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平成２６年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
 
○日時：平成 26 年 4 月 13 日(日) 
         10 時 00 分～11 時 20 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 （開会を前に、昨年度亡くなられた 6 名の会員

の方々に黙祷を捧げました。） 
○開会のことば（田村副会長） 
○会長挨拶（尾上会長） 
 本日は、ご多忙の中を多くの会員の皆様にご出

席をいただきましてありがとうございます。 
また、ご来賓の先生の皆様にも、ご多用中を当町

内会定期総会にご臨席いただきまして誠にあり

がとうございます。 
 本日の議案につきましては、皆様にお配りして

います資料の通りでございます。 
 平成２５年度の事業実施、収支決算並びに平成

２６年度の事業実施案と予算案についてご確認

と、ご承認をお願いすることでございます。 
 総務部長の進行ですすめてまいりますが、新た

なご提案や町内会運営に関するご意見などもお

聞かせいただければと存じます。 
 それではよろしくお願いたします。 
○来賓ご挨拶 
 高木宏壽衆議院議員  
 岩本剛人北海道議会議員（代理田中事務局長） 
 梶谷大志北海道議会議員 
 北村光一郎札幌市議会議員 
 宮村もと子札幌市議会議員（祝電） 
○総会成立報告（岡本総務副部長） 
 本日出席者 82 名、委任状 119 名、合計 201 名

となり、町内会会則に基づき過半数を超えました

ので、本日の総会が成立したことを報告致します。 
○議長・議事署名人選出 
 ・議長 佐藤 和雄さん（1 班） 
 ・議事録署名人 
  坂野麻里さん（1 班）山木真弓さん（5 班） 

○議長挨拶 
 佐藤議長から議題の進め方と審議への協力依

頼のご挨拶がありました。 
 
○平成２５年度事業実施報告（尾上会長） 
 （総会資料３～６ページに基づき報告） 
 4/14 町内会総会が実施され、現執行部が誕生し

ました。 
 4/15 春の交通安全街頭啓発がありました。年 4
回実施していますが、明石生活安全部長と寿会の

多くの方々に参加・ご協力をいただいています。 
 今年は、北野連合町内会館の改築に伴う意見交

換会を 5 回実施しました。 
 6/19 第 1 回きたのくらぶ in 朝日ヶ丘を実施し

ました。年 3 回実施しています。9/29 には一人暮

らしの方の懇親会を開催しています。 
 7/7 青少年育成部の子どもたちの「七夕まつり」

をハローウィンの代わりに初めて実施しました。 
 7 月～8 月、11 月～12 月町内会役員とボランテ

ィアの方々とで夜間防犯パトロールを実施しま

した。 
 8/25 町内夏祭りを実施し、ビンゴゲームで 180
名と多くの参加者がありました。 
 10/6 から、町内各班の懇親会を開催しました。 
 1/12 町内新年交礼会・娯楽大会を実施して、楽

しく過ごしました。 
 2/23～27 町内パートナーシップ除排雪を実施

しました。 
○平成２５年度一般会計・特別会計収支決算報告  
                （楠会計部長） 
 （総会資料 7～10 ページに基づき説明） 
・一般会計収入の補助金と助成金の入力違いと、

夏祭りで収支差を計上しましたが、収入と支出を

それぞれ計上しました。差し替えをお願いします。 
・除排雪の予算額は、単純に入力ミスです。 
○会計監査報告（近藤監事） 

 



補足説明（尾上会長） 
・町内にある街路灯のうち 18 灯が町内で管理し

ております。昨年度 7 灯修理して 6 灯を市に移管

しました（1 灯は私道のため町内負担）。 
・昨年度からカラオケについて検討してきて、ピ

ンク電話をインターネット回線にしてカラオケ

もできるようにしました。アンプ・モニターテレ

ビも古く、思い切って新品に替えました。子ども

から幅広い年齢層に歌えますので、大いに利用し

てください。使用料を 1 時間 100 円で考えていま

す。 
（質）26 年度の繰越金についてうかがいたい。 
（応）後ほど説明します。 
（質）カラオケ使用料は、使用人数が複数の場合

一人 100 円になるのか。 
（応）人数に関係なく 1 時間 100 円です。営業目

的としないで、原則会員のみの使用とします。 
 
＊以上の報告について、拍手を持って承認された。 
 
○平成 26 年度事業計画（案）（尾上会長） 
（総会資料 12～13 ページに基づき説明） 
・基本的な考え方は、資料のとおりであります。 
・新年度事業について 
 昨年度とほぼ同様の以下の事業を計画してい

ます。 
 1）安全・安心について 
 2）絆を強める   
 3）福祉推進事業 
 4）清潔な町づくりと、4 本柱で実施します。 
○平成 26 年度一般会計・特別会計予算（案） 
              （楠会計部長） 
（総会資料 14～17 ページに基づき説明） 
・連合会館建設寄付金を計上しました。 
・青少年育成費はハローウィンの実施で、予算を

