
<展示リスト>　くらしとしごとの情報ガイド ～さっぽろの行政資料～

展示期間： 令和元年５月９日(木)～６月１１日(火)

書 　  名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

札幌市の区勢 平成30年度
札幌市市民文化局地域振興
部区政課／編

札幌市市民文化局地域振
興部区政課 2018.12 0180408908 KR318.5/ｻ/18

札幌市政概要 平成30年版
札幌市まちづくり政策局政策
企画部政策推進課／編

札幌市まちづくり政策局政
策企画部政策推進課 2019.1 0180410052 KR318.5/ｻ/18

札幌市出前講座 平成31年度(2019年度)市政に関する情報を皆さん
にお届けします!

[札幌市] [2019] 0180442253 KR318.5/ｻ/19

札幌市民便利帳 2019年度版 札幌市 2019.4 0180442311 KR318.5/ｻ/19

札幌市相談窓口のご案内 (2019年度版)
札幌市総務局広報部市民
の声を聞く課 2019.4 0180413593 KR318.5/ｻ/19

トリセツ! 観光PR・イベントに役立つ!札幌☆取扱説明書
札幌市まちづくり政策局政
策企画部企画課 2018.2 0180247207 KR318.5/ﾄ/

あたらしい町内会へ 若い人を巻き込む町内会づくり読本
札幌市市民文化局市民自
治推進課 2018.3 0180206716 KR318.8/ｱ/

あたらしい町内会へ 実践編
札幌市市民文化局市民自
治推進課 2019.3 0180441826 KR318.5/ﾄ/

未来をはじめるサッポロワーク 平成30年度テレワーク・業務管理シ
ステム普及促進事業成果事例集

札幌市経済観光局産業振
興部経済企画課 2019.3 0180442279 KR336.4/ﾐ/

札幌市統計書 平成30年版
札幌市まちづくり政策局政策
企画部企画課／編

札幌市まちづくり政策局政
策企画部企画課 2019.3 0180442600 KR351.1/ｻ/18

これってあり?Q&A まんが知って役立つ労働法
[札幌市経済観光局雇用推
進部] 2019.3 0180413916 KR366.1/ｺ/

Smile Sharing Book ゆる家事"のすすめ"
札幌市まちづくり政策局政策
企画部企画課／編

札幌市まちづくり政策局政
策企画部企画課 2018.1 0180243164 KR366.3/ｽ/

ワーク・ライフ・バランス取組ガイドブック[パンフレット] 今、取り組む
経営戦略

札幌市市民文化局男女共
同参画室 [2018] 0180348914 KR366.7/ﾜ/

女性の防犯ハンドブック [パンフレット]
札幌市市民文化局地域振
興部区政課 [2019] 0180413817 KR368.6/ｼﾞ/

介護は意外と楽しい。
札幌市保健福祉局高齢保
健福祉部介護保険課 2018.3 0180250060 KR369.1/ｶ/

若手職員のお仕事紹介きっかけはココにある! 障がい福祉の仕事を
選ぶ理由

札幌市保健福祉局障がい
保健福祉部障がい福祉課 2019.3 0180440893 KR369.1/ﾜ/
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心のバリアフリーガイド　～障がいのある人や高齢の人に対する心のバリアを取り除こう～
札幌市福祉のまちづくり推進
会議／編

札幌市保健福祉局障がい
保健福祉部障がい福祉課 2018.4 0180250086 KR369.2/ｺ/

さっぽろバリアフリー情報
札幌市保健福祉局障がい
保健福祉部障がい福祉課 [2018] 0180250102 KR369.2/ｻ/

シニア世代のための生活便利帳
札幌市保健福祉局高齢保健
福祉部高齢福祉課／編

札幌市保健福祉局高齢保
健福祉部高齢福祉課 2019.4 0180441776 KR369.2/ｼ/

障がいのある方とのコミュニケーションガイドブック
札幌市保健福祉局障がい
保健福祉部障がい福祉課 2019.3 0180440935 KR369.2/ｼ/

違いを知り支え合うためのバリアフリー大研究
札幌市福祉のまちづくり推進
会議／編

札幌市保健福祉局障がい
保健福祉部 [2019] 0180442295 KR369.2/ﾁ/

なるほど実になる介護保険 平成30年度版制度のしくみとサービス利
用の手引き

札幌市保健福祉局高齢保
健福祉部介護保険課 2018.5 0180251688 KR369.2/ﾅ/18

自主防災マニュアル あなたの町内でもはじめよう自主防災
札幌市危機管理対策室／企
画・編集

札幌市危機管理対策室 2017.7 0180233520 KR369.3/ｼﾞ/

さっぽろ子ども食堂子どもの居場所づくりガイドブック
札幌市子ども未来局子ども育
成部子どものくらし支援担当課 2018.5 0180252249 KR369.4/ｻ/

