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平成２８年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
 
○日時：平成 28 年 4 月 17 日(日) 
         10 時 00 分～11 時 30 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 9 名の会員

等の方々に黙祷を捧げました。） 
 
○開会のことば（今城副会長） 
 
○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

席いただきましてありがとうございます。 
 今年の冬は昨年にも増して、雪が少ない状況で

した。そして、寒暖の日が交互に来て皆様も、体

調を保つのに大変さを感じたものとお察し申し

上げます。また、本日の当町内会定期総会に、お

忙しい中、ご来賓の先生の皆様にも、ご臨席いた

だきまして、誠にありがとうございます。 
 今月１４日に、熊本で直下型の震度 7 の大地震

が起こりました。大きな被害がでました。そして

余震が続いております。他人事ではない切実さを

感じており、落ち着かない状況ではありますが、

総会の方もよろしくお願いいたします。 
 本日の議題につきましては、皆様にお配りして

います資料の通りでございます。 
 平成２7 年度の事業実施、収支決算並びに平成

２8 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。 
 また、細かいですが、議題が４件ほど追加して

審議をお願いいたします。 
 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

聞かせいただきたいと存じます。 
 それではよろしくお願いいたします。 
 

○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 

梶谷 大志 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 
 
○総会成立報告（石岡広報部長） 
 本日出席者 71 名、委任状 124 名、合計 195 名

となり、会則第 20 条に基づき町内会会員数 275
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（執行部一任の承認） 
 ・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２7 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２7 年度一般会計・特別会計収支決算報告  
               （野崎会計部長） 
  総会資料 7～10 ページに基づき説明 

・祭事収入・収支についての詳細記載（8 ペ

ージ）の報告がありました。 
 
○会計監査報告（近藤監事） 
  総会資料 11 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 28 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）要配慮者と支援者との組合せ実施 
○平成 28 年度一般会計・特別会計予算（案） 
            （野崎会計部長） 
（総会資料 14～17 ページに基づき説明） 
 祭事収入・収支についての詳細記載（8 ページ）

の報告がありました。 
 
＊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。 
○議題（6）会館運営に関する事項（尾上会長） 
町内会館設備の修理状況及び今後の計画につ

いての提案（総会資料 18ページ）。 

ストーブの取替え、床カーペットの取替え、会

議テーブル修理、屋根スノーダクトの修理 
 
＊上記提案について、拍手を持って承認された。 
○議題（7）町内会会則の一部改正（尾上会長） 
町内会会則第 26 条（役員行動費）、第 26 条第

2 項（役員通信連絡費）及び町内会慶弔細則第 4

条（葬儀基準）の一部改正についての提案（総会

資料 19ページ）。 

 
＊上記提案について、拍手を持って承認された。 
○議題（8）敬老の日のお祝い品贈呈の年齢の変更

について            （尾上会長） 
現行は、75 歳以上の方全員に贈呈、変更案は年

齢区分 75 歳、77 歳（喜寿）、80 歳（傘寿）、88 歳

（米寿）、90 歳（卒寿）、99 歳（白寿）100 歳（上

寿）の節目に贈呈についての提案（総会資料 20ペ

ージ～23ページ）。 

 
＊上記提案について、拍手を持って承認された。  

○議題（9）当町内会会計間の予算資金移動に伴う

承認について          （尾上会長） 
当町内会の会計は、「一般会計」「会館会計」「除

排雪会計」の 3つになっています。近年、除排雪

費が高騰し、単年度比では赤字となり繰越金で補

っている状況のため、各会計間の予算の過不足に

よる資金の移動について執行部に一任していた

だく提案（総会資料 20ページ）。 

 

＊上記提案について、拍手を持って承認された。 
○議題（10）北野 3 条 1 丁目 91-1 の造成地区の

町内会編入について       （尾上会長） 
現在北野 3 条１丁目 91-1 の造成地区 26 軒（9

月頃から建築予定）について、西北野町内会から

当町内会への編入の要請（4/9 西北野総会議決）

があり、当町内会としても、会員数が増加しても

町内会運営に特段の支障がないものと判断され

ますので、編入について総会で承認をお願いする

提案（総会資料 24ページ）。 

 

