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発行所  北東白石まちづくり協議会     地域情報広報委員会 
札幌市白石区北郷３条１２丁目4－1           北都地区会館 
ＴＥＬ011－８７５－３０７７ 
ＦＡＸ011－８７５－７９６９  

東日本大震災７年・なお73,000人避難   
  【北東白石まちづくり協議会の構成団体】  北東白石まちづくり協議会の構成団体＝◆北東白石連合町内会（６単位町内会） ◆北東白石地区民生委員・児童委員協議会 
◆北東白石地区社会福祉協議会（北東白石地区福祉のまち推進センター） ◆北東白石地区青少年育成委員会 ◆北東白石体育

振興会◆北東白石地区交通安全実践会 ◆北東白石地区交通安全母の会 ◆日赤奉仕団北東白石分団◆北東白石地区こども会連

絡協議会(北都なかよし子ども会，東川下子ども会，川北こども会） ◆北都明生会 ◆東川下老人クラブ親和会◆川北老人クラ

ブ長楽会◆川下老人クラブ◆北都商店街振興組合 

  雪国にとって、冬の雪は当然の事。毎年の事で

はあるが冬場の道路の除雪、排雪は生活道路を守

るため必要不可欠な事であります。  北東白石連合町内会でも、北都、川北、東川下

の三町内がパートナーシップによる排雪を年１度

実施してきました。費用は札幌市と地元町内会と

の折半によって実施されております。  しかしながら、燃料費がアップしたり、人件費

のアップなど排雪キロ当たりの単価が毎年アップ

して提示されます。各単町においては排雪路線の

総キロ数が異なりますが負担金額は４５０万から

６００万円になっております。町内会費一本の所

と町内会費+排雪

費の二本立ての

町内会がありま

すが、毎年の値

上げに対処出来

なくなってきて

おります。  北東白石連合

町内会（会長 
関 紘一）では

この様な状況で

ありますので、Ｈ29年11月2日に地域支払額の

軽減の要望書を提出致しました。  その結果、同年11月27日に回答がありまし

た。要旨：①人件費や機械経費の増大の中で経費

の負担比は５対5から３対7で市の負担増でこれ以

上は難しい、②軽減をするとしても１団体ではな

く利用団体全体でないと公平性に欠く、③今後、

排雪量を抑え残す雪の量を調整する等の工夫や課

題検証を検討する、④以上直ちに軽減するのは難

しい。との回答でした。雪の消えた時期ではあり

ますが、総会などでこの問題を話し合われてはい

かがでしょうか。 

 2011.3.11に起こった大地震は、想定外と言わ

れた津波を引き起こし東日本を襲い、死者と行方不

明者合わせて１８,４３４人、建物も、原発も多大

な被害に見舞われた。７年たって一部の地域では、

かさ上げした土地に復興住宅が完成した所もある。 
しかし入居希望者の高齢化率は41％。仮設から離

れ、今は他県に住む若者。生活の為もある。原発の

解除地域においては特に、戻らぬ子育て世代が目に

つく。原発はふるさとをも取り去ってしまった。  この事故以来、原発を取り巻く環境は大きく変

わった。しかし、国の原子力政策は廃炉についても

まだまだ手探りの状態である。 
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写真右 
大きな倉庫

も津波で流

された。  
写真下 
原子炉がメ

ルトダウン

した事故現

場 写真：

Ｕチューブ

より 
悩める排雪費。連合町内会で札幌市に要望書   

2018.2. パートナーシップ排雪 



 北都中卒業の生徒諸君、卒業おめでとう！。 

各クラスの黒板には、皆の願いや、希望が込めら

れていた。式場の整然とした行動も立派でした。

クラスの友との絆は一生の宝。大切に。 
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 北都中学校卒業式 Ｈ30.3.15. 

