
55☎札幌市の市外局番は 「011」

暮
ら
し
を
楽
し
む

芸術の森
●＝592-5111
　所在地…92㌻　地図…80㌻
　7.5㌶の敷地に74点の彫刻が立ち
並ぶ野外美術館、札幌ゆかりの彫刻
家・佐

さ

藤
とう

忠
ちゅう

良
りょう

の作品を展示する子ど
もアトリエ、芸術の森美術館、工房、
野外ステージなどがあります。また、
各種講座を開催し、芸術の創作、発
表、鑑賞の場となっています。
〔開園時間〕9時45分～17時（6月～8
月は17時30分まで）
〔休園〕11月4日～4月28日の月曜
（祝・休日の場合は翌日）、年末年始
※野外美術館は11月4日～4月28日
冬期休館
〔観覧料〕野外美術館は一般700円、
中学生以下無料、その他の施設は催
しにより異なります。
■芸術の森美術館　＝591-0090
■クラフト工房　＝592-4122

彫刻美術館
●＝642-5709
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　札幌出身の彫刻家・本

ほん

郷
ごう

新
しん

の作品
を常設展示しています。
〔開館時間〕10時～17時
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始、展示替えの時期
〔観覧料〕300円、高校生・大学生200
円、中学生以下無料。特別展は別料金

m
ミ

im
マ

a 道立三岸好太郎美術館
●＝644-8901
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　札幌出身の洋画家・三

み

岸
ぎし

好
こう

太
た

郎
ろう

の
作品などを展示しています。
〔開館時間〕9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始、展示替えの期間など
〔観覧料〕510円、高校生・大学生250
円、65歳以上・中学生以下無料。特別
展は別料金

500ｍ美術館
●文化振興課　＝211-2261
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　地下鉄大通駅と東西線バスセン
ター前駅を結ぶ地下通路で、現代
アートを中心とした多彩な作品を展
示しています。通路を歩きながら気
軽に芸術鑑賞を楽しめます。
［照明点灯時間］7時30分～22時
［観覧料］無料

市民ギャラリー
●＝271-5471
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　美術・書道の公募展や学生の作品
展、市民の創作した絵画・彫刻・工芸
作品展などを行っています。
〔休館〕月曜（祝・休日は開館）、年末年
始

道立近代美術館
●＝644-6881
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　国内外の優れた作品や、所蔵作品
によるバラエティーに富んだ企画展
を開催しています。
〔開館時間〕9時30分～17時（展示室
への入場は16時30分まで）
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始、展示替えの期間など
〔観覧料〕510円、高校生・大学生250
円、65歳以上・中学生以下無料。特別
展は別料金

札幌コンサートホール「K
キ タ ラ

itara」
●＝520-2000
　所在地…92㌻　地図…66㌻
※Kitaraチケットセンターは
＝520-1234

　パイプオルガンがある2,008席の
大ホール、453席の小ホールを備え
ています。コンサートのスケジュー
ルは、地下鉄駅などで配布している
「キタラニュース」をご覧ください。
また、7月～8月に開催される国際教
育音楽祭パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル（PMF組織委員会
＝242-2211）の主会場や札幌交響
楽団（事務局＝520-1771）の活動拠
点にもなっています。
〔休館〕第1・第3月曜、年末年始

芸術・文化施設など
大通情報ステーション

●都心まちづくり課
＝211-2692

　市内の観光・文化をはじめとする
イベント情報、都心部のショッピン
グ情報などが分かる案内窓口です。
〔開業時間〕10時～20時（日曜、祝・休
日は19時まで）
〔所在地〕地下鉄南北線大通駅コン
コース横（出口5横）
〔休業〕年末年始
〔対応言語〕日本語、英語、中国語

道立文学館
●＝511-7655
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　北海道ゆかりの文学者たちの足跡
を紹介しています。
〔開館時間〕9時30分～17時（展示室
への入場は16時30分まで）
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始
〔観覧料〕500円、高校生・大学生250
円、65歳以上・中学生以下無料。
特別展は別料金

天神山アートスタジオ
●＝820-2140
　所在地…92㌻　地図…76㌻
　滞在アーティストの創作活動支援
のほか、市民とアーティストの交流
イベントを行っています。どなたで
も利用できる貸室もあります。
〔開館時間〕8時45分～21時
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌平
日）、年末年始

札幌市民交流プラザ
●＝271-1000
　所在地…92㌻　地図…66㌻

　札幌市における文化芸術や市民活
動の新たな拠点として平成30年に開
館した複合施設です。2,302席の本格
的なホールである「札幌文化芸術劇
場hitaru」や、市民活動の発表の場と
してご利用いただける「札幌文化芸
術交流センターSCARTS」等の施設
があります。
〔開館時間〕9時～22時（休館日除く）

