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平成２7 年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
 
○日時：平成 27 年 4 月 19 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 7 名の会員

等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、お忙しい中を ご出席いただきまして

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２6 年度の事業実施、収支決算および平成

２7 年度の事業実施案と予算案並びに役員改選、

会館使用料の改正についてご確認と、ご承認をお

願いすることでございます。 
 審議に入ります前に、お話があります。 
 資料Ｐ7 で、平成 26 年度一般会計で、収支が赤

字になり、そのまま表示しております。本来であ

れば他の会計から資金を融通して、収支ゼロにな

るように表示するのでしょう。監査の際にも、そ

のようなご指摘も受けておりましたが、当町内会

の各会計のお金は、郵便局と信金に一緒になって

おりますので、資金ショート（足りなくなる）心

配がなかったことと、平成 27 年度には、収支を

賄うことができますので、わかりやすく、そのま

まで表示いたしました。 
 ぜひ、ご了承をいただきたいと思います。 
赤字が続くようであれば、会計間のやり取りを表

示した方が良いと思います。以上です 
 これから総務部長の進行ですすめてまいりま

す。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 
 宮村もと子札幌市議会議員 
北村光一郎札幌市議会議員 

 （メッセージ披露）梶谷大志北海道議会議員 
○総会成立報告（小西広報部長） 
 本日出席者 67 名、委任状 123 名、合計 190 名

となり、会則第 20 条に基づき町内会会員数（271
名）の過半数を超えましたので、本日の総会が成

立したことを報告いたします。 
○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）米山幸恵さん（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２6 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 
○平成２6 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 7～9 ページに基づき説明 
○会計監査報告（近藤監事） 
  総会資料 10 ページに基づき監査報告 
 
＊以上の事業報告及び予算報告及び監査報告に

ついて、拍手を持って承認された。 
 



○平成 27 年度事業計画（案）（尾上会長） 
（総会資料 11～12 ページに基づき説明） 
・基本的な考え方は、資料のとおりです。 
・新年度事業について 
 昨年度とほぼ同様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 
  5）家族構成等の調査 

○会館運営に関する事項（尾上会長） 
町内会館の将来の改築についての説明 

 （基礎鉄骨の塗装、ホールカーペットの張り替

えなど） 
○平成 27 年度一般会計・特別会計予算（案） 
            （楠会計部長） 
（総会資料 13～16 ページに基づき説明） 
 
＊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。 
 
○町内会館利用料金の改定について（会長） 
 灯油は随分落ち着きましたが、電気料の値上

げにより、1 階ホール・地階洋室だけ各時間帯料

金を一律 100 円（約 20%）の値上げをしたい。 
 
＊提案について、拍手を持って承認された。 
○役員改選（野崎選考委員長経過説明） 
 新役員候補推せん提案（敬称略） 
  会    長 尾上 潤吉（留：5 班） 

副 会 長  田村 克美（留：7 班） 
副 会 長  今城 則明（留：2 班） 
副 会 長  都澤 欽一（留：3 班） 
総務部長  根本 輝利（留：8 班） 
同副部長  岡本 隆明（留：6 班） 
会計部長  野崎 栄一（新：5 班） 
同副部長  坂野 麻里（留：1 班） 
同副部長  徳山 大輔（新：4 班） 
監    事 近藤 正躬（留：6 班） 
監  事 清水  剛（留：8 班） 

  
＊提案について、拍手を持って承認された。 
○議長解任挨拶 
○平成 27 年度新旧女性部・班長・役員挨拶 
○連絡事項 

総会終了後新旧班長の業務引継ぎを行いま 
す。 
○閉会のことば（都澤副会長） 
 
 

  
 

 このキーワードが出たら 

    「詐欺！」に注意 

 

オレオレ詐欺 
 息子や孫を装い、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。 
（息子・孫に必ず電話で確認してください！） 
 
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。 
 
更に注意 
 
※現金の送付 
 宅急便は取り扱っておりません 
 郵便局は、現金書留郵便のみの扱いです 
  
うまい話し？や、おかしい？と思ったら要注意！ 
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平成 27 年度 第１回役員会 
○日時：平成 27 年 5 月 10 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思います。 
 今年度は役員の改選がありまして、4 月 19 日の

総会で、選考委員会の推薦通りに承認され、私が

今後２年間引き続き会長をお引き受けいたしま

した。また、同じく副会長、総務部長・副部長、

会計部長・副部長、監事の方々も総会で承認され

て、２年間役員を引き受けていただきました。 
 専門部の役員の皆様には引き続きお願いした

方、ご無理をお願いして引き受けていただいた方

など、誠に感謝申し上げます。 
 女性部及び班長さんは１年間、その他の役員さ

んは２年間の任期であります。 
 町内会としての基本方針は、総会資料の事業実

施計画に載せております。それに基づき、安全・

安心で、少しでもつながりがあって、憩える生活

の一助になれるように、微力を尽くしたいと思い

ます。 
 昨年度は、連合町内会の寄附金と、除排雪の経

費が、会計上大きな負担となりました。今年は平

常年に戻りますので、各会員の家族構成等の調査

などの結果を見ながら、少し落ち着いて、町内会

の行く末などを想像しなくてはならないのかと

思われます。これから、皆様のご協力を得ながら

事業をすすめてまいりますので、よろしくお願い

します。 
 
 
 

