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白石区のプロフィール

白石区のあらまし

　明治 4年、戊辰戦争で敗れた旧仙台藩の白石城主・片
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に乗船し出発（白石城は現在の宮城県白石市に位置）。途中、咸臨丸が木古内沖で座礁・
沈没する事故に遭いながらも、小樽に上陸しました。その後一行は、望

もち き さ っ ぷ

月寒と呼ばれていた現在の白石中
央付近に移住し、極寒の中、現在の国道12号沿い（白石公園付近から白石神社の間）に短期間で住まいを
完成させました。開拓使の岩

いわ

村
む ら

判官はこの働きぶりに感心し、彼らの郷里の名を取って「白石村」と命名
しました。
　白石村は、現在のJR白石駅と定山渓を結ぶ定山渓鉄道が大正 7年に（昭和44年廃止）、また、苗穂と苫小
牧市を結ぶ北海道鉄道（後の国鉄千歳線）が東札幌・南郷地区を通って大正15年に（昭和48年路線切り替
えによりルート変更）それぞれ開業する中で、大きな発展を遂げました。
　昭和25年 7 月、白石村は札幌市と合併しましたが、札幌市が政令指定都市に移行した昭和47年 4 月、行
政区の名として親しみやすく地域を包括的に言い表すことなどが考慮され、「白石区」が誕生しました。
　その後、地下鉄東西線の開通や厚別副都心計画の進展などにより、著しい人口増加が続いたため、平成
元年11月に分区し、厚別川の西側が現在の白石区となっています。

白石区のあゆみ

白石区のシンボルマークとマスコットキャラクター

　昭和48年10月、区内の小学生の人気投票で、区の花が「バラ」、区の木が「ポプラ」に
決まり、昭和61年 4 月には「ナナカマド」が区の木に加えられました。昭和52年 8 月制定
の白石区のシンボルマークは青い空をバックに区の木のポプラを緑でかたどり、青い空と
緑に包まれる中で、親子が仲良く肩車をし、人情味豊かな白石区を表現したものです。

白石区のシンボルマーク

　平成10年 4 月、区の花を｢バラ｣に定めてから25周年になるのを記念し、シンボルマーク
を制定しました。

白石区の花・バラのシンボルマーク

東　区
56.97㎢
265,030人

北　区
63.57㎢
289,426人手稲区

56.77㎢
142,651人

南　区
657.48㎢
135,106人

西　区
75.10㎢
217,061人 中央区

46.42㎢
250,066人

豊平区
46.23㎢
225,867人

清田区
59.87㎢
111,570人

厚別区
24.38㎢
124,317人

札幌市
総面積 1,121.26㎢
総人口 1,972,381人

白石区
34.47㎢
211,287人

令和 4年 1月 1日現在

　白石区は、札幌市内中心部を流れる豊平川と
東部を流れる厚別川に挟まれた、面積34.47㎢
の区です。令和 4年 1月現在の人口は約21万人
で市民の約11％が住んでいます。
　区内には、東西に延びる交通網が発達し、JR
函館本線・千歳線、市営地下鉄東西線、北海道
中央バス、ジェイ・アール北海道バスなどの公
共交通が、区民の足となっています。
　道内の物流拠点「流通センター」が区の東部
に広がるほか、札幌コンベンションセンターや
JICA北海道（札幌）などの施設があり、札幌市の
集客や国際交流の拠点としての役割を担ってい
ます。

OK

かわいいスタンプでトークを盛り
上げよう！購入は下記コードから。

LINEスタンプ好評販売中

　「しろっぴー」は、平成20年に公募により誕生。白石区の
「白」から連想する雪だるまと、区の花「バラ」がモチーフ。
　「くろっぴー」は、令和 2年に「しろっぴー」のライバル
として誕生。
　「しろっぴー」「くろっぴー」は、雪だるまをテーマとし
たフォトコンテストなど、さまざまなイベントや広報物に
登場し、多くの市民に親しまれています。

白石区のマスコットキャラクター『しろっぴー』『くろっぴー』



白石区のまちづくり

白石区内の主な行事

ウオーキング会 しろっぴーの食育ひろば

a www.city.sapporo.jp/shiroishi/life/health/    www.city.sapporo.jp/shiroishi/life/health/   
     health/wellness/     health/wellness/

ウオーキング情報ウオーキング情報
a www.city.sapporo.jp/shiroishi/life/health/ www.city.sapporo.jp/shiroishi/life/health/
　shokuiku/　shokuiku/

食育情報食育情報

【問い合わせ先】白石保健センター b862-1881

　白石区では、区民の皆さんが「白石区に住んで良かった・住み続けたい」と思える、魅力あるまちづくりを進
めていきます。

【問い合わせ先】白石区地域振興課　b861-2422
　　　　　　　 お住まいの地区のまちづくりセンター

（住所・電話番号は「主要施設一覧」に掲載しています。）

a www.city.sapporo.jp/shiroishi/machi/ www.city.sapporo.jp/shiroishi/machi/
     chonaikai/     chonaikai/

白石区の町内会・自治会支援サイト白石区の町内会・自治会支援サイト

　町内会・自治会は、ごみステーションの管理・除排
雪など地域環境の整備や、高齢者・子どもの見守り、
防犯・防災活動など毎日の暮らしを支えています。また、
お祭りや盆踊りなど地域の人が交流する場をつくって
いるほか、町内会だよりの発行・回覧や集会所の運営
などを行っています。
　白石区では、地域の活性化を目的に、町内会活動の「見
える化」や担い手発掘の支援、まちづくりセンターで
の町内会活動に関する相談受付などを行っています。