暮らしを楽しむ暮らしを楽しむ暮らしを楽しむ暮らしを楽しむ
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学校開放（文化活動）
●文化振興課　＝211-2261
音楽、演劇などの文化芸術活動を

行っているアマチュアグループなど
に、練習や創作の場を提供しています。

市内の小学校16校（中央区＝中央
小・二条小、北区＝幌北小・白楊小、東区
＝北光小・元町小、白石区＝大谷地小・
南白石小、厚別区＝ひばりが丘小、豊平
区＝中の島小・平岸小、清田区＝清田
小、南区＝澄川西小、西区＝琴似小・発
寒南小、手稲区＝手稲鉄北小）の多目的
教室などを有料で開放しています。
〔開放時間・料金〕火曜～土曜18時～21
時は900円。日曜、祝日10時30分～12時
30分は600円、13時～17時は1,200円
〔休館〕月曜（祝日を含む）

ターミナルプラザことにパトス
●＝612-8383
　所在地…92㌻　地図…82㌻
　100人程度を収容できるイベント
ホール、小規模の展示会や会議に利
用できる貸しギャラリー、少人数向
けの音楽練習用スタジオを備えた多
目的スペースです。

教育文化会館
●＝271-5821
　所在地…92㌻　地図…66㌻
1,100席の大ホールと360席の小

ホールを備え、団体・サークルなどに
よる演劇、舞踊、オペラなどの各種文
化芸術の発表の場となっています。ま
た、会議や研修を行う研修室、美術品
を展示するギャラリーがあります。
〔休館〕第2・第4月曜（祝・休日の場合
は翌日）、年末年始
※ 改修のため、令和6年9月30日（予
定）まで休館しています。

あけぼのアート＆
コミュニティセンター

●＝513-6181
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　文化芸術活動と地域交流の拠点と

区民センター・
コミュニティセンター・

地区センター
●所在地・＝…86㌻、87㌻
　地図…66㌻～84㌻
区民センター、コミュニティセン

ター及び地区センターは、地域のサー
クル活動や文化教養活動の拠点となる
施設で、各種講座や文化祭などの行事
も行われています。貸室予約は各セン
ターへ直接お越しください（事前登録
で電話、ファクス、一部インターネット
も可）。利用時間は9時～21時（22時ま
で延長可）。このほか、地域の活動の場
として月寒公民館（所在地…87㌻、＝
851-0482、地図…76㌻）があります。

生涯学習総合センター「ちえりあ」
●所在地・＝…92㌻　地図…82㌻
生涯学習センター、宮の沢若者活動

センター、教育センター、リサイクル
プラザ宮の沢を併せた施設です。各種
講座や学習成果を発表する場を提供
しています。メディアプラザでは本・
雑誌・CDの貸し出しを行っています。
〔開館時間〕8時45分～22時（施設に
より異なります）
〔休館〕第2月曜（祝・休日の場合は翌
平日）、年末年始
■さっぽろ市民カレッジ
　市民活動系、産業・ビジネス系、文
化・教養系の3分野について、体系的
な学習プログラムを有料で提供して
います。ちえりあのほか、大通高校や
区民センターなどを会場に開催して
います。お問い合わせは生涯学習セン
ター（＝671-2311）へ。

こども人形劇場 こぐま座
●＝512-6886
　所在地…93㌻　地図…66㌻
　全国初の公立の人形劇場です。人
形劇のほか、紙芝居や腹話術などの
公演も行っています。

こどもの劇場 やまびこ座
●＝723-5911
　所在地…92㌻　地図…70㌻
　人形劇や児童劇などのための劇場
です。公演のほか、人形劇などの講習
会も実施しています。

サンプラザ
●＝758-3111
　所在地…92㌻　地図…68㌻
　教育・研修、スポーツ、集会の場を
提供する総合施設です。音楽ホール、
温水プール、文化教室、研修室、会議
室、会食・宿泊施設などがあります。

　1,500席の大ホールと、6つの会議
室を備えた施設で、コンビニもあり
ます。ホールや会議室の利用は予約
が必要です。

カナモトホール（市民ホール）
●＝252-3700
　所在地…92㌻　地図…66㌻

公文書館
●＝521-0205
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　市が作成・取得した公文書のうち、
重要なものを整理・保存しており、館
内では公文書を使った展示も行って
います。
　また、閲覧室（＝521-0207）では、
公文書館で所蔵している資料の閲覧
ができるほか、郷土史相談にも応じ
ています。
〔休館〕日・月曜、祝・休日、年末年始、
その他臨時休館あり

して利用できる施設です。アトリエな
どとして1カ月以上の長期貸し出し
を行うスペースや、短期利用ができる
中ホール・音楽室・体育館があります。
　また、交流室・図書室は自由に利用
することができます。
〔休館〕月曜、年末年始