 
○役員の自己紹介 
 本年度は青少年育成部、女性部及び各班長さん

が交代となったので、自己紹介をお願いした。 
 
○報告事項 
 
(1)総会実施の報告 
 平成 27 年 4 月 19 日(日)午前 10 時から定期総

会を実施。会員総数 271 人の内、出席者 74 人、

委任状123人、合計197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。 
 また、議案の活動報告、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） 
・4/6 （月）北野小学校入学式    （会長他） 
     ●伊藤秀雄様ご逝去（4 班） 
・4/7 （火）北野中学校入学式    （会長他） 
・4/18 (土) 札幌市民防災団体連合会役員会 
                  （会長） 
      寿会総会         （会長） 
・4/19（日）朝日ヶ丘町内会定期総会 
・4/21（火）平成 26 年度住民組織助成金に対す

る収支決算書提出      
法人道民税減免申請手続き 
     （減免額 2 万円：会長） 
（市民固定資産税 85,400 円、都市

計画税 18,300 円：減免）  
・4/26（日）北野地区町内会連合会第 33 回総会 

（会長、今城、都澤副会長） 
 (3) その他 
  4/28（火）清田区防火管理者協議会総会 
 ・札幌清田区防火管理者協議会平成 27 年度定

期総会の報告 
 ・清田区の火災発生件数、出火原因の説明 
             （箭内防火管理者） 
 



○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 37 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（火）春の交通安全街頭啓発 
          （ビバホーム清田羊ケ丘） 
・5/15（金）北野地区町内会連合会第 1 回理事会 
                  （会長） 
・5/16（土）アシリベツ川ヤマメの稚魚放流 
         （午後 2 時北野ふれあい橋） 
・5/19（火）あしりべつ郷土館運営委員会 

通常総会         （会長） 
・5/23（土）吉田川公園河岸下草刈り清掃(9 時～) 
・5/25（火）社会福祉協議会総会 
・5/28（木） 連合会館運営委員会総会  
・6/19（金） 北野地区「地区懇談会」 
・6/21（日）厚別川河川草刈清掃 
・6/25（木）北野ふれあい夏まつり実行委員会 
・7/10（金）夏の交通安全街頭啓発 
            （北野 三菱自動車） 
(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。なお、行事等による変更もあり得る。 
・町内会費の徴収について 
  各班長さんには、１年間会費徴収のためご苦

労をおかけします。そこで、会員宅を訪問して

留守の時は、メモ(手紙)等をポストに入れて連

絡を取るなどして工夫してください。会計副部

長へは、よく月 5 日ぐらいまでに届けるように

してください。 
・班懇親会の決算報告について 
  会員一家庭に付、500 円の補助があります。

収支決算報告を行うようにしてください。 
 
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！！ 

（4）その他 
・朝日ヶ丘町内会総会における質問について 
 
 質問者：7 班 須田さん 
（質問）吉田川公園の桜並木の管理と若木の植栽

について 
（返答）豊平土木センター公園緑化係 
  （尾上会長が訪問し尋ねる） 
  ・古くて危ない木は伐採する。 
  ・現在の桜並木の場所は、湧き水や雨水が溜

まりやすい場所なので、今後、若木を植栽

する場所には適さない。 
  ・他の町内会からも桜並木の要望もあるが、

虫がつきやすいので、管理が難しい。今後、

場所も含めて検討して行きたい。 
 
 
 
 ※被害が拡大しておりますので、再掲します。 
 

   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！ 
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平成 27 年度 第 2 回役員会 
○日時：平成 27 年 7 月 12 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 30 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。今年の

6 月～7 月は天候が不順のようで、雨が少ないの

と、気温が上がらず、夕方以降は寒く感じられま

す。皆様も、体調には十分ご留意ください。 
これからは、町内行事が続きます。皆さんのご

協力を得ながら進めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 
 
○報告事項 
（１）吉田川河川（公園）清掃の実施について 
    5/23（土）9 時から 57 名の方々のご協力

で実施しました。寿会の皆さんには町内会館

内外の清掃をお願いしました。倒木は区土木

部に依頼しました。       （会長） 
（２）きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第１回）につ

いて 
   6/23（火）65 歳以上の方 37 名の参加で

実施。介護保険内容の説明と認定条件等の

学習会を行いました。     （会長） 
（３）七夕祭りについて 
      7/5（日）子ども 20 名、保護者 7 名の参

加で実施。2 グループで協力世帯 22 戸を回

り、お菓子をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 
          （佐藤青少年育成部長） 
（４）家庭ごみに関する出前講座について 
   7/7（火）札幌市出前講座（さっぽろクリ

