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3Sunagawa City

緑豊かな恵まれた自然環境
四季がおりなす美しい景観
子育てを応援するさまざまな活動
まわりに見守られる、安全・安心なまち
「いつまでも住み続けたい」
そんな思いを支えているのはまちの人々 です
輝き続けるふるさとすながわに人と人が支え合い
市民とともにつくるまちづくり
笑顔あふれるまち「砂川市」です

砂川市

札幌
釧路
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富良野

千歳

帯広
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市民憲章
第 1 章　健康なからだと、楽しい家庭をつくる
　　　　市民になりましょう
第 2 章　自然を愛し、きまりを守り、暴力を許さぬ
　　　　市民になりましょう
第 3 章　仕事にはげみ、産業を豊かにする
　　　　市民になりましょう
第 4 章　知性と若さに満ちた文化を高める
　　　　市民になりましょう
第 5 章　たがいに助けあい、未来に夢をもつ
　　　　市民になりましょう

市宣言
・全世界の永久平和確立実現に関する宣言（昭和 34 年）
・安全都市宣言（昭和 39 年）
・明るく正しい選挙都市宣言（昭和 39 年）
・緑化都市宣言（昭和 49 年）

位置・地勢
アイヌ語のオタ（砂）・ウシ（多い）・ナイ（河）を意味す
る砂川市は、札幌市と旭川市のほぼ中間に位置します。
東は夕張山系を境に赤平市、歌志内市、上砂川町に接し、
西は石狩川を挟んで新十津川町に、北は空知川を挟んで
滝川市に、南は奈井江町、浦臼町に接しています。東部
はなだらかな丘陵地帯で西部に向けて傾斜し、南部と北
部は平坦地帯となっています。東西に約10.5 ㎞、南北に
約12.7 ㎞、総面積は 78.68 ㎢で市街中心部は平地地帯
と石狩川の間に南北に細長く展開し、中央を国道 12 号
のほか、道央自動車道とJR 函館本線がそれぞれ縦貫し
ています。

市民とともに
まちづくり

道内主要都市から快適アクセス

車で
札幌から約 80 ㎞・・・・・約100 分（高速道路 45 分）
旭川から約 60 ㎞・・・・・約  70 分（高速道路 35 分）
千歳から約 90 ㎞・・・・・約120 分（高速道路 80 分）
JR 線で
札幌から特急で・・・・・・約 50 分
旭川から特急で・・・・・・約 40 分
千歳から特急で・・・・・・約 90 分
飛行機で
東京から新千歳空港まで・・約 90 分

砂川ハイウェイオアシスに接続しており、札幌方
面および旭川方面のどちらにも乗り降りできるス
マートインターチェンジです。ETCを車載してい
る全車種（12 ｍ以下）に対応しています。市内
に入るとさまざまな観光スポットが皆様をお待ち
しております。
通行可能時間　6：00 ～22：00

砂川SAスマートインターチェンジでさらに快適！

誰もが笑顔になるスポットがいっぱい
自然豊かな道立都市公園
世界の七不思議をモチーフにし
た遊具がある「ふしぎの森」に
加え、水遊び場など楽しい施
設がいっぱいです。宿泊または
日帰りでさまざまな体験ができ
る「ネイパル砂川」やキャンプ
場などがあります。

旅の疲れを癒すオアシス
高速道路の上下線に直結してお
り、Uターンも可能で一般道か
らも来館できる施設です。砂川
産の野菜や空知の特産品など
を集めた「そらいちマーケット」
や飲食店のほか、雨や雪の日
でも遊べる「屋内遊具ひろば」
もあり大人から子どもまで楽し
めます。

ヨットやカヌーも楽しめる
市民の憩いの場
北光沼や緑あふれる日本庭
園など、水と緑に恵まれた公
園です。春は桜並木、夏はヨッ
トやカヌー、釣りなどを楽し
むことができるほか、愛犬家
に人気のドッグランも併設し
ています。

景観が美しい
アクティブスポット
旧石狩川の跡地を利用して
造成された水辺のレクリエー
ションエリアで、夏はウォー
タースポーツや観光サイクリ
ング、冬はわかさぎ釣りなど
が楽しめます。公園内は自然
散策や散歩など、憩いの空間
となっています。

北海道子どもの国

砂川ハイウェイオアシス オアシスパーク

北光公園
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10 地域のみんなで支え合い　住みなれた地域でいつまでも
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12 地域とつながる　学ぶ環境の充実
―社会教育―