＊上記提案について、拍手を持って承認された。 

○その他（以下のご意見がありました） 
 予算節約の意味からも、委任状を A4 にすると

か総会資料の字を小さくする方策を考えて欲し

い               （1 班菅沼様） 
 班長の選出について、各班が回り順等で行って

いますが、高齢及び病気でできない場合がありま

す。全体的に班長選出の基準ができないでしょう

か               （3 班広木様） 
○議長解任挨拶 
○平成 28 年度新旧女性部・班長挨拶 
・平成 27 年度一年間有難うございました。 
班長 
1 班 末松様、2 班 村山様、3 班 井上様 
4 班 東 様、5 班 森谷様、6 班 山崎様 
7 班 高橋様、8 班 郡司様、9 班 有住様 
女性部 
1 班 村井様、2 班 佐藤様、3 班 石黒様 
4 班 徳田様、5 班 工藤副長様、6 班 赤坂様 
7 班 石垣部長様、8 班 小杉様、9 班 玉井様 

・平成 28 年度一年間よろしくお願いいたします。 
班長 
1 班 橋場様、2 班 中澤様、3 班 広木様 
4 班 市川様、5 班 野崎様、6 班 吉田様 
7 班 讃岐様、8 班 飯田様、9 班 玉井様 
女性部 
1 班 末松様、2 班 阿部様、3 班 銭目様 
4 班 市川副長様、5 班 尾上様、6 班 亀松様 
7 班 箭内部長様、8 班 小濱様、9 班 河野様 

・青少年育成部 
 平成 27 年度 
   佐藤部長、石岡副部長 
 平成 28 年度 
   石岡部長、小林副部長 
○閉会のことば（都澤副会長） 
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平成 27 年度 第１回役員会 
 
○日時：平成 28 年 5 月 8 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 35 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、役員の皆さんには連休明けでお疲

れのところご出席いただき有難うございます。こ

れから平成 28 年度第 1 回目の役員会を始めたい

と思います。 
女性部及び班長さんは新しく選任されまして、

１年間の任期ですが、よろしくお願いいたします。

専門部の役員の皆様には、引き続き１年間よろし

くお願いいたします。青少年育成部では、部長に

石岡さん、副部長に新しく小林さんなっていただ

きました。よろしくお願いいたします。 
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。町内会活動を通じて、

各会員が少しでも多くのつながりをもっていた

だき、安全・安心な生活をおくることができるよ

う、微力を尽くしていきたいと思います。役員皆

様のご協力をよろしくお願いたします。 
会議終了後、懇親会をしますので、参加をお願

いします。 
  
○役員の自己紹介 
 本年度は女性部及び各班長さん及び青少年育

成部が交代となったので、自己紹介をお願いしま

す。 
 
○報告事項 
 
(1)総会実施の報告 
 平成 28 年 4 月 17 日(日)午前 10 時から定期総 

 
会を実施。会員総数 275 人の内、出席者 75 人、

委任状124人、合計199人で過半数に達しました。

総会時に出席者数７１名と報告いたしましたが、

修正させていただきます。今後も、参加者が増え

るよう、声かけしましょう。 
 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、提案議題

５件全て承認を受けました。ありがとうございま

した。  
 
(2) 外部会議等の出席報告 

（会長、役員、各部長他） 
 
・4/  6 (水）北野小学校入学式  （会長他） 
・4/  7 (木）北野中学校入学式 
・4/ 12（火）春の交通安全市民総ぐるみ運動街頭

啓発    （会長、明石部長、寿会）     
・4/16（土) 札幌市民防災団体連合会役員会 
                  （会長） 
       寿会総会        （会長） 
・4/17（日）朝日ヶ丘町内会定期総会 
・4/21（木）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）  
・4/24（日）北野地区町内会連合会第 34 回総会 

（会長、田村副会長、根本総務部長） 
 第１回資源回収（午前９時） 

・4/25（月）平成 27 年度住民組織助成金に対す 
る収支決算書提出及び町内会地区変 
更申請書提出（札幌市） 

 
 (3) その他 
  ・4/14（木）熊本県地震義援金について回覧 

 で回しました。各個人お願いいたします。連

合会館等でも義援金を取り扱っております。 
 
 



 
○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 44 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 
・5/16（月）平成 28 年度北野地区町内会連合会

第 1回理事会        （会長） 
・5/17（火）あしりべつ郷土館運営委員会通常総

会             （会長） 
・5/21（土）吉田川公園河岸下草刈り清掃(9 時～) 

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） 
・5/23（月）平成２８年度北野地区社会福祉協議

会総会及び社会福祉のまち推進セン

ター第１回運営委員会 
・5/24（火）町内会館清掃「寿会」 
      札幌市防火管理者協会第１回総会 
      （ロイトン札幌 箭内防火管理者） 
・5/27（金）平成 28 年度札幌市民防災団体連合

会総会  
      北野地区「地区懇談会」 
・6/19（日）厚別川河川草刈清掃 
・6/23（木）北野地区町内会連合会第 2 回理事会

（北野ふれあい夏まつり実行委員会） 
・7/ 8（金）夏の交通安全街頭啓発 
            （北野 三菱自動車） 
・7/23（土）北野ふれあい夏まつり 
・7/31（日）清田区民まつり 
 