ーンミーティング）～ごみの分け方・出し

方・減らし方の講演会～25 名の参加で実施。

ごみの分別などビデオを見ながら説明を

受けました。          （会長） 

 
（５）外部会議等の出席報告 
  5/12（火）春の交通安全街頭啓発（ビバホ

ーム清田羊ケ丘）（会長、明石部長、女性部） 
  5/15（金）平成 27 年度北野地区町内会連

合会第 1 回理事会        （会長） 
  5/16（土）あしりべつ川ヤマメの稚魚放流

（午後 2 時 北野ふれあい橋） （会長他） 
  5/19（火）あしりべつ郷土館運営委員会通

常総会             （会長） 
  5/19（火）●佐々木幸一様（4 班）ご逝去 
  5/20（水）防災研修会（HUG：避難運営ゲ

ーム）（会長、高崎会館運営委員長、箭内防

火管理者） 
  5/21（木）清田区クリーンさっぽろ衛生推

進協議会         （中西厚生部長） 
 5/25（月）北野地区社会福祉協議会総会、

北野地区福祉のまち推進センター第 1 回運営

委員会             （会長） 
  5/26（火）第 1 回町内福祉推進委員会 
  5/30（土）第 41 回北野小学校運動会 
  6/ 2 （火）●平川房夫様（8 班）ご逝去 
  6/17（水）●石垣隆宏様（7 班）ご逝去 
  6/18（木）平成 27 年度第 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） 
  6/19（金）北野地区「地区懇談会」（会長） 
  6/20（土）北野子どもみこし運営員会総会 
                  （会長） 
  6/24（水）平成 27 年度北野中学校区地域

の子どもを育てる協議会総会    （会長） 
  6/25（木）第 2 回福祉のまち推進センター

運営委員会            （会長） 
  6/25（木）第 25 回北野ふれあい夏まつり

第 1回実行委員会         （会長） 
  7/3 （金）女性部がん検診（北海道対がん

協会） 
  7/3 （金）●小島章司様（1 班）ご逝去 
  7/5 （日）あしりべつ川歩く集い 
              （佐藤体育部長） 



 7/10（金）夏の交通安全街頭啓発（北野：三

菱自動車前）           （寿会） 
 
（６）その他 
   6/25（木）清田消防署において、自衛消

防訓練の実務研修会が 50 名の参加で開催

された。      （箭内防火管理者） 
   7/8（水）消火器及び避難誘導灯の点検が

ありました。ご意見として出されました、

地下室の避難口の確保ついては、後日役員

会等で検討いたします。（箭内防火管理者） 
 
○審議事項 
（１）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
   例年実施していますが、今年は 7/26（日）    
 ～8/30（日）までの期間、役員・班長・ボラ

ンティアの方でパトロール願います。2 人 1
組の日程表は後日配布。 （亀松防災委員長） 

（２）夏休み中のラジオ体操について 
   7/25（土）～8/7（土）の期間、吉田川公

園及び朝日ヶ丘公園で実施いたします。ラジ

オ体操当番のボランティアを募集していま

す。       （佐藤青少年育成部長） 
（３）区民夏まつり、北野ふれあい夏まつり 

協力について 
   7/25（土）に開催されますので、会長・

厚生部・女性部の方、協力をお願いします。 
                 （会長） 
（４）当町内会の夏まつりについて  

事後承諾となりましたが、8/23 日（日）

に開催いたします。前売券は今月下旬に募

集します。内容等は別途打ち合わせ後ご連

絡いたします。 （会長・山木厚生副部長） 
（５）班懇親会の開始について 
   例年どおり 9 月から 11 月くらいまでに、

各班の親睦を深めるために開催願います。 
  収支の報告は会長まで。会館を使用する時

は、早めに会館委員長まで申し込んでくだ

さい。             
会員から町内会費を値上げするのであれ

ば、懇親会経費を削減したらどうかの提案

がありました。会費の値上げは現在検討し

ておりません。         （会長） 
（６）その他 
 ・家族構成調査結果について 
   6 月に行いました「家族構成調査」は回

収状況が 63％でしたので、会長から個別に 
お手紙を出し、ご協力をお願しております。 

 ・町内会の賛助会員について 
   町内会外の個人から賛助会員として加     
  入希望がありました。当町内会の行事への

参加とのことですが、規約等に摺り合わせ

検討いたします。 
 ・自転車の事故防止について 
   当町内会の北野通り側から清田通り側に

抜ける道路に交差する道路は、坂道が多く、

また、一旦停止標識及び停止線が少ないため、

乗用車等との接触事故等が懸念されます。 
  安全確保のため、標識及び停止線につきまし

ては、区の土木部及び豊平警察署にお伺いし、

対処を申し入れますが、家庭内におかれまし

ても（特に小学生以下のお子様）、一旦停止

等のご指導をお願いいたします。 
 

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。 
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平成 27 年度 第 3 回役員会 
 
