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　そのほかの掲載分は　こちら　から 

6月
   

　6月30日（火）  
　

●     告知ー『閑話休題』ー  

詳細はこちら

　6月29日（月）  
　 

●     砂川市議会6月定例会終了  

詳細はこちら

　6月28日（日）  
　 

●     第61回北海道消防協会中空知分会連合消防演習 

詳細はこちら

●     第36回北空知コーラス団体合同演奏会 

詳細はこちら

●     第28回アメニティ・タウンすながわマラソン大会 

詳細はこちら



　6月26日（金）  
　

●     砂川警察署菊池署長来庁 

詳細はこちら

　6月25日（木）  
　

●     平成２７年春の叙勲（瑞宝単光章）受章報告 

詳細はこちら

　6月20日（土）～21（日）  
　 

●     第14回空知単板工業（株）主催100kmウォーク大会 

詳細はこちら

　6月19日（金）  
　

●     高橋美唄市長来庁 

詳細はこちら

　6月18日（木）  
　

●     砂川ＳＡスマートインターチェンジ地区協議会 

詳細はこちら

　6月16日（火）～17日（水）  
　

●     再び上京 

詳細はこちら



 

　6月15日（月）  
　

●     砂川青年会議所での講演 

詳細はこちら

●     【緊急】　市役所部課長会　旗の波運動 

詳細はこちら

　6月13日（土）  
　

●     雑感　－ 第43回希望学院合同体育祭に参加して － 

詳細はこちら

　6月12日（金）  
　

●     砂川地区暴力追放運動推進協議会総会 

詳細はこちら

●     砂川ＪＣ来庁 

詳細はこちら

●     雑感　－ 砂川市戦没者・殉職者慰霊式に出席して思うこと － 

詳細はこちら

　6月8日（月）～10日（水）  
　

●     全国市長会出席 

詳細はこちら

　6月7日（日）  
　

●     砂川消防演習 

詳細はこちら

 



　6月6日（土）  
　

●     北菓楼札幌本館建設工事安全祈願祭 

詳細はこちら

　6月5日（金）  
　

●     （有）岩瀬牧場 岩瀬康子専務来庁 

詳細はこちら

●     空知単板工業（株）100キロウォーク開催あいさつ 

詳細はこちら

　6月4日（木）  
　 

●     本日は１日中広域圏の議会 

詳細はこちら

●     前谷理氏旭日双光章受章報告 

詳細はこちら

　6月3日（水）  
　 

●     砂川市防火協力会定期総会・懇親会  

詳細はこちら

●     砂川市議会議員OB会  

詳細はこちら

　6月2日（火）  
　

●     平成27年度空知市長連絡協議会春季定期総会 

詳細はこちら



　6月1日（月）  
　 

●     北海道Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会 

詳細はこちら

●     第１２回パンケ歌志内川親水広場花植栽会 

詳細はこちら

   

 

 

　6月30日　告知ー『閑話休題』ー
　　　
　先日紹介した「チームスピリッツのＴシャツ」をマラソン大会で着用してあいさ
つをしましたら、大変好評で色づかいやデザインが良いことからどこで買えるのか
との問い合わせが多数ありました。残念ながら非売品です。 
　地域おこし協力隊の山崎隊員（協力隊になる前はイギリスのロンドンでデザイン
の修行をしていました）の手によるもので、センスの良さが光っています。

    　6月29日　砂川市議会6月定例会終了     
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　22日から開催されていた6月議会が本日閉会しました。 
　私の2期目最初の政策予算と市政執行方針が論議される議会であり、改選後、議
員の年齢構成も若くなり、活発な論議がなされ今までとは違う雰囲気でした。　
　私ども執行者と議会とは良い意味で緊張感をもって論議し、砂川を活性化するこ
とがお互いの目的です。
　地方創生が叫ばれるなか、砂川SAスマートインターチェンジの開通による企業
の活性化や地域包括ケアシステムの完成、2期目から力をいれていく少子化・定住
対策により、未来にわたって持続可能なまちづくりを進めてまいります。
　議員各位の皆様ありがとうございました。
　





