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第 8回自主防災役員会議 
 

北野中央自治会自主防災役員会議が、5 月 14 日(土)13 時より北野連合会館にて

開催されました。 

はじめに岡本会長より、自主防災の重要性と 4月 14日に発生した熊本地震につ

いて、お話がありました。 

会議は各役員の自己紹介後、防災組織の本部、情報連絡・避難誘導班、消火・救

出・救護班、給食・給水班、以上各班の各役割内容の確認が行われました。 

当町内は月寒活断層の上にあること、また、災害時は避難場所での備蓄品が現在

は非常に少ないため、各家庭にて日頃から、備蓄品や非常時持ち出し品の準備の大

切さが確認されました。 

また、岡本会長より個人

情報管理の状況、太田福祉

推進委員会委員長より要

支援者の救護・確認につい

て、内容説明がありました。 

今年も、例年通りの防災

訓練を 7 月 10 日（日）に

実施の予定。また、従来の災害発生直後の緊急対応や避難行動を中心とした災害図

上訓練（DIG）講習会に代えて、9 月 24 日（土）には避難所の運営に関する図上

訓練（HUG）講習会を行うことにして、その内容説明があり閉会しました。   

 

※ 総会で承認されていた防災等用テントを購入しました。 

サイズは２間×３間、高さ１間の屋形天幕で、北野中央自治会の文字も入れまし

た。6月 19日（月）の野外懇親会から、使用する予定です。 

 

第 19号 

平成 28年 6月 

会長 岡本 諒 

 

日頃からの準備 

●飲料水：一人１日 3リットル、3日分を用意 

●貴重品：印鑑、預金通帳、健康保険証、免許証、年金手帳など 

●その他：救急セット、食料、衣類、懐中電灯、ラジオ、防寒シート、簡易トイレ 

     常備薬、お薬手帳、メガネ、入れ歯、携帯電話及び充電器など 

   また、自動車のガソリンは普段からこまめに給油しておくと安心！ 
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今年もきれいな花を！ 

 

5月 28日（土）春の恒例行事となってい

る花壇の花植作業を行いました。 

北野通り街路樹桝にはマリーゴールド

800株、第一・第二公園にはペチュニア 100

株、宿根草ダイアンサス 30 株、合計 930

株。 

参加した会員は 55 名、各々手慣れた作

業で呼吸もぴったり。 

今回は、特に若い人や新しい参加者           

も目についたことが、うれしいことでした。               

今年も、皆さんの目を楽しませてくれることでしょう。 

  

 

 

 

なお、花植に先立ち 23 日（月）に、北野通り街路樹桝の土起こしを行っています。

街路樹の根が張り大変な作業でした。 

北野通り街路樹桝 

北野第一公園 北野第二公園 
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 厚別川にヤマメ稚魚放流 

5月 21日（土）清田区のシン

ボルである厚別（アシリベツ）

川をふるさとの川として子供

たちに慣れ親しんでいただく

ことを目的として、北野地区町

内会連合会主催、北海道山女魚

を守る会、北野地区青少年育成

委員会後援によるヤマメの稚

魚放流が行われました。 

 この事業は昭和 58 年から始められ今年で 34 回目。ふるさとの川に「カンバ

ックサクラマス」を願う親子ずれが北野ふれあい橋のある親水公園に多数集合

し、8,000匹の稚魚を放流しました。 

 

 

北野平小学校で「自転車教室」 
 

平成 28 年 5 月 20（金）午後 2 時 20 分から北野平小学校のグランドで、「自

転車教室」が行われました。小学校で自転車の交通法規が開かれるのは大変珍し

いそうです。 

 この日参加した児童は 60名、他に保護者、交通指導員、地元北野中央自治会

（5 名）と南北野町内会の会員も参加し、自転車の正しい乗り方、交通ルール、

マナーを学びました。 

 

 

 

自治会のホームページを更新 
 北野中央自治会のホームページは平成 25 年に開設されましたが、この

度内容を更新しました。 

自治会の歩みや年間行事予定、さわやか青空便など掲載されています。 

また、ブログのページもあります。下記によりご覧ください。 

 

 

「北野地区単位町内会」 ➡ 「北野中央自治会」 

http://kitanotiku.com/chounaikai_pr/13tyuou/13tyuou.htm 

北野地区のホームページ 検索 
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「こども 110番の家」とは、警察庁が呼びかけ、子

どもが「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に遭っ

た、または遭いそうになったと助けを求めてきたとき、

その子どもを一時的に保護するとともに、警察、学校、

家庭などへ連絡するなどとして、地域ぐるみで子ども

の安全を守っていくボランティア活動です。 

黄色のプレートは、防犯意識の高い地域であること

を示し、不審者への抑止力になることも期待していま

す。 

今年から、札幌市も本格的に取り組みを始めました。 

北野地区では、町内会連合会防犯部が窓口になって、

表示プレートの作成、提供など行っており、北野中央

自治会では、別表の 32 名の方々のご協力をいただい

ています。 

 

（敬称略） 

 

※  北野平小学校 881－8191   北野中学校 882－2897 

北野交番   881－3583   豊平警察署 813－0110 

 

№ 班 氏 名 № 班 氏 名 № 班 氏 名 

1 1-1 岡本 諒 12 1-6 太田 眞 23 2-7 織田 光穂 

2 1-1 木下 真二 13 1-6 山田 晃裕 24 2-7 大橋 千尋 

3 1-1 荒木 貞一 14 2-1 橋本 喬史 25 2-7 雨宮 明 

4 1-2 藤塚 正男 15 2-1 佐々木幸男 26 2-7 池田 稔 

5 1-3 伴  哲也 16 2-2 下家 恭子 27 2-7 佐藤 義昭 

6 1-5 荒木 栄 17 2-5 和佐田一夫 28 2-9 柳沢 恒紀 

7 1-6 大河原 芬 18 2-5 佐野 隆幸 29 2-9 永森 春子 

8 1-6 野村 栄吉 19 2-5 狩野 啓治 30 2-10 伊藤 昭夫 

9 1-6 知地 英征 20 2-6 阿部 嗣雄 31 2-11 宇加江和夫 

10 1-6 田士 守道 21 2-7 田村 昌宏 32 2-12 太田 満 

11 1-6 倉田 勝治 22 2-7 田代 忠之    

活動紹介 

編集者 広報部 荒木貞一 