○日時：平成 27 年 9 月 13 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。朝夕すっかり秋らしく

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、無事花火を上げる

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

員皆様及びボランティアの方々のご協力で無事

盛大に行うことができました。大変感謝申し上げ

ます。今年も、朝から早めに準備をしていただき、

焼鳥やとうきびなど火を扱い大変でしたが、時間

内に終了できました。ビンゴゲームは、例年にな

く多くの参加者（約 200 名）があり、会館内は大

入り満員でした。楽しくお祭りを締めくくること

ができました。 
本州では、大雨が続き大きな災害になっていま

す。札幌にも今後災害の可能性が大いに考えられ

ますので、連絡を密にし、情報の共有に努めて、

皆さんと協力して対処していきたいと思います。

これからも行事が続きますので、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 
  7/26（日）～8/30（日）の期間実施。天候

も安定して特にイレギュラーはありません

でした。今回から懐中電灯も用意しました。

皆様のご協力ありがとうございました。 
（亀松防災委員長） 

 

 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
   7/25（土）～8/7（金）の 2 週間吉田川公 
  園及び朝日ヶ丘公園で実施。トラブル等特 
  にありませんでした。ご協力ありがとうご 

ざいました。 
  参加者：両会場で大人 47 名、子ども 35 名 

今後とも、よろしくお願いたします。 
  （石岡青少年育成副部長） 

（３）当町内会の夏まつりについて 
8/23（日）実施しました。内容につきま

しては、挨拶の中で述べさせていただきま

した。皆様ありがとうございました。（会長） 
収支決算につきましては、別紙計算書の

とおりですが、実質経費は、昨年より 1 万

円程減になっています。 
（山木厚生部副部長） 

フリーマーケットの収支は各班への回覧

で報告致しましたが、今回から品物を当日

回収し、金額も決めてもらう方式としまし

た。無駄に捨てるものも少なく、当日回収・

販売がやり易いので、今後も同様に行いた

いと思います。ご協力ありがとうございま

した。      （佐藤青少年育成部長） 
    ※当日販売分の確認方法をチェックする。 
（４）北野くらぶ in 朝日ヶ丘（第 2 回）につ

いて 
   8/4（月）10～12 時 40 名の参加で実施。 
  医療費の個人負担、診療内容の変更。総 

合病院の外来・入院・在宅の講座メニュー。 
家庭でもできる体操。   （田村副会長） 

（５）外部会議等の出席報告 
 7/15（水）各交通安全対策部長・交通安全指

導者合同会議   （吉田生活安全副部長） 
 7/17（金）各防災・防犯対策部長会議 

（亀松防災委員長） 
 7/18（土）第 18 回清田ふれあい区民まつり 
 7/23（木）清田区防火管理者協議会研修会 
  住いづくりと防火管理 （箭内防火管理者） 



7/25（土）第 25 回北野ふれあい夏まつり 
          （会長、厚生部、女性部） 
 8/ 1（土）平成 27 年度胃・大腸ガン検診（市

主催）北野連合会館 
 8/ 8（土）北野地区子どもみこし運営委員会 
       （会長、石岡青少年育成副部長） 
 8/27（木）北野地区町内会連合会第 3 回理事 
  会              （会長） 
 9/ 1（火）札幌市総合防災訓練(イオン平岡店) 
                （会長他） 
 9/ 6（日）北野まきば町内会秋祭り 

（林相談役） 
 9/12（土）北野子どもみこし 

 （幼小学生 10 人、大人 5 人） 
 9/13（日）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） 
  （75 歳以上の方 119 名に祝い品を送りま

す） 
（６）その他 
  ・国勢調査の協力依頼    （会長他） 
   パソコンからの入力依頼後手書き等の

調査表を配布いたします。 
  ・北野通り出入口（旧インドアゴルフ）用 

 地は宅地と店舗の予定です。  （会長） 
 ・家庭状況調査表の回収状況。272 世帯の 
 内 220 世帯 82％の回収。    （会長） 

 
○審議事項 
（１）敬老祝品の贈呈について 
  対象者 119 名、福祉委員会より 75 歳以上

の方にご長寿を記念し、今週中に商品券を贈 
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 9 班合同  未定 
  5 班  10/25（日）18：00～ 
  6 班  10/17（土）19：00～       
  7 班         未定 
  8 班         未定 
（３）秋の交通安全運動について    
  9/25（金）14：00 連合会館 
              （会長、女性部） 
（４）秋の火災予防運動について 
  10/15～30 までの火災予防運動期間に、防

災予防の旗を掲げます。     （会長） 
（５）福祉懇親会（70 歳以上一人暮らしの方）

について 
  9/27（日）11 時から開催します。 （会長） 
 

（６）ハローウィンの集いについて 
  10/18（日）実施予定。町内会館から各協 
力家庭を 2 組で回ります。 

          （石岡青少年育成副部長） 
（７）平成２７年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方。例年 7～

