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　ごあいさつ 　　　　　八望台町内会役員等名簿

　　　八望台町内会

　　　　会　長　　天岡　環 　　　役　職　名 　氏　名 　 電　話

　寒さも一段と厳しくなり、早いもので令和２年も残す 　　　相　談　役  梅木　勝美 881-2338

ところわずかとなりました。コロナウイルス感染症もな 　会長（総務部長兼任） 天岡　　環 881-4924

かなか収まらず、社会や経済などさまざまなところで  副  総務・会計兼任  黒川  和雄 883-2019

禍をもたらしており、私たちも不便な生活を余儀なく  会 青少年育成部兼任  永井 ゆかり 885-3357

されています。  長  女性部長兼任  関根　邦江 883-7540

　いずれにしてもコロナ感染症とインフルエンザに罹ら 　　　  会　　計  黒川  和雄 883-2019

ないようにお互いに気を付けましょう。また、健康維持 　　　 総 務 部 長  天岡　　環 881-4924

のため、日常体を動かすことも大切に思います。   １区長（総務）  片岡　万里 885-1401

 区   ２区長（保健）  高橋　秀雄 882-5662

　　　八望台町内会　後期行事予定   ３区長（防犯）  永井不二雄 885-3357

　　コロナウィルス感染症により、当初予定していた  長   ４区長（福祉）  畑井　昌美 884-0133

　行事予定が変更を余儀なくされています。ご了解の   ５区長（交通）  伊藤　美雪 881-8781

　程宜しくお願いいたします。 　女 性 部 長  関根　邦江 883-7540

 専 　会館運営部長  野口　保典 881-8031

　後期班長会議 10月 3日 実施済  門   福祉推進委員長  中山　直子 882-3755

　秋の町内一斉清掃 10月 4日 実施済  部   体 育 部 長  佐藤　辰夫 881-4870

　八望台町内会福祉まつり 中止   青少年育成部長  永井 ゆかり 885-3357

　北野地区ボーリング大会 実施(11月29日㈰ ) 　　　  監　　事  大野　　寛 888-3577

　おたのしみ会 中止 　　　  監　　事  中村サツキ 882-2443

　会館大掃除 実施予定 　平成会会長  梅木　勝美 881-2338

　新年交礼会 中止 　　 子供会世話人代表  佐藤　礼子 557-6317

　パートナーシップ除排雪 実施予定  民生・児童委員  中村サツキ 882-2443

　令和３年度定期総会 実施  (形式未定)  民生・児童委員  三好　節子 883-7447

　　　　　　　　　　　ゴミステーションの利用　協力のお願い
　　　　　保健衛生部長　高橋　秀雄

　今年度新たに、箱型折り畳み式ゴミ箱を8個設置し19個になりました。お陰様でカラスの被害が減りゴミ箱の周辺

が衛生的になってきております。現在、会員の方のお心遣いで作られた頑丈でしっかりした木製のゴミ箱を除き、

来年度は残り全てを折り畳み式ゴミ箱に置き換える予定です。

　　　　　　【　おねがい！　ゴミ箱の周りの除雪は、利用者みなさんで　！　】

　　　　※ ゴミ箱のお世話は利用する方々で協力して行ってください。冬季間の除雪も特定の方に負担

をかけることの無いようできるだけ協力して行ってください。

　　　　※ ゴミステーションは、ゴミ捨て場ではありません。マナーを守りきれいに使ってください。
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　＜令和2年7月　札幌市建設局雪対策室の資料より＞　

    パートナーシップ除排雪制度　他団体の平成元年度 実証実験のまとめより

【目的】 札幌市では、「パートナーシップ除排雪制度」による生活道路の排雪について、これまでの
　　　排雪断面のほかに“道路に雪を多く残し、排雪費用を軽減する“新たな排雪断面”を設定し、
　　　排雪断面を選択できる制度の運用にむけて平成29年度から検討しております。

【団体数】 令和元年度は、１５２団体から実験参加の申し込みをいただきましたが、その後、気象状況
　　　等を踏まえた取り下げなどで６０団体の実施となりました。

『実験断面Ⅱ型』　実験参加　５７団体

※気象状況により、どちらか寄りの仕上がり断面を目標に作業を実施

Ⅱ型－① (雪を路面に残す) Ⅱ型－② (雪を道路わきに残す)
元年度1㎞当たり35.00万円 　　　　元年度1㎞当たり35.00万円

『実験断面Ⅱ型』　実験参加　3団体
元年度1㎞当たり35.00万円

[ 令和元年度実施した団体の沿線住民の主な自由意見 ]

