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市場から青果物や水産物を調達する事業者（買受人）募集中！　
千歳市公設地方卸売市場（電話 0123-24-2709）

　みなさん、こんにちは。立春は過ぎましたが、寒さはまだまだ続きますので
体調管理には十分に気をつけてお過ごしください。
　さて今回は千歳・恵庭市民の台所である千歳市
場が、どのようにして今の場所に開設されたのか、
前回の続きを紹介します！

 ～ 千歳に公設の卸売市場ができるまで！　その２ ～ 

・Twitter で千歳市場の情報を発信しています !　https://twitter.com/cts_market
・ 市場食堂ちとせ　 営業時間 /11:00～ 14:00　水・日曜定休 (市場の休市日と同じ )

千歳市上長都 958

（千歳市場開設編、おしまい）

　東雲町 4丁目の丸市市場の開業は、市民に生鮮食料品価格の安定をもた
らしましたが、依然として札幌や苫小牧に出向いて仕入れを行う小売業者
も多く存在していたことから、経営は開業初年度より赤字となり、丸市市
場は市に対して経営支援と公設移管の申し入れを行いました。
　市はこの申し入れに対して丸市市場の経営再建策を提示し、丸市市場と
朝日市場（幸町 3丁目 千印市場内）は統合する方向で協議を始めましたが、
折り合いがつかず進展がない状況が続きました。
　しかし、朝日市場側の自力運営が厳しくなっていたことなどから、昭和
43年に丸市市場と朝日市場の統合が決定。丸市市場は再建計画に基づい
て市場施設を市に売却し、市場運営の受託者として卸売業務に必要な施設
を市から借り受けて営業することになりました。
　その後、丸市市場は経営再建により順調に業績が回復しましたが、昭和
48年から始まる千歳川護岸整備に伴って市場の敷地を返還、移転しなけ
ればならないなどの問題が発生。これらを解決すべく、公設地方卸売市場
開設に向けて動き出しました。
　市は、昭和 47 年 1月に現在の市場がある場所を開設予定地として決定
し、開設を目指す市場の供給エリアを千歳恵庭圏とした開設計画書を道へ
提出。知事の許可を経て着工となり、昭和 48年 2月に竣工しました。
　そして、道から昭和 48年 2月 1日
付けで市場の開設と青果部および水産
物部の卸売業者として㈱丸市千歳魚菜
市場が許可されたことから、同月 28
日、買受人数 145 人で千歳市公設地
方卸売市場（千歳市場）は開業し、現
在に至っています。千歳市場は、令和
5年 2月 28 日で開設 51 年目を迎え
ます！

開設当時の千歳市場 出典：千歳市史

※画像はイメージです

ノース・スノーランド

※写真・イラストはすべてイメージです。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベントを中止・延期・変更する場合がございます。

ノース・スノーランド in 千歳
千歳市蘭越26番地　TEL 0123-27-2121　■営業時間／9:00～16：00（15:30受付終了） ※雪遊びとチューブスライダーが何時間でも遊び

　放題！ ※他券・割引等との併用は出来ません。 
※1枚のカードで、大人2名・小人2名まで可能

ちとせ子育て特典カードを
フロントにご提出いただくと…

通常 600円

●大人入場料

300円
通常 400円

●小人入場料

200円
（中学生以上） （小学生）

2/ 22水▶3/ 7火
14日間

2/23木まで千歳・支笏湖で開催されています氷濤祭りとの企画として、氷濤祭り入場証明書をノースランドにお持ちいただくと入場料（大人600円／1人・小人400円1人）が1枚で5名様まで無料。
同時に、ノースランドフロントに置いてある、入場証明書案内を携帯で写真を撮り、氷濤祭りの会場入り口で見せると「先着1,000名にオリジナルグッズ」がもらえます。

お得な
お知らせ

※画像は
イメージ

です

2,000円通常 7,600円通常 7,600円
（　 ） 大人 中学生

以上（　 ） 大人 中学生
以上

1,500円通常 5,250円通常 5,250円
（　 ） 小人 小学生（　 ） 小人 小学生

FINAL  2 Weeks 今季たくさんのお客様にご来場を頂
きました感謝を込めて、最後の2週間
を雪遊び＆食事付を特別価格でご案
内させて頂きます！

入場料・チューブスライダー・ミニスノーモービル・
大人気スノーラフティング・4輪バギー（大人のみ）・歩くスキー何時間でも、何回でも遊び放題！＆食事付き！！

食●&

お食事の際は、
さらに ソフトドリンク

飲み放題!!

FINAL 2Weeks期間中の毎週末には
2/25土・26日、3/４土・5日つき

イベント開催！！
各日12：00～各日12：00～各日12：00～各日12：00～
\ 先着100名様 /
できたておしるこプレゼント!