8 軒。赤坂民生委員が取りまとめます。また、

清田区からボランティアも募りますので、ご 
協力をお願いいたします。     （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 18 日 10

時）について 
  各家庭の前の道路沿いに出してください。 
当日、寿会の資源回収もありますので、時間 
を守っていただきたい。     （会長） 

（10）その他 
  ・9/15（火）女性部研修会を実施予定。千歳

防災センター及び大谷地管制センターを見

学。          （石垣女性部長） 
 
 

・賛助会員について 
   個人賛助会員の希望が出ております。規約

では個人を考えていないため、班に属さない

者として除雪費を除く 580 円/月を会長受け

取りで、会計記帳とします。   （会長） 
   

・カラオケ機器の利活用依頼 
   土曜日及び日曜日の利用状況が少ないた

め、各家庭でもご利用ください。100 円/時 
                  （会長） 
  ・各班の懇親会経費について 
   現在、各班の懇親会に 500 円/班会員数の

経費を拠出しておりますが、総会でも一部質

問がありましたので、今後の各班の出席状況

を見て、経費の出し方を検討したい。（会長） 
 
  ・敬老祝品の贈呈方法について 
   現在、75 歳以上の方々に毎年贈呈しており

ますが、対象者が増加しております。今後の

年齢構成を見ながら、贈呈方法を検討して行

きたい。            （会長） 
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平成 27 年度 第 4 回役員会 
 
○日時：平成 27 年 11 月 8 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 25 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。秋が通り過ぎてすっかり

寒くなりました。今年も残り少なくなり、何かと

せわしくなってきますが、風邪やインフルエンザ

に気をつけていただき、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、建設的なご意見もお願いいた

します。 
 
○報告事項 

 

(1) 敬老祝品の贈呈について 

    9/27（日）75 歳以上 119 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、9班 10/24（土） 43人参加 

    5班     10/25（日） 36人参加 

    6班         10/17（土） 18人参加 

    7班      10/31（土） 16人参加 

    8班      11/28（土） 予定 

 

 (3) 秋の交通安全運動について 

    9/25（金）北野町づくりセンター前にて

実施。（寿会 13 名参加）    （会長） 

 

 (4) 秋の火災予防運動について 

    10/15（木）ホーマック前で街頭啓発を

行いました。10/15～30 まで町内の消火栓

に「火災予防」旗をたてました。 （会長） 

  

 

 

(5) 福祉懇親会（70 歳以上ひとり暮らしの方）

について           

    9/27（日）11～13時に実施。福祉推進委

員を含め全体で 35名の参加で昼食会等楽

しく過ごしました。   （田村副会長） 

 

(6)  ハローウｲンの集いについて 

    10/18（日）実施。子ども 18 名の参加で

協力軒数 5軒を回り、お菓子等をいただき

ました。天気も良く、トラブルもありませ

んでした。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。 

           （佐藤青少年育成部部長） 

 

(7)  平成２７年度福祉除雪について 

    今年度、当町内会では 10 軒の申込みが

ありました。（70歳以上ひとり暮らしの方）

ボランティアの方も 10 名決定してお願い

しました。期間は 12/1～3/25まで。（会長） 

 

(8)  次年度班長さんについて   （各班長） 

    1班 橋場さん 2班  未定 

    3班 浜田さん 4班 市川さん 

    5班 野崎さん 6班  未定 

    7班  未定  8班  未定 

    9班 玉井さん 

    班長の業務量から、正・副にしても良い

のでは。との意見がありました。 

 

(9)  今年度第２回資源回収（10月 18日 10時）

について 

    予定通り実施されました。来年度も実施

したい。古着の回収も行っておりました。

今回、寿会の資源回収日と重なったため、

次回からは調整いたします。  （会長） 

 

 



 

 

(10) きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第 3 回）につ

いて 

   10/27(水)36名の参加で実施。会長が講師

となり、8 グループに分かれ、手打ちそば

を作り、新そばをおいしくいただきました。

渡辺介護センター長もお見えになりまし

た。今年度の福祉事業行事はこれで終了い

たしました。      （田村副会長） 

 

(11) 女性部主催の研修会について 

   9/15（火）千歳防災センター（そなえー

る）を見学しました。 （石垣女性部部長） 

 

(12）その他 

  ・外部会議等 
  10/17（木）～18（金） 
  北野地区第 1 回避難訓練（連合会館で宿泊 
体験）        （亀松防災委員長） 

  10/ 1（木）北野小学校「北野のカレー」交

流給食        （箭内防火管理者） 
  10/ 6（火）北野地区町内会連合会理事研修 
 会（消防学校、消防局視察）   （会長） 
  10/12（月）●小関 恭子様（8 班）ご逝去 
  10/13（火）●山崎 利一様（6 班）ご逝去 
  10/17（土）「認知症者」への見守り・声か