リサイクルプラザ宮の沢・リユースプラザ
ごみの減量の普及啓発施設です
～ リユース品も好評販売中！ ～
大型ごみのうち「リサイクル（リユース）収集」を
希望して出されたまだ使える木製家具・自転車・
子ども用遊具の展示・提供のほか、楽しみながら
ごみの減量を学べる講座やイベントなどを行っ
ています。

○リサイクルプラザ宮の沢
[所在地]西区宮の沢1条1丁目ちえりあ1階
[開館時間]10時～ 18時
[休館日]毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）､年末年始
[詳細]＝671-4153
[HP] www.sapporo530.or. jp/

アイ

○リユースプラザ
[所在地]厚別区厚別東3条1丁目
[開館時間]10時～ 16時
[休館日]毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）､年末年始
[詳細]＝375-1133
[HP] www.reuseplaza. jp/

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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図書館
　中央図書館ホームページで蔵書
の検索・予約をすることができ、図
書コーナーを除く図書施設で受け取
り、返却が可能です。

中央図書館
●＝512-7320　℻   512-5783
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　約87万冊の蔵書数を誇る市内最大
の図書館です。
　2階では札幌に関する郷土史料を
中心に、道内の資料を収集している
ほか、調査・相談にも応じています。
〔開館時間〕月曜～金曜9時15分～20
時、土・日曜、祝・休日9時15分～17時
〔休館〕毎月第2・第4水曜、年末年始、
蔵書一斉点検期間

えほん図書館
●所在地・＝…92㌻　地図…72㌻
　絵本に囲まれた色彩豊かな空間
で、子どもたちが絵本を楽しむこと

区民センターなどの図書室
●所在地・＝…86㌻～87㌻、92㌻
　各区民センター（厚別・清田・手稲
区を除く）、篠路コミュニティセン
ター、各地区センター（屯田、西岡福
住、すみかわ、里塚・美しが丘を除く）
には図書室があります。
　なお、里塚・美しが丘地区センター
には図書室はありませんが、カウン
ターで本の返却や予約した本の貸し
出しを行っています。また、定山渓ま
ちづくりセンター、月寒公民館など4
カ所には図書コーナーがあります。
中央図書館大通カウンター
●＝251-1892
　所在地…92㌻　地図…66㌻
市内の図書施設で借りた本の返却や、

予約した本の貸し出しを行っています。
〔利用時間〕10時～20時
〔休館〕年末年始、施設点検日など
学校図書館地域開放（開放図書館）
●生涯学習推進課　＝211-3872
　絵本から一般書まで幅広く蔵書を
そろえ、地域の方にも閲覧、貸出を
行っている学校図書館（開放図書館）
があります。開放日はおおむね平日
週3回です（曜日や時間は学校によっ
て異なります）。運営に携わるボラン
ティアも随時募集しています。

障がいのある方への
図書の貸し出し

39㌻を参照してください。

文化財など
文化財

●文化財課　＝211-2312
　現在、市内には、指定文化財が32件
（国指定17件、道指定4件、市指定11

アイヌ文化交流センター
「サッポロピリカコタン」
●＝596-5961
　所在地…92㌻　地図…80㌻

　アイヌ文化に対する理解を深め、
その継承を図るとともに、市民交流
の場となる施設です。

アイヌ伝統工芸品を手に取って見られ
るほか、無料で刺繍・木彫り・ストラップ
製作を体験できるコーナーがあります。
〔開館時間〕8時45分～22時（展示室
と庭園は9時～17時）
〔休館〕月曜、祝・休日、年末年始、毎月最終火曜
〔観覧料〕展示室のみ200円、高校生
100円。65歳以上、中学生以下、障が
い者無料。

地区図書館
●所在地・＝…92㌻
　地図…68㌻～84㌻
　市内各区（中央区を除く）に設置さ
れた図書館です。
〔開館時間〕火曜～木曜9時15分～19時、
金曜～月曜、祝・休日9時15分～17時
〔休館〕毎月第2・第4水曜、年末年始、
蔵書一斉点検期間

時計台
●＝231-0838
　所在地…92㌻　地図…66㌻
北海道大学の前身である札幌農学校

の演武場として、初代教頭クラークの
帰国後、第2代教頭ホイラーの構想に
基づき1878（明治11）年に建設されま
した。1階は時計台にまつわる歴史な
どを展示しているほか、2階部分は夜
間ホールとして貸し出しをしており、
音楽会や講演会が行われています。
〔開館時間〕8時45分～17時10分。入
館は17時まで
〔休館〕1月1日～1月3日
〔観覧料〕200円。小中高生無料