白石区ふるさと会への入会募集

【問い合わせ先】白石区ふるさと会事務局 
                                 （事務局：白石区総務企画課内）　                      
                                  b861-2405                               

a www.city.sapporo.jp/shiroishi/machi/ www.city.sapporo.jp/shiroishi/machi/
     furusatokai/     furusatokai/

白石区ふるさと会の紹介ページ白石区ふるさと会の紹介ページ

　「白石区ふるさと会」（昭和51年 3 月設立）は、郷土
意識を深め白石区を人情味と風格あふれる素晴らしい
まちにすることを目的とした団体で、文化・体育事業、
青少年健全育成活動などさまざまな事業を行い、区の
まちづくりを支援しています。
　白石区ふるさと会では、区内でまちづくり活動また
は企業活動をしている団体（町内会、企業、各種団体、
官公庁）と個人の方の入会を募集しています。年会費は、
団体が5,000円以上、個人は1,000円以上です。

地域を支える町内会 ・自治会

白石区ふるさとまつり
毎年 7月に「白石区ふるさと
会」が主催している区内最大
の夏祭り。川下公園を会場に、
たくさんの屋台やさまざまな
イベントで盛り上がります。

子どもたちが自然環境につい
て考えるきっかけとなるよう、
月寒川と白石区土木センター
を会場に楽しいお祭りを開催
しています。

月寒川にぎわい川まつり

中学生が社会の出来事や身近
な話題をテーマに自分の思い
などを発表。宮城県白石市や
登別市との交流事業で、中学
生が相互に訪問しています。

中学生の主張発表会

身近な場所で本格的な音楽に
触れることができるコンサー
トです。区民のボランティア
が企画・運営しています。

ふれあいバラコンサート

白石こころーどで、毎年 9月
下旬に開催。親子ペアなどの
種目もあり、幅広い世代が参
加しています。

白石こころーどふれあいマラソン
各種健康チェックや食生活改
善展などのプログラムを通じ
て、健康づくりを支援してい
ます。

白石すこやかフェスタ

白石保健センターでは、季
節ごとの景色などを楽しみ
ながら区内各所を歩く、ウ
オーキング会を開催してい
ます。

白石区食育推進ネットワー
クでは、地域に広く「食」
の大切さなどを伝えるため
に料理教室などを企画・実
施しています。



窓口案内

子ども	 （2階　保健福祉課、3-4階　健康・子ども課）
●児童手当、災害遺児手当、子ども医療費助成の申請

保健福祉課福祉助成係　b861-2446
●保育所への入所

健康・子ども課子ども家庭福祉係　b861-0336
●子育て相談、子育てサロン

健康・子ども課子育て支援担当係　b861-0345
●母子健康手帳の交付

健康・子ども課健やか推進係　b862-1881

国民健康保険・国民年金	 （2階　保険年金課）
●国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療への加入、脱退

保険係　b861-2493
●保険料の納付相談、納付証明書の発行

収納一・二係　b861-2496
●高額療養費・補装具代の申請、限度額適用認定証の発行

給付係　b861-2491
●国民年金の加入、変更、請求、相談

年金係　b861-2499

戸籍・住民登録・諸証明	 （1階　戸籍住民課）
●結婚・出生・死亡・離婚の届け出

戸籍係　b861-2425
●転入・転出・転居の届け出、印鑑登録、マイナンバーカード交付
●住民票、印鑑証明、戸籍証明などの各種証明書の発行
　（市内の各区役所や大通証明サービスコーナーでも取得できます）

住民記録係　b861-2432

ひとり親	 （2階　保健福祉課、4階　健康・子ども課）
●児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成の申請

保健福祉課福祉助成係　b861-2446
●母子・婦人相談

健康・子ども課子ども家庭福祉係　b861-0336

高齢の方	 （2階　保健福祉課）
●介護保険認定、在宅福祉サービスの申請・相談

相談担当係　b861-2451
●敬老優待乗車証（敬老パス）の交付

給付事務係　b861-2448
●戦没者遺族等への援護／民生児童委員、老人クラブの案内

地域福祉係／活動推進担当係　b861-2443

障がいのある方	 （2階　保健福祉課）
●障害者手帳の申請、福祉サービスの申請・相談、自立支援医療の申請
●特別障害者手当、障害児福祉手当の申請・相談

相談担当係　b861-2451
●交通費助成の申請、NHK受信料免除の申請

給付事務係　b861-2448
●特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成の申請

福祉助成係　b861-2446

生活にお困りの方	 （3階　保護一課）
●生活保護の申請・相談

相談担当係　b861-2466

健康・衛生	 （4階　健康・子ども課）
●乳幼児健診、妊婦検診受診票の交付、マタニティ教室
●特定保健指導、胃がん・大腸がん検診、女性の健康支援相談

健やか推進係　b862-1881
●予防接種、BCG接種、エキノコックス検査、HIV検査
●指定難病・肝炎治療等の医療費助成申請

保健予防係　b862-1881
●食品衛生・環境衛生に関する相談、犬の登録
●飲食店等の営業申請、医師・看護師・調理師等の免許申請

生活衛生係　b862-1883

白石区土木センター（本通14丁目南）
道路・公園

●道路・公園の維持整備、公園の利用申請
●道路の除雪
●道路の占用申請、市設街路灯の維持管理

維持管理課　b864-8125

税金

東部市税事務所（厚別区大谷地東 2丁目）
●市税証明の発行（一部の証明は区役所戸籍住民課でも取得できます）

納税課事務係　b802-3912
●市税の納付、納税相談

納税課納税係　b802-3913
●個人の市・道民税の課税

市民税課市民税一・二係　b802-3914
●固定資産税（土地・家屋）の課税、台帳閲覧

固定資産税課土地係　b802-3917　家屋一・二係　b802-3918
中央市税事務所（中央区北 2条東 4丁目）
●原付自転車（125cc以下）の取得、譲渡、廃車の届け出

