このロゴはヒューマンアカデミー

あか し あさ み

明石麻美さんの作品です

区民のページ「ちゅうおう」
ロゴデザインが
変わりました！

4

2008
http://www.city.sapporo.jp/chuo/

◀昨年 月 日に開催さ
れた選考委員会の様子

最優秀賞の明石麻美さん︵２月

▲

11
29

◀今回選ばれたロゴ（左）
とイメージデザイン

日表彰式にて）

28

新しいロゴに変わりました
中央区では、区民の皆さんにもっと区のまちづくりに関心を持ってもらおうと、
区内のデザイン系専門学校生を対象に「まちづくりPRのイメージデザインの募集」
を行いました。
多数の応募作品の中から、デザインの専門家などによる選考と区民投票を経て、
あか し あさ み
ロゴ部門はヒューマンアカデミーの明石麻美さん、イメージデザイン部門は同じく
ふじさわあゆ み
ヒューマンアカデミーの藤澤歩美さんの作品が最優秀賞に選ばれました。
今後１年間、区民のページ「ちゅうおう」の誌面に登場しますので、よろしくお
願いします。

編集：中央区市民部総務企画課広聴係 〒060-8612 札幌市中央区南３条西11丁目
☎011-231-2400（内線224） Fax011-231-6539
「中央区だより」ラジオカロスサッポロ（ＦＭ78.1ＭＨｚ）毎週金曜午前10時10分〜

中央



2008ー❹ー広報さっぽろ

人口
男
世帯数

210,883人（前月比 +185）
94,222人 女 116,661人
114,838世帯（前月比+99）
平成20年3月1日現在

ご存じですか
ご存じですか
あなたの街の
あなたのまちの
町内会活動！
町内会活動！
町内会では、地域に住む人たちが力を合わせて住みよいまちづくり
のためにさまざまな活動を行っています。
今月の特集は、町内会の役割や区内で行われている町内会の活動に
ついて紹介します。

自分たちの住んでいる地域
をきれいな住みよいまちにし
たい、みんなが安心して暮ら
せる地域にしたい。誰もがそ
うした思いを持っていると思
います。そうした思いを持っ
た近隣の住民同士が会員とな
って活動する団体が町内会で
す。
私たちが生活する上で、家
族や親族、友人同士による助
け合いが欠かせません。しか
しながら、誰もが近くに頼る
ことのできる相手を持ってい
るとは限りません。一人や家
族だけでは解決が難しい問題
などに対応するためには、近
隣に住む住民同士で支え合う
ことが、非常に大きな力にな
ります。

町内会の仕組み

現在、中央区内には二百六
十一の町内会と、地区ごとに
それらを取りまとめた十六の
連合町内会があります。
各町内会では、それぞれの
活動に合わせて、総務部や衛
生部、防犯防災部など、地域
の生活を向上させるため、さ
まざまな専門部を設けて活動
を行っています。
例えば、集団資源回収、歩
道の花植え、公園の清掃など

100,000

の環境美化、防犯パトロール
や防災訓練などの防犯防災活
動、運動会やレクリエーショ
ンなどの交流活動があります。
また、町内会だけでは解決で
きない広範囲な地域の課題に
取り組むために、各町内会が
協力して活動するほか、相互
の情報交換の場として連合町
内会があります。
中央区では過去十年間、総
世帯数が増加しているにもか
かわらず、町内会加入率は残
念ながら減少しています（左
図参照）。

世帯数と加入率の推移

町内会に加入することは義
務ではありませんが、一人で
も多くの住民が町内会に加入
して活動に参加し、盛り立て
ることで自分たちのまちが活
性化していきます。今後も町
内会活動が、地域社会を支え
る力を発揮できるように、地
域の住民同士で活動を育てて
いきませんか。

20,000

加入率

60,000

世帯数

50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
（年）

0

60

40,000

70

80,000

（％）
80

世帯数
加入率

（数）
120,000

▲南円山雪中運動会（南円山地区）
▲新春子どもお楽しみ会（東北地区）

▲西創成親和会防犯パトロール隊（西
創成地区）
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各地域の町内会活動
町内会や連合町内会では、各地域の特色を出しながら、防犯防災や環境美化、住民
同士の交流、健康づくりなど多様な活動を行っていますので、その活動内容のいくつ
かをご紹介します。

