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◆◆厚別区長の平木です◆◆

厚別区では、これまでも札幌市が策定したまちづくりの指針となる「まちづくり

戦略ビジョン」に基づき、その目標達成に向け、地域の方々や町内会・自治会、企

業・団体の皆さんと共に、さまざまなまちづくりの課題に取り組んでまいりました。 

 厚別区は、新さっぽろ駅周辺の都会的な機能と、野幌森林公園に代表される緑豊

かな自然が調和した街です。区長になって一年が経ちますが、これまでさまざまな

行事に参加させていただき、多くの方にお会いしてきました。その中で、町内会や

自治会、各種団体の方々が、生き生きとした笑顔で、元気いっぱいに活動されてい

て、本当に仲の良い地域だと実感しました。 

 新さっぽろ駅周辺地区の再開発もいよいよ実質的なスタートを切り、より一層魅

力あるまちづくりが展開されようとしています。 

 新さっぽろ駅周辺地区の魅力や利便性が高まり、訪れる方々や働く方などでにぎ

わいが増し、活気ある街にしていかなければなりません。 

厚別区は高齢化 が進んでいますが、元気な方もとても多いと感じています。高

齢化に歯止めをかけるのは非常に難しいことですが、年齢を重ねても、いつまでも

安心して健やかに暮らし続けていけるように、健康づくりや支援のネットワークづ

くりが必要と考えます。また、高齢者と同様に、子育て家庭への支援も重要です。

子育て世代の方々が、安心して厚別区で暮らせるよう、さまざまな環境整備と情報

発信が必要です。 

今年度、厚別区が区民の皆さんと共に、これらの課題を踏まえて取り組む事業を

整理しお示しするに当たって、６つの項目をあげさせていただきました。これらは、

今年度、厚別区のまちづくりにおいて大変重要であると考えています。 

今年度、厚別区は次頁に掲げる「使命」及び２つの「運営方針」に基づき、区役

所の基本業務である各窓口における手続きや市民サービスを丁寧かつ適切に行うこ

とはもちろんのこと、以下に掲げる事業（取組）について、区民の皆さんとともに

区役所職員が一丸となって推進してまいります。

＊1 

＊１【人口（高齢化等）データ】平成29年１月１日現在（住民基本台帳より）

総人口(人) 65歳以上(人) 割合

厚別中央 27,682 6,495 23.5%
厚別南 36,273 9,300 25.6%
厚別西 23,317 5,667 24.3%
もみじ台 15,516 6,816 43.9%
青葉 8,872 3,854 43.4%
厚別東 16,538 4,607 27.9%

区全体 128,198 36,739 28.7%

※もみじ台地区と青葉地区は、全市で1・2番目

総人口(人) 65歳以上(人) 割合 順位

中央区 232,148 51,104 22.0% 10
北区 284,799 71,437 25.1% 6
東区 261,281 63,205 24.2% 7
白石区 211,431 49,308 23.3% 9
厚別区 128,198 36,739 28.7% 2
豊平区 219,756 52,701 24.0% 8