諸税課軽自動車税係　b211-3076

市税事務所

白石区複合庁舎（南郷通1丁目南）

白石区
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駐車場
出入口

6番出入口
白石区複合庁舎

民間商業施設
（白石ガーデンプレイス）

立体駐車場
（白石ガーデンプレイス
パーキング）

Ｐ

■地下鉄
　東西線「白石駅」 6番出口直結
■ＪＲ
　函館本線・千歳線「白石駅」下車徒歩25分
■中央バス
　「地下鉄白石駅」下車徒歩 1分
　系統白22、白23、白24、白30、東60、72

白石区複合庁舎周辺図

アクセス

2
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22-4
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894TEL

札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたら
よいか分からないときは

年中無休年中無休
8 時～21時8 時～21時

FAX 221-4894 info4894@city.sapporo.jpE-mail

白石区複合庁舎地下 2階

まちづくりイベント広場
市民の皆さんがまちづく
りにつながるイベントを
行う際に無料で利用でき
る広場です。イベントの
情報は、区役所で配布す
る予定表やホームページでご確認ください。
● ご利用について ポプラ若者活動センター　b862-8802
● お問い合わせ 地域振興課			　　　　b861-2422
HP https://eventhiroba.com/



主要施設一覧
※緊急指定避難場所 兼 指定避難所（基幹）は○、指定避難所（地域）は□。

避難場所 施　　設　　名 所　　在　　地 電話番号 地 図 上
の 位 置

区役所関係
白石区役所 南郷通１丁目南

複合庁舎内
b861-2400

C-4
白石保健センター b862-1881

白石区土木センター 本通14丁目南 b864-8125 D-4

警察署・交番
白石警察署 菊水３条５丁目 b814-0110 B-3

菊水交番 菊水３条１丁目 b811-2414 B-3

東橋交番 菊水上町１条３丁目 b821-5360 B-3

菊水元町交番 菊水元町８条２丁目 b871-0110 D-2

東札幌交番 東札幌４条３丁目 b841-0892 C-4

白石中央交番 本通２丁目北 b861-4009 C-4

東白石交番 本通16丁目南 b861-2970 E-4

南郷交番 南郷通６丁目南 b864-3984 C-4

北郷交番 北郷３条５丁目 b873-2971 D-3

北都交番 北郷４条13丁目 b871-0793 E-3

交通関係
地下鉄菊水駅 菊水３条２丁目

札幌市交通事
業振興公社
東西線駅務課
b861-2374

B-3

地下鉄東札幌駅 東札幌２条２丁目 B-3

地下鉄白石駅 東札幌２条６丁目 C-4

地下鉄南郷７丁目駅 南郷通７丁目南 D-4

地下鉄南郷13丁目駅 南郷通13丁目南 D-5

地下鉄南郷18丁目駅 南郷通18丁目南 E-5

JR白石駅 平和通３丁目北 b861-1554 D-3

JR平和駅 平和通16丁目北 b873-7330 E-4

北海道中央バス白石営業所 川北2254番地 b879-8100 E-2

郵便局等
札幌白石郵便局（代表）

平和通７丁目南
b0570-006-283

D-4
札幌白石郵便局（集荷） b0800-0800-111

札幌菊水三条郵便局 菊水３条４丁目 b811-9862 B-3

札幌菊水北郵便局 菊水７条２丁目 b811-9952 B-3

札幌菊水上町郵便局 菊水上町３条３丁目 b811-8985 C-3

札幌菊水元町郵便局 菊水元町６条２丁目 b871-5478 C-2

東札幌郵便局 東札幌５条４丁目 b831-4998 C-3

白石中央通郵便局 中央１条７丁目 b861-4852 C-4

白石本通北郵便局 本通４丁目北 b862-3299 D-4

白石本通郵便局 本通11丁目北 b861-5715 D-4

大谷地郵便局 本通18丁目南 b864-4259 E-5

白石本郷郵便局 本郷通９丁目北 b861-4889 D-4

白石南郷一郵便局 南郷通１丁目北 b865-8030 C-4

白石南郷北郵便局 南郷通３丁目北 b864-2487 C-4

白石南郷郵便局 南郷通14丁目南 b861-8951 D-5

白石栄通西郵便局 栄通４丁目 b851-4226 C-4

白石栄通郵便局 栄通８丁目 b852-4201 C-4

白石南郷十八郵便局 栄通18丁目 b855-3371 E-5

白石北郷二条郵便局 北郷２条12丁目 b875-1471 E-4

白石北郷郵便局 北郷４条３丁目 b873-4860 D-3

白石北郷東郵便局 北郷３条７丁目 b873-4929 D-3

白石川下郵便局 川下２条５丁目 b875-4820 E-4

白石川北簡易郵便局 川北２条２丁目 b871-4543 E-3

東米里簡易郵便局 東米里2124番地 b871-5654 E-1

白石北郷八条簡易郵便局 北郷８条７丁目 b872-1911 D-3

まちづくりセンター
□ 白石 本通１丁目南 b861-8270 C-4

□ 東白石 本通13丁目南 b861-9262 D-4

□ 東札幌 東札幌２条４丁目 b811-9355 C-4

