
ぼくたちが

まちづくりセンターを

紹介するよ！！

まっちぃ
まちづくり応援キャラクター 自治基本条例キャラクター

じっちぃ

まちづくりセンター
ご存じですか？  身近な地 域の「まちづくり」のサポーター

札 幌 市

誰もが快適に暮らせるようにするための活動のことです。日頃から町内会を中心として行われている
  地域の清掃や花植えなど、地域のみなさんが力を合わせて、暮らしやすいまちをつくる活動も「まちづくり」です。

まちづくりとは . . .

身近な地域の「まちづくり」を

サポートします！！

「まちづくりセンター」を利用しよう！！

札幌市市民文化局

市民自治推進室市民自治推進課

電話:011-211-2253／FAX:011-218-5156

E-メール:shiminjichi@city.sapporo.jp

「地域のまちづくり活動」を応援しています。新しく活動を始めたい方や地域の

さまざまな活動団体を知りたい方は、お近くのまちづくりセンターまでご相談ください！

札幌市のまちづくりセンター［全87か所］

●本府・中央 北1条西2丁目 TEL.011-251-6353
●東北 北2条東2丁目  TEL.011-251-8119
●苗穂 北1条東10丁目  TEL.011-261-3669
●東 南2条東6丁目 TEL.011-241-1696
●豊水 南8条西2丁目 TEL.011-521-0204
●西創成 南5条西7丁目  TEL.011-521-2384 
●曙 南11条西10丁目  TEL.011-511-0116
●山鼻 南23条西10丁目  TEL.011-511-6371
●幌西 南11条西14丁目  TEL.011-561-3256
●大通・西 南2条西15丁目  TEL.011-280-7033
●南円山 南9条西21丁目  TEL.011-561-2472
●円山 北1条西23丁目  TEL.011-611-3367
●桑園 北7条西15丁目  TEL.011-621-3405
●宮の森 宮の森2条11丁目  TEL.011-644-8760

中央区

北区

●篠路茨戸 

東区 
●鉄東 
●北光 
●北栄 
●栄西 
●栄東 
■元町 
●伏古本町 
●丘珠 
●札苗 
●苗穂東 

●鉄西 北10条西4丁目  TEL.011-726-5285
●幌北 北17条西5丁目  TEL.011-726-6345
●北 北29条西7丁目  TEL.011-726-4385
●新川 新川1条4丁目  TEL.011-762-2604 
●新琴似 新琴似7条4丁目 TEL.011-761-4205
●新琴似西 新琴似7条14丁目  TEL.011-762-8767
●屯田 屯田5条6丁目 TEL.011-772-1260
■麻生 北39条西5丁目 TEL.011-757-5810
●太平百合が原 太平8条7丁目  TEL.011-771-9180
●拓北・あいの里 あいの里1条6丁目 TEL.011-778-2355

篠路4条7丁目   TEL.011-771-2231

北9条東5丁目  　　TEL.011-721-3105
北18条東5丁目 　　TEL.011-721-1271
北25条東7丁目　　 TEL.011-721-6336
北39条東4丁目 　　TEL.011-752-9536
北41条東14丁目　　TEL.011-711-2203
北20条東20丁目　　TEL.011-781-5375
伏古3条3丁目　　　TEL.011-784-5534
丘珠町183-2　　　 TEL.011-781-4283
東苗穂7条2丁目    TEL.011-783-3608
苗穂町3丁目       TEL.011-742-4427

白石区
●白石 本通1丁目南   TEL.011-861-8270
●東白石 本通13丁目南  TEL.011-861-9262
●東札幌 東札幌2条4丁目  TEL.011-811-9355
●菊水 菊水7条2丁目  TEL.011-811-9445
●北白石 北郷2条3丁目  TEL.011-874-0293
●北東白石 北郷3条12丁目  TEL.011-875-3077
●白石東 本通18丁目南  TEL.011-862-0813
●菊の里 菊水元町8条1丁目  TEL.011-871-2355

手稲区
●手稲 手稲本町3条1丁目 TEL.011-681-2131
●手稲鉄北 曙7条3丁目 TEL.011-684-0048
●前田 前田6条9丁目  TEL.011-683-4422
●新発寒 新発寒5条4丁目 TEL.011-684-5557
●富丘西宮の沢 富丘2条2丁目  TEL.011-685-4745
●稲穂金山 稲穂3条5丁目  TEL.011-684-4020
●星置 星置2条3丁目 TEL.011-695-3222

厚別区
●厚別中央 厚別中央4条3丁目　TEL.011-891-3907
●厚別南 厚別南1丁目 　　　TEL.011-891-1666
●厚別西 厚別西2条3丁目　　TEL.011-891-4555
●もみじ台 もみじ台北7丁目   TEL.011-897-6121
●青葉 青葉町3丁目       TEL.011-892-8177
●厚別東 厚別東4条4丁目    TEL.011-897-2885

豊平区
●豊平 豊平6条7丁目   TEL.011-811-9435
●美園 美園6条5丁目  TEL.011-811-4119
●月寒 月寒中央通7丁目  TEL.011-852-9288
●平岸 平岸2条7丁目  TEL.011-811-9545
●中の島 中の島1条4丁目  TEL.011-821-5841
●西岡 西岡4条5丁目  TEL.011-854-0357
●福住 福住1条4丁目  TEL.011-855-6615
●東月寒 月寒東3条17丁目  TEL.011-853-9191
●南平岸 平岸2条14丁目  TEL.011-814-1440