図書・情報館
●所在地…92㌻　地図…66㌻
　都心に集う人々に、仕事や暮らし
に役立つ情報や札幌の魅力に関する
資料を提供する課題解決型図書館
です（図書の貸出、小説・絵本のコー
ナーはありません）。
〔開館時間〕平日9時～21時、土・日
曜、祝・休日10時～18時
〔休館日〕毎月第2・第4水曜日、年末年始
※ その他、札幌市民交流プラザの休
館に伴う臨時休館あり

ができる絵本専門の図書館です。
〔開館時間〕9時～17時
〔休館〕毎月第4金曜、年末年始、蔵書
一斉点検期間

件）あるほか、国登録有形文化財があ
ります。文化財については、文化財課
にお問い合わせいただくか、市役所
ホームページをご覧ください。

豊平館
●＝211-1951
　所在地…92㌻　地図…66㌻
開拓使が洋造ホテルとして建築し、

1880（明治13）年に完成しました。
中島公園内の現在地へ移転後、1964
（昭和39）年には国の重要文化財に指
定されました。
　現在は建築当初の状況を可能な限
り復原した展示を行っているほか、貸
室として利用することも可能です。
［開館時間］9時～17時（貸室9時～
22時。一部貸室は夜間のみ）
［休館］第2火曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始
［観覧料］300円。中学生以下無料。

暮らしを楽しむ

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）
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北海道博物館
●＝898-0466
　所在地…92㌻　地図…74㌻
　北海道の自然・歴史・文化を紹介す
る総合博物館です。
　自然環境と人との関わり、アイヌ
民族の文化、本州から渡ってきた移
住者の暮らしなどの貴重な資料が見
られるほか、各種イベントなども開
催しています。
〔開館時間〕5月～9月＝9時30分～
17時、10月～4月＝9時30分～16時
30分。閉館の30分前までに入館
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は直後の
平日）、年末年始など。臨時休館あり
〔観覧料〕600円。高校生・大学生300
円。65歳以上、中学生以下無料

埋蔵文化財センター
●＝512-5430
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　市内の遺跡保護に関する相談、発
掘調査を行っている他、出土した土
器や石器の一部を展示しています。
〔開館時間〕8時45分～17時15分
〔休館〕祝・休日、年末年始（土・日曜、5
月3日～5日、11月3日は展示室のみ
開館）

丘珠縄文遺跡
●＝512-5430
　所在地…92㌻　地図…70㌻
　札幌の縄文文化が学べる施設で
す。各種縄文体験や丘珠縄文遺跡か
ら出土した土器や石器の見学ができ
ます。
〔開館時間〕9時～17時
〔休館〕学習館：11月4日～4月28日、
展示室：11月4日～4月28日までの
月曜日（月曜祝日の場合は翌日）、年
末年始

　標高531㍍の山頂から、昼は石狩
湾までを一望でき、夜は美しい夜景
を満喫できます。山頂展望台にはカ
ジュアルフレンチレストランや幸せ
の鐘などがあります。
〔利用日時〕4月～11月の10時30分
～22時（上りの最終は21時30分）。
12月～3月の11時～22時（上りの最
終は21時30分）
〔利用料〕ロープウェイとミニケーブ
ルカーの往復2,100円、小学生以下
1,050円。市民は1,100円、小学生以
下550円（免許証など住所が確認で
きる書類が必要）

もいわ山ロープウェイ
●＝561-8177
　所在地…93㌻　地図…66㌻

ハイキング・
キャンプ場など

藻岩山観光自動車道
●＝571-7131
　所在地…93㌻　地図…80㌻
藻岩山の南側を登る約3.5㌔の有料

道路です。車の乗り入れは中腹駐車場
までですので、山頂まではミニケーブ
ルカーか自然学習歩道（夜間は通行で
きません）をご利用ください。
〔利用期間〕4月中旬～11月中旬（予
定）の10時30分～22時（入場は21時
20分まで）
〔利用料〕有料。一般乗用車1,200円。
　詳しくは「藻岩山観光自動車道　
料金」で検索してください。

博物館活動センター
●＝374-5002
　所在地…92㌻　地図…76㌻
　世界最古の大型海牛化石「サッポ
ロカイギュウ」の復元骨格標本や札
幌の植物、昆虫などの標本を展示。札
幌の自然とその成り立ちを学べま
す。また、各種体験学習会や野外観察
会を行っているほか、自然に関する
書籍や図鑑、絵本を閲覧できる図書
コーナーもあります。
〔開館時間〕10時～17時
〔休館〕日曜・月曜、祝・休日、年末年始

資料館（旧札幌控訴院庁舎）
●＝251-0731
　所在地…92㌻　地図…66㌻
　大正15（1926）年に札幌控訴院（後
の高等裁判所）として建てられた建造
物です。令和2（2020）年に国の重要
文化財に指定されました。現在は、控
訴院当時を復元した法廷展示や、お
おば比