□ 菊水 菊水７条２丁目 b811-9445 B-3

北白石 北郷２条３丁目 b874-0293 D-3

□ 北東白石 北郷３条12丁目 b875-3077 E-4

□ 白石東 本通18丁目南 b862-0813 E-5

□ 菊の里 菊水元町８条１丁目 b871-2355 D-2

消防関係
白石消防署 南郷通６丁目北 b861-2100 C-4

菊水出張所 菊水上町１条３丁目 b811-1615 B-3

元町出張所 菊水元町８条２丁目 b874-9238 D-2

東白石出張所 本通18丁目北 b864-9111 E-5

北郷出張所 北郷３条６丁目 b871-8235 D-3

札幌市民防災センター 南郷通６丁目北 b868-3535 C-4

税金・年金・登記
東部市税事務所 厚別区大谷地東２丁目 b802-3912 E-5

中央市税事務所 中央区北２条東４丁目 b211-3912 A-3

札幌東税務署 厚別区厚別東４条４丁目 b897-6111 -

札幌東年金事務所 菊水１条３丁目 b832-0830 B-3

札幌法務局白石出張所 本通１丁目北 b864-2021 C-3

ごみ・上下水道・衛生
白石清掃事務所 東米里2170番地 b876-1753 E-1

白石清掃工場 東米里2170番地 b876-1710 E-1

水道局豊平庁舎 豊平区豊平８条10丁目

南部料金課
b812-7200
南部配水管理課
b812-7300

B-4

東部下水管理センター 本通20丁目北 b865-7121 E-5

豊平川水再生プラザ 菊水元町８条３丁目 b871-5191 D-2

東部水再生プラザ 東米里2172番地 b874-2531 E-1

札幌市衛生研究所 菊水９条１丁目 b841-2341 B-3

文化施設・スポーツ施設・国際交流
東札幌図書館 東札幌４条４丁目 b824-2801 C-4

えほん図書館 南郷通１丁目南　複合庁舎内 b866-4646 C-4

○ 白石区体育館 南郷通６丁目北 b861-4014 C-4

白石温水プール 平和通１丁目南 b846-0004 C-3

川下公園リラックスプラザ 川下2651番地３外 b879-5311 E-3

札幌国際交流館 本通16丁目南（リフレサッポロ）b866-3811 E-5

JICA北海道（札幌） 本通16丁目南 b866-8333 E-5

若者支援・就業・ビジネス・消費生活
ポプラ若者活動センター 東札幌２条６丁目

ターミナルハイツ白石内 b862-8802 C-4

あいワーク白石 南郷通１丁目南　複合庁舎内 b861-2532 C-4

札幌市シルバー人材センター
東支部

本通16丁目南
札幌国際交流館内 b826-3279 E-5

○ 札幌コンベンションセンター 東札幌６条１丁目 b817-1010 C-3

□ 札幌市産業振興センター 東札幌５条１丁目 b820-3033 B-3

インタークロス・クリエイティブ・センター（ICC） 東札幌５条１丁目 b817-8911 B-3

アクセスサッポロ（札幌流通総合会館）流通センター４丁目 b865-5811 E-4

札幌市計量検査所 本通７丁目南 b846-6681 D-4

区民センター・地区センター
□ 白石区民センター 南郷通１丁目南　複合庁舎内 b861-3100 C-4

□ 北白石 北郷３条７丁目 b874-8232 D-3

□ 白石東 本通16丁目南 b866-3000 E-5

□ 菊水元町 菊水元町５条２丁目 b872-7600 C-2

小規模保育事業所（12カ所）
ぴっころきっず東札幌 東札幌２条５丁目 b831-8817 C-4

ぴっころきっず白石駅前 東札幌４条６丁目 b862-2550 C-4

白石よつば 本通１丁目北 b807-4007 C-3

木育こどもの家白石園 平和通３丁目北 b598-9393 D-3

大藤子ども園ほんごう館 本郷通７丁目南 b861-1018 D-4

保育ママだんだん 本郷通８丁目北 b861-0320 D-4

にこまるえん南郷 本郷通８丁目南 b867-9770 D-4

にこまるえん東白石 本郷通９丁目南 b799-1565 D-4

保育室すまいる 南郷通13丁目南 b598-1336 D-5

大藤子ども園しらかば館 南郷通18丁目北 b860-4747 E-5

もりのなかま菊水元町 菊水元町６条２丁目 b807-4581 C-2

ちゅうわ南郷 栄通19丁目 b826-6274 E-5



児童福祉施設等
札幌乳児院

川北2254番地
b879-6262

E-2
札幌乳児院児童家庭支援センター b879-6264

（助産施設）勤医協札幌病院 菊水４条１丁目 b811-2246 B-3

勤医協菊水こどもデイサービスセンター 菊水４条１丁目勤医協札幌病院に付設 b823-9272 B-3

（母子生活支援施設）札幌市しらぎく荘 菊水５条２丁目 b811-3053 B-3

小学校（20校）
○ 東橋 菊水８条１丁目 b811-8878 B-3

○ 白石 本通１丁目北 b861-9265 C-3

○ 上白石 菊水上町１条３丁目 b811-2118 B-3

○ 大谷地 本通18丁目南 b863-5790 E-5

○ 本郷 南郷通10丁目南 b861-4128 D-4

○ 南郷 本郷通４丁目南 b861-9305 C-4

○ 本通 平和通９丁目南 b861-8196 D-4

○ 東札幌 東札幌４条５丁目 b821-6333 C-4