親育ち応援団BOOK 子育て中の皆さんへ贈る元気アップメッセージ
札幌市教育委員会生涯学
習部生涯学習推進課 2019.3 0180412876 KR379.9/ｵ/

有毒魚ハンドブック
札幌市保健福祉局保健所食の
安全推進課市場検査係 2019.3 0180441081 KR487.5/ﾕ/

さっぽろヒグマ基本計画 ヒトもヒグマも安心して暮らせるまち、さっぽ
ろを目指して。

札幌市ヒグマ対策委員会事
務局 [2019] 0180440919 KR489.5/ｻ/

とっさの時の救急ガイド 札幌市消防局 2019.3 0180443376 KR492.2/ﾄ/

札幌市難病ガイドブック 札幌市保健福祉局保健所 2018.7 0180209645 KR493.1/ｻ/

札幌市認知症ガイドブック
札幌市保健福祉局高齢保
健福祉部介護保険課 2018.3 0180247538 KR493.7/ｻ/

北海道がんサポートハンドブック 札幌市版
札幌市保健福祉局保健所健
康企画課／編著

札幌市保健福祉局保健所
健康企画課 2019.3 0180413577 KR494.5/ｻ/

札幌市がん対策認定企業取組ガイドブック
札幌市保健福祉局保健所健
康企画課健康推進係／[編]

札幌市保健福祉局保健所
健康企画課健康推進係 [2018] 0180243933 KR494.5/ｻ/

かかりつけ医･歯科医・薬剤師ハンドブック かかりつけ医･かかりつ
け歯科医･かかりつけ薬剤師はあなたの健康パートナー

札幌市保健福祉局保健所医
療政策課／[編]

札幌市保健福祉局保健所
医療政策課 2017.3 0180131617 KR498/ｶ/

在宅医療ガイドブック 最期まで自分らしく暮らすために
札幌市保健福祉局保健所
医療政策課 2016.3 0119925667 KR498/ｻﾞ/
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さっぽろ医療ガイド 知っておきたい医療のはなし
札幌市保健福祉局保健所
医療政策課 [2017] 0180149015 KR498.1/ｻ/

食中毒予防BOOK 妊婦さんや小さいお子さんがいらっしゃる方へ 札幌市 2018.7 0180347718 KR498.5/ｼ/

ミニまち さっぽろのまちがわかる小さな本
札幌市まちづくり政策局都市
計画部都市計画課／[編]

札幌市まちづくり政策局都
市計画部都市計画課 2018.5 0180252710 KR518.8/ﾐ/

さっぽろ子育てガイド　2018　 札幌市子ども未来局／制作 札幌市子ども未来局 2018.6 0180208308 KR599/ｻ/18

マンガでわかる札幌市への企業進出で採用がうまくいく理由 札幌市 2019.2 0180441867 KR601.1/ﾏ/

野や山のきのこハンドブック 【毒きのこの見分け方】
札幌市保健所食の安全推進
課／[編]

札幌市保健所食の安全推
進課 2019.2 0180412728 KR657.8/ﾉ/

さっぽろGood商い賞/ストック活用型商い創出事業/個店改善モデル
創出事業参考事例集 平成30年度

札幌市経済観光局産業振興部
商業･金融支援課 2019.3 0180441750 KR673.7/ｻ/18

札幌の都市交通データブック 2018年版
札幌市まちづくり政策局総合
交通計画部都市交通課／編

札幌市まちづくり政策局総合交
通計画部都市交通課 2019.3 0180441594 KR681.8/ｻ/18

札幌の観光 平成30年度版
札幌市経済観光局観光･MICE推
進部観光･MICE推進課／編集

札幌市経済観光局観光･MICE
推進部観光･MICE推進課 2018.9 0180344558 KR689/ｻ/18

世界の人々をあたたかくお迎えしよう！ おもてなしみん便利帳
札幌市経済観光局観光･MICE
推進部観光･MICE推進課 2017.2 0180074833 KR689/ｾ/

札幌市広報に関する色のガイドライン
北海道カラーユニバーサルデザイ
ン機構／著

札幌市広報部広報課 2016.2 0180441917 KR757.3/ﾎ/


