
札幌歯科医師会公式キャラクター「さっしぃ」

　札幌市医師会は、『新型コロナウイルス感染症』に対応した医療体制の整備とともに、市民
の皆様が健康で安心して暮らせる街づくりに寄与できる、様々な活動に取り組んでいます。
　「札幌市民のため」「地域医療のため」、そしてコロナ感染症から全力で「札幌を守る」とい
う強い決意で、市民とともに歩む医師会として活動して参ります。

夜間救急歯科診療 TEL.011-511-7774
障がい者歯科診療 TEL.011-512-9497

TEL.011-511-1885
歯科衛生士・歯科技工士の国家資格取得を目的とした会立の専門教育機関です。

札幌歯科医師会HP▶

◀札幌歯科学院専門学校HP

市内にお住いの後期高齢者医療被保険者の方を対象に健診を行っています。（健診料400円）
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キャンペーンスポットを放送し、札幌市とともに｢薬物乱用防止｣に向けてイベントを展開す
るなど、さまざまな取り組みを行っています。

116 新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。
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札幌歯科医師会公式キャラクター「さっしぃ」

札幌市 市
行

・札幌市の救急医療体制：「夜間急病センター」、「休日当番・土曜午後当番」、けがをした時などの「災害救急当番」
・札幌市の各種厚生事業 ：「特定健康診査」や「各種がん検診」「予防接種」「学校健診」
・市民向け医学講座：「家庭医学講座」「市民健康教育講座」「市民健康教室」などの開催
・市民向けイベント等：「市民医療フォーラム」「市民対話集会」などの開催
・市民向け広報事業など：「健康さっぽろ」の発行、札幌市内の医療機関が検索できる「医療機関情報マップ」、

在宅で療養されている方々のサポートとして、訪問主治医を検索できる「在宅療養情報マップ」
・新しい薬の有効性や安全性を確認する「治験事業」
・認知症医療や在宅医療について相談できる「在宅医療・介護・認知症サポートセンター（　　：0120-142-864）」

会長 今 眞人

〒060-8581 札幌市中央区大通西19丁目1 TEL.011-611-4181
札幌市医師会のホームページで、詳しい情報をご覧いただけます。　https://www.spmed.jp/

　令和元年12月、中国武漢で発生した、新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界中に広がり、今なお終
息が見えない状況下にあります。コロナ禍において、急速に世の中が変わり、医療をめぐる環境が非常に厳
しい状況の中にあっても、多くの市民の方々のご理解とご協力、そして温かい励ましをいただいていることに
心から感謝いたします。
　札幌市医師会は、市民の皆様が健康で安心して暮らせる街づくりに寄与できる、様々な活動に取り組んで
おります。
　これからも、「札幌市民のため」「地域医療のため」、そしてコロナ感染症から全力で「札幌を守る」という
強い決意で会務を行って参りますので、今後とも皆様のご協力、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
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リフォームの 基 礎 知 識
リフォームの疑問

電気工事

　電気工事費の見積もりは、配線
工事を含んだコンセント・スイッチ
１か所あたりの単価で算出されま
す。事前にコンセントや電灯、ス
イッチの数や場所についても打ち
合わせしておくと良いでしょう。

　給排水管取り換えの目安は、20～25年
といわれています。リフォームしたあとに
給排水管の工事をすると、床下工事が難し
くなり、敷地内の建物に外付けする場合も
あります。取り換え年数とほぼ同時期のリ
フォームをする場合は、給排水管の工事も
同時に行なえると良いでしょう。

水道工事

　ガス給湯器の寿命は10年～15年程
度といわれています。急に冷たい水に
なったり、熱いお湯になったり、給湯器
が異音を発するようになると交換のサ
インといえます。故障してからの交換で
は、お湯が使えないため不便です。早め
の交換を意識しましょう。

ガス工事

　介護保険制度では、「要支援1～2」や「要介護1～5」と認
定された方が、自宅で生活をしやすい住環境にするための
手すりの取り付けや段差解消などの、住宅改修に対して費
用が支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向
けに住宅改修に助成金を支給しているところもあります。
工事をお考えの際には事前に自治体に相談してみると良
いでしょう。

住まいの整備に関する補助金

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知って
おく必要があります。通常業者さんが把握しており問題
の起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律
としては建築基準法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律
で、新築だけでなくリフォーム時にも適用されるので注意
が必要です。

リフォームと建築基準法

業者の探し方

　バリアフリー住宅は、お年寄りや障がいを抱えている方
でも住みやすい生活をおくれる住宅のことです。床の段差
をなくしたり、階段に手すりを取り付
けるなどいつまでも安全で暮らしや
すい家で子どもから高齢のご両親ま
で、みんなが居心地よく住めることが
重要です。

バリアフリー住宅

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装がされています。特に大量生産の製
品はそのほとんどに化学塗料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因となる、化学物質による室内の空気汚染が問題視されています。
お子さんやご家族がアレルギー体質なら業者にまず相談する必要があるでしょう。

自然塗料

　最近では自社ホームページを持っているリフォーム会
社も多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集
のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリ
フォーム工事をした家があった
ら、その会社がどんな対応だった
か聞いてみるのも一つの手です。

具体的な計画をたてる

　リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大切なポイントです。

1

リフォームの進め方とポイント

●時期、期間は？　●予算は？

事業者を決める～契約する

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際
の資料やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管して
おきましょう。