○ 北郷 北郷４条５丁目 b872-6467 D-3

○ 東白石 本通14丁目南 b864-0480 D-4

○ 北白石 北郷６条３丁目 b871-1524 D-3

○ 西白石 中央３条５丁目 b864-2302 C-3

○ 北都 北郷３条11丁目 b874-3014 E-4

○ 幌東 菊水６条３丁目 b812-2350 B-3

○ 平和通 本通15丁目北 b863-0235 E-4

○ 南白石 南郷通２丁目南 b863-0701 C-4

○ 菊水 菊水元町２条３丁目 b872-3084 C-3

○ 川北 川北４条２丁目 b872-5422 E-3

○ 東川下 川下４条３丁目 b875-7531 E-4

○ 米里 米里１条３丁目 b874-8661 D-2

中学校（8校）
○ 幌東 菊水６条３丁目 b831-6171 B-3

○ 白石 本郷通６丁目南 b861-1106 D-4

○ 日章 東札幌４条５丁目 b831-6196 C-4

○ 柏丘 平和通８丁目北 b861-9235 D-4

○ 東白石 南郷通15丁目北 b864-0984 D-5

○ 北白石 北郷６条３丁目 b871-2948 D-3

○ 北都 川下749番地 b872-5201 E-3

○ 米里 米里１条４丁目 b875-5711 D-2

高等学校（3校）
□（道）札幌東 菊水９条３丁目 b811-1919 B-3

□（道）札幌白石 川北2261番地 b872-2071 E-3

○（道）札幌白陵 東米里2062番地 b871-5500 F-2

各種学校・専修学校・その他学校関係
（私）北海道情報専門学校 菊水６条３丁目 b831-5511 B-3

（私）札幌商工会議所付属専門学校 本通17丁目南 b866-8088 E-5

（私）�クラーク記念国際高等学校
札幌白石キャンパス 平和通２丁目北 b867-6216 C-3

障がい者相談支援事業所
相談室あゆみ 川北2254番地 b350-8755 E-2

相談室きよサポ 南郷通14丁目南　キャッスル大木戸内 b860-1750 D-5

児童会館（20館）
□ 北郷 北郷４条５丁目 b871-2770 D-3

□ 菊水やよい 菊水１条４丁目 b841-5150 B-3

東札幌 東札幌５条３丁目 b822-5811 C-3

北東白石 川下３条５丁目 b875-1311 E-4

□ 東白石 本通14丁目南 b863-8833 D-4

菊水元町 菊水元町８条２丁目 b873-1610 D-2

柏丘 平和通８丁目北 b865-7520 D-4

□ 栄通 栄通６丁目 b853-5706 C-4

川北 川北４条１丁目 b872-0002 E-3

菊水小ミニ 菊水元町２条３丁目 b872-3310 C-3

北白石小ミニ 北郷６条３丁目 b871-6100 D-3

本郷小ミニ 南郷通10丁目南 b868-4616 D-4

白石小ミニ 本通１丁目北 b860-3931 C-3

西白石小ミニ 中央３条５丁目 b860-8318 C-3

南郷小ミニ 本郷通４丁目南 b868-7557 C-4

大谷地小ミニ 本通18丁目南 b206-4006 E-5

平和通小ミニ 本通15丁目北 b826-5586 E-4

東橋小ミニ 菊水８条１丁目 b876-8011 B-3

上白石小ミニ 菊水上町１条３丁目 b876-8020 B-3

北都小ミニ 北郷３条11丁目 b827-9515 E-4

認可保育所（29カ所）
白石区保育・子育て支援センター
（ちあふる・しろいし）

南郷通１丁目南
複合庁舎内 b861-1910 C-4

（市）東白石保育園 南郷通８丁目北 b861-7062 D-4

（市）東札幌保育園 東札幌３条３丁目 b811-1552 B-3

（市）菊水乳児保育園 菊水５条１丁目 b821-0013 B-3

（市）青葉保育園 菊水５条２丁目 b811-2933 B-3

（私）北の星白石保育園 本通１丁目南 b862-6383 C-4

（私）太陽の子札幌白石保育園 本通４丁目北 b374-5847 D-4

（私）アスク白石保育園 本通８丁目北 b868-1150 D-4

（私）札幌愛隣舘第ニ保育園 平和通８丁目北 b864-0762 D-4

（私）東白石雪ん子保育園 本通14丁目南 b864-8871 D-4

（私）ポピンズナーサリースクール札幌白石 南郷通14丁目南 b374-4143 D-5

（私）南郷保育園 栄通６丁目 b851-5878 C-4

（私）ピッコロ子ども倶楽部東札幌園 東札幌１条２丁目 b812-7000 B-4

（私）にこまるえん白石 東札幌２条５丁目 b850-9686 C-4

（私）北の星東札幌保育園 東札幌２条６丁目 b823-9204 C-4

（私）ニチイキッズしろいし保育園 東札幌３条５丁目 b820-7551 C-4

（私）東札幌かすたねっと保育園 東札幌４条４丁目 b837-1525 C-4

（私）まこと保育所 菊水８条３丁目 b841-0942 B-3

（私）救世軍菊水上町保育園 菊水上町３条２丁目 b821-2879 C-3

（私）北白石保育園 北郷２条３丁目 b874-8222 D-3

（私）北郷こぶし保育園 北郷２条10丁目 b876-0474 D-4

（私）米里保育園 米里４条１丁目 b871-8337 D-1

（私）こぶし保育園 川北２条１丁目 b875-7167 E-3