(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 日曜日に開催い

たします。（別紙のとおり：1 月のみ新年交礼会

のため翌週） 
 
・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。 
 
  各班単位でも、複数の班が合同でも班長の判

断にお任せいたします。開催時期についても早

めに行っても結構ですがコンセンサスをお取

りください。 
  
（4）その他 
  
・夏休みラジオ体操の担当者について 

7/26（火）～8/7（日）までの期間の担当者

について、基本的に朝日ヶ丘公園（岡本総務

副部長）吉田川公園（根本総務部長）として

協力者を募ることとした。初日及び最終日は

青少年育成部が担当（石岡青少年育成部長） 
  
（質問事項への回答） 

  
・回覧版について 

   回覧版の原稿は、月の中旬及び後半に配布

しておりますが、行事の回覧は別に回してい

ただきたい。メモ等を付けても結構です。 
   回覧版の台紙は会長へご連絡下さい。 
   班長活動に班長を証明する名札等ご検討

いただきたい。 
  
・ゴミステーションについて 

   ネットにつきましては、町内会で用意いた

します。その他につきましては、各グループ

でご対応願います。 
  
・平成 28 年度予算執行について 

   電気検査、機具費及び点検費用（8,748 円） 
  の予算計上が無かったので、予備費から充当

いたします。 
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平成 28 年度 第 2 回役員会 
 
○日時：平成 28 年 7 月 10 日(日) 
      19 時 00 分～19 時 55 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。寒くな

ったり、暑くなったりして、体調管理が難しい状

況です。風邪が流行っています。皆様もご注意く

ださい。 
これからは、町内行事が続きますので、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 
    5/21（土）9 時から 20 名の方々と企業の

方４名のご協力で実施しました。寿会の皆さ

んは 5/24（火）町内会館内の清掃を行いまし

た。               （会長） 
 
（２）きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第１回）につ

いて 
   7/5（火）65 歳以上の方 35 名の参加で実

施。各 7 名 5 グループでたこ焼作りを支援

センター職員の指導の下、楽しく行いまし

た。          （田村副会長） 
 
（３）七夕祭りについて 
      7/3（日）子ども 26 名、保護者 12 名の

参加で実施。協力世帯 17 戸を回り、お菓

子をいただきました。今回は幼児が多かっ

たため多少遅くなりましたが無事終了い

たしました。ご協力ありがとうございまし

た。      （石岡青少年育成部長） 

 
（４）班懇親会について 
   7/2（土）5 班２７名が参加で実施。楽し

い時間を過ごしました。  （野崎班長） 
 
（５）外部会議等の出席報告 
  5/16（月）平成 28 年度北野地区町内会連

合会第 1 回理事会        （会長） 
  5/17（火）あしりべつ郷土館運営委員会通

常総会             （会長） 
  5/18（水）北野地区青少年育成委員会合同

会議 
  5/21（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） 
 5/23（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（木）第 1 回町内福祉推進委員会 
  5/27（金）北野地区「地区懇談会」（会長） 

5/28（土）第 42 回北野小学校運動会 
  6/14（火）陽だまり広場・認知症カフェ（清

幌園）             （会長） 
  6/15（水）平成 28 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） 
  6/18（土）北野子どもみこし運営員会総会 
        （会長、石岡青少年育成部長） 
  6/22（水）平成 28 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） 
  6/23（木）北野地区町内会連合会第 2 回理

事会（北野ふれあい夏まつり実行委員会） 
6/25（土）第 2 回福祉のまち推進センター

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

第 1回実行委員会         （会長） 
  6/30（木）平成 28 年度第１回福祉のまち

推進センター研修会 
  7/3（金）清田消防団消防総合訓練 
  7/5（火）女性部がん検診（北海道対がん協

会） 



 7/8（金）夏の交通安全街頭啓発（北野：三

菱自動車）      （寿会 22 名、女性部） 
 
（６）その他 
   ・造成地区の町内会区割りについて、札

幌市からの承認文書が届きました。 
   ・西北野町内会との境での交通事故の恐

れがある個所について、町づくりセンター

と話して「きょっち」マークを付けました。

「止まれ」の標識は、豊平警察に要望書を

出します。また、区土木部へ中央車線が不

鮮明な個所の補修を要請しています。 
   ・会員数の変更について説明がありまし

た（４班、６班が新規増） 
   ・西区町内会の町内会費使い込み情報に

関して、当町内会としては、一人に任せて

しまう等の無い組織づくりをしています。 
   ・町内会費の徴収状況は、7/5 現在 88％

となっております。  （野崎会計部長） 
             
 
○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（火）    
 ～8/27（土）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 
   7/26（火）～8/7（日）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