14 万一に備えて　市民一人ひとりの意識を高める
―防災―

16 安心して　医療が受けられるまちへ
―医療―

17 安全・安心なまちづくりへ　地域活動を応援します
―地域コミュニティ・防犯―

18 新たな驚きで笑顔あふれるイベントを楽しむ
19　　 スイートでほっとするまちすながわで自分だけのスイーツ

を発見　丹精を込めて作る良質な農作物
20 夢ふくらむまちへ
21 お試し暮らし　ふるさと納税
22 ごあいさつ　行政　議会　砂川の歴史

市の木・花
●ナナカマド
真赤な実が初冬に白い雪とのコントラス
トをつくる趣のある木です。

（昭和 41年 10 月25 日制定）

●スズラン（キミカゲソウ）
春にすがすがしい香りをはなちます。白
い可憐な鈴状の花をつけて、早春を彩る
スズランは、幸福花とも呼ばれています。

（昭和 62 年 8 月19 日制定）

市章
「すながわ」の「す」を図案化したもので、
中心の円は円満な明るく住みよい街を現
し、円より縦横に伸びる線は、将来の
発展を象徴しています。

（昭和 23 年 6月21日制定）

まちのあらまし
明治 23 年に奈江村として開基し、
歌志内や上砂川が炭都として栄えたのを背景に、鉄道が敷
設されるなど交通の要衝となったほか、戦後は東洋高圧工
業や三井木材工業などにより、中空知の中核都市として発
展しました。エネルギー革命により石炭関連の産業が下火
になった一方で、昭和 49 年に緑化都市宣言、同 59 年に
環境庁（現環境省）から道内初のアメニティ・タウン（快適
環境都市）の指定を受け、市民一人あたりの都市公園面
積は今でも日本一を誇っています。
現在は「いつまでも住み続けたい」、「このまちで子どもを
育てたい」と誰もが思えるまちづくりを目指し、子育て支
援や高齢者への見守り、安心して医療が受けられる環境な
ど快適で住みやすいまちへと発展し続けています。
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出産・
乳幼児

01
未来へ羽ばたく子どもたちへ
まちをあげて応援

えが
おあふれるまち

ここが

ポイン
ト

生まれる前から子育てをサポート
ここで産んでよかった。
ここで生まれてよかった。
誰もが思えるそんなまちへ
　新しい命を迎え、はぐくむことは、とても大きな喜びです。親子
で元気に成長してもらえるように市も応援します。地域のみんな
で支え合うことで、安心して子育てしてもらいたい。そんな思いか
ら産み育てやすい環境づくりに力を入れています。
　子どもを持ちたいご夫婦の経済的な負担を軽減するため、特定
不妊治療の費用の一部を助成。出産前は赤ちゃんが健やかに育
つことを願い、妊娠健診最大16回分の助成に加え、歯科健診を
無料に。初めて赤ちゃんを産むお母さんにも安心してもらえるよう
に、保健師が家庭を訪問し健康管理や出産の相談に応じ、子育
て支援センターではベビー・マタニティサロンを実施し先輩ママの
話を聞くこともできます。
　砂川市立病院（地域周産期母子医療センター指定）ではマザ
ークラスや両親学級などがあり助産師が妊娠中の過ごし方や分
娩、母乳、育児などの相談ができる体制を整えています。

　また、出産前に登録をしておくと無料で優先的に
配車される陣痛タクシーも利用できます。
　出産後も、子どもが生まれたすべての家庭を保健
師が訪問し、発育状態の確認や育児の相談、お母さ
んの健康管理のアドバイスを行っています。そのほか
にも、乳児おむつ無料クーポン券の支給や紙おむつ
用に燃やせるごみ袋の配布、1歳児パクパクひろば、
乳幼児健診などで育児をバックアップしています。
　ほかの地域では、産みたいところで子どもが産め
ないところが増えており、中・北空知管内では唯一の
産婦人科がある砂川市立病院で安心して赤ちゃんを
産むことができます。

ブックスタート
　絵本をとおして赤ちゃんに愛情あふれる言葉をたくさん語りかけてほし
い。そんな思いをこめて、図書館では6か月児健診に訪れた親子に絵本を
読み聞かせしたり、司書がおすすめする絵本を3冊プレゼントする事業を
行っています。

乳幼児健診 砂川市立病院

子育て支援センター
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えがおがあふれるまち

子育て

02
子どもも、親も、砂川市の宝物
地域をあげて支えます

子育て支援センター
　子育てに悩んでいる、気分転換をしたい、ママ・パパ友やお子さんのお
友達を探したい。そんなお母さんやお父さんたちをサポートするため、子育
て支援センターでは、にこにこサロン・にこにこ広場などさまざまな事業を
行っています。親子で利用して、交流を深めましょう。