清田区 115,257 30,005 26.0% 5

南区 139,872 45,247 32.3% 1
西区 213,247 56,033 26.3% 4
手稲区 141,505 39,553 28.0% 3

市全体 1,947,494 495,332 25.4%



１．健康づくり                     P1～P2 

２．子育て支援                     P3 

３．安全・安心                     P4 

４．にぎわいづくり                   P5～P6 

５．区民サービス、区民参加、区民主体          P7～P8 

６．広報・啓発                     P9 

７．厚別区に関する札幌市の主な事業           P10 

平成２９年度 厚別区の取組 ６つのポイント 

健 
育 安 民 
賑 広 

健康づくり 

子育て支援 

広報・啓発 

区民サービス 

区 民 参 加 

区 民 主 体 

にぎわいづくり 

安全・安心 

使 命：区民が主体のまちづくり 

運営方針１：魅力ある快適なまちづくりを推進します。 

運営方針２：区民と共に考え、区民から信頼される区役所を目指します。 



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。 

健 

あつべつ健康・福祉フェスタ 

あつべつ健康・福祉フェスタ

健康寿命延伸パネル展などで、区民の健康課題の提

起や健康づくりの実践及び疾病予防の普及啓発を図

り、一人ひとりの健康づくりへの取組みを促します。 

ひろげよう健康の輪

参加しやすい体験型の健康づくり事業（ノルディッ

クウォーキング体験・フロアカーリング体験など）を、

住民組織等と連携して行います。

１．介護予防・健康づくりの推進

あつべつ健康寿命延伸事業 

平成28年度に行った「要介護認定原因疾病分析」の結果を、区民が集まる機会をとら

え、チラシやパネル等を活用し区民にお知らせし、介護予防・健康づくりの普及・啓発を

行います。

■区民（個人）への普及啓発（分析結果の活用）

地域における健康づくり活動推進事業 

地域の特性にあった気軽に取り組め、活用しやすいメニュー（健康度測定・健康体操

など）を地域に提供するまちづくりセンター単位での地域主催イベントの開催地域を増

やしていきます。 

あつべつ健康・福祉フェスタ(再掲)  ひろげよう健康の輪(再掲)

関係団体との連携を深め、地域における保健福祉のネットワーク化を推進します。

アクションプラン

2015 計画事業

■地域活動の支援・関係団体との連携強化（分析結果の活用）

＊厚別区民で要支援 1以上の要介護認定を受けた 65歳以上の方の、要介護状態となる原因疾病の分析結果

 男性 1位 がん 19％・2位 脳血管疾患 12％・3位 認知症 11％

女性 1位 関節疾患 20％・2位 認知症 12％・3位 骨折・転倒 11％
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アクションプラン

2015 計画事業

２．生涯現役を目指した地域活動人材づくり

高齢社会に向けた地域活動の担い手創出事業 

「キャンパスタウン厚別」 

地域で活躍する元気な「活動の担い手」を増やすため

に、北星学園大学と連携し、種々の学習プログラムを高

齢者に提供するとともに、地域活動への参加意欲の向上

と活動への橋渡しをします。 

３．スポーツを通した健康と交流

厚別区スポーツチャレンジ 

年齢や経験を問わず、区民の誰もが気軽に参加できるスポ

ーツ体験事業を実施し、健康増進と地域活動への参加意欲の

向上を図ります。 

H29.10.8(日)実施予定 

認知症（キッズ）サポーター養成講座 

 認知症に対する正しい知識を持った認知症サポーターを養成し、実際に地域で活動で

きるように支援します。小学生を対象に、認知症の正しい知識を広めるために作成した

紙芝居「みんなで支える認知症」を教材とした「認知症キッズサポーター養成講座」を

開催します。 

認知症初期集中支援推進事業

区、地域包括支援センター、認知症サポート医など、医療・介護職で構成した支援チ

ームがサービスにつながっていない認知症の方とその家族を対象に、初期から集中的に

関わり、適切な医療・介護サービスにつなげるなどの支援を開始します。

■認知症高齢者への対応（厚別区 要介護等認定原因疾病の男性3位・女性2位）

厚別区スポーツチャレンジ 

キャンパスタウン厚別 

＊アクションプラン 2015計画事業

札幌市の総合計画「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を実現するため、平成 27～31年度（2015～2019年度）

までの 5年間を計画期間とした中期実施計画において実施する事業
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子育てふれあいフェスタ（子育てに関わる人材の育成） 

