
10-29 西区アダプト・プログラム 
（まちの環境美化活動） 西区地域振興課 641-2449

10-30 西区の環境問題への取り組み 

10-31 西区介護障がい担当 生涯元気!西区介護予防応援事業 641-2400

11-07 海外の冬の都市との交流を通じた 
国際貢献　世界冬の都市市長会 

11-10 札幌市の行政評価 
効果的、効率的な事業を目指して 

11-06 多文化共生を考えよう 
外国人との共生をめざして 

交流課 211-2032

11-01 総務局総務課 地方分権について 211-2162

11-02 行政情報課 情報公開・個人情報保護制度 211-2132

11-03 広報課 広報誌のできるまで 211-2036

11-04 みなさんの「声」のゆくえ 

11-05 世論調査の結果 

11-15 さっぽろのコールセンター 
ちょっとおしえてコール 

ＩＴ推進課 211-2184

11-14 都市計画課 地価を調べてみよう　地価公示・地価 
調査から見る地価動向の入門講座 211-2506

契約管理課 211-2152

11-11 オンブズマン事務局 知っておきたい!札幌市オンブズマン制度 211-3731

11-12 統計課 統計の歴史、そして最近の動き 211-2187

11-13 戸籍住民課 住民票と戸籍 211-2296

11-08 さっぽろの姉妹都市をもっと知ろう!

11-09 札幌市の行政改革 

11-18 さっぽろのおサイフ 
札幌市の財政状況 

11-16 さっぽろの地域情報化施策 

11-17 さっぽろの電子自治体の推進 

11-19 札幌市債をご活用（ご購入）いただくために 

11-20 市税のあらまし 

11-21 個人所得と市税 

11-22 土地や家屋の市税 

11-23 管財課 市有地の利活用 211-2222

11-24 札幌市の契約制度（工事・物品など） 

11-25 札幌市の電子入札 

11-26 工事管理室 公共工事の検査 211-2462

11-27 農業委員会担当 ご存知ですか?農地のきまり 
農業委員会の役割と農地制度 211-3636

11-31 議会事務局総務課 もっと知りたい!「市議会」のこと 
その仕組みと役割とは? 211-3162

11-28 選挙課 選挙制度の概要 211-3247

11-29 調査課 人事委員会勧告制度について 211-3147

11-30 第一課 監査のしくみと役割について 211-3232

番号 テーマ 担当課 電話番号 

09-06 再開発課 パートナーシップによる地域の 
まちづくり（再開発編） 211-2706

09-07 開発事業部管理課 パートナーシップによる地域の 
まちづくり（土地区画整理編） 211-2652

09-04 市民活動促進担当 札幌市の市民まちづくり活動促進施策 
まちづくり活動の元気を支えます 211-2964

09-03 市民自治推進課 応援します！地域のまちづくり 
市民が主役のまちづくり 211-2253

09-02 都心まちづくり課 さっぽろの都心のまちづくり 211-2692

09-05 男女共同参画課 男女共同参画社会の実現を目指して 211-2962番号 テーマ 担当課 電話番号 
その他市政に関すること 11

番号 テーマ 担当課 電話番号 

※については区役所（1詆）でも受け付けます。 

市民の声を聞く課 211-2042

市政推進部推進課 211-2061

総務資金課 211-2216

税制課※ 211-2282

［保健センター］中央蘂511-7221  北蘂757-1181  東蘂711-3211   
白石蘂862-1881  厚別蘂895-1881　豊平蘂822-2400   
清田蘂889-2400  南蘂581-5211  西蘂621-4241  手稲蘂681-1211

［土木センター］中央蘂614-5800  北蘂771-4211  東蘂781-3521   
白石蘂864-8125  厚別蘂897-3800　豊平蘂851-1681   
清田蘂888-2800  南蘂581-3811  西蘂667-3201  手稲蘂681-4011

区役所に関すること 

10-01 区役所の主な仕事 

10-02 区の概要 

10-03 区役所の地域振興課 区のまちづくり 

10-04 市税のあらまし 

10-05 個人所得と市税 

10-06 土地や家屋の市税 

10-07 区役所の維持管理課 土木センターの仕事 土木センター 
（左下参照） 

10-08 区役所の保健福祉課 みんなで支える介護保険制度 区役所 
（1詆参照） 

番号 テーマ 担当課 電話番号 

10-10 安全な食生活に向けて 

10-11 区役所の健康・子ども課 地域における子育て支援の取り組み 

保健センター 
（左下参照、 
ただし 
手稲区は 
681-2400） 

区役所の総務企画課 

10-12 区役所の保険年金課 国民健康保険と長寿医療 
（後期高齢者医療）制度 

区役所 
（1詆参照） 

区役所 
（1詆参照） 

区役所の健康・子ども課 保健センター 
（左下参照） 

みんなで取り組む健康さっぽろ21 
（歯の健康、健康をつくる食生活、 
母と子の健康づくり、思春期の健 
康と性など） 

10-09

10-17 北区健康・子ども課 食品の安全確保をめざして 757-1183

10-15 中央区課税課 税のア・ラ・カルト 231-2400

10-26 豊平区保護一課 最後のセーフティネット 
生活保護制度の概要と動向について 822-2400

10-19 白石区総務企画課 白石区の防災対策 861-2400

10-20 厚別区総務企画課 厚別区の防災 895-2400

10-21 厚別区地域振興課 町内会のこれまでとこれから 895-2400

東区保健福祉課 741-2400

豊平区保健福祉課 822-2400

手稲区保健福祉課 681-2400

10-22 厚別南まちづくりセンター サイクリングロードに着目したまちづくり 891-1666

10-23 厚別区の除雪 

10-24 厚別区の花と緑のボリュームアップ事業 

10-25 豊平区総務企画課 豊平区の自主防災活動 822-2400

10-27 清田区維持管理課 知っていますか？除雪のしくみ 888-2800

10-28 南区維持管理課 落ち葉のリサイクル講座 581-3811

10-16 北区総務企画課 子どもの安全を地域で守る 
「地域安全マップづくり」 757-2400

厚別区維持管理課 897-3800

10-13 中央区地域振興課 地域で取り組む環境美化（アダプト）活動 231-2400

10-14 中央区納税課 税にまつわる意外なお話 231-2400

10-18
ご存知ですか?民生委員・児童委員 
民生委員・児童委員は、 
身近な地域の相談役です 

10

区役所の課税課 

まちづくり・市民活動 9

09-01 調整課 第2次札幌新まちづくり計画 211-2206

広告