学童保育所

えが
おあふれるまち

ここが

ポイン
ト

子どもはもちろん
ママもパパもたくさんの人に支えられる
安心して子育てができる充実の環境
　市の子育て支援の基本となっているのが「子ども子育て支援事
業計画」で、子育て支援センターを拠点に、「にこにこサロン」で
の保育士による子育て相談や情報提供、子どもやママ・パパさん
たちの交流の場としていきいきと子育てができる環境を整えてい
ます。
　仕事や病気で子どもを預けなければならないときは、未就学児
は保育所や一時保育を、小学生は各学校区にある学童保育所が
利用でき、保育所では多子世帯の保育料や副食費を負担軽減す
る独自の支援策を実施しています。
　また、1歳から小学6年生までは協力会員が自宅などで預かる
会員登録制のファミリーサポートセンターの利用ができます。
　このほか、病中または病気の回復期にある子どもを、就労など
のため家庭で保育できない保護者に代わり、一時的に保育する　
「病児・病後児保育事業」では砂川市立病院の医師、看護師と
連携して病状の変化に対応できる体制を整えています。

　子どもの医療費やインフルエンザの予防接種費用
を助成するなど、子どもの健康を守るとともに、経済
的負担を軽減しています。
　また、親子で一緒に過ごす機会を増やし、豊かな
感性と情緒をはぐくむために、小学生以下の児童の
いる世帯に対し、北海道子どもの国ふしぎの森に無
料で入場できるクーポン券を支給。さらに、市内には
屋外の公園に加えて、屋内の遊び場も充実しており、
砂川ハイウェイオアシス館内にある「屋内あそびば」
や地域交流センターゆう、北・南コミュニティセンタ
ーに整備をするなど、子育てがしやすい環境づくりに
取り組んでいます。

病児・病後児保育施設ファミリーサポートセンター

保育所おゆうぎ会

竹とんぼ教室
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教育

子どもたちの「生きる力」をはぐくみ
可能性を広げる
地域一体となって次世代へつなぐ

　子どもたち一人ひとりが個性や能力を最大限に発揮し、生涯に
わたって活躍し続けるように、市の学校教育では、確かな学力や
豊かな人間性、心身の健やかな成長を基本とした学ぶ力と、新た
な未来をたくましく生きていくための力をはぐくみます。
　小中学校では、ICT（情報通信技術）への対応や校内LANの
環境整備、ALT（外国語指導助手）を2名配置するなど、教育環
境の充実に努めているほか、達成感が実感できるわかりやすい
授業や主体的・対話的で深い学びのある授業により、多様化す
る現代社会で生き抜く力を養っています。
　また、不登校など、学校だけでは解決が難しい課題に対応する
ため、児童や生徒がおかれたさまざまな環境に働きかけを行うス
クールソーシャルワーカーを配置するなど相談体制の充実を図っ
ています。

　小学校4～6年生を対象に私学塾の講師を招き、放課後
の学習をサポートするために授業の進度によらない基礎・
基本を学習することで学力の底上げを目指す、「放課後学
習サポート事業」を実施しています。
　市は、食育にも力を注いでおり、給食は地元生産者と給
食センターが連携して地域の食材を使用した「ジャリン子給
食」を実施するなど、地元食材への興味・関心を高め、生産
者への感謝の心を忘れない教育を進めています。
　また、給食時間には、給食センターの職員・栄養教諭が
各クラスの訪問を行い、食育の推進に努めています。

03
子どもたちの豊かな心と
学ぶ力をはぐくむ

ここが

ポイン
ト

ALTと英語への関心を高める

えが
おあふれるまち

道立砂川高校への支援
　資格取得に関わる検定や模擬試験などへの助成や4年制大学の入学
者、部活動全国・全道大会出場者に対し支援を行っています。学校に対し
ても、大学見学に関わる交通費や予備校の映像講座授業に加え、砂川高
校で実施する対話型学習プログラム授業の費用を助成するなど、夢の実
現に向けて幅広く応援しています。

放課後学習サポート事業 地元産の食材で給食

田植え体験学習
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04

福祉・
保健

地域のみんなで支え合い
住みなれた地域でいつまでも

情報共有砂川市立病院

利用者

医療機関
（医科・歯科）

調剤薬局

訪問看護
ステーション

居宅介護
支援事業所

地域包括支援センター

介護施設

行政機関
（市役所・消防）

砂川みまもりんく
医療
・介護サ

ービスの提供を行います

質の高い　切れ目のない

通年型介護予防教室いきいきシニアプログラム

えが
おあふれるまち

いつまでもつながっていられる
いつまでも自分らしく元気でいられる
そんな想いを持てるまちです
　“住みなれた地域で、いつまでも自分らしく、元気に暮らしたい”
すべての市民が心身ともに健康で、互いに支え合い、幸せに暮らし
ていける毎日を応援。
　市では、保健・福祉・医療・介護の関係機関の連携のもと、適切
なサービスの提供と健康づくりの充実に向けて取り組んでいます。
　介護予防を図るため、運動器の衰えを防ぐ運動プログラムなどを
提供する通年型介護予防教室「いきいきシニアプログラム」を実施
するとともに、市民ボランティアである、「いきいき運動推進員」が
老人クラブや地域サロン活動などで「いきいき体操」を推進してい
ます。
　砂川市地域包括ケアネットワークシステム（砂川みまもりんく）
は、砂川市立病院の医療情報などを市内の医療機関・介護事業所
などで共有するネットワークシステムで、質の高い医療・介護サービ
スを切れ目なく効率的に提供することができます。
　また、地域で高齢者を見守る・支えるしくみを構築し、市や民生