オ体操お手伝いの当番表を作成しましたの

で、お願いいたします。ラジオと出席スタン

プを引継ぎして下さい。出席人数を記載して

下さい。     （石岡青少年育成部長） 
 
（３）区民夏まつり、北野ふれあい夏まつり 

協力について 
   北野ふれあい夏まつりは、7/23（土）に

開催されますので、会長・厚生部・女性部・

生活安全部及び防災委員会の方、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  

8/28 日（日）に開催いたします。内容等

は別途担当打ち合わせ後ご連絡いたします。 
打ち合わせ後、各班長さんへは、前売券

の回覧、申込書の取りまとめ（コピー等）

チケットの配布及び集金等がありますので、

よろしくお願いいたします。 
 （会長・山木厚生副部長） 

 
（５）その他  特になし 
  
 
 

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 28 年度 第 3 回役員会 
 
○日時：平成 28 年 9 月 11 日(日) 
      19 時 00 分～20 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。今年は珍しく北海道に台

風が３個上陸、１個がかすめて農業や家屋などに

甚大な被害をもたらしました。お見舞い申し上げ

ます。毎年続くのではとの不安がつのります。そ

して、９月に入っても、気温が高く温暖化をひし

ひしと感じられます。 
 当町内会の夏祭りは、大変暑い中で行われまし

た。週刊予報では雨でしたがはずれました。大変

良かったです。役員及びボランティアの方々には

朝早めに準備をしていただき、焼鳥 4,200 本、と

うきび 700 本を無事時間内に処理していただき、

有難うございました。青少年育成部のフリーマー

ケットも多くの製品の提供をいただき、繁盛しま

した。ビンゴゲームは、年々参加者（約 200 名）

が増えまして、会館内は大入り満員でした。楽し

くお祭りうぃ締めくくることができました。 
 今後、札幌にも雨災害の可能性などが大いに考

えられますので、情報共有に努め、皆さんととも

に対処していきたいと思っています。 
 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）札幌市出前講座「くすりと健康」について 
  7/13（水）実施しました。    （会長） 
 
（２）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
  7/26（日）～8/27（土）の期間実施。事故

等特にありませんでした。皆様のご協力あり

がとうございました。      （会長） 

 
（３）夏休み中のラジオ体操について 
   7/26（火）～8/7（日）の 2 週間吉田川公 

園及び朝日ヶ丘公園で実施。今年から役員

の皆様と共に運営いたしました。ご協力あ

りがとうございました。次年度以降もお願

いしたいと思います。（石岡青少年育成部長） 
 
（４）当町内会の夏まつりについて 

8/28（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

したが、今年は北星大学アカペラーズと石

橋さん主宰のグループのコーラスで大変盛

り上がりました。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。実質経費は昨年とほぼ同様と

なっております。  （山木厚生部副部長） 
※来年から前売券の引換えを１５時３０分

までと明記し、当日の販売を効率よくする

ことにしたいです。 
フリーマーケットの収支は、皆様のから

協力いただいた品物が殆ど売れ、処分する

ものも少なく販売できました。ご協力あり

がとうございました。（石岡青少年育成部長） 
    ※１２時前後の売り上げが多かったので

来年は時間の若干前倒しを考えています。 
 
（５）北野くらぶ in 朝日ヶ丘（第 2 回）につ

いて 
   8/30（火）10～12 時 41 名の参加で実施。 
  北日本シルバー協会の相続に関してのお 

話で、自分のプロフィールの整理、家族 
への相続、役所への手続きなど伺いました。 
            （田村副会長） 

 
（６）外部会議等の出席報告 
 7/12（火）第４回北野地区福祉協議会 福祉 

のまち推進センター運営委員会 （会長） 



 
7/13（水）各防災・防犯対策部長会議 ふれ

あい夏まつりに対応 （亀松防災委員長） 
7/14（木）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） 
7/23（土）第 26 回北野ふれあい夏まつり 

          （会長、厚生部、女性部） 
7/30（土）第 19 回清田ふれあい区民まつり 
8/ 4（木）第 5 回北野地区福祉協議会 福祉

のまち推進センター運営委員会 （会長） 
 8/ 6（土）平成 28 年度胃・大腸ガン検診  北

野連合会館 
          北野地区子どもみこし運営委員会 
       （会長、石岡青少年育成部長） 
           西北野町内会夏まつり  （会長） 
 8/21（日）●讃岐昭三様（7 班）ご逝去 
 8/25（木）北野地区町内会連合会第 3 回理事 
  会              （会長） 
 8/29（月）清田区防災訓練（於清田南小学校） 
 9/2（金）~3（土） 
      北野地区第２回避難訓練（連合会