2

●施工業者の事業内容がリフォーム目的と
　合致しているか？
●実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
●候補を数社選んで同じ条件で
　見積書を提出してもらい検討したか？

着工

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

3

●工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
●工程表に基づいて進んでいるか？
●変更・追加などが発生していないか？

着工後4

●事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
●今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

118 新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

ここは有料広告掲載ページです株式会社サイネックスによる編集記事ページです

弊社はSDGsの取組を推進してまいります

札幌市西区八軒10条西12丁目4-28
TEL011-613-5757　FAX011-613-6767

一般建設業許可 管工事 (般･4) 石狩22953号
宅地建物取引業者 北海道知事 石狩 (1) 第9234号
特定液化石油ガス設備工事業許可 札消指導第1150号
札幌市指定給水工事業者 第3-4031号
事業継続力強化計画認定

一期一会一期一会 を大切にを大切に
ガス設備･灯油設備冷暖房設備
住設機器等の施工･販売

ガス設備･灯油設備冷暖房設備
住設機器等の施工･販売
株式会社加賀谷管設株式会社加賀谷管設

『リフォームの事なら
お任せ下さい! 』
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介 護 の 知 識  ～ 介 護 予 防 について～

　地域包括支援センターでは、「体力をつ
ける」「口と歯の健康を守る」「健康的に食
べる」ことなどを目的に、地域で行われて
いる、個人個人の体力や状態に合わせた、
介護予防教室や個別指導などを紹介して
います。
　体を動かせば食欲がわきます。しっかり
食べることができれば楽しみも増し、栄養
が体にいきわたり体力もつきます。
　体と心の元気の源です。スタッフや参加
者同士、いろいろな人との出会いが新しい
発見となり、これからの生活の生きがいと
なっていきます。
出典：厚生労働省HP「介護予防普及啓発パンフレットについて」
（https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/05/tp0522-1.html）より
引用・編集・加工して作成

体力をつける。
毎日自宅で簡単にできる体操
や、楽しく続けていける運動
を専門家がお教えします。

新しいお付き合い。
スタッフと参加者が和気あいあいの介護予防教室
がきっかけとなって、新しいお付き合いが生まれて
います。

口と歯の健康を守る。
歯科衛生士が、口腔内の健
康を保つ方法や、噛む力、
飲み込む力を向上させる方
法をお教えします。

健康的に食べる。
管理栄養士が、栄養の偏り
や不足を予防するための食
事や調理方法などについて
お教えします。

120 新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

ここは有料広告掲載ページです株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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　この｢札幌市民便利帳｣は、札幌市の手続き・制度や施設などの暮らしに役立つ情報を１冊にまと
めた情報誌です。札幌市に転入された方をはじめ、市民の皆さんの生活に役立てていただければ
幸いです。

　発行は、札幌市と株式会社サイネックスとの協働で行い、多くの広告を掲載することで冊子の作
製経費を節約するとともに、情報の充実を図りました。

　発行にご協力いただきました各団体、地域の事業者の皆さまに心より厚くお礼申し上げます。

■本誌に掲載されている行政情報は、令和5年2月時点で編集しています。発行後の制度変更などにより、掲
載内容が現状と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■本誌に掲載されている広告は、暮らしの情報としてご活用ください。広告、医療マップ、生活ガイドの内容
については、株式会社サイネックスにお問い合わせください。

編 集 後 記

札幌市民便利帳
令和5年度版
令和5年4月発行

※掲載している広告は、令和5年2月現在の情報です。

発 行
札幌市

〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目　　☎211-2036

株式会社サイネックス
〒001-0010　札幌市北区北10条西1丁目10-1　　☎737-7167
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さっぽろ市

札幌市民便利帳（令和5年度）
発行／令和5年4月
（行政情報）札幌市広報課　中央区北1条西2丁目　　211-2036
（広告、医療マップ、生活ガイド）株式会社サイネックス 北区北10条西1丁目10-1　  737-7167

NET119・メール119・FAX119（詳細15ページ）
詳細は消防局指令課

北海道救急医療情報案内センター
（24時間。医療相談は行っていません）

精神科救急情報センター（詳細16㌻）

けが （災害）救急当番病院（24時間）

夜間急病センター （詳細16㌻）

口腔医療センター（詳細16㌻）

産婦人科救急相談電話（詳細16㌻）

救急安心センター
（24時間。医療機関の案内、救急医療の相談）

北海道小児救急電話相談（詳細16㌻）

携帯電話
PHSから

フ リ ー
ダイヤル

ダイヤル回線
IP電話から

短縮
ダイヤル

※プロパンガスをご使用の方は各ガス会社へ
お問い合わせください

▶ 電気がつかないとき
　  各事業者へお問い合わせください

▶ 耳や言葉の不自由な方は

▶ 水道の修理・凍結
▶ 水道事故（24時間）  水道局電話受付センター

▶ ガス漏れ

さっぽろさんぽ（PDF版）はこちら▶

◀ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちらパソコンやあなたのお手持ちの
携帯端末でご覧になれます！

早引きインデックス6㌻を
ご覧ください。

こんなときは、このページ市役所のどこに聞いたらよいか分からないときは

札幌市コールセンター
ちょっとおしえてコール

8時～21時
年中無休

北海道ガス（24時間・都市ガスをご使用の場合）

当番病院 などを調べたいときは

水道・ガス・電気 の緊急時は

事故・災害 のときは 急病・けが のときは

札
幌
市

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

医療マップ
生活ガイド広告
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