児童委員のみならず、町内会や社会福祉協議会と
情報を共有し、地域の実情に合わせた見守りを行
っています。事業者とも協定を結び、日常業務の
中で、高齢者の異変に気がついた場合、市やささ
えあいセンター（地域包括支援センター）に連絡
することにより、早期に問題を発見し、効果的な
支援へとつなげています。
　健康づくりは、「自分の健康は自分で守る」とい
う意識のもと、市民自らが主体的に健康づくりや
疾病予防に取り組むよう、まずは自分の体の状態
を知るための健診やがん検診を積極的に進めて
おり、受診率の向上に努めています。がん対策に
ついては、「がん対策推進条例」を制定し、関係
機関と連携しながら啓発活動を行っています。

特別養護老人ホーム福寿園
　社会福祉法人砂川福祉会が運営する特別養護老人ホームで、ショート
サービスやデイサービスの設備もあります。平成19年5月に全室個室（定
員100人）で、市外からも入所者を受け入れる「広域型」の施設を開設。
　平成30年4月には「地域密着型（原則砂川市民のみ）」の多床室型施
設（定員28人）を開設しました。入所待機者の解消と老後のさらなる安
心が期待されます。

高齢者軽スポーツフェスティバル
ここが

ポイン
ト
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誰もがいきいきと元気に暮らせる
気軽に芸術や文化、スポーツに触れられる

　市では、いくつになっても誰もが元気に暮らせるよう、スポーツ
やレクリエーション、芸術、文化活動をサポートし健康で心豊か
な暮らしを応援しています。
　中でも地域交流センターゆうは、子どもから大人までさまざま
な人々 が集い、交流や芸術文化を通しにぎわいと活力を創出。キ
ッズ落語、砂川キッズジャズスクールなどの活動が行われていま
す。また、市民が自ら企画したイベントや展示会、市民サークルの
活動成果を発表する市民文化祭、市民劇団の発表をはじめとす
るさまざまな活動ができる多目的な空間は人々の交流が盛んに
行われており、まちづくりの活動・発信拠点となっています。
　公民館では、グループやサークル活動が活発に行われており、
生涯学習市民の集いなどの社会教育事業では子どもから大人ま
でさまざまな体験をしながら世代間交流ができます。

　ほかにも、ジャリン子夏祭り・ハロウィーン・四季体験
塾、子ども職場体験活動などを通じて、季節や風土を感じ
ながら、地域とのふれあいの中で、子どもたちは成長をし
ていく事ができます。
　図書館、総合体育館、道立青少年体験活動支援施設
ネイパル砂川などの施設において、市民への生涯学習の
場を提供し、砂川市の未来を創る人材を育んでいます。

社会教
育

地域とつながる
学ぶ環境の充実05

キッズジャズスクール

えが
おあふれるまち

地域交流センターゆう
　JR砂川駅に隣接し、駅前広場と自由通路で直結する、さまざまな世代が
集い、交流や芸術文化を通じて新たな人の流れによる賑わいと活力を創出
する市民の交流の場です。平成29年には“まちの文化広場”として地域に
活力を与えたとして「地域創造大賞（総務大臣賞）」を受賞しました。

市民文化祭子ども職場体験活動

四季体験塾

ここが

ポイン
ト
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えがおがあふれるまち

防災

安全な毎日を送れるように
かけがえのない生命や財産は
地域ぐるみで支え合う

　砂川市の歴史は水害の歴史といっても過言ではありません。昭
和30年代、50年代に大きな水害がたびたび起こったものの、石
狩川などの大規模な河川改修や砂川遊水地が整備されたことに
より水害は激減しました。
　過去の水害の教訓をもとに市は災害に強い「安全・安心」なま
ちづくりを進めるため、災害用備蓄体制の強化と地域防災力の
向上に努めています。
　“万が一”に備え、防災備蓄倉庫に食料や水、毛布、段ボール
ベッドなどの生活必要物資を備蓄しているほか、民間企業との
物資供給に関する協定の締結を進め、災害時の避難生活などへ
の不安解消に努めています。
　また、「市民防火のつどい」や「地域防災訓練」など子どもから
お年寄りまでが参加しやすいイベントの開催に加えて、各町内会

単位での自主防災組織の設立を促進させ、防災意識を高
めています。そのほかにも、洪水ハザードマップの作製や
気象観測装置の設置、SNS（ソーシャルネットワークサー
ビス）を活用した情報提供、テレビを活用した地デジ広報
など災害発生時にはスムーズに各自が情報収集ができる
ような環境を整えています。
　さらには、新たな防災・災害復興拠点として位置づけら
れ、優れた耐震性と防災に必要な機能を備えた「市役所
新庁舎」の建設が進められています。