増加して計画しました。 
・会館会計では、26 年度予算額合計はパソコン操

作で 2重に計算されていましたので差替えました。 
・消火器の点検、ストーブの整備を考えておりま

す。 
補足説明（尾上会長） 

・街路灯の修繕残り 11 灯は 4 年計画で実施しま

す。 
・「北野連合会館」新築工事費の寄付金負担につい

ては、皆さんから個人的に寄付金を集めるのでは

なく、町内会として予算を組んで負担することに

しました。ご理解いただきたいと思います。 
・予算節減のため、今年度は A4 版の「ごみ収集

カレンダー」を購入しません。市から配布される

カレンダーを使用してください。 
・先ほどの質問の繰越金のことですが、各会計で

減少しています。除排雪予算でも単年度で赤字と

なり、繰越金で補っている状況です。アパートお

オーナーさんにも排雪費の負担をお願いして、昨

年度で 1 軒負担してもらいました。 
・行事をしなければお金は留まりますが、それで

は町内会の意義がありません。この辺を今後考え

ていく必要があります。 
 
＊以上の事業計画（案）及び予算（案）について、

拍手を持って承認された。 
 
○会館運営に関する事項（尾上会長） 
・窓の網戸を 7 月に 3 枚取り替えています。破損

しないように使用してください。 
・インターネットカラオケの使用については、事

前に申し込んでください。 
・会館の土台鉄骨部分の塗装が剥げて錆が出てい

ますので経費の調査をします。値段等により、役

員で塗装できるか検討します。 
・この冬、町内会館の玄関前などの除雪を、西川

会館運営副委員長のご主人にお願いしました。今

年も雪が多く大変ご苦労をいただきました。有難

うございました。 
○その他 
1）提案 
・一戸一灯運動について。 
・一会一礼運動について 

2）当町内会館の将来の改築について 
  諸先輩のご努力で当町内会館が新築されて

から 26 年目になります。将来の改築費用の捻

出について今後、皆様と検討していきます。 
○議長解任挨拶 
 ○平成 26 年度新旧女性部・班長挨拶 
 ・旧班長のご紹介・お礼と新班長のご紹介と 1
年間のご活躍をお願いしました。 

 ・旧女性部のご紹介・お礼と新女性部のご紹介

と 1 年間のご活躍をお願いしました。 
○連絡事項 
  総会終了後新旧班長の業務引継ぎを行いま

すので会場に残ってください。 
○閉会のことば（都澤副会長） 
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平成 26 年度 第１回役員会 
○日時：平成 26 年 5 月 11 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 20 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
（会長挨拶文） 
 こんばんは、役員の皆さんにはお忙しいところ

ご出席いただき有難うございます。これから今年

度第 1 回目の役員会を始めたいとおもいます。 
 私が会長を委嘱されて 2 年目に入ります。専門

部の部長さん、副部長さんも引き続きよろしくお

願いいたします。班長さんと女性部の役員さんは

交替して新しくなりました。また、青少年育成部

は、佐竹さんから佐藤さんに交替しました。慣れ

ないことが多いとおもいますが、よろしくお願い

たします。 
 町内会事業実施計画の基本的な考え方として

は、総会資料 P12 に載っています。従来通りの考

え方を踏襲して、3 項目うたっています。 
 新年度の事業については、昨年とほぼ同様の事

業を計画しています。昨年、青少年育成部で初め

て「七夕まつり」をハローウィンの代わりに実施

しました。今年度は、その両方の行事を計画して

いるのが新しくなっています。 
 修繕の関係では、街路灯を 4 年計画で残りの 10
灯を改修して、市への移管を進めます。 
 今年度から、当町内会館の将来の改築に向けて

の検討会を始めたいと思います。 
 年間行事計画は資料 P13 に掲載しています。専

門部の部長さんと打ち合わせをしながら進めて

まいりますので、役員の皆様にも絶大なご協力を

お願いたします。けがのない 1 年で、過ごしたい

とおもいますので、よろしくお願いします。 
○役員の自己紹介 
 本年度は役員改選期ではありませんが、女性部

及び各班長さんが交代となりましたので、自己紹

介をお願いしたいと思います。 

 
○報告事項 
(1)総会実施の報告 
 平成 26 年 4 月 13 日(日)午前 10 時から定期総

会を実施しました。会員総数 274 人の内、出席者

83 人、委任状 119 人、合計 202 人で過半数に達

しました。昨年度から比べると少なくなっており

ますので、会員の皆様にお声かけをお願いしたい。 
 活動報告、会計報告、監査報告、及び今年度の

活動計画全てが承認されました。  
(2) 外部会議等の出席報告 

（会長、役員、各部長他） 
・4/ 7（月）北野小学校入学式     （会長） 
・4/ 8（火）北野中学校入学式     （会長） 
       春の交通安全街頭啓発 ビバホーム

清田羊ケ丘店前  
（明石生活安全部長、寿会多数参加） 

・4/13（日）平成 26 年度朝日ヶ丘町内会定期総

会 
・4/17（木）法人道民税減免申請手続 （会長） 
・4/18（金）清田区防火管理者協議会総会 

（箭内防火管理者）   
・4/19（土）寿会総会        （会長） 
・4/20（日）北野町連定期総会 

（会長、田村副会長・根本総務部長） 
・5/ 7（水）北野町連ホームページ原稿作成 

（会長）  
       北野地区青少年育成部合同会議 
            （菊地青少年育成部長） 
(3) その他 
 ・札幌清田区防火管理者協議会平成２６年度定

期総会の報告及び同協議会から優良事業所と

して当町内会が表彰され、楯を頂いた報告が箭

内防火管理者からありました。 
 ・当町内会館が築 26 年目となり（連町会館が

30 年で建替え）将来について話を進めたいと思

います。今のところ特に支障はありませんが鉄

骨土台の塗装を検討しております。 
 



○審議事項 
(1) 各部の年間計画について 
・総会で承認された「主な年間行事計画」を基

に別紙に 42 件記載しております。各事業は役

員各位が協力・連携しながら取り組んでいき

ましょう。 
(2) ５・６月（当面）の行事計画について 
・5/12（月）平成 26 年度朝日ヶ丘町内会 

第 1 回福祉推進委員会 
・5/16（金）あしりべつ郷土館運営委員会 

通常総会          （会長） 
・5/17（土）厚別川やまべ稚魚放流 
・5/19（月）北野地区町内会連合会第 1 回理事会 
                 （会長） 
・5/20（火）北野地区連町女性部月例会 
             （米山女性部長） 
・5/22（木）クリーン札幌衛生推進協議会総会 
             （中西厚生部長） 
・5/23（金）平成 26 年度札幌市民防災団体連合 
   会定期総会         （会長） 
・5/24（土） 吉田川河川岸草刈清掃  

吉田川河岸清掃例年 70～80 名で行ってお

ります。申込者は 5/24 日に吉田川 2 号橋に 9
時前に集合をお願いします。寿会の方々は町内

会館内外の清掃をしていただくことになって

います。     （会長・厚生部・総務部） 
・5/26（月）平成 26 年度北野地区社会福祉協議

会総会及び福祉のまち推進センター第 1回

運営委員会 
・6 月中旬 防災研修（白石区防災センター） 
            （会長・防災委員会） 
・7 月中旬 夏の交通安全街頭啓発 
               （生活安全部） 
・7 月下旬 夏休み子どもラジオ体操 
           （三役・青少年育成部） 
       夏の町内夜間パトロール 
          （役員会・ボランティア） 
(3) 役員の申合せ事項について 
・一年間の定例役員会日程について 
 原則として、2ｹ月に1回第2日曜日に開催する。 
 