    　6月28日　第61回北海道消防協会中空知分会連合消防演習     
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中空知5市5町で持ち回り開催。ことしは赤平市で開催。 
　次期開催地が砂川市ということであいさつをしてきました。
　
　5市5町による分列行進、観閲、機械器具点検、小隊行進、ポンプ車操法、一斉
放水、どれもふだんの訓練の成果が出ており感動しました。
　中空知の消防職団員の皆様が連携を密にして、さらに地域の防災力が上がること
を期待しております。
　

　　

 



    　6月28日　第36回北空知コーラス団体合同演奏会     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北空知9団体7市町で持ち回り開催。
　あいさつの依頼で市長室に来られた加藤会長（北空知コーラス団体協議会会長
（深川市））の話しとして、高齢化で会員数が減少しコーラス団体も減ってきてお
り、いかに会員数を増やすかが課題とのこと。
　認知症の予防にもなりますし、みんなに聴いていただきたいし、知っていただき
たいと言っておりました。特に男性会員が少ないそうです。
　　　　
　私もあいさつで、市長になって多くの団体の方と話しをする中で、私たちの活動
を広く知っていただくことが、活動を続けていくモチベーションを保つために必要
なこと、と言われたことから、一番多く市民の中に行っている私がカメラを持参し
て皆さんを撮ってブログで紹介している旨のあいさつをいたしました。　　
　　　





　　
　開演は12時30分ですが、13時には赤平市での中空知分会連合消防演習出席のた
め退席しましたので、写真は一部しか撮れませんでした。
　　　

    　6月28日　第28回アメニティ・タウンすながわマラソン大会     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　朝8時30分会場である北海道子どもの国に到着。
　お約束どおり“チームスピリッツ”のＴシャツを着てあいさつ。
　　

　　
　大会長の教育長が趣旨をあいさつで言っておりますので、私からは告知を3件申
し上げました。



　　
１．8月8日念願のスマートインターチェンジがハイウェイオアシス内に開通する
ことから夏休みには家族で来ていただきたい。
　
２．北菓楼さんが、この大会用に参加者全員にあたる特製キャンディを450本用意
していること。
　　
３．6月6日の家族5人が死傷した事故と飲酒運転追放の話し。
　　　

ボランティアで固定監察員をしていただいた砂川歩くスキークラブの小塚会
長と会員の皆様。平均年齢が80歳だとか！

教育委員と教育長、商工会議所其田会頭、いつも元気な井上さん



 

 チームスピリッツと地域おこし協力隊の皆さん

 





ことしも深緑のコースを390人のランナーが走り抜けました

　

    　6月26日　砂川警察署菊池署長来庁     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　菊池署長と地域おこし協力隊の山崎さん、小崎さんが市長室に来られました。
　4月、菊池署長が砂川に赴任したときに「アメニティ・タウンすながわマラソン
大会」に署員を10名ほど参加させ、交通安全のたすきを掛けて走らせると言って
おりましたが、マラソン用のＴシャツを地域おこし協力隊の山崎さんに作成依頼し
完成したことからお披露目のための来庁となりました。
　　



菊池署長、協力隊の皆さんとともに

　　　
　Ｔシャツの表は警察バッジをイメージしたもので、英語で「スナガワポリスス
テーションクルー」と、その下には「チームスピリッツ」と書かれています。背中
のデザインは砂川の街並みと警察署をイメージしたものです。
　　