①子育てふれあいサマーフェスタ 

次世代を担う生徒や学生が、ボランティア活動を通じ 

子育てや地域活動に関心を持つ機会となるよう子育て家 

庭や地域の方々と交流する場を提供します。 

H29.8.4(金)開催予定 

②子育て支援者講演会及び交流会 

子育て家庭を支える人材を地域で拡げていくために、子育て支援に携わる関係者と

子育て世代とがつながりを持てるよう、子育てに関する知識や技術を学ぶ機会を設け

ます。

利用者支援事業「子育ての道しるべ」 

乳幼児を持つ子育て家庭が、ニーズに応じた教育・保育施設や地域の子育て事業を円

滑に利用できるよう、保健センターに加え、地域の子育てサロンにおいても情報提供や

相談・援助を行います。 

 子育て情報ファイルを作成し、区内の全ての子育てサロンに常備します。 

食育推進事業  

乳幼児を持つ保護者が望ましい食生活の実践ができるよう、子育てサロン等で食事

のバランスや子供の食に関する情報を発信します。 

また、20歳以上からのメタボ予防のための食生活のあり方や栄養バランスのとり

方について啓発します。 

◆出張食育教室 ◆あつべつ健康ランチ料理講習会 お弁当編 

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等について

啓発します。  

育 

子育てふれあいサマーフェスタ 
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地域防災力の向上 

①厚別区防災訓練 

区役所・消防署・警察署等の行政機関、災害防止協力会・

消防団等の関係団体及び地域住民が連携し、防災力の向上

を図ります。 

 ②出前研修 

  DIG（災害イメージ訓練）、HUG（避難所運営ゲーム） 

等の地域への出前研修を行います。 

 ③防災研修会 

  防災意識の普及・啓発のため、地域防災の中核となる人材を育成します。 

 ④厚別区防災講演会 

  地域のニーズにあった講演会を開催し、地域防災力の向上を図ります。 

職員防災力の向上 
①厚別区災害対策本部訓練 

 実際の災害時を想定し、区災害対策本部訓練を厚別消防署の訓練と合同で行います。 

 ②HUG（避難所運営ゲーム） 

 避難所参集する職員の対応力の向上を図ります。 

路上駐車パトロール 
 路上駐車・迷惑駐車を防止するため、各町内会連合会、地域交通安全活動推進委員協議会、

警察署、交通安全運動推進委員会と区役所が合同でパトロールを行います。 

安全・安心な公園再整備事業 
高齢者や障がい者など、誰もが安心して利用できる公園づくりを行うため、公園の出入

り口や園路の段差解消や手すりの設置等、身障者対応型施設への改修を進めます。 

区民が安全で安心して生活できるよう、区民や関係団体と協働して防

災・防犯への取組を強化します。 
安 

 防災研修会 

防犯の推進 
 ①防犯ネットワーク支援事業 

  ◆防犯ネットワーク会議 

   各地域での犯罪防止や防犯力向上につなげるため、各地区まちづくり会議、小学校

校長会厚別支部、厚別警察署等、幅広い団体との情報共有を図ります。 

  ◆防犯教室 

   PTAや地域住民にも参加してもらいながら、小学校で防犯教室を開催します。 

 ②子ども地域安全マップ作成に対する支援 

  子どもの防犯力を高めるため、小学生が校区内を探検し、小学生の目線で安全な場所・

危険な場所を認識する力を身につけるマップづくりを支援します。 
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１．新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくり  