(4) その他 
・予算の執行について、費用の請求は書面での手

続きかとの質問があり、口頭でも構わない旨を説

明した。（会長） 
 
 

 
町内運営の基本方針（役員の願い） 

 
・明るく笑顔がこぼれる朝日ヶ丘町内会にな

るよう役員各位の相互協力を密にしましょ

う！！ 
・子どもたち・高齢者にとって、また会員各 
位にとっても、安全・安心で清潔な町内そし 
て楽しい事業にするために一歩ずつ進めま 
しょう！！ 
 

 
 
＜ 自転車も歩行者優先.いいマナー ＞ 
 
・車道が原則（歩道は例外） 
・左側通行・並走禁止 
・夜間はライト点灯 
・信号、道路標識を守り 

「一時停止と安全確認」 
 
 表通り、大きい通りに出る時は必ず安全確認

をして交通事故に遭わないようにしましょう 
 

 
 

 オレオレ詐欺等特別詐欺の防止 
＜振り込む前に確認を！！＞ 

  
携帯電話の変更は元の番号で再確認！ 

 家族の「絆」で振り込め詐欺被害を防止！ 
 
 家族の安全安心「絆」シート 
 ・お子さん（お孫さん）のお名前は 
    （              ） 
 ・お子さん（お孫さん）の住所は 
    （              ） 
 ・お子さん（お孫さん）の携帯電話番号は 
    （              ） 
 ・お子さん（お孫さん）のお仕事は 
    （              ） 
 ・お子さん（お孫さん）の好きな食べ物は 
    （              ） 
 ・お子さん（お孫さん）の嫌いな食べ物は 
    （              ） 
 ・家族の防犯キーワード（合言葉）は 
    （              ） 
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平成 26 年度 第 2 回役員会 
○日時：平成 26 年 7 月 13 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 40 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 こんばんは、役員の皆さんにはお忙しいところ

ご出席いただきまして有難うございます。6 月の

札幌は、記録的な長雨が続いたり、猛暑があれば

寒い日にもなったりと、体調を健康的に維持する

のに大変気を使うことが多かったように思われ

ます。 
先週の台風 8 号は、北海道には大きな被害をも

たらさなくて良かったです。春先の長期予報では、

冷夏とのことでしたが、最近の予報では平年並み

になりました。 
これから、町内行事が続きますので、体調には

十分気をつけていただき、皆さんのご協力をいた

だきながら進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
 
○報告事項 
（１）吉田川河川（公園）清掃の実施について 
 5/24（土）9：00～豊平区・清田区 5 町内会 
で開催。当町内会 2 家族含め 62 名参加。寿会 
は会館内外の清掃に協力いただいた。（会長） 
（２）きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第１回）につ

いて 
 6/10（火）10～12 時、年 3 回の第 1 回目、 
 清田介護センター長の「これからの住まいに 
ついて」の講演があった。39 名参加。（会長） 
（３）七夕祭りについて 
 7/6（日）子ども 32 名、保護者 7 名、1 時間 
半程度で提供協力世帯 29 戸を回りました。ご

協力ありがとうございました。昨年から始めま

したが、子ども達も喜んでおり、来年も引き続

き行いたい。   （菊地青少年育成部長） 
 

 
（４）防災研修（千歳市防災学習交流センター）

について 
  6/26（木）6 名参加。「防災シュート」の体 

験研修、たこ足配線の講習を受けました。

秋は、防犯研修を企画したい。   （会長） 
（５）外部会議等の出席報告 
 5/30（金）平成 26 年度北野地区「地区懇談

会」             （会長） 
 5/31（土）北野小学校 40 周年記念大運動会 
      （会長、田村副会長、寿会多数） 
 6/ 8（日）●齊藤チヱ様（2 班）ご逝去 
 6/16（月）町内会における個人情報の取り扱 

いについての講演会（石川弁護士） 
    （会長、田村副会長、根本総務部長） 

6/18（水）第 1 回北野小学校スクールゾーン

実行委員会     （会長、坂野さん） 
グランド横の通路の花壇をつくり、「あい

さつロード」と銘々 
6/20（金）第 2 回福祉のまち推進センター運

営委員会           （会長） 
6/24（火）札幌市清田区防火管理者協議会 
 実務研修会     （箭内防火管理者） 
6/26（木）平成 26 年度清田区地域防犯ネッ

トワーク会議講演会（会長、根本総務部長） 
⑴ 子どもを守る3つの力～子ども、大人、

地域が持つ「安全の力」とは～ 
⑵ 高齢者を狙った犯罪の傾向と防犯術

（護身術の実演） 
 6/28（土）北野子どもみこし運営委員会 
    （9/12 子どもみこし実施） （会長） 
 7/ 6（日）アシリベツ歩け運動：2 名参加 
             （銭目体育部長） 

7/ 7（月）がん検診 
7/ 8（火）北野中学校区地域の子どもを育て

る協議会総会          （会長） 
 7/11（金）夏の交通安全運動街頭啓発（北海 
  道三菱自動車北野店駐車場） 
          （会長、寿会 18 名参加） 



 
（６）その他 
 １）予算の執行について 
 ・北野ふれあい夏まつり 花火協賛金負担 
  @100 円/1 世帯   27,400 円 
 ・あしりべつ郷土館運営費負担金 
  @50 円/1 世帯    13,700 円 
 ・連合会館建設寄付金 
  @1,000 円/1 世帯  274,000 円 
  6/30（月）地鎮祭を執り行う 
  工事終了 12/16（火）年末に引越し 
 ・町内街路灯改修工事 7/1 業者に発注 
  2 か所（2 班佐々木宅前、7 班高橋宅前） 
  工事代金 143,000 円、市補助金 52,000 円 
 ・町内会館ストーブ 1 台整備中  22,000 円 
 ・町内会館 消火設備点検、消火器 3 本取り