Ｔシャツ胸元の警察バッジをイメージしたロゴマーク



背中のデザイン

　　
　私も1枚いただきましたので、28日のマラソン大会ではこれを着て飲酒運転追放
を訴えながらあいさつをするつもりです。
　　　

    　6月25日　平成27年春の叙勲（瑞宝単光章）受章報告     
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川地区広域消防組合奈井江消防団阿部謙一氏と同浦臼消防団大脇實氏が春の叙
勲で瑞宝単光章を受章し、報告に来られました。 
　　
　阿部謙一氏（75歳）は、昭和41年に奈井江町消防団入団し、平成25年に副団長
で退団されました。平成14年には消防庁長官から永年勤続功労章を授与されてい
ます。
　昭和41年当時は常備消防がなく、消防団が火災時の消火を担っていました。
（常備消防ができたのが昭和45年、砂川市･奈井江町･浦臼町の1市2町で「砂川地
区広域消防組合」が設立されたのが昭和47年です）
　当時の思い出として、石炭ストーブが多い時代で火災も多く、1回出動すると
400円支給されたそうです。フォードの消防自動車でドアは無く、火災出動の時は
車のスピードを緩めて道路で待っている団員が飛び乗って火災現場に向かったそう
です。阿部氏の父親も戦時中から火災予防組合で25年活動し、親子2代の消防団員
です。地方ではこのように民間の方が長年にわたり防災に関わってきました。
　
　大脇實氏（71歳）は、昭和49年に浦臼町消防団に入団し、平成21年副団長で退
団されました。平成19年には消防庁長官から永年勤続功労章を授与されていま
す。
大脇氏の思い出として、当時は今のように軽い防火衣ではなく、「さしこ」と呼ば



れる重たい防火衣を水につけてから消火活動にあたったことだそうです。
 
　お二人とも長年にわたり地域住民を守るために本業をなげうってでも消防活動に
従事されてきました。本当にご苦労様でした。
　受章おめでとうございます。
　

受章の喜びを報告する阿部謙一氏（右）と大脇實氏（左）

 
（追記）
　以前砂川の堀団長が、若い消防団員に訓示で「郷土を守る郷土愛」精神を教えて
いると言っていたのを思い出します。
　時代はどんどん変わっていきますが、残していかなければならないものもたくさ
んあります。



    　6月20～22日　第14回空知単板工業（株）主催100kmウォーク大会     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年も朝8時30分滝川ふれあいの里での開会式にあいさつのため出席。
　あいさつでは、砂川市はスイーツの街として皆様方をお菓子とパンでお迎えしま
すと申し上げました。
  

出発前に参加者全員でストレッチ

空知単板工業（株）の松尾社長もストレッチ



参加者の皆さんにごあいさつ申し上げました

砂川市役所チーム



毎年旭川から参加しているチーム

　
　また、6月6日の事故では、無謀な運転者により何の罪もない4名の方が亡くな
り、また1名の方が意識不明の重体で砂川市立病院で懸命な治療を受けているこ
と、今回の経路では、砂川市に入り国道12号の右側歩道を歩くと事故現場を通る
ことから、その際には心の中でご冥福を祈っていただきたいとお話しました。現
在、砂川警察署では全力で捜査にあたっています。
　今年は1,100名の方が参加されており、皆様一人ひとりに飲酒運転撲滅の輪が広
がることを願っています。
　先般ＴＶでの交通事故遺族会の方の話で、伝えても伝わらない人たちをどうする
かが問題との趣旨の話をしていました。大多数の皆様はきちんと守っている。しか
し少数でもそうでない方がいる。現在、道路交通法の厳罰化やアルコール依存症の
方の免許の有り方等が提起されています。
　

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

交通事故現場でお祈りを捧げる参加者の皆様～皆さんありがとうございま
す。私がいる時間帯で２組の方が事前に花を用意していたようで花をリュッ
クから出してそっと供えていました

　 
　



　松尾社長とは、今年坂の上からずっと人が連なっている写真を撮りたい旨お話を
しましたが、私のカメラ（望遠でない）では人が小さすぎて絵になりませんでし
た。　
　　　　　
　　

    　6月19日　高橋美唄市長来庁     
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2期目の当選報告ということであいさつに来られました。
　同じ2期目ということで観光や事業の実施でお互いに情報交換をしています。
　中空知広域圏ではありませんが、病院間の連携も図っており、地方創生では、観
光面でどのような点で連携を図ることができるか情報交換をしています。
　　　　　