・排雪費用を抑えることができる。　　・作業時間が短縮されて良かった。
・町内会費の値上げを抑えるために賛同する。
・多少高くなってもしっかり排雪をしてもらいたい。
・排雪費を抑えたところで、その分、町内会費にどのように活かされたか分からない。
・雪の多い年は不安、排雪直後は良いが数日後はわだちやザクザクになり通行が大変だった。
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　　パートナーシップ除排雪  　後期班長さん 　令和２年後期班長名簿

　　　　　八望台町内会の対応 区 班 　　氏　　名

　１区長  片岡　万里
　・実証実験への参加について 　 寒い時期のお仕事にな 1班  坂下　明人

 りますがよろしくお願いい 1 2班  川端　祐子
　年々高騰する除排雪費の経費削減のため、  たします。 ３班  山田　恵
今年度の総会(書面表決形式)でご了解いただ 　 今年度は、コロナ感染 区 4班  門脇　謙太
きましたように、今後、７割除排雪の実証実験  症予防のため、行事が 5班  山内　典子
に参加していくことになります。  少なくなっていますが、 　２区長  高橋　秀雄
　参加の仕方については、今後役員会で検討  ご依頼がありましたら、参 1班  大友　克如
し決めていきます。  加者の報告をよろしくお 2 2班  宮崎　勉
　実証実験の結果では前ページにあるように、  願いいたします。 ３班  辻本　博明
これまでの排雪と比較し雪は残り多少不便さ 　尚、後期班長さんは、来 区 4班  佐々木克祐
はありそうですが、許容範囲でおさまりそうで  春、令和3年度前期班長 5班  山本　勝己
す。コロナ禍で大変な状況の中で、今年度  さんが決まるまでの間と 6班  飯田　満
から値下げした町内会費も、当分の間、この  なっておりますのでよろし 　３区長  永井不二雄
まま維持していきたいものです。  くお願いいたします。 1班  坂　　 普子
　尚、今年度のパートナーシップ除排雪につ 3 2班  中山　努
きましては、特別な異常気象を除き、予算計 ３班  中村  峰
上通りこれまでの除排雪を実施する予定です。   　　前期班長さん 区 4班  若木　春雄

5班  伊藤　徹善
＜参考＞ 6班  小澤　良太

　・パートナーシップ除排雪、実施時期のロー 　 コロナ感染症対策の中 　４区長  畑井　昌美
　　テ－ションについて  での班長会議、また、会 1班  伊豆　将博

 費の集金・回覧への対 4 2班  高橋　芳昌
　　パートナーシップ除排雪の実施時期は、近  応など、大変ご迷惑をお ３班  佐竹　達也
　隣の町内会(平岡地区・北野地区)と、同じ条 　かけしました。 区 4班  堤　　　菘
　件にするため、実施時期を、2月上旬　・2月 　　今年は、夏まつりも開 5班  阿部　義則
  中旬・２月末～３月上旬の 3期にわけ、ロー  催できず、お手伝いのご 6班  矢野のぶゆき

　テーションを組んで行われています。　  依頼も空振りに終わって 　５区長  伊藤　美雪
　　ちなみに、2月上旬に当たった町内会は、  しまいました。 1班  清兼　武弘
　積雪量が極端に少なくても、その時期に除   いずれにしても、この様 5 2班  梅木　勝美
　排雪をしなければなりません。そのため無駄  な状況下でご協力いただ ３班  工藤　克博
　な経費をさけるためキャンセルする町内会が  きありがとうございました。 区 4班  関根　基樹
　出ているのです。 5班  伊藤　祥一

ご協力ありがとうございました 　　去る令和２年10月４日(土)

　　　秋の町内一斉清掃 　　　後期班長会で班長さん引継ぎ

去る10月4日(日)、天候に恵まれ秋の町内一斉 　　今年は、コロナ感染症のため後期班長会議の開催
　清掃を行いました。 多くの皆様にご協力いただき 　も心配されましたが、班長の皆様にはマスクの着用等
　ありがとうございました。 　のご協力をいただき無事開催することができました。
　　春・秋の町内一斉清掃も皆様にご理解いただき 　　後期班長さん、よろしくお願いいたします。
　年々参加ご協力いただく方々が多くなり町内の一 　　　　　　　　［班長さんの主な仕事］
　体感を得るためにも大変嬉しく思っています。今年 　　・班内の転退入、訃報等の情報を区長へお知らせ
　は、自宅前の草取り・ゴミ拾いをする方々の姿を見 　　・回覧・お便りを回し、催しの参加者の報告
　られ、「きれいになったね。」等の会話も聞かれま 　　・会員の方の町内会費の集金
　した。来春の清掃もよろしくお願いいたします。 　　・その他、班内の諸問題の報告
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　◇　災害時の避難訓練の実施　◇ 　　◇北野連合町内会行事予定のお知らせ◇