町内の環境美化活動

安全・安心の防災活動

曙地区
第８町内
会（笹川
信 雄 会
長）では、
身近な地
域の自然
環境を守
ろうと、
鴨々川（第一中洲橋周辺）の清掃活動に取
り組んでいます。
この取り組みは、環境美化活動の一つと
して昭和58年から毎年実施しているもので
す。
ささがわ

のぶ

お

町内会の大運動会

宮の森大倉山連合町
内会（府録弘幸会長）
では、８月26日（日）
に「宮の森大倉山防災
フェスティバル」を開
催しました。
今回は、がけ崩れに
よる住宅の倒壊や河川のはんらんによる道
路、住宅への冠水が発生したことを想定し
ての実践さながらの訓練です。
地域住民は、避難訓練、人命救助訓練、
水防訓練などに参加して、日ごろから災害
に備えるための防災意識の向上に努めてい
ます。
ふ ろくひろゆき

パートナーシップ除雪

幌西地区
連合町内会
（細川照市
会長）では、
地域の住民
同士の親睦
と交流を目
的として、
幌西成年会、
幌西小の子どもを守る会、青少年育成委員
会、社会福祉協議会などの共催や協力を得
て「幌西地区大運動会」を毎年開催してい
ます。
昨年の開催が29回目となります。
ほ そ か わ しょう い ち

しんぼく

町内会で
は、冬期間
の生活環境
の向上のた
め、札幌市
の除雪パー
トナーシッ
プ制度を活
用して、除雪業者、札幌市、町内会とがそ
れぞれの役割を分担して、地域の生活道路
に積もった雪の運搬排雪を行っています。
また、排雪作業の障害とならないよう、
違法駐車への指導やごみステーションの整
理なども行っています。

今回紹介した町内会の活動事例以外にも各地域ではさまざまな活動を
行っています。身近な活動から参加してみませんか。

問い合わせ先

中央区地域振興課（南３西11）☎（２３１）２４００
中央区の各まちづくりセンター（区民のページ４ページ参照）

中央
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市税の夜間
納付相談について

西創成まちづくりセンター

☎521-2384（南５西７）

曙まちづくりセンター

☎511-0116（南11西10）
☎521-0204（南８西２）

☎561-2472（南９西21）

円山まちづくりセンター

☎611-3367（北１西23）

☎621-3405（北７西15）

宮の森まちづくりセンター

☎644-8760（宮の森2-11）

一般家庭ごみの
出し方について

☎561-7124（南６西13）

収集後にごみを出したり、
決められた曜日や分別方法を
守らずにごみを出す方が見受
けられます。
家庭から出すごみは、①燃
少年消防クラブ員募集 やせるごみ②燃やせないごみ
▽活動内容 防火パトロール ③資源の日の「びん・缶・ペ
など火災予防行事への参加や ットボトル」と「プラスチッ
ク」に分けて、それぞれ中身
施設見学など。
※入団後に制服を貸与します。 の見える袋に入れ、お住まい
▽対象 「苗穂・東北・東」、 の地区の決
「桑園」、
「幌西」、
「山鼻」、
「円 められた収
山・宮の森大倉山」の各地区 集日に、必
にお住まいで、平成 年度の ず当日の朝
８ 時 分ま
小学４～６年生。
でに、ごみ
▽人数 各地区 人程度。
ステーショ
▽申込 ４月 日 ～ 日
ンに 出しま
に電話で。先着順。
申込・詳細 札幌中央区少年消 しょう。
防クラブ協議会（中央消防署
詳細 中央清掃事務所
予防課内）☎（ ）２１２０
☎（ ）１１５３

◀札幌市消防局マスコット
キャラクター「リスキュー」

桑園まちづくりセンター

581

市税を納付できない事情が
あり、平日の午後５時 分ま
でに区役所へお越しになれな
い方に対して、夜間相談を行
いますのでご利用ください。
▽夜間相談 ４月 日 ～
日 の午後８時まで。
※夜間相談は、庁舎南側玄関
からお入りください。
納税課☎（ ）
２４００