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。 

賑 

新さっぽろ駅周辺のにぎわい推進事業（イベントの

誘致・開催支援）  

新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりのため、ふれあい広場

あつべつをはじめ、近隣施設において開催されるイベント等

の開催を支援します。 

また、開催可能なイベント等の新規誘致・情報収集を行い

ます。 

新さっぽろ冬まつり 

冬のにぎわいづくりや、地域の子どもたちへの冬の遊び

場の提供などを目的に、各種市民団体や企業、学校、区民

との協働により、ふれあい広場あつべつ等、新さっぽろ駅

周辺をメイン会場に実施します。

あつべつふれあいプログラム 

文化・芸術を身近に感じてもらうとともに、新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりを目的

に開催します。 

◆あつべつふれあいコンサート  ◆あつべつ区民音楽祭 

三者連携事業（北星学園大学・副都心開発公社・厚別区） 

北星学園大学・短期大学部、㈱札幌副都心開発公社、厚別区における三者の連携協力に

関する協定書に基づき、厚別区のまちづくりや地域課題、教育・文化・スポーツの振興に

寄与する活動を協働で行います。 

◆新さっぽろフォトコンテスト 

アクションプラン

2015 計画事業

誘致したイベントの様子 

新さっぽろ冬まつり 
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２．近隣市町村との交流

アクションプラン

2015 計画事業

厚別区民まつり 

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・運営を行っており、まつりが住民交流や世代間交流、

にぎわいの場となるよう支援します。  

H29.7.28(金)～29(土)開催予定 

夢市場あつべつ

リサイクルや環境保護の啓発推進や、新さっぽろ駅周辺のにぎわいづくりのため、市内

のリサイクル推進団体を実施主体とした「フリーマーケット」と、これに合わせ、福祉小

規模作業所製品の展示・販売やリサイクル品の販売などの協働企画を開催します。 

お隣さん市っ得広報事業 

札幌市、江別市、北広島市が実施するイベント等について、相互に広報活動を行い、３

市連携をさらに深めます。また、各種広報媒体の特性を生かした情報発信を行い効果的で

効率的な広報活動を推進します。 

区民まつりを活用した近隣市町村連携事業 

区民まつりの開催に合わせて、近隣市町村との連携を図ります。 

◆近隣市交流ステージ ◆近隣市町村交流コーナー 

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」で、

健康増進と住民交流を図るために、子どもから高齢者まで

多くの住民が気軽に参加できるウオーキング大会を開催

します。 H29.6.18（日）開催予定

近隣市交流パークゴルフ大会 

江別市、北広島市、厚別区の住民が、パークゴルフを通じて相互の交流・親睦を図ります。 

３．厚別中央市民交流広場・科学館公園再整備 

区民まつりをはじめ、厚別区のにぎわいの中心に位置する「厚別中央市民交流広場（ふ

れあい広場あつべつ）」の、老朽化したステージ・パーゴラ・舗装面・音響設備等の必要性

やあり方など、再整備の内容について検討するとともに、新たな活用法等についても検討し

ます。その際には、隣接する科学館公園の再整備と一体的に検討します。 

厚別区民まつり 

ファミリー森林浴ウオーキング 
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１．区民サービスの向上

高齢の方や障がいをお持ちの方など、区役所に来庁される全ての方が、スムーズに手続

きを行えるよう、職員のスキルアップを図り、区民が相談しやすい、利用しやすい窓口に

します。 

2．区民参加のまちづくり 

３．区民主体のまちづくり 

区民協議会への支援 

 ①全体会議・検討委員会支援 

  各地区まちづくり会議、区内企業・学校、各種団体等で構成され、創意と工夫により厚

別区をより住みよいまちに作り上げていくために、区全体の課題等を話し合う区民協議会

について、全体会議・運営委員会・検討委員会の開催や 

関係機関との連携・調整、広報等の支援を行います。 

 ②実行委員会支援 

区民協議会主催の事業を実施するに当たり 

設立した実行委員会に対し、資材・情報提供、 

広報等の支援を行います。 区民協議会主催事業 

   あつべつ食の文化祭 

緑のボリュームアップ 

区内の緑化の充実と道路景観向上のため町内会等に花苗を提供したり、種から育てるた

めの資材提供を行います。

花のまちづくり応援事業 

地域住民が花や緑を通して、より主体的にまちづくりに

参加できるよう、ガーデニングに関する知識や魅力を学ぶ

講習会やガーデニングコンテストなどを実施します。

区民参加の公園づくり 

改修の必要性が高い公園を対象に、再整備の計画案を策定するため、地域でのアンケート調

査や意見交換等を実施し、地域の特性にあった公園づくりを行います。

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。 

