
札幌市コールセンター
豊平区役所・保健センター〔平岸6-10〕
豊平区土木センター〔西岡3-1〕
まちづくりセンター
　豊平〔豊平6-7〕
　美園〔美園6-5〕
　月寒〔月寒中央通7〕
　平岸〔平岸2-7〕
　中の島〔中の島1-4〕
　西岡〔西岡4-5〕
　福住〔福住1-4〕
　東月寒〔月寒東3-17〕
　南平岸〔平岸2-14〕
ちあふる・とよひら〔月寒東1-4〕
南部市税事務所〔平岸5-8〕
　市税証明
　納税相談
　個人の市・道民税
　固定資産税（土地）
　固定資産税（家屋）
豊平消防署〔月寒東1-8〕
豊平・南清掃事務所〔南区真駒内602〕

b222-4894
b822-2400
b851-1681

b811-9435
b811-4119
b852-9288
b811-9545
b821-5841
b854-0357
b855-6615
b853-9191
b814-1440
b851-3945

b824-3912
b824-3913
b824-3914
b824-3917
b824-3918
b852-2100
b583-8613

豊平区民センター〔平岸6-10〕
月寒公民館〔月寒中央通7〕
西岡福住地区センター〔西岡4-9〕
東月寒地区センター〔月寒東3-18〕
豊平老人福祉センター〔中の島2-3〕
豊平区社会福祉協議会〔平岸6-10〕
月寒体育館〔月寒東1-8〕
どうぎんカーリングスタジアム〔月寒東1-9〕
豊平区体育館〔月寒東2-20〕
豊平公園温水プール〔美園6-1〕
平岸プール〔平岸5-14〕
札幌ドーム〔羊ケ丘1〕
さっぽろ羊ヶ丘展望台〔羊ケ丘1〕
豊平公園緑のセンター〔豊平5-13〕
月寒公園管理事務所〔美園11-8〕
西岡公園管理事務所〔西岡487〕
西岡図書館〔西岡3-6〕
さっぽろ天神山アートスタジオ〔平岸2-17〕
札幌市博物館活動センター〔平岸5-15〕
平岸霊園管理事務所〔平岸5-15〕

b812-7181
b851-0482
b852-4687
b853-2011
b811-5201
b815-2940
b851-1972
b853-4572
b855-0791
b813-6556
b832-7529
b850-1000
b851-3080
b811-6568
b818-3150
b582-0050
b852-8111
b820-2140
b374-5002
b831-6980

詳しくは、 施設名 検索

豊平区ラジオ広報番組「豊平インフォメーション」
FMアップル76.5MHz　毎週木曜日15時～

豊平区ホームページ「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/

【編集】
豊平区役所市民部総務企画課広聴係
〒062-8612
豊平区平岸6条10丁目
b 822-2407　c 813-3603

スマートフォンアプリスマートフォンアプリ
「iさっぽろ」「iさっぽろ」
【対応OS】
　Android版：　OS5.0以上
　　　iPhone版：iOS8.0以上

さっぽろ子育てアプリさっぽろ子育てアプリ
【対応OS】
　Android版：　OS4.4以上
　　iPhone版：iOS8.0以上

【豊平区役所・豊平区関連施設のお問い合わせ先】 豊平区の人口・世帯数　※9月 1日現在（前月比）
人口：223,101 人（+92）　世帯数：116,571 世帯（+112）
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豊平区には、歴史的な価値の高い建造物が大切に残されています。豊平区には、歴史的な価値の高い建造物が大切に残されています。
今月の特集では、国の登録有形文化財や市の景観資産に登録されている今月の特集では、国の登録有形文化財や市の景観資産に登録されている
文化資産を紹介します。文化資産を紹介します。
身近にある文化資産で、行楽の秋を満喫しませんか？身近にある文化資産で、行楽の秋を満喫しませんか？

文化資産を巡ってみよう！文化資産を巡ってみよう！

【札幌景観資産】

【登録有形文化財】

学校法人八紘学園北海道農業専門学校にある
資料館は、以前この地にあった吉田牧場で使
われていた畜舎とサイロです。
このサイロは、昭和15年ころから現在地に
ありますが、明治後期に造られた東洋一の大
きさを誇ったサイロの札幌軟石を再利用し
て、建てられました。
時代が移り変わり、周囲が住宅街へと変わっ
ても、牧歌的な風景を残し、地域のシンボル
として愛されています。

西岡公園の水源池にある赤いとんがり屋根
の愛らしい形をした取水塔は、旧陸軍第7
師団歩兵第25連隊が、月寒川上流に軍用
水道として作った月寒水道の一部です。
昭和46年の白川浄水場完成により、その役
目を終えましたが、水源池が西岡公園として
整備された後もシンボルとして多くの市民に
親しまれています。

. b

. b

資料館の中には、国産初のトラクターなど、さまざ
まな歴史的価値の高い農業機械や、学園創設時から
の歴史を物語る農機具などが所狭しと展示されてお
り、サイロの内部を見学することもできます。
資料館の裏庭には、館内に収まりきらない多数の農
業機械が保管されています。 サイロの入り口サイロの入り口
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ロイズコーヒー西岡店ロイズコーヒー西岡店
安安
ああ