川北町内会福祉部主催「すこやか・ふ

れ愛 観劇会」開催！！  3月4日(日曜日)「すこやか・ふれ愛観劇会」 

を、「人形劇団ばおばぶ」さんをお迎えして開催 

致しました。当日は雨が降る悪天候で多くの皆様 

の参加は頂けませんでしたが、大人・学童・乳幼 

児合計47名が参加して「エプロンシアター」や 

「物語主人公当てクイズ」・「三びきのやぎのが

らがどん」の人形劇を楽しみました。子ども達は

質問に大きな声で答えたり、時に怖がり泣く子が

いたり、楽しい場面では皆で大笑いしたり、と想

像の世界でわくわく・ドキドキ感を味わって楽し

い一時を過ごしてくれたと思います。  最後は、人形劇団ばおばぶさんと一緒に人形劇 

に登場した「大中小の三びきのやぎのがらがら 

どん」と「トロル」の人形とふれあい記念撮影を 

して終了しました。         
    北都ひなまつり 
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ひな祭り交流会開催（陽の目を見たお内裏様）  ２月１８日北都なかよし子ども会主催のひな祭

り交流会が開催されました。  町内の有志よ

り、雛壇が飾れな

い、子ども会で活

用してほしいとの

声で、初めて雛壇

を飾りひな祭り会

が行なうことが出

来ました。  子どもの手によるひな祭り会、側面から協力す

る育成会（すべて手作り）桜餅・焼きそば・ザン

ギ・卵焼き・一口おにぎり・フルーツポンチ・お

菓子等の中で、うれしいひな祭りの歌の中で、楽

しい一日を過ごしました。  現在は寄贈者も増え、雛壇が３台舞台に飾り、

ようやく陽の目を見ることが出来たお内裏様の顔

がニッコリと見えたような気がします。          各小学校でも卒業式が行われる  第４４回北都小学校卒業式が厳粛な中で挙行。 
３月２０日「スクラム」the65’s power 卒業

生６５名が「愛いっぱい・夢いっぱい・力いっぱ

い」の、子どものめあてを６年間心に刻み、元気

いっぱいで旅立ちました。  多くの保護者と来賓の中で、卒業証書授与の前

に、卒業生が元

気な声で抱負

（中学生になっ

ての方向性や将

来に向けての、

そして親・友

達・先生・地域

の方々への感謝

の気持ち）を語

りました。  卒業生の皆さ

ん、希望に燃

え、新たなる決

意を胸に抱き、

力強く巣立つ。

この気持ちを大

切にし意義ある

中学生活を

期待しま

す。 写真：上より、北都小、川北小、 
下 東川下小の皆さんの卒業式 



 「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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北の郷里 
 ３月９日（金）13：30～区民ホールにおいて 
白石区まちづくり情報交換会が開催されました。  この交換会では三地区からの発表があり、 
北都町内会

か ら は「町

内会加入促

進に向けた

集合住宅へ

のアプロー

チ」と 題 し

た発表が紹

介されまし

た。 

  

 北東白石地区社協が主催する「市民講座」が 
２月１５日（木）13：30～北都地区会館にて 
開催されました。  町内会の高齢化に伴う「平常時の孤立化対策と

災害時の避難支援について」をテーマに北海道医

療大学の長谷川聡講師を迎えて 

の講座でした。これからの地域ケアーについての

話もあり、地域に関わっている方々、７２名の参

加で、活動事例をもとに地域の連携・協力の大切

さと、自主的に今の自分に何が出来るか？を感じ

た講座でした。   
 ３月２日（金）19：00～北都地区会館にて、

連合町内会役員、各町内会、クリーンさっぽろ衛

生推進委員、老人クラブ会長の方々を対象に、白

石清掃事務所の職員を招いて、ゴミ問題に関して

懇談会を開催しました。清掃事務所からは現状の

ゴミステーション及びゴミ分別の話があり、その

後、各町内会が抱えている問題に対し質疑応答を

行っ

た。 
参加者

４３

名、今

後に生

かして

頂けれ

ば！    白石区まちづくり情報交換会  北東白石地区清掃・環境美化懇談会  社協主催 市民講座開催 第１4巻 第 78号 2018（Ｈ30）04.01. 

