安全・安心な 食 のまち

中央区ガイド

2019

平成 31 年(2019 年)３月発行
札幌市保健所中央衛生担当課
（中央保健センター）
札幌市中央区南３条西 11 丁目
TEL

011-511-7227

札幌市では、「安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指し、３つのメニュー（事業）
を進めています。
食まち中央区ガイドでは、このうち市民の皆さんに身近な「さっぽろ食の安全・安心推
進協定」と「食の安全・安心おもてなしの店」に参加いただいている中央区内のお店を
しろくま忍者※がご紹介します！
※札幌市手洗い啓発キャラクター

「安全・安心な食のまち・さっぽろ」を支える３つのメニュー
協

さっぽろ食の安全・安心推進協定
食の安全・安心の取組をマイルールとして宣言したお店や事業者と、札幌市
が協定を結び、応援しています。

お

食の安全・安心おもてなしの店
食品衛生優良施設の表彰歴に加え、次のいずれかに取り組むお店です。
ア アレルギー表示、○
煙 禁煙・分煙、○
栄 栄養成分表示、○
外 外国語メニュー、
○
Ｈ さっぽろH A C C P、○
調 専門調理師、○
道 道産食材
○

Ｈ

ハ サ ッ プ

さっぽろHACCP
衛生管理の手法として HACCP※を導入している飲食店などに対し、第三者で
ある札幌市が、HACCP が適正に機能していることを評価・認証するものです。
取組レベルに応じ、 ★エントリー
★★ベーシック
★★★プレミアム
の３つのステージがあります。
※ HACCP：食品の調理・製造の各工程で、起きやすい危害を分析し、衛生管理の重要ポ
イントを明確化することで、安全性を確保する国際標準の衛生管理手法

協

協

地下鉄さっぽろ駅周辺

札幌駅前通まちづくり株式会社

北のめぐみ愛食フェア実行連絡会

マップ １

◆事業概要
チ・カ・ホ(札幌駅前
通地下歩行空間)やア
カプラ(札幌市北３条
広場)を活用したまち
のにぎわいづくり
など
イチオシ・マイルール

マップ ２

◆イベント内容
チ・カ・ホや道庁赤レ
ンガ前で、北海道の生
産者による食品の直売
会を開催
◆年数回不定期開催
イチオシ・マイルール

チ・カ・ホ等でのイベント時は、安心して楽しんでいただ
けるよう、主催者とともに食品の衛生管理を徹底します。 材

新鮮・安全・おいしい をモットーとし、北海道の 食
を消費者の皆様に届けます。

協

協

地下鉄大通駅周辺

札幌大通まちづくり株式会社

マップ ３

一番街商店街振興組合

マップ ４

＜南１条通(西１〜３丁目)＞
◆事業概要
多目的施設 すわろう
テラス や歩行者天国
さっぽろホコテン
などによる大通地区
の活性化
など
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

l LOVE ODORl を合言葉に、 ODORl の仲間と食の安全・ グルメやショッピングを思いっきり楽しんでいただける
安心に取り組みます。

よう、加盟店一同、食の安全・安心に取り組みます。

協

協

二番街商店街振興組合

マップ ５

札幌三番街商店街振興組合

マップ ６

＜西３丁目線(南１条通〜国道 36 号線)＞

＜西２丁目線(大通〜国道 36 号線)＞

イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

札幌市都市景観賞 にふさわしい、衛生的な街並みを守

時計台通り の美化活動など、お客様が気持ちよく、衛
生的に過ごせる空間づくりに努めます。

り続けます。

協

協

札幌四番街商店街振興組合

マップ ７

札幌地下街商店会

イチオシ・マイルール

マップ ８

＜さっぽろ地下街オーロラタウン・ポールタウン＞

＜駅前通(大通〜国道 36 号線)＞

イチオシ・マイルール

街が縁日になる 四番街まつり など、にぎわいづくりの 安全・安心な食材の調達と、商品の品質管理に取り組みま
中で、伝統的な食の魅力を発信します。

す。

協

協

札幌狸小路商店街振興組合

マップ ９

狸小路八丁目商店会

＜狸小路１〜７丁目周辺＞

イチオシ・マイルール

マップ 10

＜狸小路８丁目周辺＞

イチオシ・マイルール

狸まつり などのイベントでは衛生管理を徹底し、お客 地域の皆様と一緒にまちのにぎわいをつくり、 食と観光
様に 安全・安心な狸小路の食 を実感していただきます。 のまち・さっぽろ の魅力を発信します。

協

地下鉄大通駅周辺

ごまそば八雲 ４丁目プラザ店 (株式会社にしりん)

マップ 11

そのほかのお店

４丁目プラザ B2
◆TEL 011-261-1198

協

◆南１条西４丁目

４店舗

○地下街オーロラタウン店
◆大通西２丁目 札幌地下街オーロラタウン

◆営業時間

◆TEL 011-251-8999

10:30〜20:30
○札幌パルコ店
イチオシ・マイルール

◆南１条西３丁目 札幌パルコ 8F

自社工場で製造した安全・安心な ごまそば と無添加の

◆TEL 011-214-2335

ほか

香り高い そばつゆ を提供します。

協
お

串鳥 札幌駅前店(札幌開発株式会社)