替え（6/11）         30,500 円 
2）町内会における個人情報 Q&A 
・各会員に配布（6/16 講演会資料）予定 

 3）清田区寺子屋ボランティア出前講座 
 ・申込先 清田区地域振興課地域活動担当係 
 4）「子ども 110 番の家」協力者調査実施 
 ・現在 21 軒継続協力、今後新たな協力者を

募集しますし、お願いもしたい。連合町内会

で要領及び新たなプレートを作成します。 
 
○審議事項 
（１）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
  7/27（日）～8/31（日）の期間、役員及び

ボランティアの方々2 名 1 組で実施。（会長） 
（２）女性部主催の見学会等について 
  9/27（土）由仁の湯でぶどう狩りを行いま

す。7 年ぶりにバスを借りて行います。 
              （米山女性部長） 
（３）夏休み中のラジオ体操について 
  7/26（土）～8/9（土）の 2 週間実施。 
毎朝 6：30 から吉田川公園、朝日ヶ丘公園の

2 か所で行います。役員特に男性の協力をお

願いします。   （菊地青少年育成部長） 
（４）区民夏まつり、北野ふれあい夏まつり協 

力について          
  専門部長等個別に協力要請がありますの 

でよろしくご対応願います。 
（５）当町内会の夏まつりについて 

8/24（日）実施。後日回覧します。 
前売券の回覧、配布、集金を各班長さん

にお願いします。8/10 までに前売状況を報

告願います     （山木厚生部副部長） 

 
（６）班懇親会の開始について 
   例年 9 月くらいから開始しております。町

内会からの補助は＠500 円/世帯です。親睦を

図ってください。 
（７）その他 
 １）災害時助合い活動について 
  平成 22 年に札幌市から北野地区がモデル

地区に指定されて、要援護者・支援者の組み

合わせをつくりました。町連からも図時整理

するように要請があります。 
  今後は、災害時だけではなく緊急連絡等

様々な事項に対応するために、各会員の家族

構成等の調査を実施したい。その時、保存・

運用・方法等には、個人情報について十分に

気を付けることは、言うまでもありません。 
 （名簿利用：保管は会長が厳重に保管する） 
 ・75 歳以上の方への敬老祝品贈呈 
 ・一人暮らしの方の把握 
 ・災害時の対応（要援護・支援の組み合わせ） 
 ・子どもの行事対応 
 ・緊急時への連絡対応  など 
 ２）ごみステーションのサークル等の買い替 
 えについて 
 ごみが有料になる時は、町内会費で各ステ

ーションの整備をしましたが、スタートして

5 年になり、今後はサークルの買い替えは各

会員で負担をお願いいたしたい。町内会予算

は 3 万円と少なく、網やホーキ、ちりよりな

どの小物で対応します。市の補助金申請は町

内会で対応します。 
 ３）要望・連絡等 
 ・ガン検診の回覧について 
  現在、ガン検診の回覧は女性部のルートで

行っているが、色々な検診が含まれており今

後、全世帯に回覧することにしたい。  
（米山女性部長） 

 ・夏休みラジオ体操について 
  7/26（土）からの夏休みラジオ体操のお手

伝いについて、時間帯が朝食準備のこともあ

り、男性役員のお手伝いをお願いしたい。 
          （菊地青少年育成部長） 
 ・連町の体育行事について 
  今年度は、ソフトボール及びボーリング大

会は例年どおり開催しますが、予算の関係上

パークゴルフ大会は中止となりました。 
             （銭目体育部長） 
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平成 26 年度 第 3 回役員会 
○日時：平成 26 年 9 月 14 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 00 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。朝夕すっかり涼しくなっ

てきました。油断して風邪をひかないように気を

つけてください。「北野ふれあい夏まつり」は、

今年も雨が降りましたが、なんとか花火も上げる

ことができました。お手伝いの専門部の役員の方、

ご苦労様でした。 
当町内会の夏祭りは、好天に恵まれました。役

員皆様のご協力で無事盛大に開催できました。大

変感謝申し上げます。例年より早めに準備をして

いただき、とうきびや焼鳥は火を扱い大変でした

が、時間内に終了できました。 
先週 11 日から 12 日にかけて、道内各地に大雨

特別警報が発令され、大きな被害をもたらしまし

た。北野まちづくりセンター伊藤所長さんから清

田区に避難勧告が出て、北野小学校に避難所がで

きたことの連絡が朝方ありました。そして亀松防

災委員長から町内を巡回していただき異常がな

い旨の連絡がありました。また町連からも、がけ

崩れの心配の電話がありました。北野小学校には

他の町内会の 2 家族が避難していました。幸い北

野地区には被害がなくて良かったと思います。 
今後は、大雨が続き、被害が予想される場合、

役員組織連絡系統で、情報を流すようにしたいと

思います。今後とも、皆様のご協力をいただきな

がら、事業をすすめていきますので、よろしくお

願いいたします。 
 
○報告事項 
（１）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
  7/27（日）～8/31（日）の期間、役員及び

ボランティアの方々2 名 1 組で約 30 分程度

パトロールを実施しました。（会長） 

 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
  7/26（土）～8/9（土）の 2 週間実施。3 日 
 間雨で中止しました。全員 5日以上の参加で、 
 参加賞をお渡しいたしました。会長をはじめ 
 役員のご協力ありがとうございました。今後 
 とも、よろしくお願いたします。 

   （菊地青少年育成部長） 
（３）当町内会の夏まつりについて 

8/24（日）実施しました。収支決算につ

きましては、別紙のとおり報告いたします。 
  昨年より約 3 万円安く済みました。 

         （山木厚生部副部長） 
フリーマーケットの収入は 10,602 円に

なり、今後、有効に活用いたします。 
（菊地青少年育成部長） 

（４）北野くらぶ in 朝日ヶ丘（第 2 回）につ

いて 
   8/5（火）４２名の参加で実施。「楽しく

歩いて転倒防止」のご講演がありました。 
                  （会長） 
（５）外部会議等の出席報告 
 7/30（水）●井鳥 拓男 様（4 班）ご逝去 
 8/20（水）寿会、会館周辺草刈 