南円山まちづくりセンター

30

詳細

西まちづくりセンター

（金）

☎614-5800（北12西23）

☎520-1700（南９西18）

大通公園まちづくりセンター
☎251-6353（北１西９）

東北まちづくりセンター

☎251-8119（北２東２）

苗穂まちづくりセンター
東まちづくりセンター

☎241-1696（南２東６）

い街づくりにご協力をお願い
札幌市中央消防団
します。
団員募集のお知らせ
①こんろを使っているときは、
その場を離れない。
中央消防団では、消防団員
②家の周りは整理
を随時募集しています。地域
整頓し、放火され
に貢献したいとお考えの方、
ない環境づくりを
入団をお待ちしています。
する。
▽対象 中央区に在住、また
③寝たばこは絶対にやめ、吸 は勤務されている方で、 歳
い殻は水をかけてから捨てる。 以上の方（男・女）。
また、火災から大切な生命 申込・詳細 中央消防署予防課
を守るために火災予防条例が
☎（ ）２１２０
改正され、一般のご家庭に住
宅用火災警報器の設置が義務
化されました。新築住宅は平
成 年 月 日から、既存住
宅は平成 年 月 日から義
務付けられたので、この日ま
でに住宅用火災警報器を設置
しましょう。
火災予防についてのご相談・
ご質問は
中央消防署予防課防火推進
☎（ ）２１２０


☎561-3256（南11西14）

25

中央保健センター
係

幌西まちづくりセンター

20

豊水まちづくりセンター
18

☎511-6371（南23西10）

10
（金）

215

☎261-3669（北１東10）

215

☎231-2400（南３西11）

18

30

山鼻まちづくりセンター

11

旭山公園通地区センター
１

中央区役所
15

（月）

4

☎271-1100（南２西10）

215

市コールセンター ☎222-4894
14

231

（日）

「春の火災予防運動」
を
実施します

11 20

中央区民センター
１

６

区役所関連施設

春先は、空気が乾燥すると
ともに強い風が吹き、火災が
発生しやすい季節であること
から、 月 日 から 月
日 までの 日間、中央消防
署では「春の火災予防運動」
を実施します。
次のことに注意し火災のな
4

中央区土木センター
６

20

（金）

（水）

☎511-7221（南３西11）

18

情 報
オアシス
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4月11日からの内容です

231

24

発令中

（木）
25

交通事故発生件数
死者数

話不可、③のみ電話可）。
国民健康保険料の納付と
開始時点で定員を超えた場
夜間相談について
合は抽選。定員に満たない場
平成 年度の国民健康保険 合は、引き続き先着順で窓口
料の納め忘れはありませんか。 で受け付け（午前８時 分～
保険料の最終納期限が過ぎ 午後７時（日・祝日を除く））。
ていますので、未納の保険料 ※受講料は申し込み時に、教
がある方は、至急納付してく 材費は講座の初日にお支払い
ください。納入された受講料
ださい。
保険料を長期間滞納すると、 等は原則として返却できませ
保険証の返還や財産の差し押 ん。
さえ等の行政処分を受けるこ 詳細・申込 旭山公園通地区セ
とがありますので、納付でき ンター
☎（ ）１７００
ない事情のある方は、至急保
険年金課にご相談ください。
なお、平日の午後５時 分
までに区役所へお越しになれ
ない方に対して、夜間相談を
行いますのでご利用ください。
▽夜間相談 ４月 日 、
日 の午後８時まで。
※夜間相談は、庁舎南側玄関
からお入りください。
保 険 年 金 課 収 納 一・二
☎（ ）２４００



19

18

発生件数

詳細

係

地区センター講座

火の元警報

▽日程等 下表の通り。
▽会場 旭山公園通地区セン
ター（南９西 ）。
▽対象 区内在住・在勤の
歳以上の方（高校生を除く）。
▽持ち物 ①②③筆記用具。
▽申込 同センター多目的ホ
ールで受け付け開始（①②電

毎日が

18

（金）

傷者数

498
408
0
（+16） （±0） （+15）
2,395
1
2,932
札幌市
（+155） （-6） （+207）
中央区

15

520

45

※平成20年３月20日現在。（ ）は前年比

＜地区センター講座＞
講座名

開催日時

申込

5月12日（ 月 ）、14日（ 水 ）、
①かんたんパソコン教室
４月12日（土）
エクセル
16日（金）、19日（月）
Excel
＜全４回＞
午前10時～
の午前９時～正午

定員
18人

料金
受講料
教材費

3,400円
1,000円

受講料
教材費

3,400円
1,000円

内容：パソコン初心者が対象で、Excelの基本練習、簡単な計算式を学びます。
②かんたんパソコン教室 ５月12日（月）、14日（水）、
ワ ー ド
４月12日（土）
Word＆インターネット 16日（金）、19日（月）
午前10時～
＜全４回＞ の午後１時30分～４時30分

