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1,895,438人（＋369）
867,944世帯（＋556）

札幌の
人口と世帯

12月1日現在（前月比） 国勢調査ベース

市内の交通事故 発生 9,190件（−1,178）
平成19年1月1日〜
11月30日（前年比）

死者
傷者

47人（＋7）
10,991人（−1,459）

札幌市の制度や施設、行事などは

札幌市コールセンター

2222-4894 6221-4894

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）

市政に関するご意見、ご提案などは

市民の声を聞く課

2211-2042 6218-5165
札幌市役所ホームページ

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。

携帯電話対応の
札幌市情報提供サイト

http://www.city.sapporo.jp/mobile/
QRコードからもアクセスできます→

広報クイズ
問 題
現在、都心において、大規模な整備が行わ
れている通りが2つありますが、その名前は
何でしょうか。四角に当てはまる漢字をお
答えください。

駅前通と□□□通
新春特別プレゼント

正解者の中から抽選で30人の
方 に 共 通 ウィズ ユ ーカード
（1,100円分）
を、20人の方に
PMFカレンダーを差し上げます。
応募方法

はがき、
ファクス、Eメール。クイズの答え、郵便
番号、住所、氏名、年齢、電話番号と希望賞品、
広報誌や広報番組へのご意見・ご感想を記入し、
広報課（下記）へ。1人1通。1月22日（火）消印
有効。発表は発送をもって代えさせていただきま
す。なお、12月号の正解は「 2 4 0 万円」でした。

広報さっぽろは、毎月10日（1月号は年末）
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
編 集
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〒060-8611 中央区北1西2
2211-2036 6218-5161
Eメール kohokakari@city.sapporo.jp
2008― 1 ―広報さっぽろ
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年頭にあたり謹んでごあいさ
つを申し上げます。
昨年は「自治基本条例」の施
行、「第２次札幌新まちづくり
計画」の策定など、新たなまち
づくりの施策を着実に進めて参
りました。わたしが全力で市政
の課題に取り組むことができた
のも、市民の皆さんのお力添え
があったからにほかなりません。
心から感謝を申し上げます。
今年は、札幌の魅力を高める
駅前通地下歩行空間などの新た
な都心部づくりを進めるほか、
北海道新幹線の札幌延伸実現や
他市町村との連携をこれまで以
上に強め、北海道全体の活性化
を目指します。また、「環境首
都・札幌」宣言を行い、世界に
誇れる環境都市を皆さんと一緒
に築き上げていきます。
市民一人一人の力が輝く「市
民の力みなぎる、文化と誇りあ
ふれる街」を実現させるため、
これからも人を大事にし、「共
に考え、悩み、行動」していき
ます。ご理解とご協力を心から
お願い申し上げます。
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市民の皆様、明けましておめ
でとうございます。
昨年は、北海道日本ハムファ
イターズの２年連続リーグ優勝
やコンサドーレ札幌のＪ２優
勝、そしてＪ１への復帰決定な
ど、明るい話題が多かった一
方、原油価格高騰などが、市民
生活に大きな影響を与えた一年
でありました。
現在、国では、新たな地方分
権改革に向けての動きが本格化
し、地方自治体による自己決定
権が重要性を増しております。
本市においては、地域経済の
活性化や加速する少子高齢化に
対応した地域福祉の推進、ま
た、北海道新幹線の札幌延伸に
向けた国などへの働きかけな
ど、山積する重要課題に対して
しっかりと取り組んでいく必要
があります。
189万人の市民の代表である
議会としては、その責務を全う
すべく、本年も全力を尽くして
まいりますので、皆様の変わら
ぬご支援とご協力をお願い申し
上げます。

明 けましておめでとうございます
●副市長 小澤 正明／加藤 啓世／中田 博幸 ●交通事業管理者 濱田 雅英
●水道事業管理者 田中 透 ●病院事業管理者 吉田 哲憲
市議会 ●副議長 笹出 昭夫 ●議員（五十音順） 青山 浪子／芦原 進／
阿知良 寛美／飯島 弘之／五十嵐 徳美／伊藤 牧子／伊藤 理智子／井上 ひさ子／
猪熊 輝夫／伊与部 年男／岩村 米子／大越 誠幸／大嶋 薫／小川 直人／
小倉 菜穂子／長内 直也／小野 正美／恩村 一郎／勝木 勇人／川口谷 正／
義卜 雄一／國安 政典／桑原 透／小嶋 裕美／近藤 和雄／坂 ひろみ／坂本 恭子／
佐々木 みつこ／佐藤 典子／佐藤 美智夫／佐藤 右司／しのだ 江里子／鈴木 健雄／
高橋 功／高橋 克朋／宝本 英明／武市 憲一／谷沢 俊一／西村 茂樹／長谷川 衛／
馬場 泰年／林家 とんでん平／福士 勝／福田 浩太郎／藤川 雅司／ふじわら 広昭／
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／宗形 雅俊／村上 仁／
村松 正海／村山 秀哉／山口 かずさ／山田 一仁／横山 峰子／涌井 国夫
教育委員会 ●委員長 丹羽 祐而 ●委員 野尻 桂子／設楽 雅代／山中 善夫／
臼井 博 ●教育長 奥岡 文夫
選挙管理委員会 ●委員 上瀨戸 正則／大西 利夫／富田 新一／合浦 賢
人事委員会 ●委員長 荒木 哲彦 ●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／湊谷 隆／本郷 俊史
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 冨岡 公治 ●委員 大萱生 哲／山本 明恵／
西代 明子／宮路 良穂／山谷 隆史／中山 美幸／渡辺 裕哉／三浦 浩