（私）白石うさこ保育園 平和通17丁目北 b863-0462 E-4

（私）柏葉保育園 南郷通15丁目北 b864-1260 D-5

（私）大藤子ども園 南郷通18丁目北 b864-3737 E-5

（私）南郷通たかだ保育園 南郷通18丁目北 b376-5911 E-5

（私）大谷地たかだ保育園 栄通19丁目 b853-1801 E-5

（私）菊水元町保育園 菊水元町５条２丁目 b873-9888 C-2

幼稚園（6カ所）
（市）きくすいもとまち 菊水元町６条１丁目 b873-2285 C-2

（私）しろいし（新制度移行幼稚園）平和通１丁目南 b861-4426 C-3

（私）あさひ 平和通10丁目北 b864-7511 D-4

（私）本郷（新制度移行幼稚園）本郷通６丁目南 b861-6211 D-4

（私）南郷札幌（新制度移行幼稚園）栄通９丁目 b851-7022 D-4

（私）札幌白樺（新制度移行幼稚園）南郷通18丁目北 b864-2623 E-5

事業所内保育事業所（1カ所）
じゅんのめ保育園 栄通３丁目 b855-5000 C-4

認定こども園（17カ所）
（私）東橋いちい 菊水８条２丁目 b837-7211 B-3

（私）幌東 本郷通３丁目北 b864-6246 C-4

（私）菊水いちい 菊水元町１条１丁目 b873-8001 C-2

（私）北都 北郷４条11丁目 b874-9382 E-3

（私）北郷あゆみ幼稚園 北郷３条３丁目 b876-6200 D-3

（私）北都幼稚園 川下749番地 b875-6661 E-3

（私）北郷ピノキオ 北郷２条６丁目 b871-7014 D-3

（私）友愛北白石 米里２条４丁目 b875-0180 D-2

（私）飛翔 東札幌１条４丁目 b820-8880 C-4

（私）双葉 栄通15丁目 b851-7463 D-5

（私）北郷すずらん 北郷７条３丁目 b879-1717 D-3

（私）ピッコリーノ学院 北郷１条６丁目 b376-1181 D-3

（私）東川下ポッポ 川下３条５丁目 b871-3629 E-4

（私）北郷札幌幼稚園 北郷４条５丁目 b873-3551 D-3

（私）白石中央 中央３条５丁目 b861-5178 C-3

（私）菊水すずらん 菊水１条３丁目 b811-5714 B-3

（私）菊水元町第二 菊水元町９条２丁目 b598-7771 D-2



地域包括支援センター・介護予防センター
白石区第１地域包括支援センター 本通４丁目北　五光ビル内 b864-4614 D-4

白石区第２地域包括支援センター 東札幌３条３丁目　シヴァビル内 b837-6800 C-4

白石区第３地域包括支援センター 本通17丁目南　清友ビル内 b860-1611 E-5

介護予防センター白石中央 本郷通３丁目南　コミュニティホーム白石内 b864-5535 C-4

介護予防センター川下 川下４条６丁目 b875-6810 E-4

介護予防センター菊水 菊水４条１丁目　勤医協札幌病院内 b820-1365 B-3

介護予防センター菊の里 菊水元町８条２丁目（特養）平成苑内 b879-6012 D-2

介護予防センター本通 南郷通18丁目北　谷口ビル内 b868-5010 E-5

その他福祉施設
札幌市白石区社会福祉協議会 南郷通１丁目南　複合庁舎内 b861-3700 C-4

札幌市白石老人福祉センターひだまり 栄通６丁目 b851-1551 C-4

（特養）平成苑 菊水元町８条２丁目 b879-6666 D-2

（特養）きくすいの里 菊水元町４条１丁目 b875-6111 C-2

（特養）菊水こまちの郷 菊水上町４条３丁目 b811-8110 C-3

（特養）きさく苑 川下2128番地 b875-8838 E-2

（特養）白石ポプラ園 中央１条４丁目 b818-0010 C-3

（特養）あすかHOUSE白石 中央１条５丁目 b833-5003 C-3

（特養）ルミエール 東札幌１条３丁目 b825-2555 B-4

（特養）へいわの郷 平和通１丁目南 b867-1555 C-3

（特養）アルメリア米里 米里１条３丁目 b879-7600 D-2

（老健）ぼだい樹 川下577番地 b873-2345 E-2

（老健）柏ヶ丘 平和通７丁目南 b865-0010 D-4

（老健）生きがい 北郷２条11丁目 b871-2001 E-4

（老健）コミュニティホーム白石 本郷通３丁目南 b864-5321 C-4

（軽費A型）札幌市菊寿園 菊水５条１丁目 b821-3028 B-3

（ケアハウス）桜 本通10丁目南 b868-4111 D-4

（ケアハウス）つかさ 北郷９条３丁目 b876-3771 D-2

（救護施設）札幌市あけぼの荘 平和通４丁目南 b861-2878 D-4

（救護施設）静心寮 川北2272番地 b873-5001 E-2

（救護施設）白石福祉園 川北2272番地 b875-2940 E-2

ひきこもり地域支援センター 平和通17丁目北　こころのリ
カバリー総合支援センター内 b863-8733 E-4

市民集会施設等（33館）

白
石

□白石会館 本通１丁目南２-32 b861-8270 C-4

□白石中央福祉会館 中央１条５丁目４-36 b811-2517 C-3

□白石駅前会館 平和通２丁目北３-61 b861-3846 D-3

□白石共栄福祉会館 平和通７丁目南１-15 b864-1060 D-4

東
白
石