06
万一に備えて
市民一人ひとりの意識を高める

ここが

ポイン
ト

備蓄倉庫の整備状況

えが
おあふれるまち

市役所新庁舎完成予想図

LINEを活用した情報提供 気象情報モニター

地域防災訓練
　市と町内会が合同で行う防災訓練で避難所ごとに訓練を行ってい
ます。震度6強の地震を想定して行われ、消火器を使った消火訓練や
防災に関する最新機器の公開、自衛隊や町内会、婦人防火クラブなど
によるおにぎりの炊き出しや段ボールベッドの組立訓練、救命講習な
どを行っています。実践を通した訓練をすることにより、理解を深める
とともに、市民の防災意識を高めています。

ＬＩＮＥのともだち
登録はこちらから

市民防火のつどい 防災フォーラム

ディーゼル発電機

排水用水中ポンプ
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地域コ
ミュニ

ティ

　　　
防犯

０７　安心していつまでも
　　    医療が受けられるまちへ

人のつながりがまちを輝かせる
安全な毎日をまちぐるみで守る

　市は、市民が気軽に地域活動へ参加できるよう、町内会活動や市民活動、
ボランティア活動などを応援しています。
　各町内会では、資源ごみの回収や公園の管理、花いっぱい運動など住民の
参加により、衛生的で美しいまちづくりが進められています。
　砂川市には市民団体が数多くあり、福祉や教育、スポーツなど多岐にわたっ
て活動を行っています。市民活動を後押しするために地域力UP講座などが定
期的に開催されており、市民活動の啓発が行われています。
　市ではまちぐるみで防犯や交通安全に取り組んでおり、一人ひとりの意識を
高める活動を行っています。
　幼い子どもをまちぐるみで犯罪から守るために、「子ども110番の家」などの
取り組みを行うほか、市民が国道12号沿いで一斉に旗を振る「旗の波運動」に
より交通安全を呼びかけ、交通事故ゼロへの機運を高めています。
　生活トラブルに関しては、市や消費者協会、弁護士による相談会を定期的に
実施しています。

医療

０７　安心して
　　    医療が受けられるまちへ

砂川市立病院は中空知の地域センター病院です

 「近くに大きな病院があってよかった」“中空知地域センター病院”として砂
川市立病院は、病床数498床（一般408床、精神80床、結核6床、感染症4床）
標榜診療科目25科、医師数は100人、総職員数は1,000人(令和2年2月現在）
にそれぞれ迫る病院規模で市民の生命と健康を支えています。
  24時間対応の地域救命救急センターがあり、砂川市のみならず空知管内か
らも受け入れを行っており、あらゆる疾患に対応できる機能を集積。2014年か
らは道内の自治体病院として初となる地域包括ケア病棟を開設し、急性期治
療後の患者の自宅や施設などへの復帰を支援する体制に加え、2018年には
24時間対応の訪問看護ステーションを開設し、住み慣れた自宅で過ごすこと
ができるようサポートを強化しています。
　この地域において、高度急性期医療から在宅・予防医療まで、地域完結型
医療を提供できるよう、市内や近隣市町の医療機関などとICTを活用し、医療
情報を共有するとともに、大規模災害に対応できる設備も整えています。
　また、認知症の方をケアする北海道認知症疾患医療センターやリスクの高
い出産に診療対応する地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点
病院にも指定されており、地域の医療ニーズに総合的かつ細やかに対応し、さ
まざまな取り組みは各方面から高い評価を得ています。

０8　安全・安心なまちづくりへ
　　  地域活動を応援します

えがおあふれるまち
えがおあふれるまち

病院祭 市民一斉旗の波運動 市民活動
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四季折々のイベント
楽しい・面白いがいっぱい
 砂川市では1年を通してさまざまなイベントが開催され、季節を感じ
ながら、子どもからお年寄りまでたくさんの笑顔があふれます。
　春に桜が満開の中、北海道子どもの国で「子どもの国フェスティバ
ル」が行われ、市内外から1万人を超える人でにぎわいます。
　また、5月中旬に北光公園で開催される「すながわ緑と花の祭典」
は、市を代表する一大イベントです。花の苗の無料配布を始め、フリー
マーケットなどが行われます。
　夏にはオアシスパークで「ラブ・リバー砂川夏まつり」が開催され、
さまざまな出店が立ち並びます。夜には花火が打ち上げられ、夏のオ
アシスパークを美しく彩ります。
　秋には砂川観光協会によって「すながわマラニック大会」が開催さ
れ、遊水地や石狩川河川敷の景色を楽しみながらゴールを目指す人た
ちでにぎわいます。また、市内のお菓子屋さん自慢のスイーツを食べる
ことができる「すながわスイートタイム」が催され、味覚の秋を楽しめ
ます。
　冬には北泉岳寺で行われる「北海道義士祭」や無災害を願う砂川
市指定無形民俗文化財である「街頭もちつき」は冬の風物詩になって
います。
　四季折 、々魅力あふれる楽しいイベントがいっぱいです。