館で宿泊体験） 
 9/ 3（土）北野小学校「第 2 回学校開放」 
              （田村副会長） 
 9/ 4（日）北野まきば町内会秋まつり 

（林相談役） 
 9/10（土）きよたマルシェ（清田区役所：市

民交流広場 
  
（７）その他 
 ・8/31（水）西北野町内会長及び町づくりセ

ンター所長と豊平警察署へ坂道通りの「止ま

れ」標識設置の要請をしました。現地も見て

いただいた。坂上からの止まれは難しいとの

問題もあります。 
 ・10 班（造成地区）ゴミステーション３か所

の設置が豊平清掃事務所から了承されまし

た。 
 
 
○審議事項 
（１）敬老祝品の贈呈について 
  対象者 41 名、今年度から節目節目の方に

ご長寿を記念し、福祉委員会より商品券を贈 
呈いたします。         （会長） 

 
 
 

 
（２）各班の懇親会について（各班から及び情

報から）   
  6 班 9/24  3,4,9 班 10/2（昼） 
  1,2 班 10/2（夜） 7 班 10/8 
  8 班 10/29 
 
（３）秋の交通安全運動について    
  9/23（金）14：30 北野まちづくりセンター

前で行う予定でしたが、雨天中止になりまし

た。 
 
（４）秋の火災予防運動について 
  10 月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 
  9/25（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 
  10/30（日）実施予定。町内会館から各協 
力家庭を 2 組で回ります。今回から育成部予 
算で協力家庭に子ども達に渡すものをお預 
けいたします。 （石岡青少年育成副部長） 

 
（７）平成２8 年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方。昨年度

10 軒。清田区からの募集があります。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、早めの打診、

ご指名をお願いいたします。    （会長） 
 
（９）今年度第２回資源回収（10 月 23 日 9 時

から）について 
  各家庭の前の道路沿いに出してください。 
 後日各会員にチラシを配布します。 

 
（10）その他 
  ・7/15（金）消防署の検査の結果、特に問題

はありませんでしたが、誘導灯が劣化してい

るので交換したい。（値段が高いため検討事

項）         （箭内防火管理者） 
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平成 28 年度 第 4 回役員会 
 
○日時：平成 28 年 11 月 13 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 20 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。秋をあまり感じることな

く雪が降っ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 

    敬老の日に 75歳以上節目節目の方 41名

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） 

    3.4.9 班 10/ 2（土）、1,2 班 10/ 2（土）   

5班  7/ 2（土）、6班  9/24（土）     

7班 10/ 8（土）、8班 10/29（土） 

各班終了 

※町内会からの補助（1世帯 500円）を、

参加実態を把握して、今後検討したい。 

 

 (3) 秋の交通安全運動について 

    9/23  雨天中止    （会長） 

 

 (4) 秋の火災予防運動について 

    10/15～30まで町内の消火栓のところに 

 

 

「新しくした火災予防旗」をたてました。 

ホーマック前で街頭啓発を行いました。 

                  （会長） 

  

(5) 福祉懇親会（70 歳以上ひとり暮らしの方）

について           

    9/25（日）11～13時に実施。一人暮らし

の方が 15名参加していただき、昼食会等

楽しく過ごしました。      （会長） 

 

(6)  ハローウｲンの集いについて 

    10/30（日）実施。子ども 28名の参加で協

力軒数 10 軒を回り、お菓子等をいただき

ました。子どもたちは疲れましたが、町内

を一生懸命まわり、楽しかったとのことで

す。ご協力ありがとうございました。 

                  （会長） 

 

(7)  次年度班長さんについて   （各班長） 

    1班          2班   

    3班          4班 徳山さん 

    5班 工藤さん 6班 曽山さん 

    7班 栗原さん 8班   

    9班 河野さん 

   ※班長選出の困難さについてご意見が

出されましたが、各班によって状況が相

違することから、当面各班でご検討願う

こととし、今後、班編成なども含め全体的

に考えていくこととします。 

 

(8)  今年度第２回資源回収（10月 23日 9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。   

（会長） 



 

(9) きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第 3回）につ

いて 

   10/25(火)37名の参加で実施。そば打ち３

段の会長が講師となり、5 グループに分か

れ、手打ちそばを作り、和気あいあいに、

おいしくいただきました。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） 

 

(10)冬の交通安全市民総ぐるみ運動 について 

  11/11（金）西友清田店前において街頭啓発

を行いました。寒い中ありがとうございま

した。             （会長） 

 