□東白石会館 本通13丁目南10-１ b861-9262 D-4

□南栄会館 南郷通６丁目南１-35 b864-1509 C-4

□南郷福祉会館 南郷通７丁目南４-４ b864-4285 C-4

□本郷会館 本郷通８丁目北１-21 b861-2347 D-4

□みつば会館 本郷通10丁目北３-３ - D-4

□旭町内会館 平和通10丁目北４-15 b861-8931 D-4
東
札
幌

□東札幌会館 東札幌２条４丁目３-14 b811-9355 C-4

緑栄会館 東札幌１条５丁目８-16 b811-5566 C-4

菊
水

□菊水地区会館 菊水７条２丁目２-20 b811-9445 B-3

菊水西町集会所 菊水５条２丁目１-４ - B-3

菊水東町福祉会館 菊水６条４丁目３-10 - B-3

□菊水上町会館 菊水上町４条１丁目135 b825-5388 C-3

北
白
石

□北郷会館 北郷３条３丁目８-１ b872-2447 D-3

□北郷東会館 北郷３条６丁目８-27 b873-3491 D-3

北郷瑞穂会館 北郷８条９丁目１-１ b872-0429 D-3

北郷北部会館 北郷９条３丁目10-10 - D-2

北
東
白
石

□北都地区会館 北郷３条12丁目４-１ b875-3077 E-4

東川下集会所 川下３条５丁目２ b872-0731 E-4

□東川下町内会東川下記念会館 川下３条５丁目３-25 b873-9002 E-4

川下会館 川下641番地 - E-3

□川北会館 川北２条２丁目７-10 b872-0070 E-3
白
石
東

□白石東会館 本通18丁目南２-６ b862-0813 E-5

柏会館 平和通17丁目北１-20 b865-0310 E-4

菊
の
里

□白菊会館 菊水元町８条１丁目11-１ b090-3773-9310 D-2

□菊水元町南町内会館 菊水元町７条２丁目６-５ b873-9595 D-2

□東米里福祉会館 東米里2157番地 b872-0048 E-1

米里町内会館 米里３条１丁目６-10 - D-2

菊水元町会館 菊水元町２条１丁目８-４ b872-0054 C-2

上白石会館 菊水元町３条１丁目６-31 - C-2

白 石 区 土 木 セ ン タ ー
本通14丁目南b864-8125

白 石 ま ち づ く り セ ン タ ー
本通 1丁目南b861-8270

東白石まちづくりセンター
本通13丁目南b861-9262

南郷
13丁目駅

通
岩
藻
石
白

東白石小学校

白石区土木センター

白石小学校

白石区複合庁舎

南郷丘
公園白石駅

まちづくりセンター

本郷通

まちづくりセンター

南郷
13丁目駅

通
岩
藻
石
白

東白石小学校

東札幌まちづくりセンター
東札幌 2条 4丁目b811-9355

菊 水 ま ち づ く り セ ン タ ー
菊水 7条 2丁目b811-9445

北白石まちづくりセンター
北郷 2条 3丁目b874-0293

東札幌駅

白石駅

まちづくりセンター
東札幌
小学校

日章
中学校

白石区複合庁舎

白石こころーど

まちづくりセンター

南7
条米
里通

東橋
小学校

札幌市
衛生研究所

札幌東高校

白石駅

まちづくりセンター

千歳線
コープ
さっぽろ

北東白石まちづくりセンター
北郷 3条12丁目b875-3077

白石東まちづくりセンター
本通18丁目南b862-0813

菊の里まちづくりセンター
菊水元町 8条 1丁目b871-2355

平和駅

まちづくりセンター

白石北郷二条
郵便局

JR千歳線

北都小学校

274 まちづくりセンター

付属
郵便局

JICA北海道（札幌）

館
流
交
際
国
幌
札

東
石
白

南郷
18丁目駅

大谷地小学校

まちづくりセンター

南7条米里通

署

郵便

きくすい
もとまち
幼稚園

白菊公園

まちづくりのコーディネーター
として、地域の皆さんと連携し
ながらさまざまなまちづくり活
動を推進しています。地域の課
題解決やコミュニティの活性化、
ネットワークづくりに向けた取
り組みをお手伝いしているほか、
住民票や印鑑証明、戸籍謄本・
抄本などの証明書発行の取り次
ぎを行っています。
※まちづくりセンターでの証明
書の受け取りは、請求した日の
翌日以降となります。

道路の新設改良工事、道路・河
川・公園の維持補修、道路や公
園の占用許可、道路標識や街路
灯の修繕、除排雪の計画などを
行っています。

まちづくりセンター

土木センター

まちづくりセンター・土木センターのご案内



災害が発生した時のために

※「地震防災マップ」「洪水ハザードマップ」など防災に関する冊子を白石区役所総務企画課で配布しています。

　緊急時等連絡先
●断水・漏水　水道局電話受付センター　b211-7770（24時間対応）
　　　　　　　水道局南部配水管理課　b812-7300
●ガス漏れ　　北海道ガス　b0570-009190（ナビダイヤル）
　　　　　　　　　　　　　　　  b792-8100
　　　　　　　　　　　　　　　（ナビダイヤルを使用できない場合）
　　　　　　　※プロパンガスは最寄りの販売店へ
●停電　　　　北海道電力　b0120-060327（札幌支店）
　　　　　　　　　　　　　　　  b0120-060339（札幌東ネットワークセンター）
●電話の故障　ＮＴＴ東日本　局番なし113
　　　　　　　※携帯電話・PHSからはb0120-444-113