０9　新たな驚きで笑顔
　　 あふれるイベントを楽しむ

10　スイートでほっと
　 するまちすながわで
自分だけのスイーツを発見
　国道 12 号を中心に全国的に有名な
菓子店をはじめ、個性豊かな菓子店が
点在しています。かつて炭鉱や工場労働
者の疲れを癒やし発展したお菓子は「す
ながわスイーツ」としてたくさんの方 に々
愛され続けています。
　市も北海道初の「ふるさと名物応援
宣言」をして、「すながわスイーツ」をま
ちづくりのコンセプトとしています。
 また、｢すながわスイートロード協議会」
の活動を通じて、まちの魅力向上や活
性化の一翼を担っています。

11　丹精込めて作る

       良質な農作物
　砂川市は、空知川や石狩川流域に広がる肥沃な大
地で育まれる稲作を中心に、野菜や果樹など高品質
の農作物が市場に安定供給されています。最も作付
面積が広い米づくりやトマト、キュウリ、玉ねぎなど 「砂
川ブランド」としての評価は高まっています。　
　その中でも、特別栽培米で農薬・化学肥料とも通
常の半分以下で栽培されている「ゆめぴりか」は、低
たんぱくで甘さや食味も素晴らしく、平成 27年の「第
1回ゆめぴりかコンテスト」で最高金賞に輝きました。
　砂川産の農作物は、市内ではエーコープ新すなが
わ店内にある「JA 新すながわ女性部もぎたて市」や
砂川ハイウェイオアシス館内の「そらいちマーケット」
などで購入することができます。北海道義士祭

毎年 12 月14 日に開催されます
街頭もちつき
明治 32 年から続く恒例行事

すながわスイートタイム
さまざまなお菓子が食べられます

すながわマラニック大会
きれいな景色と食べ物が楽しめます

すながわ緑と花の祭典
プロの歌手やステージショーは圧巻

ラブ・リバー砂川夏まつり
花火と出店が祭りを盛り上げます

えがおあふれるまち
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検　索

夢ふくらむまちへ

産業
　砂川市にはモノづくりへのこだわりから、さまざま
なオリジナルブランドが生み出されています。
　日本で唯一の総合馬具メーカーとして知られるソ
メスサドル㈱の馬具づくりで培われた技術はバッグ
や小物などに生かされ、日本のみならず、海外でも
高い評価を得ています。
　夕張メロンの果肉を100％使用した「夕張メロン
ピュアゼリー」や多彩なお菓子づくりで知られる㈱
ホリは経済産業省の「おもてなし経営企業選」にも
選出されています。
　そのほか木質系接着剤などを製造している北海

道三井化学㈱、ポリエチレン製品を回転成型で製
造する北海道スイコー㈱、大型積層床材を製造する
空知単板工業㈱砂川工場など多様な企業が展開し
ています。
　市では新規企業や既存企業へ北海道内トップレ
ベルの助成によりバックアップ。建物設備取得補助
は最大 1億 5 千万円や用地取得費補助最大 6 千万
円などがあります。物流面でも砂川市は、札幌市と
旭川市のほぼ中央に位置し、砂川 SA スマートIC
の開通により、物流から人の移動までがさらにスムー
ズになりました。

住生活
　移住・定住など「来てみたい・いつまでも住み続
けたいまち」を目指し、「都市公園市民 1人当たり
の面積は日本一」の美しい環境を生かした住環境を
整備しています。
　市内で住宅を建設・購入する方には、費用の一部
を助成するほか、子育て、親との同近居、移住など
に幅広く助成金を用意し、安全で安心して暮らすこ
とができるまちを目指しています。

商業・観光
　市内農業・商業・工業関係者などが地域資源を磨
き上げブランド化を図る『チーム"SUNAGAWA" ブ
ランディングプロジェクト（砂川市地域ブランド構築
事業）』を実施しており、市内事業者や市内経済を
好循環させ地域内消費の最大化を目指しています。
　観光では観光体験の推進や電動自転車を活用し
たまちなか回遊事業に加え、雑誌やテレビによる広
報の充実を図り、市の魅力発信を行っています。

お試し暮らしで
砂川を体験しよう
　自然環境と住環境のバランスに恵まれた砂川市は、移住を検討
されている方に、ぜひ知っていただきたいまちです。
　砂川市はオアシスパークや北海道子どもの国、北光公園などの
都市公園が多く、自然豊かでありながら、高速道路や JR など交
通アクセスも万全です。
　国道沿いにはショッピングセンターや大型ホームセンターなどの
商業施設がそろっており、健康面でも砂川市立病院をはじめとす
る医療機関や福祉施設が充実しているので「このまちに住み続け
たい」という想いが叶います。
　お仕事情報についても随時情報を提供し、新規就農・新規起業
についてもサポート。そのほか、子育て支援も充実しています。
　まずは、住みよさをぜひ実際に体験してみませんか。長期滞在
できる「お試しハウス」は生活用品がほとんどそろっているので、
気軽にお使いいただけます。
　すながわ移住定住促進協議会では市内案内や交流会から、移
住後の暮らしの相談まで、移住に関するサポートをしています。