2期目の当選を果たした高橋美唄市長（右）

　　

    　6月18日　砂川SA スマートインターチェンジ地区協議会     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第3回目の協議会で、今日の議題は砂川ＳＡスマートＩＣの開通日です。 
　協議会による審議をいただき、開通日は8月8日（土）13時となりました。
　　
　思い起こせば平成16年、当時の社会実験での設置の協議から交渉を始め11年が
経過しました。砂川市、ひいては中空知地域の活性化に大きく寄与する事業で、広
域事業として取り組めば地方創生の新型交付金の目玉にもなりうる可能性を秘めて
います。
　　



　今後、砂川市の総合戦略において、第3次医療圏の市立病院とともに、地方創生
本部、北海道開発局、北海道、民間事業者、市民そして行政が一体となって砂川市
の活性化のための取り組みを進めて参ります。
　

　　
　7月2日には地方創生本部事務局次長である末宗内閣審議官を訪問する予定で
す。末宗次長は、総務省自治財政局財政課長時代にたいへんお世話になった方で
す。
　　

    　6月16日～17日　再び上京     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　スマートインターチェンジや砂川市の重要課題解決のため、国土交通省および国
会議員を訪問してきました。
　　



伊達忠一参議院議員（左）

稲津久衆議院議員（右）



渡辺孝一衆議院議員（左）

高木宏壽衆議院議員（右）

　　

 



    　6月15日　砂川青年会議所での講演     
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　青年会議所6月第2例会で砂川市の今後の政策の方向性について講演をしまし
た。
　砂川市の街の特徴（優位な点）から少子化・定住化を通じて地域活性化をどのよ
うにしていくべきかについて40分程講演しました。
　青年会議所も今年度、婚活事業（二宮委員長）を実施すべく準備を進めており、
商工会議所青年部や農協青年部などとの連携、また、北海道も婚活事業に力を入れ
ることから北海道との連携を取りながら進めなければならないものです。
　※例会の様子を撮った写真を間違って削除してしまい掲載できませんでした

 

    　6月15日　【緊急】　市役所部課長会　旗の波運動     
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6日の交通事故を受け、緊急に空知総合振興局の環境生活課と社会福祉課職員、
市の部課長会が合同で旗の波運動を実施しました。開催前に全員で亡くなられた
方々に対して黙祷をささげました。
　　
　砂川市では、事故発生後事故現場付近に交通安全旗100旗掲揚、青色回転灯装備
車による市内パトロール、奈井江町と合同でパトライト啓発、空知総合振興局と合
同パトライト啓発、空知総合振興局合同街頭啓発、交通安全指導員会合同パトライ
ト啓発等を行ってきました。
　今後は、社交飲食協会・警察が一体となる取り組みに私も参加して、飲食店に
「飲酒運転追放の店」のポスター配布などを行う予定です。
  　



空知総合振興局の職員も参加して行われました

　　　



　6月13日　雑感　－ 第43回希望学院合同体育祭に参加して －
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市長となり5回目の参加。
　以下、会場での私と小関社会福祉協議会会長と堀川施設長との会話。
 　

≪合同体育祭の院生による玉入れ競争を見ながら・・・≫
　　
施設長
　「玉入れは戦前もあったのですか？」
 
小関会長
　「戦前からありました、戦争時の運動会では入場行進曲は軍艦マーチだった」
 
私
　「私の時代はパチンコ店の開店にかかっていた曲でした」
 
小関会長
　「そのほか瑞穂踊りも全員で踊った」
 
私
　「瑞穂踊りって何ですか？」
 
小関会長
　「豊作を祝う踊りでした」
　　
　ＳＮＳで「瑞穂踊り」を調べますと「昭和16年に新聞社が銃後の増産の意気を
盛り上げるため企画公募したのが「瑞穂踊り」で、食糧増産を進める青年教育のた
めの踊り」とありました。　
　私の時代はさしずめ市民踊りだろうか。
　一生懸命玉入れをしている院生を見ながら時代の移り変わりを感じていました。
　堀川施設長はじめ職員の皆様、家族の皆様１日ご苦労様でした。 
　　