　地図面では、避難場所などを以下の記号で表示しています。
身近にある避難場所を確認しておきましょう。

○：指定緊急避難場所である施設
×：指定緊急避難場所の基準を満たさない施設

　災害から身を守るため緊急に避難する場所です。小・中学校
などを災害の種類ごとに指定しています。

凡例

　地震発生時に避難が必要な場合、一時退避し、身の安全を確保
する場所。または地域で一時集合して安否確認などを行う場所で
す。公園や市立小中学校のグラウンドなどが指定されています。

一時避難場所

　指定緊急避難場所とは、災害から身を守るため緊急的に避難す
る場所です。災害の種類ごと（洪水災害、土砂災害、地震災害、
大規模な火事）に指定しています。
　滞在スペースがある指定緊急避難場所は、被災者などが一時的
に滞在する指定避難所（基幹）を兼ねています。市立小中学校、
区体育館などが指定されています。

指定緊急避難場所（大規模な火事）
指定緊急避難場所  兼  指定避難所（基幹）

　災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により
自宅へ戻れなくなった被災者などが一時的に滞在する施設です。
状況に応じて開設し、一定期間後は、指定避難所（基幹）に集約
されます。地区会館、高校、寺社などが指定されています。

指定避難所（地域）

■指定緊急避難場所		兼		指定避難所（基幹）

施設名 所在地
指定緊急避難場所
指定の有無 場所

洪水 地震 火事
日章中学校 東札幌４条５丁目１-１ ○ ○ ○ C-4
東札幌小学校 東札幌４条５丁目４-20 × ○ ○ C-4
札幌コンベンションセンター 東札幌６条１丁目１-１ ○ ○ × C-3
西白石小学校 中央３条５丁目２-22 ○ ○ ○ C-3
南白石小学校 南郷通２丁目南６-35 ○ ○ ○ C-4
白石区体育館 南郷通６丁目北１-１ ○ ○ × C-4
本郷小学校 南郷通10丁目南３-１ ○ ○ ○ D-4
東白石中学校 南郷通15丁目北４-１ ○ ○ ○ D-5
南郷小学校 本郷通４丁目南３-１ ○ ○ ○ C-4
白石中学校 本郷通６丁目南１-１ ○ ○ ○ D-4
白石小学校 本通１丁目北４-１ ○ ○ ○ C-3
東白石小学校 本通14丁目南６-１ × ○ ○ D-4
平和通小学校 本通15丁目北３-１ ○ ○ ○ E-4
大谷地小学校 本通18丁目南１-１ ○ ○ ○ E-5
柏丘中学校 平和通８丁目北３-１ ○ ○ ○ D-4
本通小学校 平和通９丁目南１-１ ○ ○ ○ D-4
幌東中学校 菊水６条３丁目２-51 ○ ○ ○ B-3
幌東小学校 菊水６条３丁目２-65 ○ ○ ○ B-3
東橋小学校 菊水８条１丁目３-25 ○ ○ ○ B-3
上白石小学校 菊水上町１条３丁目52 ○ ○ ○ B-3
菊水小学校 菊水元町２条３丁目２-14 ○ ○ ○ C-3
北都小学校 北郷３条11丁目７-１ ○ ○ ○ E-4
北郷小学校 北郷４条５丁目１-１ ○ ○ ○ D-3
北白石中学校 北郷６条３丁目５-１ ○ ○ ○ D-3
北白石小学校 北郷６条３丁目５-２ ○ ○ ○ D-3
川北小学校 川北４条２丁目２-１ ○ ○ ○ E-3
東川下小学校 川下４条３丁目１-１ ○ ○ ○ E-4
北都中学校 川下749番地56 ○ ○ ○ E-3
米里小学校 米里１条３丁目８-１ ○ ○ ○ D-2
米里中学校 米里１条４丁目５-１ ○ ○ ○ D-2
札幌白陵高等学校 東米里2062番地10 ○ ○ ○ F-2

■指定緊急避難場所（大規模な火事）

施設名 所在地
指定緊急避難場所
指定の有無 場所
火事

川下公園 川下2651番地 ○ E-3
アクセスサッポロ第３駐車場 流通センター７丁目 ○ F-4
北郷公園 北郷８条９丁目１ ○ D-3

　災害発生時など飲料水の供給ができない場合に、飲料水を得る
ことができる施設です。

緊急貯水槽（拠点給水施設）

緊急貯水槽（拠点給水施設） 所在地 場所
菊水元町すずらん公園 菊水元町３条４丁目２ C-3
はんの木公園 本通14丁目北３ D-4
北郷小学校 北郷４条５丁目１-１ D-3
白石区複合庁舎 南郷通１丁目南８-１ C-4
東川下公園 川下４条４丁目２ E-3

　白石区指定緊急避難場所一覧

もしもの時のために日頃から備えを

◎家族で話し合う
　非常時に家族との連絡方法や集合・避難場所を事前に決め
ておきましょう。

◎非常持ち出し品を準備する
　食料、飲料水などの通常の持ち出し品に加え、感染症を予
防する衛生用品も用意しておきましょう。

◎家具を固定し、安全確保する
　家具などは倒れないように固定し、万一倒れてもドアなど
をふさがないように配置しましょう。

〈非常持ち出し品〉
救急医療品・
常用薬

衣類
下着やタオル、
防寒着など

貴重品
印鑑・預金通帳・
保険証・現金など

食料

飲料水

このほかにも…
モバイルバッテリー・懐中電灯・ラジオ・ライター・生理用品・おむつなど

マスク・体温計・アルコール消毒液・ハンドソープ・スリッパなど
感染症対策用品