ひ

呂
ろ

司
し

記念室、札幌国際芸術祭
（S

サイアフ
IAF）に関する資料や書籍などが閲

覧できるSIAFラウンジのほか、貸し
ギャラリー、研修室があります。
〔開館時間〕9時～19時
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌平
日）、年末年始

北海道開拓の村
●＝898-2692
　所在地…92㌻　地図…74㌻
　明治から昭和初期の建造物を移
築・復元した野外博物館です。
〔開村日時〕5月～9月=9時～17時、
10月～4月=9時～16時30分
〔休村〕5月～9月は無休。10月～4月は
月曜（祝・休日の場合は翌日）、年末年始
〔利用料〕800円、高校生・大学生600
円。中学生以下無料。年間パスポート
1,500円

さっぽろ羊ヶ丘展望台
北海道らしい雄大な絶景が満喫できる人気スポット

夏のラベンダー無料刈り取
り体験や冬のスノーパーク
など、一年を通して様々なイ
ベントを実施。年間パスポー
ト(1,000円)もあります。
［所在地］豊平区羊ケ丘1
［入 場 料］530円、小 中 学 生
300円、未就学児無料

［営業日時］10～ 4月：9時～ 17時、5・6・9月：8時30分～ 18時、
7～ 8月：8時30分～ 19時。年中無休。 
［詳細］ 851-3080　［ HP］www.hitsuj igaoka. jp

子育てに関する情報をお知らせ

［詳細］子育て支援課＝211-2988
［ＨＰ］kosodate.city.sapporo. jp

「さっぽろ子育て情報サイト」では、妊
娠期から就学前の子育てに役立つ情報
を紹介しております。
イベントや子育てサロンの情報も検索
できますので、ぜひご利用ください。

チャットボットで簡単に
情報検索も可能です！

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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ふれあいの森
●＝883-8931
　所在地…93㌻　地図…78㌻
　森林散策や木工体験ができるほ
か、バーベキューが楽しめる広場な
どもあります。
〔施設利用期間〕4月下旬～11月上旬
の9時～16時30分

青少年山の家
●＝591-0303
　所在地…93㌻　地図…80㌻
自然の中での集団宿泊生活を通じて、

心身共に豊かな青少年を育成すること
を目的とした野外教育施設です。多目的
ホールにはキャンプファイア設備や炊事
場を備えているので、天候に左右されず
利用できます。収容人員は400人です。

青少年以外でも、設置目的に合う活動
で、5人以上の団体であれば利用できます。

青少年キャンプ場
●子ども会本部事務局
＝211-3015

　厚別区小野幌、豊平区西岡、手稲
区富丘にそれぞれ100人収容できる
キャンプ場があります。

水道記念館
●＝561-8928
　所在地…93㌻　地図…66㌻

　水道の仕組みや水と自然環境の大
切さを学ぶことのできる施設です。
参加・体験ができる展示を楽しめる
ほか、隣接する藻岩浄水場の見学も
できます。

また、幼児向けのキッズコーナーや
市街地を見渡せる噴水広場もあります。
〔開館日時〕4月中旬～11月中旬の9
時30分～16時30分
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌平日）

オリンピックミュージアム
●＝641-8585（総合案内）
　所在地…93㌻　地図…66㌻
札幌オリンピックの資料を展示して

いるほか、オリンピック・パラリンピッ
クについて学ぶことができる施設で
す。さまざまなウインタースポーツの
疑似体験コーナーも充実しています。
〔開館日時〕5月～10月＝9時～18
時、11月～4月＝9時30分～17時
〔入場料〕600円、中学生以下無料

豊平川さけ科学館
●＝582-7555
　所在地…93㌻　地図…80㌻
　サケの生態などを学べる施設です。
秋から春先にかけてサケの採卵、ふ
化、成長の様子や、通年で飼育してい
る多種のサケ科魚類を観察できます。
　また、札幌周辺に生息する淡水魚
や水生生物も展示しています。
〔開館時間〕9時15分～16時45分
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、年末年始

青少年科学館
●＝892-5001
　所在地…93㌻　地図…74㌻
　宇宙、北方圏、原理・応用をテーマ
とした展示が見られる施設です。館
内には、直径18㍍・道内最大級のプラ
ネタリウムのほか、天文・地球科学、
雪・氷、環境、交通コーナーなど、子ど
もから大人まで、見て・触れて・考え
ながら楽しく科学を学べます。
※ 改修のため、令和6年3月（予定）まで
休館しています。

■移動天文車「オリオン2世号」
　町内会などの団体・グループが星
を観察する際、大型望遠鏡を装備し

下水道科学館
●＝717-0046
　所在地…93㌻　地図…68㌻
　下水道の仕組みや役割を楽しみな
がら学ぶことができる施設です。CG
を活用したリアルな映像や体験型の
展示を通して、驚きや発見を実感で
きるような内容となっています。
〔開館時間〕9時30分～17時
〔休館〕月曜（祝・休日を除く）、祝・休
日の翌日、年末年始など（6月～8月は
無休）