　　

 

    　6月12日　砂川地区暴力追放運動推進協議会総会     
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川警察署管内1市3町による総会です。
　今日は砂川で起きた交通事故容疑者の逮捕の日でもあり、不眠不休で捜査の陣頭
指揮に当たられた砂川警察署菊池署長もあいさつに来られました。
　事故後の署長の声はかれていました。署員を叱咤激励しながら事故処理と捜査に
当たっていることがよくわかります。　
　今日容疑者が逮捕されたということで、こんな形で突然亡くなられた家族のため
にも一日でも早く事件が解明されることを願っています。
 　
　一方暴力追放運動につきましては、村山会長はじめ推進協議会の皆様には、警
察・行政・企業・地域住民と一体となって暴力追放運動を推進していただいている
ことに心から感謝を申し上げます。菊池署長のあいさつで山口組の社訓（社是）の
話はたいへん興味深いものでした。
　　  



 

 砂川警察署　菊池署長

 



　　　

 

    　6月12日　砂川ＪＣ来庁     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川青年会議所55周年記念式典が8月22日開催されることから、増井理事長、亀
谷実行委員長、多比良前理事長が市長室に来てくれました。
　若い人たちは利害関係が少なく自由に活動しており、街づくりにおいても貴重な
団体です。砂川市の活性化のために共に頑張りましょう。
　

左から多比良前理事長、亀谷実行委員長、増井理事長



　　

　6月12日　雑感　－ 砂川市戦没者・殉職者慰霊式に出席して思うこ
と －

　　　　　　　　　　　　　　　　
　戦後70年という節目の年を迎えました。かつて1956年の経済白書ではもはや戦
後ではないと書かれていました。
　戦後10年程で驚異的な復興を遂げた日本だが、先行き不透明な経済情勢のなか
で今後どうなるのだろうかという意味での「もはや戦後ではない」であったが、今
は違う意味でとらえられている感があります。
　戦後の復興と社会経済の発展により経済成長を成し遂げた今日の姿は、戦没者の
方々の尊い犠牲のたまものであり、決して無にすることのないよう、市民の皆様と
ともに心に誓わなければなりません。
　恒久平和を願い安心安全な地域社会をつくって参ります。
　
　私の父も95歳、戦争世代です。今は認知症で会話が成立しませんが、元気なこ
ろでも戦争の話は一切しませんでした。父の回顧録的な物を読んでもその部分が欠
落している。何があったのだろうか。
　戦後70年戦争世代は、ほとんどいなくなってきました。
　この世代の方々は何を思い戦後を生き抜いてきたのだろうか。
　その子どもたちである「団塊の世代」（戦争を知らない子どもたち世代）も高齢
者となってしまいましたが、御霊の安らかなごめい福と、宮田会長はじめご遺族の
皆様のご健勝をお祈りいたします。
　  

　  

 



    　6月8日～10日　全国市長会出席     
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　どこに行っても砂川市の交通事故の話題で持ちきりでした。こんな形で4人の方
が突然亡くなられ残念でなりません。
　心からごめい福をお祈りします。
　
　市長会会議のほかに議員会館に出向き国会議員の皆様と砂川市の課題について協
議をして参りました。
　2日目の空き時間に、ローレル表参道本店とソメスサドル青山店に寄ってきまし
た。
　

全国市長会総会



国会議員との政策懇談会

全国市長会分科会



（株）ローレル表参道本店





ソメスサドル（株）青山店

 



    　6月7日　砂川消防演習     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川消防職団員の皆様には、日夜市民の生命と財産を守るために、日々訓練に励
まれていることに感謝申し上げます。
　　