8/22（金）北野町内会連合会理事会 
北野ふれあい夏まつり反省会  （会長） 

8/23（土）北野こどもみこし打ち合わせ 
       （会長、菊地青少年育成部長） 
8/24（日）●仲野 邦雄 様（5 班）ご逝去 
8/28（木）清田区防災訓練 

（会長、林（進）、箭内、瀬川、高崎各氏） 
9/10（水）第 2 回福祉推進委員会 

（敬老祝品の贈呈、懇親会の打ち合わせ）           

（会長、福祉推進委員） 
9/12（金）北野こどもみこし 
      （小学生 16 名、大人 6 名参加） 

（６）その他 
  なし 
 



 
 
○審議事項 
（１） 敬老祝品の贈呈について 
  対象者 120 名、福祉委員会より 75 歳以上

の方にご長寿を記念し商品券を贈呈いたし

ます。             （会長） 
（２） 各班の懇親会について（各班から） 
    1～4 班合同  10/18（土） 18：00～ 
  5 班      10/19（日） 18：00～ 
  6 班      10/ 4（土）  18：00～ 
  7 班       9/21（日） 18：00～ 
  8 班      10/25（日） 18：30～ 
  9 班      未定 
（３） 秋の交通安全運動について    
  9/26（金）14：30～北野まちづくりセンタ

ー前で街頭啓発を行います    （会長） 
（４） 秋の火災予防運動について 
  期間中「火の用心」の旗を掲げます（会長） 
（５） 福祉懇親会（ひとり暮らしの方）につ

いて 
  9/28（日）70 歳以上の一人暮らしの方を対 
象に食事をしながら懇談いたします。（会長） 

（６） ハローウィンの集いについて 
  10/26（日）10～12 を予定しております。 
  町内会館から町内の協力者（班長及びボラ

ンティア）宅を回る予定です。 
          （佐藤青少年育成副部長） 
（７） 平成２６年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方は、関係機 
関までお申し込みください。 
また、清田区からボランティアの募集も来

ております。          （会長） 
（８） 次年度班長について 
  各班の懇親会などを通じてお願いしてい

ただきたいと思います。     （会長） 
（９） 今年度第２回資源回収（10 月 19 日 9

時）について 
  各家庭の前の道路沿いに出してください。 
                （会長） 

（10） その他 
 ・北野連合会館は、12/16 竣工、年内移動、 

1 月以降業務を開始する予定です。（会長） 
・11 月にボウリング大会を予定しております。  
           （銭目体育部部長） 

 
 
 

 
 
 
 

 

＜交通事故にあわないために＞ 

（高齢者の交通安全 7 ｹ条） 

 
・歩行者・自転車利用者 
 
① 外出は明るいうちにしましょう。 

 
② 信号機のある横断歩道を渡りましょう。 
 
③ 青信号でも、右折。左折の車に注意しまし

ょう。 
 

④ 外出の時は、明るい服装で夜光反射材をつ

けましょう。 
 
・運転者 
 
⑤ 交差点では、左右の安全を確認しましょう。 

 
⑥ 一時停止場所は、必ず止まって安全を確認

しましょう。 
 
⑦ 車だけでなく、歩行者や自転車にも注意し

ましょう。 
 
（財）北海道交通安全協会 
（社）北海道安全運転管理者協会 
北海道安全運転管理者事業主会・北海道警察 
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平成 26 年度 第 4 回役員会 
○日時：平成 26 年 11 月 9 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 00 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。すっかり寒くなりました。

先年より寒く感じます。風邪が流行しているとの

こと、秋風邪は長引くそうですので、十分気をつ

けてください。 
 今年も残すところ 50 日になり、何かとせわし

くなってきますが、事故に気をつけながら行事を

進めていきたいと思います。本日は、多くの議題

がありますので、スムーズに進めて、かつ建設的

なご意見もお願いします。 
 
○報告事項 

 

(1) 敬老祝品の贈呈について 

    敬老の日前後に 75 歳以上 121 名の方に

商品券を贈呈いたしました。  （会長） 

  

 (2) 各班の懇親会について（各班長） 

    1,2,3,4 班 10/18（土） 46人参加 

    5班    10/19（日） 25人参加 

    6班        10/ 4（土） 25人参加 

    7班     9/21（日） 20人参加 

    8班    10/25（土） 28人参加 

    9班    未定  

  

 (3) 秋の交通安全運動について 

    9/26（金）旧北野まちづくりセンター前

にて実施。（寿会 18 名、女性部 2 名参加） 

 

 (4) 秋の火災予防運動について 

    町内の消火栓に「火災予防」旗をたてま

した。町内回覧に火災予防のチラシをまわ

しました。     （亀松防災委員長） 

 

 (5) 福祉懇親会（70歳以上ひとり暮らしの方）

について           （会長） 

    9/28（日）実施。11 名（26 名中）の方

の参加で昼食会等楽しく過ごしました。 

 

（6） ハローウｲンの集いについて 

    10/26（日）実施。子ども 31名の参加で

協力軒数９軒を 3班に分かれてお菓子をい

ただきました。最後皆でおしるこをいただ

きました。子どもたちも楽しかったといっ

ています。ご協力ありがとうございました。 

           （菊地青少年育成部長） 

 

(7)  平成２６年度福祉除雪について 

    今年度、当町内会では 8軒の申込みがあ

った。（70 歳以上ひとり暮らしの方）ボラ

ンティアの方も決定してお願いしました。

今後、希望者が増えると思うので、若い方

の除雪ボランティアをお願したい。（会長） 

 

(8)  次年度班長さんについて   （各班長） 

    1班 末松さん 2班 村山さん 

    3班 井上さん 4班 東 さん 

 5班 森谷さん 6班 山崎さん 

 7班 高橋（修）さん 8班 郡司さん 

 9班 有住さん 

 

(9)  今年度第２回資源回収（10 月 19 日 9 時）

について 

    2 ﾄﾝ車いっぱい回収されました。来年度

も実施したい。寿会の資源回収日と重なっ

たため、10時から実施しました。 （会長） 

 