マップ 12

そのほかのお店

札幌 TR ビル 2F
◆TEL 011-233-2989

協

◆北４条西２丁目

12 店舗 うち お ２店舗

○串鳥番外地 プラザ店
◆南４条西５丁目 RESTAURANT PLAZA SAPPORO 1F

◆営業時間

◆TEL 011-513-1717

16:00〜24:00

○串鳥のワイン酒場 TANTO
イチオシ・マイルール

駅前通店

◆北４条西４丁目 ニュー札幌ビル 2F
◆TEL 011-241-3400

食材の消費期限、鮮度の確認を毎日行い、お客様に安心

ほか

協

安全な商品の提供を心がけています。

札幌市役所地下食堂(滝本食品株式会社)

マップ 13

そのほかのお店

協

◆北１条西２丁目

３店舗

札幌市役所 B1
◆TEL 011-241-6532

○円山球場食堂・売店
◆宮ヶ丘３ 円山球場

◆営業時間(土日祝休)

◆TEL 011-643-4557

9:00〜18:00

○中央警察署食堂
イチオシ・マイルール

◆北１条西５丁目 中央警察署 2F

安心・安全はもちろんのこと、栄養管理面を考え、北海道

◆TEL 011-251-6907

ほか

食材を積極的に使い 健康であること を目指します。

協

協

レストラン ライラック／パーラー青空

マップ 13

お

金寿司

マップ 14

◆北２条東７丁目９

◆北１条西２丁目
札幌市役所 18F/19F

◆TEL 011-221-2808

◆TEL 011-211-3296/3298

◆営業時間(日曜休)

◆営業時間(土日祝休)

11：30〜15：00

10:00〜18:00(ﾗｲﾗｯｸ )

17：00〜21：30

9:00〜16:00(青空)
イチオシ・マイルール

(土のみ 11：30〜21：30)
イチオシ・マイルール

市役所高層階からの札幌の街並み と 安全・安心なこ 従業員の健康管理や身だしなみの確認を行い、従業員一
だわりのお食事 をお客様に楽しんでいただきます。

人一人の意識の向上と徹底に努めています。

協

地下鉄すすきの駅周辺

OSTERIA 101 (株式会社 OLIVE S)

マップ 15

そのほかのお店

協

◆南３条西５丁目

２店舗

ノルベサ 7F

○ BAR carne alla griglia

◆TEL 011-231-3900

◆南３条西３丁目 G DlNlNG 札幌 6F

◆営業時間

◆TEL 011-233-2983

17:00〜翌 1:00

○ THE TERRACE BEER GARDEN (夏季限定)
イチオシ・マイルール
お客様に 食の安全・安心

◆南３条西５丁目 ノルベサ 7F
◆TEL 011-261-5588

と エンターテイメント

ITALIAN×SPANISH バールグラニタ マップ

協

協

(喜び) を提供します。
15

スナック椙（すぎ）

◆南３条西５丁目

マップ 16

◆南５条西５丁目

ノルベサ 3F

すすきの 5・5 ビル 5F

◆TEL 011-221-7000

◆TEL 011-511-1239

◆営業時間

◆営業時間(日祝休)

17:00〜翌 1:00

19:00〜24:00

(金土祝前〜翌 4:00)
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

現場第一主義で、厨房や客席の清掃・消毒を徹底し、清潔 お店の清掃を徹底し、落ち着いた雰囲気で、お酒とカラオ

協

でオリジナリティある空間を提供します。

ケを楽しんでいただきます。

惣菜バーきちのせ(きちのせグループ)
Ｎ・三協ビル 8F
◆TEL 011-532-8200
◆営業時間(不定休)
18:00〜24:00

そのほかのお店

協

◆南６条西３丁目

マップ 17

２店舗

○ワインカフェ きちのせ
◆南６条西４丁目 G4 ビル 8F
◆TEL 011-522-6394
○スターレイン

イチオシ・マイルール

◆南６条西４丁目 G4 ビル 8F

安全・安心な食のまち・さっぽろ と 設備も心もバリ

◆TEL 011-215-1475

協

アフリーなお店づくり を目指します。

海鮮家はこだて

マップ 18

第一青樹社ビル 1F
◆TEL 011-518-5755
◆営業時間
17:00〜23:30

そのほかのお店

協

◆南７条西３丁目

１店舗

○海鮮家はこだて煉瓦亭
◆南７条西３丁目７-９
◆TEL 011-206-8772
◆営業時間

イチオシ・マイルール
厨房と客席の清掃に思いを込めて、こだわりの素材に
おもてなしの心を添えてお客様をお迎えします。

17:00〜23:30

28 丁目駅周辺

円山商店街振興会

マップ 19

＜西 24 丁目通(北２〜南１条)＞

協

協

地下鉄円山公園駅・西

焼肉木村屋

マップ 20

◆北１条西 24 丁目
MALlBU 円山 SQ 2F
◆TEL 011-624-6129
◆営業時間(水曜休)
11:30〜14:00（日休）
17:00〜22:00
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