　　　　
　昨日夜の交通事故では、砂川、奈井江、上砂川の救急車が出動し、砂川警察署の
職員も徹夜で事故対応に追われる中での消防演習ということで、菊池砂川警察署署
長も閉会式のあいさつに時間を割いて出席していただいたことに感謝申し上げま
す。
　　　
　消防職団員も警察署職員も市民の安心・安全のために必死に活動されていること
を実感します。
　　　　



ポンプ車操法

観閲



菊池砂川警察署署長

　　　

    　6月6日　北菓楼札幌本館建設工事安全祈願祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　堀昭社長から案内をいただき出席してきました。
　工事関係者として三鉱建設の三塚社長、東洋建設工機の其田社長も出席。
　北海道の辻副知事（砂川南高校出身）も出席されていました。
　　
　建築面積537.32m2、延べ面積1,278.94m2地上４階地下１階で2016年3月完成予
定です。
　施工する竹中工務店によれば、道路に面している2面についてレンガ造りの壁面
を残しながらの特殊な工事になるそうです。
　





建物の古さをいかすため、外壁を残して工事を行っているそうです

 



    　6月5日　（有）岩瀬牧場  岩瀬康子専務来庁     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川ＳＡスマートインターチェンジによる活性化第２弾です。
　岩瀬康子専務が、スマートインターチェンジ開通に合わせ店舗の拡大をする旨報
告に来てくれました。　やはりスマートインターチェンジ開通に伴い来店者が増え
ることを考えると投資をしなければという気持ちが強くなったと話してくれまし
た。工場を増設し店舗も２階建てにしてお菓子部門にも力を入れるようです。着工
は１０月とのことでした。
　建物をイメージした模型を見せていただきましたが、完成が楽しみです。
　

岩瀬康子専務と模型を見ながら話しました



建物の模型。完成が楽しみです

    　6月5日　空知単板工業（株）100キロウォーク開催あいさつ     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　松尾社長、家納実行委員長、山田課長の三人が市長室に来られました。
　今年もスタート前のあいさつをお願いされました。
　コースは昨年と同じで、昼１１時ごろから砂川市内を通ります。今年は北海道三
井化学さんと空知単板工業さんが砂川市自立支援センター（旧保健所）前でくるみ
会のパン１，１００個を配布する予定とのこと。
　今年は全体の歩いている状況が分るように、北光地区から国道南方向の写真か、
北斗から国道北方向の写真を撮ってみます。乞うご期待！
　

左から松尾社長、家納実行委員長、山田課長

    　6月4日　本日は１日中広域圏の議会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　統一地方選挙後ということで広域事業の初議会が滝川市で開催されました。　中
空知広域市町村圏組合、石狩川流域下水道組合、中・北空知廃棄物処理広域連合、
中空知広域水道企業団の４つの臨時会で、午前１１時から午後４時までそれぞれの
一部事務組合の組合長や議長等の選出を行いました。　 
　滝川市に行く前に地域交流センターゆうに寄って、６月２日から開催されている
「枠わくアート展」の写真を撮りにいきました。オープニングイベントは６月６日
に行われます。作品がまだ提出されていないものもあるため、まだ展示は６割程度
と森さんが話してくれましたが、すてきな作品が並んでいました。
　



森さんがいましたのでお話を聞きました

鉾井画伯の作品「SOUL」











約50点もの作品が展示されています

期間中は誰でも車にお絵かきできます

　
　この「枠わくアート展」とは別に、調理室では砂川そば研究会の方が段位取得の
ための講習を受けていましたので写真を撮らせていただき滝川市へ向かいました。
　



　

    　6月4日　前谷理氏旭日双光章受章報告     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 前谷理氏は、農業委員を３期９年、市議会議員を４期１６年にわたり務め、こ
の度自治功労部門で表彰をされ市長室に来られました。 
　一番の思い出は、昭和３８年の農業委員に就任した年、当時の山口市長にお願い
して北光２号橋ができたことだそうです。これ以降この地区の開発が進み、昭和４
５年には今の石山団地建設につながりました。
　今年８８歳になりますがまだまだお元気です。
　今後も砂川市を見守り・支えていただきたいと思っています。
　