楽しみながら
学べる施設
サンピアザ水族館

●＝890-2455
　所在地…93㌻　地図…74㌻
　バラエティーに富んだ生き物たち
がすぐ目の前で観察できる都市型水
族館です。人気のペンギン・アザラシ
も展示しています。毎日のイベント
はホームページで確認できます。
〔開館時間〕10時～17時。年中無休。
入館は閉館30分前まで

パークゴルフ場
●市コールセンター
＝222-4894

　市内には約60カ所の市営パークゴ
ルフ場があり、用具（有料）の貸し出
しを行っているところもあります。

定山渓自然の村
●＝598-3100
　所在地…93㌻　地図…80㌻
家族や小グループで、子どもから高齢の

方まで気軽に利用できる野外教育施設です。
5人定員のコテージ、7人定員の常設

テントのほか、キャンプ用テントの設置
スペースがあり、300人の収容が可能。
　1年を通して自然観察や野外活動
ができるほか、インストラクターの
ガイドによる工作会などにも気軽に
参加できます。

た移動天文車「オリオン2世号」を利
用できます。
■市天文台（所在地…93㌻　地図…
66㌻）
　天文知識を普及するための天体観
察や、年間約60回の夜間公開を行っ
ています。
※ 科学館の改修期間中も天文台は引
き続き公開しております。

北方自然教育園
●＝596-3567
　所在地…93㌻　地図…80㌻
　体験農場や自然観察林・昆虫・淡水
魚・両生類などの観察ができ、北国の
自然を体験的に学べる施設です。親
子を対象とした自然に触れ合う体験
学習会なども実施しています。
〔開園時間〕9時30分～16時30分（学
習館は9時～17時）
〔休園〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始
〔入館料〕100円。中学生以下無料

円山動物園
●＝621-1426
　所在地…93㌻　地図…66㌻

動物専門員の解説による動物のガイ
ドや冷蔵庫ツアーなど、約30種類の「円
山ZOOガイド」を日替わりで実施し
ています。その日のメニューはホーム
ページでご確認ください。ゾウ舎では、
水浴びをする生き生きとしたゾウの姿
を間近に観察することができます。
〔開園時間〕9時30分～16時30分
（11月1日～2月末日は16時まで）
〔休園〕第2、第4水曜。4月と11月は第
2水曜を含むその週の月曜～金曜。8
月は第1、第4水曜（第2水曜は営業）
〔入園料〕大人800円、高校生400円、中
学生以下無料、年間パスポート2,000円

暮らしを楽しむ
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　世界的な彫刻家イサム・ノグチが
基本設計を行った総合公園。
　標高62㍍のモエレ山や海の噴水
のほか、イサム・ノグチギャラリーや
レストランなどがあるガラスのピラ
ミッド、子どもからお年寄りまで楽
しめるモエレビーチやプレイマウン
テンなどがあります。

〈白石区〉
■川下公園　地図…72㌻
　世界中のライラック約200種、
1,700株を集めたライラックの森や、
プールや浴室を備えたリラックスプ
ラザをはじめ、テニスコート、パーク
ゴルフ場があります。

〈厚別区〉
■厚別公園　地図…74㌻
　道内唯一の第1種公認陸上競技
場がある運動公園で、北海道コンサ
ドーレ札幌の試合も行なわれていま
す。競技場内のトレーニングルーム
は一般利用ができます。

〈豊平区〉
■月寒公園　地図…76㌻
緑の中にボート池、野球場、テニス

コートなどの施設が点在しています。
■西岡公園　地図…76㌻
　樹林に囲まれた水源池の周りを一
周することができます。

〈清田区〉
■平岡公園　地図…78㌻
　西側に約1,200本の梅が植樹され
ており、5月の花のシーズンは花見客
でにぎわいます。また、パークゴルフ
場やテニスコートなどがあります。

〈南区〉
■芸術の森 55㌻を参照
■滝野すずらん丘陵公園　地図…80㌻
　日本の滝百選に選ばれたアシリベ
ツの滝などがある自然豊かな国営公
園。季節の花や巨大遊具、炊事遠足の
ほか、冬は歩くスキーやチューブそ
り遊びが楽しめます。
　また、宿泊研修施設の青少年山の
家やオートキャンプ場があります。
■真駒内公園　地図…80㌻
　真駒内川が流れる広大な公園。屋
内・屋外競技場があり季節を問わず
スポーツを楽しめます。
■石山緑地　地図…80㌻

札幌軟石の石切り場跡を整備した芸
術的な公園。札幌軟石の独特な風合いを
生かしたダイナミックな景観が広がり、
テニスコートや水の広場があります。
■藻南公園　地図…80㌻
　炊事広場、ナイター施設のある野
球場、テニスコートなどがあります。