達達
だちだち

　　麻麻
まま

奈奈
なな

美美
みみ

さんさん

登録有形文化財とは？ 札幌景観資産とは？

国宝や重要文化財など「指定」される文化財国宝や重要文化財など「指定」される文化財
保護の制度とは別に、保護の制度とは別に、活用しながら保存する
ため、文化財保護法による文化財登録原簿に
「登録」された有形の文化財のこと。「登録」された有形の文化財のこと。

歴史を物語る象徴的な建築物や地域のシンボ
ルなど、景観を特徴付ける上で重要な景観資
源を保全するため、札幌市景観条例に基づい
て「指定」されたもの。

【札幌景観資産】

【登録有形文化財】【札幌景観資産】

れんが造りの遮音性を生かして、平岸の郷土芸能である平岸天神
太鼓の道場として活用されています。
また、「平岸リンゴ」の産地として、リンゴ栽培が盛んだったと
いう地域の歴史を伝えながら、地元商店街の事務所としても利用
されています。

耐熱性や蓄熱性が高いというれんがの特性を生かし、コーヒー豆
専門店として活用されています。
増築した部分の外壁にも、リンゴ倉庫の雰囲気が感じられるよう
れんがを使用し、地域のシンボルとなっています。

.

b

. b

みつけた！さっぽろのいいところ。『景観の種プロジェクト』
札幌市では、法や条例に基づく「指定」制度に加え、景観的価値をより幅広く捉え魅力的な景観
資源を「景観の種（活用促進景観資源）」として「登録」し情報発信などを行う『景観の種プロジェ
クト』に取り組んでいます。
誰でも「登録の提案」などができることがこの制度の特徴の一つであり、より多くの人が景観資
源に興味を持ち、景観資源の活用や保全に繋げていくことを目指します。

【詳細】地域計画課
　　　 b211-2545

検索景観の種

裏の石造りの倉庫にもたくさん裏の石造りの倉庫にもたくさん
の太鼓が保管されています。の太鼓が保管されています。
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豊平区からのお知らせ 10月１１日

～

11月１０日

➡2019─10─広報さっぽろ2019─10─広報さっぽろ44豊平豊平

講演会（豊平区在宅ケア連絡会主催）
「今こそ活かそうあの時の教訓」

　　11月30日㈯開催決定！

,区役所地域振興課b822-2427
awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/furemachi/  
    sports_project.html

昨年の北海道胆振東部地震での経験を、在宅療養にお
ける地域での連携にどう役立てていけるのか、一緒に
考えてみませんか？

s10月23日㈬18時30分～20時40分。
q北海道立総合体育センター「北海きたえーる」
　２階大研修室（豊平5条11丁目）。
n300人。f

o無料。w

,区役所保健福祉課b822-2461

令和元年度　豊平区難病研修会
最近増加している腸の病気「潰瘍性大腸炎」と「クロー
ン病」の症状や治療法について学びましょう。　　　
講師　社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院

s10月31日㈭10時30分～11時30分。
q保健センター2階講堂。
p区内在住か、区内で医療や福祉、介護の分野でお勤
　めの方。
n30人。f

o無料。
m10月11日㈮～25日㈮。
　b（平日8時45分～17時15分）・c

j保健センター健康・子ども課
　　　　　b822-2472　c822-4111

講師　　住
すみ

友
とも

　幸
さち

子
こ

氏
　　　　（グループホーム トトロの森経営）

講演２　「今日から続ける防災備蓄～防災備蓄でつく
　　　 　る支援者を支える仕組み～」

講演１　「体験から考える～その時、どう動く？～」

講師　　水
みず

口
ぐち

　綾
あや

香
か

氏
　　　　（フフジカン代表・防災ライフプランナー）

ウインタースポーツや障がい者スポーツなどの各種体
験コーナー、運動教室が札幌ドームで楽しめます！
詳しい内容は、広報さっぽろ11月号や、豊平区ホー
ムページで順次公開していきます。

　　　遠
えん

藤
どう

　高
たか

夫
お

院長

生活応援サポーター養成講座
「生活応援サポーター」とは、自分のできる範囲で近
隣の高齢者などの生活を支援する活動です。体験談を
聞き、助け合い体験ゲームで楽しく学んでみません
か？
s10月31日㈭13時30分～15時30分。
qトヨタレンタリース新札幌 豊平区役所羊ケ丘通店
　（平岸7条13丁目）。　
p区内在住の方。
n40人。f  
o無料。
m10月11日㈮～30日㈬。
　b（平日8時45分～17時15分）
j豊平区社会福祉協議会（区民センター内）
　　　　　b815-2940　



お知らせの
見　方

s＝日時　q＝会場　p＝対象　n＝定員　o＝費用　m＝申込　,＝問い合わせ先
b＝電話　c＝ファクス　d＝Ｅメール　a＝ホームページ　7＝詳細の確認が必要
f＝先着順　h＝申込多数の場合は抽選　w＝当日、直接会場へ

