(３) いろいろな場所に行ってみよう！
かん きょう

環境プラザ

https://www.kankyo.sl-plaza.jp

環境マップ番号

①

みや

さわ

リサイクルプラザ宮の沢
http://www.sapporo530.or.jp

環境マップ番号

②

地球の環境問題や身近な環境問題について知ったり考えたりする施設
です。実際にさわって体験できる展示物で、楽しみながら環境のことを
学ぶことができます。

大型ごみのうち、まだ使える家具や整備した自転車などを安い代金で
みなさんにゆずっています。また、ごみ減量にかんする相談の受付や古
布を使ったリフォーム教室、おもちゃの修理などもやっています。

■所在地・電話

■所在地・電話

北区北８条西３丁目札幌エルプラザ公共４施設２階
011-728-1667
■近くの駅・停留所 地下鉄／（南北線）さっぽろ駅 JR ／札幌駅

リユースプラザ

http://www.reuseplaza.jp

環境マップ番号

③

西区宮の１条１丁目１-10 ちえりあ１F
011-671-4153
■近くの駅・停留所 地下鉄／（東西線）宮の沢駅

白石清そう工場

環境マップ番号

④

https://www.city.sapporo.jp/seiso/gaiyou/shisetsukengaku.html

大型ごみのうち、まだ使える家具や整備した自転車などを安い代金で
みなさんにゆずっています。ごみ減量に関するイベントや教室も開催して
います。資源物を持ち込める地区リサイクルセンターもあります。

札幌市内から集められたごみが処理される様子を見学できます。また、
模型展示でごみ処理の歴史を学ぶこともできます。

■所在地・電話

■所在地・電話

厚別区厚別東３条１丁目１-10
011-375-1133
■近くの駅・停留所 地下鉄／（東西線）新さっぽろ駅

豊平川さけ科学館

https://salmon-museum.jp/

JR ／新札幌駅
環境マップ番号

⑤

白石区東米里 2170 番 1
011-876-1710
■近くの駅・停留所 中央、JR バス／厚別幹線通
ぬま

モエレ沼公園

https://moerenumapark.jp/

※見 学 は 、原 則 10 名
以 上の団体で事 前
予約が必要です。
環境マップ番号

⑥

サケやサケの仲間のことがいろいろと分かります。時期によって、親サ
ケが川に上ってくる様子を観察したり、サケの子どもを川に放したりもで
きます。

かつてごみ処理場として利用されていた敷地に建てられた公園です。
春は桜、夏には水遊び、秋はスポーツ大会や花火大会、そして冬にはそ
り遊びなど、１年を通して楽しめる公園です。

■所在地・電話

■所在地・電話

南区真駒内公園２-1
011-582-7555
■近くの駅・停留所 じょうてつバス／真駒内競技場前

自
由
研
究

東区モエレ沼公園 1-1
011-790-1231
■近くの駅・停留所 中央バス／モエレ沼公園
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円山動物園

https://www.city.sapporo.jp/zoo/

環境マップ番号

⑦

いろいろな動物を観察することにより、動物たちや自然と人間とのか
かわりや環境を守ることの大切さを勉強できます。また、園内は次世代
エネルギーパークになっており、再生可能エネルギーについても学ぶ
ことができます。

環境マップ番号

⑨

頭と体を使って楽しく遊びながら、水道のことはもちろん、水の
不思議・大切さなどが学べます。

青少年科学館

http://www.ssc.slp.or.jp

環境マップ番号

⑩

大画面のスクリーンを通して下水道のしくみを学べるほか、水再生
プラザの運転管理などをゲーム感覚で体験することができ、下水道に
ついて楽しく勉強できます。

たくさんの展示物や実験などを通して、科学の不思議とその仕組みを
楽しみながら学ぶことができます。約１億個の星々がきらめくプラネタ
リウムもあります。

■所在地・電話

■所在地・電話

北区麻生町８丁目
011-717-0046
■近くの駅・停留所 地下鉄／（南北線）麻生駅 中央バス／下水道科学館前

北方自然教育園

環境マップ番号

⑪

https://sapporo-hoppou.jp/
リンゴやナシなどの果物や野菜、稲などを育てて収かくすることがで
きます。いろいろな虫を観察できる学習館展示室もあります。