18人

内容：パソコン初心者が対象で、文字入力の練習、Wordの基礎およびインターネットの検索など
を学びます。
いざな

③美術への誘い〜
『午後の美術館』

５月９日（金）
午後１時30分～３時

かた おか たま こ

４月12日（土）
午前10時～

40人

無

料

内容：追想「片岡球子」の世界（４月22日（火）〜７月２日（水）道立近代美術館で開催）・ピカ
ソの生涯・北海道の海辺の風景など、専門員がエピソードを交えながらお話しします。

広告

中央
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4月11日からの内容です

混雑緩和のため、お住まいの地域により実施日
を指定しておりますので、ご協力願います。なお、
体調不良など特別な事情のため、指定日にお越し
になれない方は、他の実施日にお越しください。
◆日時 下表の通り。
◆会場 中央保健センター（南３西11）。
◆その他 １歳を過ぎたお子さんは、ポリオワク
チンよりもＭＲワクチン第１期を優先して接種し
ましょう。
駐車スペースが狭いた
め、自家用車でのご来場
はできるだけご遠慮くだ
さい。
※詳細は、全市版28ペー
ジをご覧ください。

ガイ ド

申込・詳細 保健センター健康・子ども課
〒060-0063 南３西11 ☎511-7221 c 511-8499

【お花見ウオーキングを実施します】

月

日

受付時間

お住まいの地域

午前９時20分
北 １ 条 ～ 北 ６ 条・
～10時50分 旭 ケ 丘・ 界 川・ 大 通

５月13日（火）

午後１時20分
南 ８ 条 ～ 南14条・
～２時50分 中 島 公 園・ 盤 渓

５月19日（月）

午前９時20分
南 １ 条 ～ 南 ７ 条・
～10時50分 伏 見・ 双 子 山

５月23日（金）

午後１時20分
南 15 条
～２時50分

５月26日（月）

午前９時20分
北７条～北22条・円山・円
～10時50分 山 西 町・ 宮 ヶ 丘・ 宮 の 森

５月30日（金）

午後１時20分
上記の指定日に服用
～２時50分 で き な か っ た 方

～

（日）

15

日 の

5月12日（月）

～４月

南 30 条

（火）
10

日間実施されます。

保健センターから円山公園までウオーキングす
る「お花見ウオーキング」を実施します。一緒に
桜を楽しみながら健康づくりをしませんか。
◆日時 ５月８日（木）午前10時～正午（受け付
けは午前９時30分から）。
◆集合場所 中央保健センター２階講堂（南３西
11）。※ゴール地点の円山公園で解散になります。
◆対象 区内にお住まいの方。
◆定員・費用 50人・無料。
◆申込 ４月14日（月）～25日（金）の午前９時
から午後５時まで電話で（ファクス不可）。先着順。

～子育てに役立つ情報を提供するコーナーです～
詳細 健康・子ども課子育て支援係
〒060-0063 南３西11 ☎511-6399

【子育てサロンに参加しませんか】
親子が自由に集い、交流できる場です。お子さ
んと一緒に気軽に参加し、集った皆さんと楽しく
交流しましょう。
◆日時・会場 右表の通り。
◆時間 午前10時30分～正午。
◆対象 ０歳～就学前のお子さんと保護者。これ
からお父さんお母さんになる方。地域にお住まい
で、親子と一緒に遊びたい方。
◆実施期間 ４月15日（火）から順次実施（小学
校の長期休業期間を除く）。
◆費用・申込 無料・不要。当日、直接会場へ。

会

場

電

話 曜日 開始日

山鼻かしわ児童会館

南15西8

533-0622 火 4月15日

桑園児童会館

北7西15

641-7008

山鼻児童会館

南24西13

561-6220

緑丘児童会館

南10西23

562-1283

苗穂はるにれ児童会館 北1東10

221-2271

幌西児童会館

南14西16

563-2263

円山児童会館

北1西23

621-0325 金 4月18日

各児童会館。または、健康・子ども課子
育て支援係
宮の森児童会館
詳細

所在地

水 4月16日

木 4月17日

宮の森2-5 641-9710
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「新入学（園）期の交通安全特別啓発」が４月６日