け訓練 
（都澤副会長、根本総務部長、箭内防火管理者） 
  10/22（火）第 4 回北野地区町内会連合会

理事会             （会長） 
  10/31（土）北野小学校「第 1 回学校開放」 
                （会長他） 
  11/ 1（日）第 15 回北野「福祉まつり」 
 （連合会館、児童会館） 
  ・その他 
   「止まれ」の標識の無いところについて、

見通しが悪い旨豊平警察署に説明（11/2）。
必要な場合は、要望することとした。 

                 （会長） 
   10/21（水）清田区防火管理者協議会講

演会「天候と災害」（気象台）と札幌防火

管理者協議会（10 区）の統合・見直しにつ

いて。 
当町内会として 1 年間継続加入すること

としたい。      （箭内防火管理者） 
 
 

 
○審議事項 
 
  (1) 防災研修について 

    10月実施ができなかったため、年明けに

行う予定です。        （会長） 

 

  (2) 冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

    11/11（水）西友清田店前で街頭啓発を

行う予定です。        （会長） 

  

(3) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

    11/28（土）から 12/27(日)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。 

                  （会長） 

(4) 子どもクリスマス会について 

    12/13（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。 

（石岡青少年育成部副部長） 

 

(5) 年末子ども防火防犯パトロールについて 

   12/13(日)子どもクリスマス会終了後、

14 時 15 分から 15 時まで町内をパトロー

ルします。詳細は参加人数が決まってか

らご連絡いたします。 

（石岡青少年育成部副部長） 

 

(6) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   平成 28年 1月 10日(日)11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 11月中旬に行い

12月上旬に回収したいと思います。 

   また、参加される役員の方も名前の記載

を忘れないでください。 

 （会長・山木厚生部副部長） 

 

（8） その他  

   ・平成 27 年度除雪パートナーシップ制度

について 

    概算では、2,700円/Km増額が見込まれ、

当町内会除雪費は、前年度比 4,992円増が

見込まれています。 
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平成 27 年度 第 5 回役員会 
○日時：平成 28 年 1 月 17 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 05 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。当町内会の新年会も厚

生部・総務部を中心として、役員各位のご協力の

もと無事終了できました。感謝を申し上げます。 
 真冬日が連日続いておりますので、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 月に向けました業務審議ですので、

建設的なご意見をよろしくお願いします。 
○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(水)西友清田店前にて街頭啓発を実 

 施しました。         （女性部、寿会） 

(2)冬の町内夜間防犯パトロールについて 

  役員及びボランティアの皆様で実施。何事

もなく、ご苦労様でした。     （会長） 

(3)子どもクリスマス会について 

(4)年末子ども防火・防犯パトロールについて 

  12/13（日）大人 8名、子ども 20名の参加 

で実施しました。クリスマス会はゲームを行 

い、楽しみました。 

  防火・防犯パトロールは、小さな子ども達

は不参加でしたが、保護者のご協力のもと無事

に行うことができました。 

（石岡青少年育成部副部長） 

(5)新年交礼会・娯楽大会の開催について 

  1/10(日)11時から開催いたしました。参加 

者は 55 名、来賓 5名、支出は前年比減となっ

ております。（収支決算報告にて説明） 

          （山木厚生部副部長） 

 3 連休の中日の開催なので、次年度開催日

を検討します。           （会長） 

 

(6）女性部新年会について 

  1/16（土）実施。行事 2回は予算的に無理

だったので、新年会のみとなりました。参加

者 35 名ゲーム等で楽しみました。今回は知

らない方ともお話しできるように、席順を抽

選としました。    （石垣女性部部長） 

(7) 外部会議等の出席報告（会長・役員・各専

門部等） 

  11/12（木）平成 27年度北野・平岡地区合

同除雪連絡協議会（第１回）    （会長） 

  11/14（土）●帯川 清様（1班）ご逝去 

  11/16（月）北野地区中学校区地域の子ども

を育てる協議会（久住書房社長：講演会） 

                （会長他） 

  11/27（金）町内街路灯料金等補助金交付申

請申込              （会長） 

  11/29（日）第 41回北野小学校学習発表会 

              （会長、寿会他） 

  12/ 7（月）平成２７年度福祉のまち推進セ

ンター活動交換会 

 実践報告「北野地区町内会の取り組み」 

 朝日ヶ丘町内会（発表者：林福祉推進委員長） 

 題目：（「隣人を知り合おう」をスローガンに

会館建設で培った結束力を次世代に！） 

  12/16（水）平成 27年度清田区防災研修会 

   12/16（水）清田区女性部講演会「命の電 

話」の立ち上げ方   （石垣女性部部長） 

  12/17（木）平成 27年度北野小学校第 2回 

スクールゾーン実行委員会     

  12/18（金）平成 27年度認知症支援事業「陽 

だまり広場」実施報告＆意見交換会 

  12/18（金）平成 27年度除雪パートナーシ

ップ申込み（昨年度単価と同額に変更）（会長） 

  12/19（土）札幌市民防災団体連合会役員会 

   1/ 5（火）北野地区町内会連合会新年交礼

会            （会長他 3名出席） 

   