お試しハウス　よしの
3LDK、家賃3万円 /月
光熱水費別、ペット不可
砂川市吉野 1 条南 7 丁目2-21

お試しハウスご紹介（例）

お試し暮らしのご利用は
■利用期間
年間を通じて1 週間以上 2 か月以内
の利用とします
■お問い合わせ
すながわ移住定住促進協議会事務局

（企画調整係内）
■ TEL：0125-54-2121
    FAX：0125-54-2568
■ E-mail:kikaku@city.sunagawa.lg.jp

詳しくは 砂川市　お試し暮らし ☜

砂川市の

ふるさと
納税 あなたの大切なお金をふるさと応援

に使ってみませんか？
　砂川市は福祉のまち、医療のまちとして、住みやすい、住んでよかったと思っ
ていただけるまちづくりを進めています。まちづくりや子育て支援・高齢者福祉、
教育環境の整備、市立病院整備の中から希望するものをお選びください。

ご寄附いただいた方には感謝を込めて
砂川市自慢の特産品をお送りします！！
詳しくは砂川市の HP をご覧ください　
http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp
お問い合わせ先  TEL:0125-54-2121
                       FAX:0125-54-2568
E-mail:shomu@city.sunagawa.lg.jp

検　索詳しくは 砂川市　ふるさと納税 ☜

ふるさと納税の
ページへ
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ごあいさつ
　北海道の母なる川、石狩川が流れる空知平野に位
置する砂川市は、明治23年に奈江村として誕生したの
が始まりです。以来、自然豊かで緑あふれる環境の
中、市民と行政が信頼関係を築き、まちづくりを進め
ています。
　砂川ハイウェイオアシスは、年間約100万人を超える
観光客でにぎわっています。砂川SAスマートインター
チェンジが開通したことにより市内経済の活性化や観光アクセスの向上に繋がっています。
 今後の砂川を支えていくために若い世代にとって子どもを産み育てやすい環境づくり、地域で高齢者を見
守る・支える仕組みづくり、砂川市地域ブランドの構築、砂川駅前地区のにぎわいを創出する事業など、市
民がいつまでも安心して幸せに暮らし続けることができるよう、まちづくりに取り組んでいるところです。
　今回、令和になって初めて刊行しました市勢要覧を通じて、砂川市への理解を深める一助となり、本市
の魅力を少しでも感じていただければ幸いです。

行政
　未来の砂川市が今よりもっと住みよいまちになる
ため、若い世代が安心して子育てができる支援制度
や高齢者の見守り事業、空き地・空き家対策として
住宅住み替えの推進、砂川市地域ブランド構築事
業など市民と行政が一体となって、さまざまな課題
に取り組んでいきます。

砂川市長
善岡　雅文

議会
　議会は、市長から提案された条例や予算などの重要な
議題を審議する場で、議会の決定によって市政は執行さ
れます。市民の直接選挙によって選ばれた市議会議員は
市民の代表として市政が正しく執行されているかを確認
し、市議会だよりやホームページ、議会懇談会などにより
市民に報告をしています。