   東川下百人一首カルタ大会 

 

第１５回 かわきたゆきまつり 
２月１８日（日）10：30～16：00で川北小学

校・川北児童会館にて開催 

オープニングは川北小学校体育館で川北小学校金

管バンドの演奏でスタートし、外遊びの人達はグ

ランドに出て

長 靴 飛 ば し、

ゆきだるま 
ク イ ズ、雪 中

ゲームと参加

者229名で楽

しい一日を過

ごしました。 

 
発表する、 
北都町内会 
稲垣総務部長  開会の挨拶、蔀白石区長 

 ３月4日（日）東川下町内会青少年部主催のカ

ルタ大会です。大人も入っていますが、子ども達

の早いのには、とてもかないませんでした。 写真：市民講座  
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   北東白石まちづくり協議会広報紙          き た の ご う り        行 事 予 定 案 内 
北東白石まちセン新所長に藤田氏  ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

     －－－ 編集後記 －－－ 
◆３月は年度末、卒業のシーズンでもあります。地域

の小学校、中学校の生徒も成長した姿を見せ卒業を迎

えた。私たちの頃は「仰げばとおとし」だったが、い

ま、中学では「大地讃頌」が多い。北都中卒業生の

「大地讃頌」は広い体育館の中に響き渡り、その歌声

はハーモニーをなし感動の波を伝えるもので、多くの

卒業生も父兄もそっと目頭をぬぐう姿がありました。

◆人は別れを惜しみ又新たな出会いを求めて行く。ま

ちセンの増田所長も北東白石を最後に人生の区切りを

迎えました。２年間有難うございました。第二の人生

も、もっと大きな果実が実ります様に。◆韓国で開催

されていた冬季オリンピック・パラリンピックが終

わった。多くの感動を与えてくれた大会だった。女子

スピードスケート400ｍの小平奈緒（以下敬称略）の

金メダルを初め、女子パシュートの高木美帆、菊池彩

花、佐藤綾乃、高木菜那。小平もオランダ留学、パ

シュートの皆さんも１年間合宿で一体感と、オランダ

のコーチにつき技術を磨いた結果。フィギュアの羽生

結弦も足を痛めての出場での金メダルだった。女子マ

ススタートの高木菜那も初の女王となった。◆銅では

あったが女子カーリング、リザーブの本橋麻里（愛称

マリリン）、彼女はＬＳ北見を結成、スポンサー探し

から始まりチームが一つになるまで、長い道のりが

あったと言う。今回は氷の状況のデーターを取り陰で

支えていた、真の司令塔。◆パラリンピックも片足や

座位での大回転などテレビで観ていても本当に素晴ら

しかったです。選手の皆さん感動をありがとう。 

    北都中陸上部新聞を飾る！      先日1月8日の報知新聞・部活ＨＯＣＨ！「頑

張れ中学生」の紙面上に、限界突破で札幌北都

中陸上部全国Ｖ（今夏の全道中学校大会制覇・

全国中学校上位進出を目指す）の記事が掲載さ

れました。陸上部のチームスローガン「限界突

破・北都の名を轟かせよ」努力する事によって

夢がかなえられる！！今、各部は基礎体力作り

に頑張っていると思う、陸上部に負けないよ

う、各部も頑張って、北都の名を轟かせてくれ

るよう、皆応援しています。   
北東白石・人事異動のお知らせ  北東白石まちづくりセンター所長が異動にな

りました。  新所長に 藤田 慶一さん（前会計室次長） 
が就任します。  増田 到 前所長は 札幌市保健所施設課

（里塚斎場）へと異動になりました。 
小学校、中学校の先生も各校共に異動がありま

したので一覧で記載いたしました。  どうぞ宜しくお願い致します。 
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