 1/ 5（火）平成 27年分資源回収奨励金交付申

込み（前年より回収量が増加した分につき加算

額あり：29,700円になった。）  （会長） 

   1/ 7（木）清田区新年交礼会  （会長） 

     1/13（水）●興 武四郎様（4 班）ご逝去 

   1/15（金）札幌市民防災団体連合会 防災

表彰式及び防災講演会 

   1/16（土）寿会新年交礼会 

(8） その他 

・清田消防署から町内 8 か所の消火栓（黄色）

周辺の除雪の要請がありました。ご協力お願い

します。             （会長） 

・班長予定（未定な班は後日連絡願います） 
    1 班 橋場さん  2 班  未定 
    3班 浜田→広木さん 4班 市川さん 

    5班 野崎 さん 6班 吉田 さん 

7班 讃岐さん  8班  未定 

    9班 玉井さん 

○審議事項 
(1)２．３月の町内会費の徴収について 

 例年通り 3月分の会費を前倒し徴収します。会

員の皆様には決算の関係上、ご協力をお願います。 

                   （会長） 

(2)除排雪の実施について 

 2 月の第 1 週に実施予定。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 28年度町内会総会について 

 平成 29年 4月 17日（日）に定期総会を行いま

す。                （会長） 

(4)その他 

 ・2/14（日）15 時から平成 28 年度予算の打ち

合わせを行いますので、各部長及び各委員長の方

は、お集まりいただき議論いたしたい。 （会長） 

 ・2/18（火）札幌防火管理者協議会主催自衛消

防訓練（ロイトン札幌） 
 ・状況報告（高崎会館運営委員長） 
  町内会館全体の外壁がかなり傷んでおり、全

体補修には 300 万円程度必要なので、当面は部分

補修で対応。このような状況下にあるため、将来

的な対応を今後議論願いたい。 
 
＜新年交礼会：会長あいさつ（抜粋）＞ 

             平成 29年 1月 15日 
○あらためまして、皆様、新年あけましておめで

とうございます。年頭に当たり、一言ご挨拶を申

し上げます。 
・皆様と共に、新年を迎えることができましたこ

とに、感謝申し上げたいと思います。 

・そして、ご来賓の先生には、お忙しいところご

臨席いただきましてまことに有難うございます。 
・今年の元旦は珍しく雨が降りましたが、三箇日

は天気も穏やかでよかったと思います。 
・皆様のご協力で、今年度の事業も今のところス

ムーズに執行されています。感謝申し上げます。 
・昨年を振り返ってみますと、多くの方がたのご

尽力で、北野連合会館が完成しました。皆さんも、

気軽にお茶を飲みに、歓談しに、ぜひいらしてみ

てください。 
・また、10 月には、社会福祉法人厚仁会（清幌園

など）の主催で、「認知症」者への見守り、声かけ

訓練を、西北野と朝日ヶ丘町内会エリアで初めて

実施しました。その結果、認知症者の見分け方や、

どのように声かけするかが、難しいとの話があり

ました。これからも多くの皆さんに参加いただき、

周知していく必要があろうかと思います。広報さ

っぽろによりますと、札幌市内だけでも、認知症

の方は 5 万人にのぼるとのことです。今後も増え

る可能性がある病気であります。ちなみに、食事

をしたあと、食事をしたかどうかをすぐ忘れるよ

うでしたら、すぐ病院へ行ってください。早期発

見、早期治療で進行を遅らせることが可能なよう

です。そして、1 日 20 分、週 3 回、速歩きの散歩

をすると予防効果があるとのことです。なお、連

合会館の中に、北野地区福祉のまち推進センター

という事務所があります。北野地区で徘徊しても

安心な町にしようという合言葉で、事業を実施し

ています。何か、気がかりがあれば、何でも気軽

にご相談してみてください。 
 昨年 5 月から、皆様に家族構成等の調査を初め

てお願いしました。ご協力に感謝申し上げます。

（81％の回収率でした）60 歳代以上は 41.2％、

70 歳代以上では、22.5％で、138 名の方がおられ、

50 歳代以下の方が半数近くおられ、高齢化に向か

っているとはいえ、まあまあバランスがとれてい

るのかなと思われます。 
 これからは、調査結果に基づき、要援護者と支

援者の方の助け合いの組合せを継続して実施し

ていきます。 
 隣近所のよしみをより以上に結んでいただき

まして、いざという時に助け合える安全・安心な

町内会作りを、皆さんと一緒に勧めて参りたいと

思います。 
 今年一年、皆様元気で過ごして参りましょう。 
 よろしく、お願いいたします。 
 簡単・措辞ではありますが、新年のあいさつと

いたします。 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ９１   号 
平成 28 年 3 月 29 日 
編集 ： 総務部 