民 

あつべつ花フェスタ 
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まちづくり会議運営の支援

区民が地域課題や住みよいまちづくりを協議するために、各地区ごとに設置しているま

ちづくり会議について、区のまちづくり事業に関する情報提供等を行うほか、まちづくり会

議が実施する各種事業への資材・情報提供、広報等の支援を行います。 

各まちづくり会議が実施する主な事業

各地域の課題解決やまちづくりに資するために各地区まちづくり会議ではさまざまな事

業を展開しています。 

【厚別中央】 

・厚別中央地区防災福祉支えあい活動 

【厚別南】 

 ・陽だまりロードウォーキング交流事業 

 ・厚別南地区子育て支援もちつき大会 

【厚別西】 

 ・三世代健康づくり交流事業 

 ・子育て支援事業 

 ・安全・安心まちづくり支援事業 

 ・厚別西地区餅つき大会支援事業 

【もみじ台】 

 ・「もみじ台の地域の大広間」事業 

【青葉】 

 ・「健康・介護予防フェア in 青葉」 

 ・世代間交流事業 

【厚別東】 

 ・安全・安心まちづくり推進事業 

防災福祉支えあい運動（厚別中央） 

陽だまりロードウォーキング（厚別南） 

三世代健康づくり交流事業 

カーリング体験会（厚別西） 

もみじ台の地域の大広間 

世代間交流事業 

ふれあいコンサート（青葉） 

安全・安心まちづくり推進事業 

消火栓除雪ボランティア（厚別東） 
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市民による市民のための広報事業 

 学生や区民などによる広報誌区版特集の企画編集や、 

広報ラジオ番組の制作のほか、フォトボランティアと 

協働して事業記録を行うなど、市民参加の機会を増や 

すとともに、広報活動への市民参加を促進します。 

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、地域のまちづくり活動や行事を定

期的に紹介します。【年度内：6回発行】 

土木センター通信の発行 

 道路、公園等の維持管理や冬期間の除雪など、土木部で行っている事業・業務内容につい

て情報発信し、土木センターが行う事業に対する区民の一層の理解と協力を図ります。 

【年度内：4回発行】 

雪体験学習の実施 

 将来のまちづくりを担う児童が、札幌市の雪対策や 

冬の暮らしに関心を持ち、除雪に対する意識が浸透す 

るよう、小学校高学年を対象に体験学習を行います。 

せんきょ体験授業の実施 

 将来有権者となる児童・生徒を対象に、選挙制度の 

説明や投票体験をする授業を実施し、若年層への選挙 

啓発を行います。 

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。 
広 

雪体験学習 

学生による広報ラジオ 
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◆指定緊急避難場所への備蓄物資の配備

 災害時に使用するアルファ米や寝袋等の備蓄物資を、平成 29 年度中に、厚別区内のすべての指定緊急避難

場所（小・中学校、厚別区体育館）へ配備を完了 

担当：札幌市危機管理対策室 

◆新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業 

市営住宅下野幌G・I団地跡地を対象とした公募提案型売却における最優秀提案者が決定したため、今後、 提

案内容の実現に向け、都市計画をはじめとした具体的な協議・検討を開始 

担当：札幌市まちづくり政策局 

◆仮称）厚別区保育・子育て支援センターの設置 

 厚別区における子育て支援の拠点として、「（愛称）ちあふる」を平成31年度の開設を目指し整備 

◆幼稚園の認定こども園への移行 

幼稚園２園の「認定こども園」移行に伴い、平成29年4月に保育所入所定員を90名増員 

担当：札幌市子ども未来局 

◆仮称）上野幌南地区小学校の新設に伴う改修事業 

学校規模適正化のため、上野幌西小学校と上野幌東小学校を統合し、新設校を設置する方針が決定したため、

平成31年度の改修工事に係る設計を実施 

担当：札幌市教育委員会 

◆山本通拡幅事業（三里川～厚別通） 

山本通を4車線に拡幅整備するため、用地買収および山本川の暗渠化を実施 

◆山本小野津幌川沿線整備事業（厚別通～山本線） 

山本線の交通混雑緩和のため、山本小野津幌川沿線の整備に向けた用地買収および設計を実施 

◆厚別駅跨線人道橋バリアフリー整備事業 

ＪＲ厚別駅西口改札に接続する自由通路のバリアフリー化を図るため、老朽化した自由通路の架け替えを平成

３０年度の完成を目指し整備 

◆厚別山本公園整備事業 

休息や観賞、散歩、運動などを目的に、市民が総合的に利用できる「総合公園」を平成36年度の完成を目指

し整備 

・平成２９年度の整備内容 

 パークゴルフ場（36Ｈ）、園路整備、給排水整備、植栽等 

・今後の整備予定 

 車両進入路（公園中央）、ビオトープ、展望広場、遊戯施設、管理棟、駐車場等 

担当：札幌市建設局 

厚別区に関する札幌市の主な事業(予定) 
※複数年にわたる事業が

掲載されています。 
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