【ポリオワクチン服用のお知らせ】



情 報
オアシス

4月11日からの内容です

新入学児童の通学が始まります。家庭や学校、地域ぐるみで交通事故防止に取り組みましょう。

～犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう～
動物病院名

住 所

電話番号

動物病院名

住 所

電話番号

中馬動物病院

北1西23
644-0321 山鼻動物病院
-1-41

南11西14
512-1228
-2-32

表参道ペットクリニック

北2西17
642-1001 ハーティ動物病院
-1-11

南12西7
511-3751
-1-3

ガルドアニマルクリニック

北4西14
231-1024 オオバ動物病院
-1-6-101

南13西14
552-2411
-3-28

三國犬猫科医院

南16西18
北6西25
551-6663
621-0711 ノースアニマルクリニック
-2-21
-1-15

ノバ動物病院

北7西15
612-9711 石山通り動物病院
三耕千葉ビル

南17西10
563-9976
-1-25

梅原ペット病院

南4西23
513-9611 三上動物病院
-2-25

南2東2-15 221-7300

いぬとねこの病院

南６西18
211-8452 円山動物病院
-2-7

宮の森1-11
644-1056
-1-37

おおい動物病院

宮の森1-15
南8西23
616-1212
551-2247 赤レンガワンにゃんクリニック
-3-5
-4-8

天内獣医科病院

南11西10
511-0406 星川動物病院
-1-11

セントラルペットクリニック

南11西14
宮の森4-10
512-1203 宮の森アニマルホスピタル
612-7855
-1-24
-3-14

宮の森2-6
612-2211
-2-10

※休診日は病院によって異なります。電話で確認してください。また、対象などは、全市版27ページをご覧くだ
さい。
※登録手数料3,200円、注射手数料2,490円、注射済票交付手数料700円です。
詳細
動物管理センター ☎736-6134

よろしく！

このイメー
ジデザインは、
「ヒューマン

ふじ さわ あゆ み

ア カ デ ミ ー」

藤 澤 歩 美 さん の作品です。
「中央」の文字

を擬人化し、男性も女性も力を合わせて
中央区を活気あふれる地域にしよう！と
いう思いが込められています。

広告

中央
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～区役所へは公共交通機関でお越しください～
区役所にお越しの際は、できるだけ公共交通機関をご利
用くださるよう、ご協力をお願いします。
区役所周辺は駐車禁止となっております。路上での駐車
はおやめください。
詳細

総務企画課庶務係

☎（231）2400

内線（212）

ふれあい写真館
冬の震災体験
２月21日（木）リンケージプラザ（北１西９）
において、「冬の震災体験」が開催され、地域
住民など約100人が参加しました。
参加者は、屋外でバケツリレー訓練を行い、

エー イー ディー

その後、屋内においてロープ結び訓練やＡＥＤ
そ せい

による心肺蘇生法について学びました。
また、エレベーター会社の社員から、エレ
ベーターがどのように作動するか説明を受けた
あと、実際にエレベーターに乗り込み室内灯の
消灯、緊急停止、最寄り階への停止などを体験
しました。

荒井山でチューブ滑り
２月24日（日）荒井
山緑地（宮の森）にお
いて、荒井山町内会主
催の「第４回チューブ
ソリ大会」が開催され、
町内の子どもやその
保護者など約150人が
参加しました。
参加者は時折、強風による激しい地吹雪に見舞われな
がらも、チューブ滑りを楽しんでいました。

オヤジの仲間づくり講座
３月８日（土）ミューズクラブ札幌（南
10西１）において、中央区主催のまちづく

卒団おめでとう！

り参加・入門教室「オヤジの仲間づくり講
座」が開催され、24人のシニア世代の男性
が参加しました。

３月１日（土）札幌市

講座は「気になるファッション」、「中央

消防局（南４西10）にお

区のオヤジたち」、
「バンドをやってみたい」

いて、札幌中央区少年消

の３部構成で行われました。

防クラブ協議会主催の

第１部では、参加者が最新の春物ジャケ

「少年消防クラブ合同卒

ットなどを試着しながら、講師からカジュ

団式」が開催され、クラ

アルな着こなし方、服装を決める際のポイ

ブ団員やクラブ指導者な

ントなどについて学びました。また、第２

ど約140人が出席しました。

部では、中央区で活動している男性３人か

中央区には、苗穂・桑園・幌西・山鼻・円山の５つの

ら、仲間づくりの大切さや活動の楽しみに

少年消防クラブがあり、86人の児童が活動しています。

ついての話があり、参加者から質問が出さ

このたび、そのうちの６年生24人が卒団しました。

れるなど、会場は大いに盛り上がりました。
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