平成 27 年度 第 6 回役員会 
 
○日時：平成 28 年 3 月 13 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 10 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。今年度のパートナーシ

ップ排雪も無事終了しましたが、作業順が早めだ

ったために、その後の降雪で歩道に雪が積まれ、

雪解けが遅れています。三寒四温の季節です、ま

だまだ風邪やインフルエンザが流行っています

ので、皆様ご自愛ください。 
 本日は、今年度最後の役員会です。この１年間

の皆様のご協力にこころから厚くお礼申し上げ

ます。本日の会議は平成２８年度定期総会に向け

ての業務審議です。会議終了後は、若干飲み物等

を用意して、のどを潤しながら反省懇親会を行い

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、全員の参加をお願いします。 
 
○報告事項 
 

 (1)町内の排雪終了について 

  排雪期間が 2/5（金）から 2/6（土）で実施。

日程の変更が 2度ありましたが例年の半分の日

程で事故もなく無事終了いたしました。                

（会長） 

 

(2)次年度班長予定者について（再確認） 

1班 橋場さん    2班 中澤さん 

  3班 広木さん    4班 市川さん 

5班 野崎さん    6班 吉田さん 

7班 讃岐さん    8班 飯田さん 

9班 玉井さん 

       

(3)外部会議等の出席報告（会長・役員専門部等） 

  2/ 6(土)「認知症にやさしい地域づくり  

（講演：区民センター）      （会長） 

 2/14(日)青少年の集い「雪と遊ぼう 2.14」 

      （吉田川公園、朝日ヶ丘町内会） 

 2/15（火）新 1年生交通安全プレゼント 

             （石垣女性部長） 

  2/18（木）札幌防火管理者協議会主催自主消 

防訓練          （箭内防火管理者） 

  3/10（木）清田区ＩＴボランティアブログ講 

習会        （会長、根本・野崎部長） 

 3/12（土）北野地区青少年育成員会「研修会」 

「あしすと出前講座」～子どものＳＯＳ～子ど

もの声が聞こえます～ 

 

(4)その他 

  なし 

 

○ 審議事項 

 

（1）平成 28年度総会準備と役割分担（案）につ

いて 

 

1）総会日時 

平成 28年 4月 17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 27年度一般会計・特別会計収支決算 

締切  3/31（木） 

 ・平成 27年度一般会計・特別会計収支決算 

監査  4/2（土）15時～ 

 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 27年度事業実施・平成 28年度事業計画

（案） 4/6（水）まで   （会長・総務） 

・平成 27年度会計決算・平成 28 年度会計予

算（案） 4/6（水）まで  （会長・会計）  

・表紙・総会次第・目次 4/6（水）まで 

（会長・総務） 

 ・会員名・所在地案内図 4/6（水）まで 

            （会長、総務、各班長） 

  ・総会資料印刷作業 

4/8（金）   （会長・総務・会計） 

・総会案内状・委任状配布 4/1（金） 

（総務･班長） 

・委任状集約 4/4～17（日） （広報･班長） 

・顧問・来賓への案内状 4/1（金） （会長） 

 *総会資料綴込み作業  

4/9（土）16時 町内会館（役員全員） 

  *総会資料会員へ配布 4/14（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 17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新旧役員挨拶の進行      （総 務） 

役員の交代 各班長、女性部（各班担当） 

 ⑫総会閉会宣言        （副会長） 

 

(2)その他 

 ・総会議題等          （会長） 

① 福祉お祝い金の見直し 
75 歳以上の方々に毎年お渡ししている敬 

老お祝い金が増加しており、節目節目（喜寿・

傘寿など）の該当者に変更の承認を図る。 
② 各行事は例年どおりとするが、冬の安全 
パトロール方法の見直しを行います。 
③ 北野３条１丁目造営地区（26 区画）が西 
北野町内会からの編入要望が正式にあった

場合、当町内会総会で検討したい。 
 
 
 

 

     お知らせ 

平成２８年４月４日（月）から実施！！ 

 清田区全域でスプレー缶・カセットボンベ

の「モデル地区」収集をすることになりまし

た。 

 

⑴ スプレー缶・カセットボンベを出す日が

変わります！ 

 

・「スプレー缶類の日」が「燃やせるごみ

の日」と同じ月曜日と木曜日の週２日に

なります。 

※「燃やせないごみの日」には出せませ

ん。 

 

⑵スプレー缶・カセットボンベの出し方が変

わります。 

  

 ・スプレー缶類は中身を使い切って、穴を

あけずに、透明または半透明の袋に入

れ、ごみステーションに出してくださ

い！！ 

 

 ※できるだけ一度に出す量を少なくして

下さい。 

 

  中身を使い切れないスプレー缶・カセッ 

トボンベは、清掃事務所や消防署（出張所）

に持ち込むことができます。 

 

 

 