(11）その他 

  ○外部会議等 
  9/12（月）北野子どもみこし（会長他大人

２名、子ども４名参加） 
  9/15（木）寿会 町内道路清掃 
  9/17（土）寿会 福寿の会 （会長） 
  9/21（水）第６回北野地区福祉協議会、福

祉のまち推進センター運営委員会 
  9/23（金）北野児童会館（収穫祭） 
  10/ 4（火）第 7 回北野のカレー（北野小学 

校）          （田村副会長） 
  10/ 5（水）北野地区町内会連合会理事研修 

会（北海道博物館）      （会長） 
  10/22（土）「認知症者」への見守り・声掛

け訓練（社副。厚仁会）（グリーンタウン・

第二団地エリア） 
10/27（木）北野地区町内会連合会第４回理 

事会、第７回福祉推進委員会 （会長） 
  10/30（日）平成 28 年度「福祉まつり」（連 

合会館、児童会館） 
11/ 4（金）北野中学校開校 40 周年記念式 

典・祝賀会 
  11/10（木）平成 28 年度第 1 回北野・平岡

地区除雪連絡協議会     （会長） 
  11/12（土）札幌市民防災団体連合会設立 10

周年「防災講習会」 
  11/13（日）北野町連体育部ボウリング大会         

（会長、寺田さん：9 班） 
  ○その他 
   ・町内の 1 円玉募金について、9 月末か

ら募った結果 10,195 円集まりました。ご

協力ありがとうございました。詳細は別途

回覧いたします。   （箭内女性部部長） 

 
   会計収支状況報告 （野崎会計部部長） 
 
 
○審議事項 
 
  (1) 防災研修について 

    年明けに地震・火災等の研修を企画した

い。             （会長）  

 

(2) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

    12月の頭から各 1回、役員・ボランティ

アの皆さんのご協力でパトロールを実施

します。2 名 1 組の名簿は後程配布いたし

ます。            （会長） 

 

(3) 子どもクリスマス会について 

    12/11（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。 

（会長） 

 

(4) 年末子ども防火防犯パトロールについて 

   12/11(日)子どもクリスマス会終了後、

14 時から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。           （会長） 

 

(5) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   平成 29 年 1 月 15 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） 

 

（6）平成 29・30年度朝日ヶ丘町内会役員選考委

員会発足について 

     次年度は役員（会長他）の改選となります

ので、現各班長及び各班から 1名計 18名で

選考委員会を立ち上げいたします。後日集

まっていただき選考していただきたいと思

います。            （会長） 

 

（7） その他  

    還付金詐欺等が発生しております。金が

戻る話等十分注意して下さい。  （会長） 
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平成 28 年度 第 5 回役員会 
 
○日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 
      19 時 00 分～19 時 40 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、風邪等ひか