■所在地・電話

南区白川 1814 番地
011-596-3567
■近くの駅・停留所 じょうてつバス／十五島公園前
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⑧

※冬期（11月中旬 〜４月中旬）
中央区伏見４丁目
は閉館しています。
011-561-8928
■近くの駅・停留所 市電／ロープウェイ入口
じょうてつバス／南19条西16丁目
JRバス／伏見町高台

中央区宮ケ丘３番地１
011-621-1426
■近くの駅・停留所 地下鉄／（東西線）円山公園

下水道科学館

http://www.swsa.jp/museum/

環境マップ番号

■所在地・電話

■所在地・電話

https://www.sapporo-src.com/kagakukan/

水道記念館

厚別区厚別中央１条５丁目 2-20
011-892-5001
■近くの駅・停留所 地下鉄／（東西線）新さっぽろ駅 JR ／新札幌駅

じょう ざん けい

定山渓自然の村

https://www.sj-naturevillage.jp/

環境マップ番号

⑫

テントやコテージなどを使って、森の中で動植物と触れ合うことができ
ます。日帰り、宿泊のどちらでも楽しめます。

■所在地・電話

南区定山渓（豊平峡ダム下流国有林野） ※利用するには
予約が必要
011-598-3100
です。
■近くの駅・停留所 じょうてつバス／豊平峡温泉

環境マップ番号

博物館活動センター

⑬

https://www.city.sapporo.jp/museum/

札幌で発見された世界最古の大型海牛化石「サッポロカイギュウ」のほか、
昆虫や草花などの標本が見学でき、札幌の自然について学べます。自由に
ず かん
使える子ども向け図鑑が豊富にあり、学芸員・スタッフに質問もできます。

自
由
研
究

■所在地・電話

豊平区平岸 5 条 15 丁目 1-6
011-374-5002
■近くの駅・停留所 地下鉄／（南北線）南平岸駅 または 澄川駅

質問したいことがあったら…
分からないことや、もっとくわしく聞いてみたいことがあったら、
下の札幌市の関係するところに質問してみましょう。
聞きたいこと
おん だん

質問先・URL
かんきょう

電話番号・FAX

せい さく

住所・メールアドレス

環境局環境政策課
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/

TEL. 211-2877 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎12階
FAX. 218-5108 kan.suishin@city.sapporo.jp

環境局環境対策課
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/

TEL. 211-2882 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎12階
FAX. 218-5108 kankyo̲taisaku@city.sapporo.jp

エネルギーの
こと

環境局環境エネルギー課
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/

TEL. 211-2872 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎12階
FAX. 218-5108 kan.energy@city.sapporo.jp

札幌の公園や
森林のこと

TEL. 211-2536 札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル1号館6 階
建設局みどりの管理課
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/ FAX. 211-2523 midori-kanri@city.sapporo.jp

雪のこと・

TEL. 211-2682 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎８階
建設局雪対策室計画課
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/ FAX. 218-5141 yukikei@city.sapporo.jp

地球温暖化や
そう
オゾン層のこと
酸性雨や空気の
よごれのこと
そう音のこと

じょ せつ

除雪のこと

※質問先の名前などは、令和3年2月時点の情報です。

質問するときにはこんなことに気をつけましょう
ま ちが

かく にん

● 電話番号を間違えないように、ゆっくりと確認しながら電話をかけましょう。
● 前もって質問したいことをまとめて、ノートなどに整理してから質問しましょう。
す

● 市役所などに行くときは、グループごとにバラバラに行かないで、用事や質問が一度で済むように、まとまって
行くようにしましょう。また、市役所の人も、すぐに答えられる質問と調べなければ答えられない質問があるので、
質問したいことを前もってＦＡＸなどで送ると、市役所の人も答えやすくなります。
● 相手の人にきちんとあいさつをしましょう。そして、質問が終わったら、きちんとお礼を言いましょう。
50