(10) きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第 3 回）につ

いて 

   10/20(月)37名の参加で実施。会長が講師

となり、手打ちそばを作り、新そばをおい

しくいただきました。介護センター長から



栄養についてのお話もあり、楽しく過ごし

ました。           （会長） 

 

(11) 女性部主催の見学会について 

   9/27（土）23 名の参加でユンニの湯「ぶ

どう狩り」を実施しました。 

（佐藤女性部副部長） 

 

(12）その他 

  ・外部会議等 
    9/26（金）北野児童会館「収穫祭」 
    （石岡さん出席、青少年育成部助成） 
   10/ 1（水）北野小学校開校 40 周年記念

祝典・祝う会         （会長他） 
   10/ 8（金）北野小学校「北野のカレー」

交流給食          （会長他） 
   10/15（水）豊平警察署「体験実践型防

犯教室」講演    （箭内防火管理者） 
   10/20（月）第 3 回北野町内会連合会理

事会             （会長） 
   10/20（月）防災安全研修会「災害時の

こころのケア」講演 
（亀松防災委員長、箭内防火管理者） 

   11/ 8（土）札幌市民防災団体連合会「防

災講習会」災害に備えて    （会長） 
・「こども 110 番の家」協力者：34 世帯 

   後日子どもさんのいる家に、協力者の家

の周知をしたいので、協力者の地図をお渡

しいたします。子どもさんのいる家の方を

詳しくわからないので、お知らせいただく

ようにしたい。        （会長） 
  ・今年度のパートナーシップ排雪について 
   作業車の軽油代、労務費の値上がりで、

排雪代が 3 万円/km 高くなります。当町内

会は約 3km の排雪距離です。その内、市

道は 40％町内は 60％の負担になり、約 5
万 4 千円の負担増です。今年度は繰越金で

まかなえますが、次年度以降値上げを検討

していきたい。        （会長） 
  ・連合会館落成式について   （会長） 
   12/16：竣工予定 12/25：検査完了 
   12-26：引越し 
   平成 27 年 1 月 25 日（日） 
   10：00 内覧会、11：00 落成式 
 ・一円玉募金運動について 
   10/9 から募金を開始し、約 9 千円を関係

機関に寄贈しました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

一部ご質問がありましたが、この募金は一

円玉以外でも募金できますのでお願いしま

す。                 （米山女性部長） 
 
○審議事項 
  (1) 防災研修について 

    研修の募集をしてもあまりいないため、

2～3 月に救急訓練を含めて防災のお話を

企画したい。         （会長） 

 

  (2) 冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

    11/11(火)西友清田店前 14時から行いま

すので寿会、女性部のご協力をお願いしま

す。              （会長） 

 

 (3) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

    11/28（金）から 12/27(土)の期間パトロ

ールを実施します。役員・ボランティアの

皆さんのご協力をお願いします。2 名 1 組

の名簿は後程配布いたします。 

             （亀松防災委員長） 

  

(4) 子どもクリスマス会について 

    12/14（日）11 時から開催します。たく

さんの子ども達、参加してください。 

（菊地青少年育成部長） 

 

(5) 年末子ども防火防犯パトロールについて 

   12/14(日)子どもクリスマス会終了後、

14時 30 分から町内をパトロールします。 

（菊地青少年育成部長） 

 

(6) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   平成 27年 1月 11日(日)10時から開催し

ます。娯楽大会については、景品の予定

もあるため、募集案内を 12月中旬に行い

12/20に回収したいと思います。 （会長） 

 

 (7) 平成 27・28年度朝日ヶ丘町内会役員選考

委員会発足について 

    11/30（日）に役員選考委員会を発足さ

せるため、現班長を中心に各班 2名の委員

をお願いします。班長以外の方は町内会を

よくご存じの方などにお願いしていただ

きたいと思います。なお、進捗状況を会長

までご連絡願います。 

 

（8） その他        なし 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ８３   号 
平成 27 年 1 月 31 日 
編集 ： 総務部 

平成 26 年度 第 5 回役員会 
 
○日時：平成 27 年 1 月 18 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 15 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。11 日の新年交礼会では、