3月7日（火）をもちまして、今季の
営業を終了させていただきます。

お知らせ

●所在地/恵庭市黄金南2丁目6-5 ●交通/JR「恵庭」駅 徒歩約8分 ●築年月/令和4年７月 ●土地面積/137.15（41.48坪） ●建物面積/78.67㎡
（23.79坪） ●土地権利/所有権 ●地目/宅地 ●都市計画/市街化区域 ●用途地域/第１種低層 ●建ぺい率/50％ ●容積率/60％ ●接道状況/敷地の北
側が幅８ｍの公道に7.74ｍ接する。 ●構造/木造亜鉛メッキ鋼板葺き２階建 ●駐車場/あり（アスファルト2台分） ●現況/空室 ●引渡/即時 ●設備/暖房給
湯エコジョーズ、食洗機、追い焚き風呂、セントラルヒーティング ●学区/和光小学校、恵明中学校 ●取引態様/仲介　 　　 ※広告有効期限2023年2月末日

TEL/0123-29-3888
mail/house-fit@cbiz.co.jp
千歳市錦町３丁目14-1マナックスビル1F■（公社）北海道宅地建物取引業協会会員　■北海道知事免許 石狩（1）第8913号

恵庭市黄金南2丁目

オープンハウス開催！！
新築
住宅 2/18 19●土 ●日

12:00~17:00

・借入3,080万円
・3年固定（金利0.7％）
・35年返済 ・ボーナス払い無し82,705円月々

3,080 万円
（税込）

・

販売価格
■お支払い例

LDK 16.0帖LDK 16.0帖

玄関玄関

WCWC

洗面洗面 UTUT

ウッドデッキウッドデッキ

浴室浴室

洋室
5.5帖
洋室
5.5帖吹き抜け吹き抜け

洋室
10.5帖
洋室
10.5帖

駅、コンビニ、郵便局近く便利な立地！

に分割可能です

★アスファルト舗装駐車場 2台分あり
★ウッドデッキが2か所付いています
★10.5帖の洋室は2部屋に分割可能です

▶
2F

▲
1F

現地ご案内マップはコチラ

ウ
ッ
ド
デ
ッ
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リビング

キッチン玄関ホール

玄関ホール

〈JR恵庭駅徒歩8分〉

今週の星占い ラッキーワード
ラッキーカラー

ミス・バレンタインの 2月17日～2月23日

サークル・同好会
桃色

美しい言葉
レモンイエロー

ポジティブ思考
ゴールド

ギャラリー・展示会
ラズベリー色

好きなことや楽しいことに
打ち込める時です。共通の
趣味や目標を持つ仲間と交
流が広がります。新しい目
標が見つかりそう！

素敵な出会いの予感があり
ます。あなたの魅力が輝き、
長所を発揮できる時です。
人との交流を大切に進んで
ください。

これまでの努力が認められ
たり、成果が得られる時で
す。周囲からの人気や注目
も集まります。より高い目
標に挑戦してみましょう！

愛情運に恵まれます。あなた
の中に眠っている才能が認め
られるチャンスがあります。
感動したことをアートや音楽
等で表現してみましょう！

NPO・非営利の活動
ミントグリーン

求人情報
水色

コミュニティーカフェ
オレンジ色

祈りの心
クリスタルブルー

傾聴
ティーグリーン

断捨離
白

贈りもの
菜の花色

新しい友人ができたり、応
援してくれるいい人に恵ま
れます。地域貢献や非営利
の活動を通して喜びがもら
える時です。

自分に合った健康法や、ぴっ
たりの仕事に出合うチャンス
がありそうです。新たなこと
にチャレンジする前向きな気
持ちで運気がアップします！

過去の失敗や挫折を乗り
越える勇気が求められてい
ます！ 新たな未来に目を向
け、目線を高く広い心で行
動することで道が開けます。

身近な人の心に寄り添うこ
とが求められています。あ
なたの優しさが他者の助け
となります。小さな衝突を
怖れずに進んでください！

隠されていた問題が明らか
になったり、身近な人の心
の深い部分に触れる出来事
があります。多くの気付き
が得られる時です。

初心にかえって学び直す新
鮮な気持ちが、良い流れを
引き寄せます。目上の人の
言葉に耳を傾ける謙虚な気
持ちが運気アップに！

不要な物を整理することで
良い運気が入ってきます。溜
め込んでいた物を手放すこ
とで、本当に必要な物が得
られるチャンスがあります。

あなたの優しさや癒やしの
力を発揮できます。五感が
冴え、美しいものや感動で
きることに出合う嬉しい出
来事があります。

展望台・丘
空色