ないようにしていただき、今後ともご協力をよろ

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 

  前回報告済みですが、11/11(水)西友清田

店前にて街頭啓発を実施しました。寒い中協力

ありがとうございました。     （会長） 

(2)冬の町内夜間防犯パトロールについて 

  12/4(日)から 12/23（金）までの期間、役

員及びボランティアの皆様で各 1回実施。冬場

の悪い路面状況でしたが異常なく終了いたし

ました。ご苦労様でした。 （亀松防災委員長） 

(3)子どもクリスマス会について 

  12/11（日）大人 10名、子ども 24名の参加

で実施。ゲームを行い、楽しみました。 

（石岡青少年育成部副部長） 

(4)年末子ども防火・防犯パトロールについて

12/11（日）に行う予定でしたが、ドカ雪で 

中止いたしました。（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 

  1/15(日)11時から開催いたしました。参加 

者は 62名、来賓 6名、支出は前年比若干減と

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） 

 (6) 外部会議等の出席報告（会長・役員・各専

門部等） 

  11/17 (木)北野地区福祉協議会 第 8回福

祉のまち推進センター運営委員会  （会長） 

  11/18 (金)●飯田洋右様（8班）ご逝去 

  11/20 (日)平成 29・30 年度町内役員選考

委員会発足 

  11/27（日）第 42回北野小学校学習発表会 

  12/ 3（土）北野地区除雪センターへ除雪対

策を要望。（会館駐車場の除雪、10班の除雪） 

  12/ 5（月）町内街路灯電灯料金等補助金交

付申請手続き（10灯分） 

  12/14（水）●三谷矩克様（2班）ご逝去 

  12/15（木）平成 28年度北野小学校第 2回 

スクールゾーン実行委員会 

     北野地区町内会連合会第 5回理事会 

  12/16（金）平成 28年度第 2回北野防災ワ

ークショップ 

  12/19（月）平成 28年度除雪パートナーシ

ップ申込み（概算経費 857,011円 1万円/km人

件費アップ） 

  12/22（木）寿会：町内会館大掃 

1/ 5 (木) 北野地区町内会連合会新年交

礼会           （会長他 3名出席） 

      平成 28年分資源回収奨励金交付申込み

（今年度は加算金無く 5,600円） 

   1/ 6（金）清田区新年交礼会  （会長） 

   1/11（水）豊平清掃事務所立会で 10班に

2箇所目のゴミステーション設置 

   1/13（金）あしりべつ郷土館まつり（今年

度は北野 5町連担当） 

   1/21（土）寿会新年会 



(7） その他 

・次年度班長 
    1 班 海辺さん  2 班 山崎さん 
    3班 我妻さん  4班 徳山さん 

    5班 工藤さん  6班 曽山さん 

7班 栗原さん  8班 竹谷さん 

    9班 河野さん 

 
○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 2月中に前倒し徴収し

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 

 3/3(金)の前後に実施予定。前倒しは無い模様。

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。（協力会員へも配布願います） （会長） 

(3)女性部新年会について 

 1/28(土)午後 6時 申込者 42 名で開催予定。 

             （箭内女性部部長） 

(4)４月の平成 29年度町内会総会について 

 平成 29年 4月 16日（日）に定期総会を行いま

す。                （会長） 

(5)その他 

 次年度町内会設立 50 周年を迎えますが、どの

ようにするかの方向性を役員会で決めたいと思

いますので、お知恵をお借りしたいと思います。 
     （野崎会計部部長の質問回答：会長） 
 

＜新年交礼会：会長あいさつ＞ 
             平成 29年 1月 15日 
 
○元旦から、はや半月が経ちましたが、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。寒い日が続いておりますが、皆様と共に、

元気で、新年を迎えられましたことに、感謝申し

上げたいと思います。 
○そして、本日は、ご来賓の先生方には、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。 
○年頭に当たりまして、一言、ご挨拶申し上げま

す。 
○今年度も皆様のご理解とご協力により、町内会

活動は大過なく実施することができています。あ

らためて、お礼を申し上げたいと思います。 
○昨年のお正月は雨が降ったりして積雪が少な

かったのですが、今年は年前に 50 年振りの大雪

になり、生活の方は大変難儀しております。町内

のパートナーシップ除排雪は、前倒しで 1 月中旬

ころから実施するとの新聞情報もありますので、

あと 1 月ほど、辛抱をお願いしたいと思います。 
○昨年、町内会での大きな出来事は、北野通りに

出る 3 条 1 丁目の造成地区が、総会で承認を得ま

して、西北野町内会から当町内会に区割りの変更

が行われたことです。現在、10 世帯の方が新居に

入られ、会員になっていただいています。また、

5 軒建築中であり、4 月には 15 世帯の新しい班が

スタートになろうかと思います。将来は 26 世帯

の予定です。若い方の世帯ばかりですので、大い

に町内会活動に参加していただきたいと思いま

す。 
○昨年の北海道を振り返ってみますと、やはり、

北海道新幹線の開通が大きなニュースだと思い

ます。札幌まで延伸されますと、少々の悪天候で

も左右されず本州と往来が可能になります。観光

客に一層の利便性が発揮されることと思われま

す。ただ現在ＪＲ北海道は赤字路線の廃止をうた

っておりますので、将来につながるような、方向

性を期待したいと思います。 
○また、スポーツでは、日ハムの 10 年振りの日

本一、コンサドーレの優勝そしてＪ1 昇格、夏の

甲子園では北海高校があれよあれよと言う間に

準優勝して大いに北海道民を活気づけてくれま

した 
○気候面では、今までないことに、台風が 3 個上

陸し 1 個かすめて特に北見・十勝地方の農業に甚

大な被害が出ました。札幌は運よく被害をまぬが

れましたが、年々、天候が非常に過激になってき

ているのが気にかかるところです。当町内会はほ

とんど坂の町ですので、雨は下に流れて浸水の心

配は少ないと思いますが、吉田川の崖崩れの方を

心配しています。 
熊本の震度 7の大地震も住民の方も想像してい

ないところで起きたように、どこで、何が起きて

もおかしくない日本になってきているように思

われます。私達も普段から、様々な情報を共有し、

行政とはもちろんのこと近隣所と連携し、いざと

いう時は、助け合って、困難に立ち向かっていけ

たらと痛切に思う次第であります。また、秋元札

幌市長が、年頭の挨拶で、スピード感をもって仕

事をするように訓示されておりました。町内会も、

年々、高齢化がすすんでおりますスピード感をも

って対応する必要に迫られております。 
どうぞ、会委員皆様のご協力を、切にお願いい

たしまして、ご挨拶とします。 
ありがとうございました。 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 
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平成 28 年度 第 6 回役員会 
 