清田区
●北野 北野4条2丁目   TEL.011-883-0373
●清田中央 清田6条2丁目  TEL.011-884-7187
●平岡 平岡7条3丁目  TEL.011-883-7100
●清田 清田1条2丁目  TEL.011-883-7600
●里塚・美しが丘 里塚2条5丁目 TEL.011-884-1210

南区
■真駒内 真駒内幸町2丁目 TEL.011-581-3025
■石山 石山1条4丁目  TEL.011-591-8734
■簾舞 簾舞3条6丁目  TEL.011-596-2059
●藤野 藤野2条7丁目 TEL.011-591-7041
●藻岩 川沿8条2丁目 TEL.011-571-6121
■藻岩下 南34条西9丁目  TEL.011-581-2001
■澄川 澄川3条2丁目  TEL.011-821-8585
■芸術の森地区 石山東7丁目  TEL.011-592-7009
●定山渓 定山渓温泉東4丁目   TEL.011-598-2191

西区
●八軒 八軒1条西1丁目 TEL.011-611-2221
●琴似二十四軒 琴似2条7丁目 TEL.011-621-2508
●西町 西町南9丁目  TEL.011-661-2591 
●発寒北 発寒12条4丁目  TEL.011-661-6262
●西野 西野6条3丁目  TEL.011-663-0360
●山の手 山の手3条7丁目  TEL.011-613-1929
●発寒 発寒5条7丁目  TEL.011-664-6411
●八軒中央 八軒6条西2丁目  TEL.011-615-9588

ホームページ  http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/

まちづくりセンター

気軽に来てね！

■は、まちづくり協議会などの地域団体が運営している自主運営まちづくりセンターです。（令和2年4月現在）

さっぽろ市
02-F01-09-1595

21-2-289

除雪のお手伝い ごみステーションの設置や管理 地域の見回り 木や花を植える活動家の前や近所の清掃活動

ルールを
守ろう ! !

まちづくりセンター



地域の各団体のネットワーク化支援地域の活動主体のネットワーク化支援

まちづくりセンターの
５つの役割

町内会は、ごみステーションの設置

や管理、生活道路の排雪の手配

などもやっているんだよ!

まちづくりセンター

地域の活動主体の

ネットワーク化支援

諸証明の取り次ぎ
地域課題に関する

情報収集、提供

地域課題に関する情報収集、提供 諸証明の取り次ぎ

地域のみなさんが課題を共有し、協力して地域をより良

くしていくために、必要な情報を集めたり、一緒に考え

るための支援を行ったりしています。

地域のまちづくり活動の支援

地域のみなさんのまちづくり活動がより行いやす

く、さらに活発になるよう、活動の場や情報の提

供、関係する団体などとの連絡調整などを行って

います。

便
利
だ
ね
！

まちづくりセンターって

どんなことをしている

ところなのかな？

地域で活動している団体や個人など、さまざまな活動主体がネットワーク化し、

お互いの得意分野を生かしながらより効果的にまちづくり活動を行うことができ

るようにするための支援を行っています。

地域における情報交流の促進

地域のみなさんのまちづくり活動に役立つ情報を提

供しています。市の事業・制度や地域のイベントなどを

お知らせするチラシやポスターも設置しています。

TO
PIC

S
町 内 会

町内会は、より暮らしやすいまち

にしていくため、地域の個性を発揮

しながら、福祉、環境美化、防犯・防

災、スポーツ、文化活動など、生活の

あらゆる分野にわたってさまざまな

活動を行っています。

町内会は地域のまちづくりの

中核を担う団体です。

地域課題を

協力して解決

PTA

NPO

学校

個人

企業

商店街

福祉
施設

民生
委員

ボラン
ティア

役に立つお知らせが

いっぱいありそう！

地域のまちづくり

活動の支援

地域における

情報交流の促進

地域で行われてい

る子どもの見守り活

動の様子です。

まちづくりセンター

は、地域のみなさん

のまちづくり活動を

支援しています。

まちづくりセンター

は、地域のみなさ

んの話し合いが円

滑にすすむための

お手伝いをしてい

ます。

地域のまちづくり活動の拠点となるのが、まちづくりセンターです。

札幌市には、87か所のまちづくりセンターがあります。

町内会

町内会をはじめとして、PTA、学校、商店街、企業、各

種ボランティア組織、NPOなど地域でまちづくり活動

を実践している主体がゆるやかに結びつき、地域の

課題解決や目標実現のために、一緒に活動する場で

す。まちづくりセンターは、まちづくり協議会の設置や

運営を支援しています。

「まちづくり協議会」

「まちづくりセンター」とは？

※ 戸籍は来所のみの受付です。

※ まちづくりセンターでは、原則来所者ご本人分のみ請求可能です。
　請求時・受取時にご本人が来所できない場合、委任の取扱が区役
  所・出張所と異なりますので、事前にお問い合わせください。

住民票や印鑑証明、戸籍謄本などの諸証明の取り次ぎをし

ています。来所または電話で申し込むと、翌日以降に（一部

のまちづくりセンターでは当日）受け取ることができます。