①行事名　②住所（郵便番号）　③氏名（ふりがな）・年齢　④連絡先（電話番号・ファクス番
号・メールアドレスなど）　⑤学校名・学年（児童・生徒のみ）　⑥返信先（往復はがきの場合）

申し込み時
の必要事項

各施設のイベント・講座のお知らせ情報は、
「地上デジタルテレビ（STV・5チャンネル）
のデータ放送」や、スマートフォンアプリ
「i
アイ

さっぽろ」「さっぽろ子育てアプリ」など
で配信しています。ぜひご覧ください！

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

会場 内容

ちあふる・とよひら
子育て講座「歯磨きのコツ教えます」s11/14㈭10時30分～11時30分。p1歳6カ月から就学
前のお子さんと保護者。n12組。f o無料。m10/31㈭～。b（平日9時～17時）
j保健センター健康・子ども課b822-2474

豊平区ラジオ広報番組報番組報番組

豊平インフォメーション
【毎週木曜日 15時～ 15時 30分】
区役所の情報や地域の話題を紹介しています。
豊平区セーフティ・スポット・インフォメーション
【毎週月～土曜日 8時 58分・11時 58分・17時 58分】
避難方法や避難所などの防災情報を放送しています。
k765fm.com　76.5MHzで放送中！

区内の公園・図書館・体育館といった各施設では、展示会・講習会・運動教室など、さまざまなイベントを開催しています。
詳細はホームページなどでご確認ください（主な施設のお問い合わせ先は、区民のページの表紙下部に掲載しています）。

市税の夜間納付相談
s毎週木曜日20時まで。
q　南部市税事務所納税課（2階） b824-3913　　

西岡福住地区センター

西岡福住地区センター文化祭s10/19㈯10時～15時、10/20㈰10時～13時。w

ドッジボール講座s10/26㈯～。全3回。9時30分～11時30分。p区内在住の小学生。　　　
n20人。f o1,500円。m10/11㈮～。b・直接窓口

東月寒地区センター

東月寒地区センター文化祭s10/26㈯9時30分～16時、10/27㈰10時～15時。w

パソコン夜間講座「ワード・エクセル活用」s11/5㈫～。全6回。18時30分～20時30分。　
p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n10人。f o5,050円。
m10/24㈭～。直接窓口

月 寒 公 民 館 月寒公民館文化祭s10/26㈯9時45分～15時、10/27㈰9時～14時30分。w

,
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豊平公園緑のセンター

みりょく的なばしょ

豊平公園緑のセンター

問い合わせ　q豊平5条13丁目　b811-6568
　　　　　　a www.sapporo-park.or.jp/toyohira/
開 館 時 間　8時45分～17時15分
休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
ア ク セ ス　地下鉄東豊線「豊平公園駅」下車　1番出口から徒歩1分他
※駐車場は混み合うため、できるだけ公共交通機関でお越しください。

【緑の相談コーナー】
q緑のセンター1階
b811-9370
受付時間は開館日の
10時～12時および
13時～16時

　　　　　　　　　　　　―相談を受けるときに大切にしていることは？
　　　　　　　　　　　　　園芸の初心者にも、手入れが面倒だと思われないよう
　　　　　　　　　　　　な説明を心掛けています。草木の状態などをじっくり聞
　　　　　　　　　　　　き、その方に合う栽培方法を提案するよう励んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　 　　 　　　 　　 　　　
　　 　　 　　　 　　 　 　　　
　　 　 　 　　　 　　

▲　緑に囲まれながら
ゆったりと過ごせる
ホール(上)と、色とり
どりの花が咲き誇る
ルーフガーデン(右)

▼

屋根がガラス張りの
開放的なアトリウム
では、いろいろな展
示会が行われるよ！

みりょく的なひと

緑の相談コーナー相談員

小
こ

西
にし

　敏
としあき

昭さん

―緑の相談コーナーのおすすめポイントを教えてください！
　最近は、インターネットなどで簡単に園芸知識を入手できますが、
ここでは、直接、経験豊富な相談員から、札幌の気候に適したアド
バイスを聞くことができます。気軽に相談に来てほしいですね。

公園内に一歩足を延ばすと、
癒やしのスポットが満載！色
鮮やかな景色が楽しめるよ！

約20年にわたり、相談員を務めている小西さんにお話を聞きました！約20年にわたり、相談員を務めている小西さんにお話を聞きました！

―相談員のお仕事を教えてください！
　花や野菜の育て方から、ガーデニングのこつ

4 4

や農薬の
扱い方まで、幅広い質問に専門的な視点で答えています。
春先は、1日に100件近く相談が来ることもあります。

▼相談を受ける小西さん

10～11月のおすすめ展示会
（日程は予定です）

　菊 花 展
s10月29日㈫～11月4日㉁

詳しくは…
 豊平公園緑のセンター 検索 ➡➡

　洋ラン展
s11月12日㈫～17日㈰

N

豊平公園地下鉄東豊線

豊平公園駅

緑のセンター
豊平警察署

八条中学校

豊平公園

みどり
小学校

36

北海きたえーる
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