厚生部・総務部を中心に役員各位にご協力いただ

き、無事終了できました。感謝を申し上げます。 
 今年度も残すところ、3 ｹ月を切ってまいりまし

た。役員の皆様には、風邪など引かないよう気を

つけていただき、今後もご協力をよろしくお願い

たします。 
 本日は、2,3 月にかけての審議ですので、建設

的なご意見をお願します。 
○報告事項 
(1) 冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

 11/11(火)今年４回目を西友清田店前で行いま

した。参加者は会長、明石生活安全部長、寿会、

女性部の方々です。         （会長） 

(2) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

 11/28（金）～12/27（土）の期間パトロールを

実施しました。特に何事もありませんでしたが、

足元が悪く早く切り上げた日もありました。 

             （亀松防災委員長） 

(3) 子どもクリスマス会について及び(4)年末

子ども防火・防犯パトロールについて 

 12/14(日)実施。大人 30 名子ども 12名の参加 

で行いました。クリスマス会終了後、元気に町内 

をパトロールしました。 （菊地青少年育成部長） 

(5) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

 1/11（日）来賓を含め 62名の参加で行いまし 

た。収支決算報告がありました。 

            （山木厚生部副部長） 

(6) 平成 27・28 年度朝日ヶ丘町内会役員選考委

員会発足について 

 11/30（日）19 時から発足式を行い、各班班長 

及び各班の推薦者の互選で、委員長は野崎さん、 

副委員長は西川さん、森山さんに決定しました。 

会長はオブザーバーとして出席しました。今後、 

4月の定期総会において経過を含め報告していた 

だきます。              （会長） 

(7） 外部会議等の出席報告（会長・役員・各専門

部等） 

 11/14（金）平成 26年度北野・平岡地区合同除 

雪連絡協議会（第 1 回）       （会長） 

 11/17（月）●亀松 コウ様（6班）ご逝去 

 11/20（木）北野地区社会福祉協議会理事研修会 

     （会長、（社）ノテ福祉会・北海道鶏卵） 

 11/26（水）●先野 安雄様（7班）ご逝去 

 11/28（金）北野中学校区地域子どもを育てる協 

議会講演会（子どもたちがネットトラブルに巻き 

込まれないために）         （会長） 

 12/ 3（水）●谷口 雅廣様（1班）ご逝去 

 12/11（木）街路灯電灯料金等補助金交付申請書 

申込み                （会長） 

（期間：H25/10～H26/10 86,605 円×3/5 以内） 

 12/12（金）平成 26年度第 2回北野小学校スク 

ールゾーン実行委員会   （会長、坂野さん） 

 12/19（金）北野町内会連合会理事会  （会長） 

 12/24（水）除雪センターへの対応依頼及びパー 

トナーシップ排雪申請申込み（金額：838,706 円 

昨年比 41,603 円増）（会長、明石生活安全部長） 

 1 / 5（月）北野町内会連合会新年交礼会 

（会長、根本総務部長、高崎会館運営委員長、 

箭内防火管理者） 

 1 / 6（火）町内資源回収（4.10月）実施に伴

う奨励金申請申込み（札幌市から 6,300 円交付） 

 1 / 7 （水）清田区新年交礼会    （会長） 

 1 /17（土）寿会新年交礼会     （会長） 

(8） その他 

 机 6本及びパイプ椅子 18脚を購入し、今年の 

新年交礼会は、全て椅子席としました。（会長） 

 



○審議事項 
(1) ２．３月の町内会費の徴収について 

 各班長さんへのご依頼です。町内会費の毎月払

いの 3 月分を前倒し徴収し、3 月上旬までにお願

いしたい。決算の関係上協力願います。 （会長） 

(2) 除排雪の実施について 

 2月の第 2～3週に実施予定。昨年は 3日の予定

が 5日になりました（道路の確保で）、今年は西北

野町内会を先に行ってもらうようお願いしたい。

経費は、12月初旬契約したので、値段は下がって

いません。詳しい日程は、会長から注意事項を含

めチラシを回します。         （会長） 

(3) ４月の平成２７年度町内会総会について 

 平成 27年 4月 19日（日）に定期総会を行いま

す。翌週が北野町内会連合会の定期総会です。 

(4) その他 

 女性部の行事・活動・資料の回覧について、 

米山女性部長からお話があり、意見交換を行いま

した。今後も継続審議とします。 

 
＜新年交礼会：会長あいさつ＞ 

             平成 27年 1月 11日 
 皆様、あけましておめでとうございます。お元

気で、年を越されたことを お喜び申し上げます。 
 本日は、ご来賓の皆様には、お忙しいところご

臨席いただきまして誠に有難うございます。 
 さて、簡単に昨年を振り返ってみますと、 
・北野連合会館お建物が完成しました。当町内会

からも、皆様のご協力で、負担金を拠出いたしま

した。また、建設期成会の委員長として、笹出先

生、当町内会相談役で町連副会長として林さんに、

ご尽力いただきました。誠にご苦労様でした。年

前に、建設費の負担金を札幌市に納入したことが

町連から報告がありました。1 月 14～15 日に連

合会館の内覧会実施、25 日に落成式が予定されて

おります。 
・札幌市が、2 回目の冬期オリンピックに立候補

いたしました。建設費等はかかりますが、明るい

話題となっております。 
・9 月の集中豪雨は、札幌でも警報が出ました。

当町内は被害は少なかったが、広島市には甚大な

被害が出ております。当町内会は坂が多く、崖も

あり、町連から注意の連絡をいただき、北野小学

校に避難所が開設され、厚別川付近の方が避難さ

れました。 
・年末 12 月に衆議院選挙が行われご来賓の高木

先生が 2 期目の当選をされました。今年 4 月 12
日に統一地方選挙が行われます。 

 今年の行方といたしましては、 
・私達の生活は、世界と密接につながっており、

あらためて認識したい。為替問題 円安、輸出は

いいが、輸入物価が上がる。外国からは、買い物

客が増える。原油安 ガソリン・灯油の値段が下

がり我々の生活は良いが、ロシア・ブラジル経済

には打撃になっております。 
・「つながり」ということでは、 
 札幌市の人口が今年から減少するとのお話が

上田市長（清田区新年交礼会 年頭あいさつ）か

らありました。少子高齢化が一段と進みます。こ

れからも、孤立しないで、隣・近所のよしみを通

じて、益々地域の中でつながることが大事になっ

てきます。 
 幸いに、当町内会は若い方が引っ越してこられ、

子どもが増えています。子どもも高齢者も、安全・

安心で暮らせるようにするのが、町内会活動の役

目の一つです。 
 今年も、皆様のご協力を得ながら進めて行きま

すので、よろしくお願いいたします。 
 簡単・措辞ですが 新年のあいさつとします。 

  このキーワードが出たら 

    「詐欺！」に注意 
オレオレ詐欺 
 息子や娘を装い、電話で示談金等の支払い名

目で「電話番号が変わった、お金を用意して」

と言われたら「詐欺！」です。 
還付金等詐欺 
 医療費の還付金の名目で「ＡＴＭから携帯で

連絡して」と言われたら「詐欺！」です。 
架空請求詐欺 
 偽の裁判通知書や架空の利用請求書を送り

付け、「ゆうパック、レターパック、宅配便で現

金を送金させる」のは「詐欺！」です。 
ギャンブル必勝法詐欺 
 「パチンコ必勝法」や「ロト６の当選番号情

報」などを教えると言われたら「詐欺！」です。 
投資詐欺 
 「必ず儲かる」、「高値で買い取る」、「名義を

借りるだけ」などと言って、未公開株や社債、

ファンドなどの金融商品や権利の購入を勧誘

するのは「詐欺！」です。 
 
うまい話しやおかしい？と思ったら要注意！ 
 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ８4   号 
平成 27 年 3 月 31 日 
編集 ： 総務部 

平成 26 年度 第 6 回役員会 
 
○日時：平成 27 年 3 月 8 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 15 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。パートナーシップ排雪