〈西区〉
■五天山公園　地図…82㌻
　採石場の名残をとどめた公園。起
伏を生かした園内には、ツツジやサ
クラが植えられ、パークゴルフ場や
炊事広場があります。
■宮丘公園　地図…82㌻
　手稲山のふもとにある、ハイキン
グや自然観察に適した公園です。
■農試公園　地図…82㌻
　冬でもスポーツが楽しめる屋内広
場ツインキャップや、子どもの交通
コーナー、野球場などの施設が充実
しています。

〈中央区〉
■大通公園　地図…66㌻
　市の中心にあり、美しい花壇と噴水
の周りには多くの市民が集まります。
夏はビアガーデン、YOSAKOIソーラ
ン祭り、冬は雪まつりなど、多くの催
し物の会場にもなっています。
■創成川公園　地図…66㌻
　創成川沿いに水辺に親しめる緑地
が続くほか、存在感のある彫刻や、イ
ベントなどを開催する狸二条広場が
あります。
■旭山記念公園　地図…66㌻
　標高137㍍の展望スペース、直径
20㍍の噴水、森の散策エリアがあり
ます。
■円山公園　地図…66㌻
　原始林に隣接し、多くの運動施設
が整備され、動物園もあります。
■中島公園　地図…66㌻
　市の中心部に位置する公園。ス
ポーツ施設や、文化財の豊平館、音楽
ホールのK

キ タ ラ

itaraなどがあり、年間を
通じて市民が集う公園です。

〈北区〉
■百合が原公園　地図…68㌻
　約100種類のユリを集めたユリ園
を中心に、姉妹都市の協力によって
造られた世界の庭園、遊具広場など
があります。
■屯田西公園　地図…68㌻
　サッカーもできる陸上競技場、野
球場、テニスコートなどのある運動
公園です。改修工事のためテニス
コートなど一部施設は使用不可。

〈東区〉
■モエレ沼公園　地図…70㌻

ヨ　　 サ　　 コ　 イ

主な公園
●所在地・＝…93㌻

〈手稲区〉
■前田森林公園　地図…84㌻

　手稲山に向かって一直線に延びる
600㍍のカナール（水路）と両脇のポ
プラ並木、展望テラスなど雄大な自
然と調和した西洋式庭園のある公園
です。野球場、パークゴルフコース、
バーベキューコーナーもあります。
■手稲稲積公園　地図…84㌻
　ていねプール、テニスコート、野球
場、パークゴルフ場などがあります。

豊平公園緑のセンター
●＝811-6568
●相談専用　＝811-9370
　所在地…93㌻　地図…76㌻
　温室には、札幌で栽培可能な四季
折々の室内園芸植物が約1,000種あ
り、季節によってテーマに沿った植
物展示会を行うほか、緑の相談、園芸
教室や講習会、緑の図書室もありま
す。また、戸外では、針葉樹見本園、花
木園、野草園などを見られます。
　また、市民同士が庭木や庭植えの
草花類を譲り合うグリーンデータバ
ンクという制度もあります。
〔開館時間〕8時45分～17時15分
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始
〔相談時間〕10時～12時、13時～16時

平岡樹芸センター
●＝883-2891
　所在地…93㌻　地図…78㌻
　庭づくりなどの相談や、園芸教室
を行っています。
　また、日本庭園、刈り込み物広場、
緑に関する図書もあります。
〔開園日時〕4月29日～11月3日の8
時45分～17時15分
〔休園〕月曜（祝・休日の場合は翌日）
〔相談時間〕水・土曜10時～12時、13
時～16時

百合が原緑のセンター
●＝772-3511
　所在地…93㌻　地図…68㌻
　温室内には、ツバキ、シャクナゲ類
を主体に、ユリ、ベゴニア類などを展
示。園芸相談を行うほか、緑に関する
図書を備えています。
〔開館時間〕8時45分～17時15分
〔休館〕月曜（祝・休日の場合は翌日）、
年末年始
〔相談時間〕4月中旬～11月上旬の
木・日曜10時～12時、13時～16時
〔入場料〕温室観覧料130円

公園・緑など
身近な公園

●連絡先・＝…各区土木センター　87㌻

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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公園検索システム
●みどりの推進課　＝211-2533
●ホームページ
www2.wagmap.jp/sapporo_koen/
　パソコンやスマートフォンから区
や目的別に市内にある公園・緑地を
検索できます。コールセンター（＝
222-4894）でもご案内しています。

さとらんど
（札幌市農業体験交流施設）
●＝787-0223
　所在地…93㌻　地図…70㌻

　農業や自然と親しむことができる
体験型施設。園内をSLバスで周遊で
きるほか、引き馬やヒツジ・ヤギへの
えさやり体験、農産物の収穫体験や
手作り体験などができます。
〔開園日時〕4月29日～9月30日＝9時～
18時、10月1日～4月28日＝9時～17時
〔休園日〕11月4日～4月28日の月曜
（祝・休日の場合は翌日）、年末年始

