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＃２．新さっぽろ副都心②

厚別 歩き

～厚別弾薬庫の地形～

　新さっぽろ副都心の場所は戦時中、
陸軍の弾薬庫が置かれていたことを前
号でお伝えしました。今号では、弾薬
庫が副都心の成り立ちとどのように関
わるか、みていきます。
　厚別弾薬庫は終戦後、米軍に接収さ
れ、その後自衛隊の「厚別弾薬支処」
となりました。この地から移転したの
は 1969（昭和 44）年です。
　1964（昭和 39）年当時の弾薬支処
の地形を物語る図面が残っています。
新さっぽろ副都心のあたりはまだ起伏

の激しい地形であったことが等高線か
ら読み取れます。谷状地形の底地に当
たるのが現在の厚別青葉通りです。当
時、川も流れていました。その東側と
西側の斜面をえぐるようにして、弾薬
庫が設けられています。この地形が選
ばれたのは、危険な火薬類をできるだ
け安全に保管するためと、敵からの攻
撃に対する防御を考えてのことであっ
たと思われます。35ha の敷地に戦時
中は 2,000 トンの弾薬が貯蔵されてい
たそうです。　
　ところでこの図面は何のために作ら
れたかというと、目的は札幌市が市営
住宅下野幌団地を建設することにあり
ました。団地に必要な下水管を自衛隊
厚別弾薬支処の敷地に敷設する計画図

面として描かれたのです。
　1958（昭和 33）年、厚別弾薬支処
の西側には市営住宅ひばりが丘団地が
造成されました。昭和 30年代、急増
する札幌市の人口に対応するため、市
内で最初の大規模公営団地として開発
されたものです。さらなる住宅需要に
応えるべく供給されたのが下野幌団地
でした。弾薬支処の南側、現在の青葉
町に下野幌第一団地が建てられ、まわ
りは住宅街に囲まれていきます。弾薬
庫が住宅地に隣接するのは望ましくな
いのみならず、広大な敷地がまとまっ
て残っているのは商業施設等の建設地
として恰好でした。弾薬庫の移転と引
き換えに新さっぽろ副都心が生まれる
ことになったのです。（札幌建築鑑賞会
代表・杉浦正人）

　参考文献：西田秀子「―戦後 60年 - 北
海道陸軍兵器補給廠・厚別弾薬庫と戦後処
理」『「新札幌市史」機関誌札幌の歴史』第
49号 2005 年、pp.34-51、陸上自衛隊厚
別弾薬支処『厚別弾薬庫　開設十周年記念
誌』1963 年、ｐ.4、札幌市厚別区『あつべ
つ区再考』1994 年、pp.113-123

「札幌市下野幌団地下水管布設計画図」札幌市整地部団地課
『昭和39年度起案 厚別弾薬庫関係綴』（札幌市公文書館所蔵）から

傾斜地を掘り下げて弾薬庫が設けられている
　　　　（左図面の一部を拡大）
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【赤帽優駿サービスの引越し】
◆札幌市内・近郊・道内各地
◆高齢者施設への入退去
◆引越し時の不用品処分・買取
市内引越基本料金１１,８８０円
（２時間・20km以内・１名・税込）
◆家具家電の配送、お焚き上げ
保有資格：遺品整理士・古物商他
お見積り無料！ご相談ください。
■赤帽優駿サービス
厚別区青葉町７丁目
ＨＰ　http：//yu-shun.net
電話０１２０－９７８－７５６ 

　 【シニア暮らしのサポート】
●諸事代行（買物・掃除・処分）
●高い所の掃除や電球の交換
●庭や家周りの雑事
●模様替え等の力仕事
料金：３，０００円／１名１時間
追加：１，５００円／３０分
※介護職員初任者研修資格保有
　（旧ホームヘルパー２級）
■赤帽優駿サービス
厚別区青葉町７丁目
ＨＰ http://yu-shun.com
電話０１２０－９７８－７５６

弁当の宅配 始めました！（ｸｰﾎﾟﾝ対
象外）※弁当の宅配は、２個より受
け賜ります。ｸｰﾎﾟﾝはお持ち帰り
1,000円以上の弁当のみ（但し､一
会計100円引きまでと致します。お
かずのみ、ﾜﾝｺｲﾝ弁当は対象外で
す。お一人様1回1枚に限ります。）
ぶんぶんｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞのご提示で、ｸｰ
ﾎﾟﾝと同様の割引を致します。※ｸｰ
ﾎﾟﾝとの併用は不可。
■中ちゃん弁当
厚別南1丁目2-15 有効期限11月末
電話８９６－７３２７

　♥ヨガサークルのご案内♥
◎昼の部　毎週木曜日　13：30~
　　厚別南地区センター
　　
◎夜の部　毎週月曜日　18：30~
　　厚別区民センター

◎月会費　各3000円
無料体験も実施しております。
誰にもできる簡単なヨガです。
■楽しいヨガ（代表　原幸枝）
　厚別南4丁目3-5
　011-895-3514

年末の大掃除は、お早目に！！　　　
　　        
日頃お忙しい皆様に代わって
お掃除のお手伝いを致します。

11月、12月は、ご注文2ヶ所まで
通常価格の20％OFFでサービス
致します。
　　
■おそうじ宅救便
　ベストクリーンサービス
青葉町８丁目３－１
℡８９２－４６００　