も無事終了し、アスファルトが出てすっかり春ら

しくなってきました。でも、まだまだ寒さも油断

なりません。風邪などひかないように皆様気をつ

けていただきたいと思います。 
 本日は、今年度最後の役員会です。皆様にはこ

の１年間のご協力に心から申し上げます。本日の

会議は平成２７年度定期総会に向けての審議を

お願いいたします。会議後は、若干の飲み物を用

意しておりますので、反省懇親会を行いたいと思

っております。監事の方にもご案内しております

ので、皆様の参加をお願いします。 
 
○報告事項 
 

(1)女性部新年交礼会について 

  1/31（土）18：30 から 30 名の参加で実施い

たしました。「億万長者じゃんけん大会」「カラ

オケ大会」「防災用新聞紙スリッパ作り」など楽

しく盛り上がりました。   (米山女性部長) 

 

(2)町内の排雪終了について 

  排雪期間が早まって 2/13（金）から 17（火）

の午前中で無事終了しました。その後雪も降ら

ないので良い時期だったと思います。今回は西

北野町内会側から行ったことからトラックの

場所の確保ができて、排雪がスムーズに行われ

ました。        (明石生活安全部長) 

 

(3)次年度班長予定者について（再確認） 

1班 末松さん    2班 村山さん 

  3班 井上さん    4班 東 さん 

5班 森谷さん    6班 山崎さん 

7班 高橋（修）さん 8班 郡司さん 

9班 有住さん 

      （変更の無いないことを確認） 

 

(4)外部会議等の出席報告（会長・役員専門部等） 

  1/25（日）連合会館落成式    （会長） 

  1/31（土）女性部新年交礼会 

            （会長、田村副会長） 

  2/17（火）北野連合町内会女性部会議 

              （米山女性部長） 

  2/18（水）「防災研究会」 

    （会長、高崎、箭内、西川、宇佐美 各氏） 

   2/18（水）第 5回北野町内会連合会理事会 

                  （会長） 

  2/27（金）「防犯」対策講演会 

    オレオレ詐欺等（豊平警察署安全課係長） 

    （会長、明石生活安全部長他 34名参加）  

  2/28（土）平成 27年度北野町内会連合会選考

委員会           （会長） 

  3/ 7（土）女性部引継ぎ会議 

            （米山女性部長 他） 

 

(5)その他 

  なし 

 

○ 審議事項 

 

（1）平成 27年度総会準備と役割分担（案）につ

いて 

1）総会日時 

平成 27年 4月 19日（日）午前 10時から 

2）場所 

朝日ヶ丘町内会館 



3）総会の準備日程 

①会計監査 

・平成 26年度一般会計・特別会計収支決算 

締切  3/30（日） 

 ・平成 26年度一般会計・特別会計収支決算 

監査  4/4（土） 

 ②総会資料の作成と役割分担 

・専門部の主な年間活動 

    3月末までに取りまとめ  （各専門部） 

  ・平成 26年度事業実施・平成 27 年度事業計

画（案） 4/8（水）まで   （会長・総務） 

・平成 26年度会計決算・平成 27 年度会計予

算（案） 4/8（水）まで  （会長・会計）  

・表紙・総会次第・目次 4/8（水）まで 

（会長・総務） 

 ・会員名・所在地案内図 4/8（水）まで 

           （会長、総務、各班長） 

  ・総会資料印刷作業 

4/10（金） （会長・総務・会計） 

・総会案内状・委任状配布 4/1（月） 

（総務･班長） 

・委任状集約 4/1～19（日） （広報･班長） 

・顧問・来賓への案内状 4/1（月） （会長） 

 *総会資料綴込み作業  

4/11（土）15時 町内会館（役員全員） 

  *総会資料会員へ配布 4/15（木）まで（班長）      

4）総会当日の役割分担 

 ①会場設営・打ち合わせ 4月 19日（日） 

  午前 9時          （役員全員） 

 ②受付・出席数と委任状の集約 

             （広報・新旧班長） 

 ③総会開会宣言        （副会長） 

 ④総合司会・総会記録（写真） （総 務） 

 ⑤会長 挨拶         （会 長） 

 ⑥総会成立宣言        （広 報） 

 ⑦議長 選 出        （   ） 

 ⑧議事録署名人選出    （  ・  ） 

 ⑨事業報告・事業計画案説明  （会 長） 

 ⑩会計決算報告・会計予算案説明（会 計） 

  ⑪役員改選（含選考経過説明）（選考委員長） 

  ⑫新旧役員挨拶の進行     （総 務） 

  ⑬総会閉会宣言        （副会長） 

 

 

 

 

 

 

(2)その他 

  ・町内会館使用料金の値上げについて 

   会館建築以来使用料金を据え置いていま

すが、電気料金等の光熱水費の値上げにより

2 割程度引き上げしたい。総会の議題として

提案いたします。        （会長） 

  ・会則・細則を役員の皆様に配布していない

ようですので、後日配布いたします（会長） 

  ・パートナーシップ除排雪料金は、契約通り

に金額を支払いました。（減額なし）（会長） 

  ・会館駐車場の借料を地主へ支払いいたしま

した。（3 万円）         （会長） 

 

自転車も歩行者優先  

いいマナー ！！ 
 雪が融けてすっかり春らしくなりました今

日この頃、自転車の季節になってきましたが、

以下のマナーを守って安全に乗ってください。 
 
◎自転車のマナー ～自転車も車と同じ～ 
（その 1） 
 自転車は車道が原則（歩道は例外） 
（その 2） 
 車道は左側通行、並走禁止 
（その 3） 
 自転車も車も一緒で飲酒運転は禁止です 
（その 4） 
 夜間はライト点灯 
（その 5） 
 信号、道路標識を守り、 

「一時停止と安全確認」 
（いきなり表通りに出ないで、 

安全確認しましょう） 
（その 6） 
 お子さんはヘルメットを着用しましょう 
 
＊２つ以上の鍵を付けて確実に施錠し、盗難

に気を付けましょう。 
 万が一の事故対策として、傷害保険に入っ

ていると安心です。 
 

 

 