 

 

    　6月3日　砂川市防火協力会定期総会・懇親会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　菅原会長はじめ各町内会長・町内会の防火担当者が参加して盛会に開催されまし
た。 
　皆様方は、火災予防運動や市民防火のつどいなどの活動で、火災予防の啓発運動
に長年取り組んできました。また、自主防災組織を立ち上げる町内会も増えてきて
市民に防災の意識が定着してきております。
　防火活動は、交通安全、防犯、衛生などと同じく郷土を愛する市民の力で成り
立っています。皆様の活動に感謝を申し上げます。
　



 

    　6月3日　砂川市議会議員OB会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私が市長就任以来一番多くの皆様が参加しました。 
　鈴木名誉会長もまだまだお元気でした。宮田会長大変ご苦労様です。
　皆様方はかつて議員として砂川市の礎を築いてこられた方ばかりです。
　今後ともお元気に砂川の行く末を見守っていただきたいと思います。
　4月で退任された東さん、土田さん、尾崎さん、一ノ瀬さんも参加しました。
　

 



    　6月2日　平成27年度空知市長連絡協議会春季定期総会     
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　年2回空知10市の持ち回りで開催しています。
　今季は美唄市高橋市長のお世話になりました。
 　
　協議事項は「リスクマネジメントに対する取り組み」についてで、各市の情報交
換を行いました。
　業務運営や市民サービスを提供するうえで、状況を速やかに報告する体制をとっ
ておりますが、近年では台風、豪雨などの自然災害のほか、コンピュータ、ネット
ワークによるトラブルに対するリスクも懸念されます。
　法律問題や訴訟のリスクに備えどこの市も顧問弁護士がいるようです。
　

美唄市内で行われた春季定期総会

　 　
　アルテピアッツァ美唄を視察しました。
 　　
　認定ＮＰＯ法人アルテピアッツァびばいにより運営されており、芸術文化活動や
市民活動の拠点になっております。
　閉校した小学校の建物を利用したアートスペースがあり、数々の彫刻作品やギャ
ラリーがあることで有名な施設です。
　体験工房やコンサートやイベント、展覧会も催されるとのことです。
 　　　



時間に追われることなく、ゆっくりと訪れてみたいです



懇談会では締めのあいさつをさせていただきました

　　　

    　6月1日　北海道Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　３４の自治体から７７名の首長・教育長・担当者等が参加して開催しました。Ｂ
＆Ｇ財団本部から古山常務理事、姫野事業部長、宮崎指導者養成課長に出席してい
ただきました。
　全国にある連絡協議会のなかで北海道が一番結束力が強いといわれています。会
場では名刺交換が盛んに行われていました。
　





　
　懇親会後全道の海洋センター指導者と財団職員とで２次会へ。
　

左からB&G財団 古山常務理事、石狩市 草島さん、積丹町 丹場さん、沼田町 
岩井さん、砂川市 松平さん、砂川市 斉藤さん



楽しそうな右側手前5人、前列左から鷹栖町 笠原さん、大樹町 太田さん、沼
田町 岩井さん、後列左から沼田町 松野さん、砂川市 斉藤さん、左奥の2人は
砂川市の未来を真剣に語っている砂川市職員

　
　翌日には、B&G財団修繕助成決定書授与式が行われました。
　　

 



    　6月1日　第１２回パンケ歌志内川親水広場花植栽会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ＮＰＯ法人オアシス（林理事長）主催の植栽会で、建設協会、北海道観光社交事
業協会、町内会、商店会、札幌開発建設部滝川河川事務所（酒井所長）と砂川市建
設部の職員で実施しました。 
　好天のなか楽しく作業をしていただきました。皆さん大変ありがとうございま
す。
　作業終了後はＴシャツと花が配布されました。　
　　

参加していただいた皆さんです