スポーツ施設など
公共施設予約情報システム
●公園の有料運動施設については、
みどりの管理課　＝211-2536
●スポーツ施設・
学校開放（スポーツ）については、
スポーツ部施設課　＝211-3045
●学校開放（文化活動）については、
文化振興課　＝211-2261
●水再生プラザ内運動施設については、
処理施設課　＝818-3431
　体育館や野球場、学校開放などの
利用申し込みを、電話やインター
ネットから行えるシステムです。
事前の登録が必要ですので、各区体育

館、区役所広聴係などで配布する申込書
に記入の上、公共施設予約カード発行セ
ンターへ送付してください。ガイドブッ
クと登録カードをお送りします。

札幌ドーム
●＝850-1000
　所在地…94㌻　地図…76㌻

　季節や天候を問わずコンサートや展示会などの大イベントを開催できる全天
候型多目的施設です。サッカーでは北海道コンサドーレ札幌の本拠地として多
くの方に親しまれています。敷地内は自由に散策できるほか、イベントのない日
はドーム内を案内するドームツアー（有料）や展望台（有料）を利用することがで
きます。屋内アリーナやサッカー練習場の利用は、「公共施設予約情報システム」
（61㌻）で予約できます。

テニスコート・野球場
●所在地・＝…93㌻、94㌻
　地図…66㌻～84㌻

テニスコート・野球用（いずれも一
部を除き有料）の抽選受け付けと空き
施設の予約は、「公共施設予約情報シ
ステム」（61㌻）で行ってください。
　中島庭球場は随時受け付けしてい
ます（61㌻のシステムによる予約は
不可）。このほか、地域の公園には無
料で利用できるテニスコートがあり
ます。詳しくは各区の土木センター
維持管理課（87㌻参照）へお問い合
わせいただくか、公園検索システム
（61㌻）をご利用ください。

学校開放（スポーツ）
●札幌市スポーツ協会　　＝530-5905
　休日や朝夕などに指定の小中学校の体育館、グラウンド、格技室を開放してい
ます。体育館、グラウンド、格技室の利用は10人以上のグループが対象で、「公共
施設予約情報システム」（61㌻）での団体登録が必要です（一部の体育館は利用方
法が異なります）。
　また、プールは、小学生と幼児を対象に、7・8月に開放しています。

体育館・プール・競技場など
●所在地・＝…93㌻、94㌻　　地図…66㌻～84㌻
　体育館・競技場の団体貸し切り利用など、「公共施設予約情報システム」（61㌻）
で事前に予約が必要な場合があります。

スキー・スケート・カーリング
■スキー場　　所在地・＝…94㌻　地図…66㌻、80㌻、84㌻
■スケート場

施　設 期　　間 電話番号 地図 所在地
美香保体育館（屋内） 11月上旬～4月中旬 741-1972 70㌻

94㌻

月寒体育館（屋内） 年中利用できます 851-1972 76㌻

星置スケート場（屋内） 一般利用は土・日曜、祝日と
小中学校の休み期間中です 681-8877 84㌻

円山スケート場（屋外） 1月上旬～2月中旬 641-3015 66㌻
真駒内競技場 12月下旬～2月下旬 581-1972 80㌻

■カーリング場　　所在地・＝…94㌻　地図…76㌻
■歩くスキー常設コース
　冬には、下記のほか、地域の公園を利用したコースが各地に作られます。
区 開設場所 コースの距離 問い合わせ先
中央 ①中島公園※1 0.2㌔、0.3㌔、0.6㌔ 530-5906（中島体育センター）
北 ②百合が原公園 1.8㌔ 772-4722
東 ③モエレ沼公園※1 1.5㌔、3.2㌔ 790-1231
白石 ④川下公園※1 0.6㌔、1.75㌔ 879-5311
厚別 ⑤厚別公園※1 0.4㌔、1.3㌔ 894-1144
清田 ⑥白旗山競技場 4.5㌔ 884-9355

南 ⑦滝野すずらん丘陵公園※1 1㌔、3㌔、5㌔、6㌔、
11㌔、17㌔　※2 592-3333

西 ⑧農試公園※1 2.2㌔　※3 615-3680

手稲 ⑨前田森林公園※1 0.5㌔、2.5㌔、3.0㌔ 681-3940
⑩星観緑地 0.7㌔、1.1㌔ 686-0680

※1　スキー貸し出しあり。①は無料、③④⑤⑦⑧⑨は有料
※2　年によって変わるため、ホームページでご確認ください。（www.takinopark.com/?enjoy=act-w）
※3　改修工事のため変更となる場合があります。
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