○日時：平成 29 年 3 月 12 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。排雪の順番が最後

の方だったので、縁石も出て春らしくなってきま

した。 
 三寒四温の季節です。まだまだ風邪やインフル

エンザが流行していますので、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２９年度定期総会に向け

ての審議です。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、民生委員の方にもご案

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 2/28（火）から 3/2（木）で実施。

明石生活安全部長他役員のご協力で事故もな

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 海辺さん    2 班 山崎さん 
  3班 我妻さん    4班 未定 

  5班 工藤さん    6班 曽山さん 

7班 栗原さん    8班 竹谷さん 

  9班 河野さん    10班 栗原さん 

       

(3)外部会議等の出席報告（会長・役員専門部等） 

  1/25(水) ●小野寺ひな子様（5班）ご逝去 

  1/28(土) 女性部新年会     （会長） 

  2/ 2（木）平成 28年度福祉のまち推進センタ

ー活動交換会          (会長) 

2/ 3(土) 平成 28年度北野地区地域ケア会議      

（会長） 

 2/ 8(水)清田区オレンジリボン地域協力員研

修会              （会長） 

 2/ 9(木)北野地区町内会連合会第 6回理事会        

                 （会長） 

 2/14(火)●楠 貞子様（8班）ご逝去 

 2/17(金)平成 28年度防火管理実務研修会 

            （箭内防火管理者） 

 2/18(土)住民防災の集い～思いが紡ぐ助け

合い防災～            (会長) 

 2/23(木)寿会講演会～健康でいつまでも在

宅で暮らせるように～ 

   （講師：宮村もと子市議会議員） 

 2/24(金)2017 冬季アジア札幌大会清田区応

援隊  （会長、野崎部長、箭内防火管理者） 

 2/25(土)北野町連会長「飯田淳二様」：札幌市

自治振興功労者表彰受賞祝賀会  （会長） 

 3/ 2(木)認知症カフェ「北野福まち」 

                （会長他） 

 3/ 3(金)平成 28年度清田区防災研修会 

          （会長、箭内防火管理者） 

 3/ 9(木)北野地区町内会連合会第 7回理事会 

                 （会長） 

 

(4)その他 

  ・町内会館玄関前階段に転倒防止用すべり止

めゴムマットを敷きました。     （会長） 

  ・造成地の現況報告：入居 12軒、建築中 5～

6軒。商業施設は「生鮮市場」「さっぽろドラッグ

ストア」の情報がありました。    （会長） 

 



○ 審議事項 

 

（1）平成 29 年度総会準備と役割分担（案）につ

いて 

 

1）総会日時 

平成 29年 4月 16日（日） 

午前 10 時から２時間の予定 

 

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 28年度一般会計・特別会計収支決算 

締切  3/31（金） 

 ・平成 28年度一般会計・特別会計収支決算 

監査  4/1（土）10 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 28年度事業実施・平成 29年度事業計

画（案） 4/5（水）まで   （会長・総務） 

・平成 28年度会計決算・平成 29 年度会計予

算（案） 4/5（水）まで  （会長・会計）  

・表紙・総会次第・目次 4/5（水）まで 

（会長・総務） 

 ・会員名・所在地案内図 4/5（水）まで 

            （会長、総務、各班長） 

  ・総会資料印刷作業 

4/6（木）   （会長・総務・会計） 

・総会案内・委任状配布 4/1（土） 

（総務･班長） 

・委任状集約 4/4～総会当日まで（広報･班長） 

・顧問・来賓への案内状 4/1（土） （会長） 

 *総会資料綴込み作業  

4/8（土）16時 町内会館（役員全員） 

朝日ヶ丘町内会会則（5頁）配布 

  *総会資料会員へ配布 4/13（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 16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・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） 

役員の交代・班長・女性部 

 ⑬総会閉会宣言        （副会長） 

 

(2)その他 

 ・造成地の住居表示について（決定） 

  商業施設：北野 3条 1丁目 12番 

  住居地域：北野 3条 1丁目 13番～15番 

（会長） 

 

 

 

 

 

 
町内会総会のお知らせ 
 

～町内会の活動・収支の報告～ 

 

日時：平成 29 年 4 月 16 日（日曜日） 

    10 時から 2 時間程度 

場所：朝日ヶ丘町内会館 

議題：事前に総会資料をお渡しいたします 

 

皆様の出席をお願いいたします。 

 ご都合で出られない場合は「委任状」を 

班長さんへお渡し願います。 

 
 

 