円山夏祭り では、衛生管理を徹底し、お客様に 安全・ 品質・鮮度の維持に努め、お客様に安全・安心なお肉の
安心な円山の食 を実感していただきます。

協

協

提供を心がけます。

Rain／cafe Rain

マップ 21

BUZZ CAFÉ FOR KIDS＆MUMS

マップ 22

◆大通西 25 丁目

◆北１条西 24 丁目３-11

G1 ビル 2F

◆TEL 011-699-5941

◆TEL 011-699-5088

◆営業時間(火曜休)

◆営業時間(日祝休)

11:00〜22:00

10:00〜16:00

(金土のみ〜23:00)
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

店舗全体の清掃を徹底し、お客様にお洒落で落ち着く空間 常に品質、鮮度に注意を払い、安心・安全な食品をお客様
に提供します。

を提供します。

協

協

オーベルジュ・ド・リル サッポロ

マップ 23

SAN-EN

◆北６条西 27 丁目

◆南１条西 28 丁目３−１
◆TEL 011-632-7810

拓殖ビル SElTO 101 1F

◆営業時間(火曜休)

◆TEL 011-699-5596

11:30〜15:00

◆営業時間(土日祝休)

17:30〜23:00
イチオシ・マイルール

マップ 24

11:00〜17:00
イチオシ・マイルール

食材の適切な保管を心がけ、冷蔵・冷凍庫の温度をチェッ 土づくりから収穫まで全て手作業で行い、有機農法にこだ
わって育てた安全・安心な野菜を積極的に使用します。
クし、記録します。

掲載情報は、平成 31 年２月
時点のものです。
おでかけ前には、お店のホー
ムページなどで最新情報を確
認してね！

札幌ベルエポック製菓調理専門学校

協

協

専門学校・幼稚園・保育園
マップ 25

(学校法人滋慶学園)

札幌認定子ども園

マップ 26

(公益社団法人鉄道弘済会)
◆北１条西９丁目３-４
◆TEL 011-261-0141
◆学科
・製菓・製パン・ショコラ科
・製菓・調理師科
・スイーツ・フード実践科
・カフェ科

◆南１条東７丁目２-15
◆TEL 011-251-1555
◆教育・保育目標
・身体の丈夫な子
・意欲的に遊ぶ、こころ豊か
な子
など
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

店舗としても使用できる施設の完備や企業連携により、現 安全・安心な給食で、子どもたちのワクワクにあふれる日

認定子ども園 札幌大谷幼稚園

マップ 27

(学校法人北海大谷学園)

常を大切にし、たくましく生きる力を育みます。

協

協

場で役立つ衛生管理等が身につく実学教育を進めます。

札幌大谷第二幼稚園

マップ 28

(学校法人北海大谷学園)
◆大通西 21 丁目３−18
◆TEL 011-621-6764
◆教育理念・方針
毎日近くの森林や川に
出かけ、楽しみながら
体力を培います
など

◆南７条西７丁目 290-２
◆TEL 011-511-3838
◆教育理念・方針
共に生き、共に育ち合う
のびのび保育
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

アレルギーにも対応した安全・安心な美味しい給食を提供 給食施設をはじめ園内の清掃や整理整とんを徹底し、清潔
し、子どもたちの強い体づくりを手伝います。

な環境で子どもたちの健康を支えます。

協

協

大谷オアシス保育園

マップ 28

(学校法人北海大谷学園)

保育園キッズプラス

マップ 29

(BIRUMA 株式会社)
◆大通西 21 丁目３−18
◆TEL 011-621-9888
◆保育理念・方針
愛情に満ちた家庭的な
雰囲気の中で、健全な
心身を育成する
など

◆南 10 条西９丁目２-10
◆TEL 011-521-4150
◆保育目標
・諦めない挫けない強い心
・自ら考え発展できる子
など
イチオシ・マイルール

イチオシ・マイルール

食事の前や友だちと仲良く外で遊んだ後は、手洗いをしっ 安全・安心な給食や清潔な環境を提供（プラス）すること
かりとする習慣を身に着けさせます。

に努め、光に満ちた子ども達の未来へと繋げます。

今回は、ぼく、しろくま忍者が、平成 30 年に協定やおもて
なしの店に参加いただいた商店街やレストランなどをお忍び
訪問し、紹介しましたが、いかがでしたか？
どこのお店や施設でも、誰もが安心して食を楽しみ、笑顔に
なれるように、いろいろな取組をしていて、とても頼もしかっ
たです。
このガイドを片手に、ぜひ皆さんも、今回紹介したお店に足
を運んで、安全・安心な食のまち・さっぽろを実感してみてね！

さっぽろ市
02-F06-18-2765
30-2-1675