         防災・防犯部長　永井不二雄      [ コロナ禍により当初の予定が変更されています]

　毎年、避難訓練を会館内で行ってきましたが、      ・冬の交通安全街頭啓発 11月予定　 中止

今年度は、役員が大地震を想定し、地域の基幹 　　・北野地区ボーリング大会 11月29日　 実施

避難所である北野台小学校へ避難する体験を      ・青少年音楽のひろば　 12月予定　   中止

行いました。      ・北野地区新年交礼会　  1月予定　   中止

　当町内会では災害時に自力で避難が困難な      ・清田地区新年交礼会　  1月予定　   中止

要配慮者の方が10月末現在31名程いらっしゃり      ・あしりべつ郷土館まつり 1月予定　    中止

ご近所の方々に避難支援をお願いしております。 　　・北野地区新春子どもカルタ大会 1月予定 取止め

　役員としてもいざという時の状況を把握するた 　　・雪とあそぼう      2月予定　   未定

めに、道路状況はどうか、車椅子を使った場合 ※　コロナ感染症予防のため、多くの行事が中止

どの程度の時間が必要か等の体験をしました。 　となっております。

　災害時の状況は、なかなか想定しずらいところ

もありますが、幸いに避難時に危険となる場所 　　　◇　令和2年に　ご逝去された方々　◇

も少なく車椅子を使って会館から北野台小学校

まで、およそ30分程かかることが分かりました。 ご逝去されました方へ心からご冥福をお祈り申し

　いずれにしても、災害時は近所の皆さんで協 　　 上げますとともに、ご家族の皆様へ謹んでお悔やみ

力し避難していただくことが大切に思います。       申し上げます。

　いざという時には、皆様のご協力をよろしくお 3区6班　岸本　満雄様　    1 月 14日

願いいたします。 5区1班　藤長正太郎様   　1月  29日

3区1班　水越　勝治様　    2月　 2日

2区4班　渋谷　健一様　    3月   5日
3区5班　野口　　 隆様      4月  18日
1区1班　石井　栄臣様      7月  19日
2区3班　楢山　　 敏様　    8月   1日
4区4班　重村　譲二様　    8月 13日
4区4班　宝利　　 豊様　    8月 15日
1区4班　野澤　堅治様      9月 18日
5区2班　外崎佐智子様   　9月 24日
1区4班　柴田ハルエ様     10月  6日
2区5班　早坂　利治様　　 10月 18日

　　◇　交通安全に気を付けて　◇ 　◇　放火火災　発生！◇
　　　　交通安全対策部長　伊藤　美雪 　ホームタンクの配管を切って火をつける

　この10月、北野地区では交通事故死０人の継 　　【　清田消防署からのお知らせ　より　】

続日数が５，０００日に達したということです。 令和２年１０月２０日深夜、平岡４条１丁目において

なかなか難しいと思いますが、交通事故防止の 　　灯油ホームタンクの配管が切断され、段ボールに火を

関係者の皆さん、そして、事故を防いだ地域住 　　放たれたとみられる火災が発生しました。

民一人一人が交通安全に気を付けられた結果 厚別区大谷地でも同様の火災が発生し、連続放火

であると思われます。 　　の疑いもあります。

　私たち町内会もその一員として、この素晴らし 清田消防署ではパトロールを行うとともに、近隣住

い記録を更に伸ばすことができるよう日常の交 　　民の皆さんへ注意喚起のチラシを配布し、警戒を呼

通安全に気を付けていきたいものです。 　　びかけております。

　これから、雪の季節を迎えます。冬型の交通

事故に合わないよう、車を運転する方は勿論、 　　清田消防署から、上記のような緊急のお知らせ

横断歩道、路上での通行に十分気を付け、交 　がありました。　建物の周りに燃えやすい物を置か

通安全に気を付けていきましょう。 　ないよう十分気を付けましょう。