整体1回(45分)通常3,000円のとこ
ろ、初めての方、半額券

肩こり、腰痛、ひざ痛、五十肩や
疲労の解消にもぜひどうぞ。
電話予約受付時間 8:30～21:00
定休日／日曜日
国道274号線をはさんで雪印種苗
園芸センターの真向かいです。
ホームページもぜひご覧下さい。
■健友館つつみ整体院
厚別南７丁目24-22
電話８０１－６５２２  クーポン

ミシンのことならなんでもご相談
ください。

全メーカー・機種問わず⇒修理・
買取・新品・中古販売いたします。
ｸｰﾎﾟﾝでﾐｼﾝ修理代500円引き
出張費・見積り無料！お気軽にお
問い合わせを！！

■ミシン修理・再生センター
厚別南1丁目14-1-105
電話８９５－６５３０  クーポン

あつべつふれあいコンサート
　厚別区の歴史を紹介する「厚別歴史
写真パネル展」が 11 月 28 日（火）
から 30 日（木）まで、サンピアザ１
階で開かれます。厚別区民歴史文化の
会とあつべつ区民協議会の主催。
　期間中会場では、区内の歴史や特徴、
出来事などの写真付きパネルが展示さ
れるほか、地域の古老や専門家などに
よる交流談話会が行われ、「厚別おも
しろ地名考」や開拓秘話などが予定さ
れています。
　区民協議会委員長の松山瑞穂さんは
「自分たちが暮らす地域の歴史を知っ
てもらえれば」と話しています。
　お問い合わせはあつべつ区民協議会
事務局（電）８９５・２４４２へ。

厚別歴史写真パネル展

★　厚 別 ナ ビ　★

※広告枠募集中！掲載料は月『1,000円』（１枠）。お申し込みは、道新青葉中央販売所☎0120-881-365まで

　～ヘナ　草木染め～

○ヘナコース　¥6,300税込
　（シャンプーブロー込み）

※　新規の方¥1,000引き
※　予約制　※定休日　火曜祝日

　髪のお悩みご相談ください

■ヘアーハウスアイズ
厚別中央1条２丁目
電話８９５－８０９９  クーポン

　身近な場所で気軽に芸術文化に触れ
てもらおうと企画された「あつべつふ
れあいコンサート」が 10月 14日、厚
別区民センター（厚別中央１の５）で
開かれ、約 100 人の観客が、地元の小
学校・中学・高校・大学の吹奏楽部に
よる迫力あふれる音楽を楽しみまし
た。厚別区と区民センター運営委員会
の主催。
　第１部は、厚別東フォーレストリン
ガーズ（厚別東小）と上野幌中学校吹
奏楽部が出演。フォーレストリンガー
ズは息の合った演奏で、ハンドベルの
美しい音色を奏でました。上野幌中学
校吹奏楽部は、「音（おん）返し」と題し、
今回で最後のステージとなる 3 年生が
心を込めて「きよしのズンドコ節」な

どを演奏しました。
　第 2 部は、札幌厚別高等学校吹奏学
部と北星学園大学吹奏楽部が出演。「君
の名は。」コレクションや、「学園天国」
など練習を重ねてきた曲を披露し、訪
れた観客を魅了しました。

そろばんと暗算で脳をパワーアッ
プ！！
月謝 3,500円～
クーポン持参で入会金無料
○青葉教室
青葉町9丁目3-31
○ひばりヶ丘教室
厚別中央1条4丁目3
ひばりヶ丘東集会所

■玉山そろばん教室
青葉町9丁目3-31
電話８９２－２４５７  クーポン

・相続手続、遺言書作成、後見、　
離婚その他お困りごとのご相談
・遺言や離婚給付の公正証書起案
・内容証明、遺産分割協議書作成
・車手続代行（車庫証明、
　住所変更、名義変更）
・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ設計やﾏﾈｰﾌﾟﾗﾝのご相談
初回税別相談料（30分の場合）
通常3,000円のところ1,500円
要電話予約　区内出張無料
■山畑行政書士事務所
青葉町5丁目2-55
電話８８７－８７５６　クーポン

【パソコン・スマホ教室】
●個人レッスン（入会金なし）
　15分単位で1080円（税込）

　マンツーマンで
　　　　カリキュラムなし

　　知りたいこと、困りごと
　　　　　　ご相談ください　
ご予約は
■パソコンドリームプラス
厚別南2-5-5 京屋ビル1F
℡895-8670 http://drmpls.com

　　☆お掃除メニュー
・レンジフード分解クリーニング
　　通常¥12,960⇒¥10,360
・お風呂丸ごとクリーニング
　　通常 ¥12,960⇒¥10,360
・トイレ清掃
　　通常 ¥6，480⇒¥5，180など

　その他、お家の中のお掃除は、
　全て行っております。
　詳しくは、お電話でご確認くだ
　さい。　お見積り無料！
　　　　　　　　　　　クーポン
　

息の合った演奏でハンドベルを奏でる
厚別東フォーレストリンガーズ


