオーキングを実施する予定でした

が、熊出没に伴い中止となりました。 

 

 

区民と共に考え、区民が主体のまちづくり活動へ支援を行うとともに、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。 

区民ニーズや課題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。 

 
 

 

◇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 

区内の中学校、高等学校及び企業が共同で線路下の

トンネルの内壁にペイントアートを施し、安全性や景

観の向上を図りました。 
（場所：厚別中央 1 条 5丁目、6 丁目） 

◇花のまちづくり応援事業 

地域住民が花や緑を通して、まちづくりに参加でき

るよう花壇づくり講座などを実施し、まちづくり活動

の担い手の育成に努めました。 

◇緑のボリュームアップ 

緑の充実と道路景観向上のため、81団体に対して

マリーゴールド等の花苗を提供しました。 

◇高齢者教室「瑞穂大学」 

高齢の方が生きがいを持てるよう、講義・実習・社

会見学等の講座を行い、社会参加の支援を行いまし

た。  【6月 11日～11月 12日 全 21回実施】 

◇区民参加の公園づくり 

地域住民を対象にアンケート調査や意見交換等を実

施し、地域特性にあった公園づくりを進めました。 

【実施：小野幌みずほ公園・厚別東あじさい公園、厚

別木馬公園、上野幌中央公園】 

◇区民協議会支援事業 

地域主体で開催する行事等を検討する全体会議や

ワークショップの開催、情報発信の支援に努めまし

た。 

主な取り組み 

厚別歴史写真パネル展（11月） 

国道 12号花いっぱい運動（６月～10月） 

◇区民協議会による企業・団体との連携事業 

あつべつ食の文化祭の実行委員会事務局として、

実行委員会の開催を支援することで、企業・団体と

の連携強化に努めました。 

◇高齢社会に向けた地域活動の担い手創出事業  

学習プログラムを高齢の方に提供し、「地域活動

の担い手」を創出する支援を行いました。 

【9月 11日～10月 2日 全 7回実施】 

◇まちづくり会議運営支援事業  

各地区のまちづくり会議を通じ、厚別区の取組と

主要事業の情報提供や意見交換を行うとともにまち

づくり会議が実施する各種事業の経費執行を支援し

ました。 

 

 

〈 もみじ台地区 〉 

もみじの大広間 

ヴァイオリン演奏や中学生の発表等を行ったほか、厚別区誕

生 30 周年記念として、記念餅まきとイベントパフォーマーに

よるステージプログラムを実施しました。 

【11 月 24 日開催】 

 

〈 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 

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、「青葉カフェ」や「ゆるスポ体験会」等

を実施しました。 

 

健康・介護予防フェア in青葉 

血管年齢測定などの健康チェック、フロアカーリング等の運

動を通して、地域住民の自主的な健康づくり・介護予防を支援

しました。 

 

ふるさと思い出づくり事業 

子どものふるさと意識の醸成や地域活動の担い手を創出する

ため、あおばオータム・フェスタ、ふるさと青葉コンサート、

青葉小サタデースクールを開催しました。 

 

〈 厚別東地区 〉 

安全・安心まちづくり推進事業 

地域の安全・安心な環境を整え、防災意識の向上を図るた

め、DIG研修や防災講演会等を実施しました。 

◆各まちづくり会議の主な事業 
〈 厚別中央地区 〉 

防災・福祉支えあい活動 

災害時や日常の見守りに関する住民意識の向上のため、見

守り・支えあいの広告入り回覧板を作成したほか、防災福祉

プロジェクト全体会議を開催しました。 

 

〈 厚別南地区 〉  

陽だまりロード交流事業 

地域間交流・世代間交流による地域コミュニティの形成を

図るため、陽だまりロードを活用したウオーキングやクイズ

ラリー、血管年齢測定等を実施しました。 

 

地域交流事業の支援推進事業 

世代間・地域間交流の促進を図るため、フロアカーリング

やおもちつきの会、年越しおそばの会を開催しました。 

 

安全・安心まちづくり推進事業 

安全・安心な地域づくりの推進のため、GISを活用した防

犯マップを作成しました。 

 

〈 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を支援するため、子育

て支援マップ＆カレンダーを製作し、配布しました。 

 

健康づくり交流事業 

誰もが気軽に取り組めるスポーツを通じて、体力向上を図

るとともに、世代間の交流を深めるため、パークゴルフやウ

オーキング等を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新さっぽろ音楽の日～MUSIC POCKET～ 

新さっぽろ駅周辺企業・団体・行政が連携して実施す

る新たな一大音楽イベントを開催しました。新さっぽろ

駅周辺が一体となって多様な音楽イベントを同時多発的

に実施することで大きなにぎわいを生み出しました。                          

【６月22日開催】 

 

・VR ドームムービーセレクション＆プラネタリウム

ライブ 2019 

噺家による講談、プラネタリウムドームを活用した映

像作品の上映、音楽家による生演奏ライブを行い、厚別区

の成り立ちを振り返るとともに、厚別のこれからに思い

を馳せました。     【10 月 19 日、20 日開催】 

 

   厚別区誕生 30 周年記念事業 

   実施事業 一部抜粋 

 

・厚別区 30 回目のバースデイ 健康づくり講演会と

記念コンサート 

 厚別区 30 周年を区民とともに祝い、健康づくりにつ

いて考える機会とすることを目的に、健康づくり講演会

と、記念コンサートを行いました。 【11 月 6 日開催】 

・厚別区誕生 30周年記念講演 

 「これからの新さっぽろ～厚別区の未来」と題して講演

会を開催しました。およそ 200 名が参加し、厚別の未来

について理解を深めました。   【11 月 25 日開催】 

・厚別区おもてなし事業 

 国内外から訪れた方をもてなす参考書として市発行の

「おもてなしみん便利帳」を区内に配布したほか、職員向

け研修を開催し、厚別区を訪れる来訪者が気持ちよく、訪

れることができるようおもてなしの意識の醸成を図りま

した。 

 