副市長
湯浅　克己

教育長
髙橋　豊

議長
水島　美喜子

副議長
増山　裕司

砂川市議会議員

砂川の歴史
1886年（明治19年）
　■高畑利宣実測のもと、樺戸空知集治監の囚人
　　約500人により上川道路開削に着手
　■三浦米蔵空知太において、渡舟場開設
1887年（明治20年）
　■市街地に旅人宿・飲食店など逐次開業
1890年（明治23年）
　■奈江村設置
1891年（明治24年）
　■私立学校（砂川小学校の前身）設置
　■村総代人選挙が行われる
　■歌志内～岩見沢間に鉄道が開通し砂川駅が 設置される
1895年（明治28年）
　■奈江村戸長役場を設置
　■山谷幼稚者救済事務所（後に砂川山谷孤児院）開設
1897年（明治30年）
　■歌志内村分村
1898年（明治31年）
　■砂川～旭川間鉄道開通
1899年（明治32年）
　■砂川郵便局で電信事務取扱開始
1902年（明治35年）
　■村会議員選挙初めて実施
　■砂川消防組創立
　■三井物産合名会社砂川木挽工場創立
1903年（明治36年）
　■奈江村を砂川村と改称
1907年（明治40年）
　■砂川郵便局で電話事務開始
1909年（明治42年）
　■砂川市街大火
1914年（大正3年）
　■砂川市街に電灯がつく
1918年（大正7年）
　■砂川～上砂川間鉄道開通
1923年（大正12年）
　■町制施行
1929年（昭和4年）
　■北海土功組合灌漑溝通水
1932年（昭和7年）
　■堤防敷地26,247坪を借り受けて公園造成に
　　着手（北光公園の始まり）
1940年（昭和15年）
　■開基50周年記念式典挙行
　■砂川町立社会病院開院
1944年（昭和19年）
　■奈井江村を分村
1946年（昭和21年）
　■東洋高圧北海道工業所初めて硫安生産
1949年（昭和24年）
　■上砂川町を分町
1951年（昭和26年）
　■日本発送電株式会社砂川火力発電所が発電開始
1952年（昭和27年）
　■砂川大橋竣工
　■砂川町上水道通水開始
1957年（昭和32年）
　■砂川市街全域の国道舗装完成
1958年（昭和33年）
　■市制施行
1959年（昭和34年）
　■平和都市宣言
1962年（昭和37年）
　■台風9号により石狩川氾濫、大水害となる
1963年（昭和38年）
　■市民会館完成
1964年（昭和39年）
　■安全都市宣言
　■明るく正しい選挙都市宣言
1966年（昭和41年）
　■総合5カ年計画策定
1968年（昭和43年）
　■市立病院新院舎完成、診療開始
1970年（昭和45年）
　■市役所庁舎完成
　■市民憲章制定
　■石狩川切替工事完成

1972年（昭和47年）
　■広域消防組合発足
1974年（昭和49年）
　■緑化都市宣言
1975年（昭和50年）
　■第1回「緑と花の祭典」開催
1979年（昭和54年）
　■総合体育館完成
1981年（昭和56年）
　■公民館・郷土資料室完成
1984年（昭和59年）
　■全国選抜高校野球大会に砂川北高校野球部初出場
　■環境庁より道内初のアメニティ・タウンモデル地域の
　　指定を受ける
1988年（昭和63年）
　■砂川市と新十津川町の境界変更。砂川市の面積が
　　78.69㎢となる
　■道央自動車道（美唄～滝川間）開通
1989年（平成元年）
　■第44回国民体育大会（はまなす国体）剣道競技会開催
　■砂川大橋架け替え工事完成
1990年（平成2年）
　■中空知広域水道企業団浄水場から通水開始
　■開基百年記念式典挙行
1991年（平成3年）
　■砂川ハイウェイオアシス館完成
　■子どもの国「世界の七不思議」完成
1992年（平成4年）
　■緊急通報システム開通
　■消防総合庁舎完成
1995年（平成7年）
　■第1回ラブ・リバー砂川夏まつり開催
1999年（平成11年）
　■福祉複合施設完成
2000年（平成12年）
　■ごみ分別収集開始
2001年（平成13年）
　■第5期総合計画策定
2003年（平成15年）
　■ごみ処理中継処理施設（クリーンプラザくるくる）完成
2004年（平成16年）
　■中空知地域合併協議会解散
　■砂川南・北高等学校統合し、単位制高校「砂川高等学校」へ
2007年（平成19年）
　■地域交流センターゆう・自由通路オープン
　■特別養護老人ホーム福寿園が移転・改築
　■さくら保育園・子育て支援センター完成
　■中心市街地活性化基本計画認定
2008年（平成20年）
　■市制施行50周年記念式典挙行
2009年（平成21年）
　■中央バス砂川ターミナル閉鎖
2010年（平成22年）
　■第6期総合計画策定
　■新 砂川市立病院開院
2011年（平成23年）
　■砂川立病院南館完成
2012年（平成24年）
　■砂川市立病院立体駐車場完成
2013年（平成25年）
　■まちなか集客施設「SuBACo」開館
　■商業街路灯LED化
2014年（平成26年）
　■中空知定住自立圏形成協定締結
　■砂川市の面積が計測方法の変更により78.68㎢となる
2015年（平成27年）
　■砂川SAスマートインターチェンジ開通
　■砂川市飲酒運転撲滅に関する条例制定
2016年（平成28年）
　■短時間豪雨による35年ぶりの避難勧告
2017年（平成29年）
　■地域交流センターゆうが地域創造大賞を受賞
2018年（平成30年）
　■市制施行60周年記念式典挙行
　■地域密着型特別養護老人ホーム福寿園完成
2019年（平成31年/令和元年）
　■市役所新庁舎建設工事開始
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■平成 30 年
　市制施行 60 周年

■平成 28 年
　大雨による被害

■平成 27 年
　砂川 SA スマートイン
　ターチェンジ開通

■平成元年
　はまなす国体

■平成 19 年
　中心市街地活性化基本
　計画が認定　　　　　　　　

■昭和 28 年頃
　東洋高圧工業㈱
　北海道工業所

■大正 8 年頃
　火の見櫓と消防組

■明治末期
　市街地のまちなみ
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