
8時～21時（年中無休） Eメール　info4894@city.sapporo.jp 
2222-4894 6221-4894　

市の各種手続きや施設、行事、公共交通案内などは
札幌市コールセンター 

www.city.sapporo.jp ※広報さっぽろの誌面も掲載

札幌市役所ホームページ 

携帯電話対応サイト 
http://www.city.sapporo.jp/mobile/

こちらからもアクセスできます→ 

市役所・区役所などの連絡先 
●市役所 
　〒060-8611　中央区北1西2
  2211-2111（代表） 6218-5161（広報課）  

●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）
　2♯7119　ダイヤル回線、IP電話は2272-7119

●夜間急病センター
　中央区大通西19WEST19内

ウ エ ス ト

6615-86042641-4316

※市税事務所の所在地、電話番号は28ページをご覧ください。

●区役所（電話は代表、ファクスは広聴係）
中 央 区
北　　区
東　　区
白 石 区
厚 別 区
豊 平 区
清 田 区
南　　区
西　　区
手　稲　区

南3西11
北24西6
北11東7
本郷通3北
厚別中央1の5
平岸6の10
平岡1の1
真駒内幸町2
琴似2の7
前田1の11

2231-2400
2757-2400
2741-2400
2861-2400
2895-2400
2822-2400
2889-2400
2582-2400
2641-2400
2681-2400

6231-6539
6757-2401
6742-4762
6860-5236
6895-2403
6813-3603
6889-2402
6582-0144
6641-2405
6681-6639

2211-2042 6218-5165

市政に関するご意見、ご提案などは
市民の声を聞く課 

表紙の
ことば  

スマイルさっぽろ
HBC　AM 1287kHz AIR-G'　FM 80.4MHz

サッポロ・シティ・ナビ
NORTH WAVE　FM 82.5MHz

今 月 の 広 報 番 組
テ　レ　ビ

ラ　ジ　オ

※テレビ広報番組は、ホームページでもご覧になれます。

ポップアップさっぽろ

札幌市市長政策室広報部広報課 
〒060-8611 中央区北1西2 2211-2036 6218-5161
Eメール　kohokakari@city.sapporo.jp

編 集 

広報さっぽろは毎月10日までに、町内会や、市が委託した民間の会
社を通じて市内の全世帯に配布しています。詳細は、広報課かお住
まいの区の区役所広聴係へお問い合わせください。

札幌の人口と世帯 

発生 
死者 
傷者 

市内の交通事故 
10月1日現在（前月比）
国勢調査ベース 

1,942,648人（＋342）
932,974世帯（＋655）  

平成26年1月1日～9月30日（前年比） 

4,133件（－482）
17人（－4）
4,704人（－504）   

2014 

毎月第2、第4火曜 9時35分～45分

毎月第1、第3金曜 11時50分～12時

［内容］

毎月第2、第4木曜 12時25分～30分
※「Sparkle Sparkler」（12時～15時55分）内※「山ちゃん美香の朝ドキッ ！」（9時～11時）内

［内容］
自覚症状が無くても検診で安心
「がん検診」 ほ　　　か

［内容］
新たに古着も回収 ！ 
「地区リサイクルセンター」 ほ　　　か

札幌に冬の訪れを告げる
「さっぽろホワイトイルミネーション」 ほ　　　か

スパークル スパークラー

札幌 広報番組 検 索

さっぽろ散歩
STV　AM 1440kHz
毎週土曜 11時30分～ 45分

［内容］
市民が主役のまちづくりのために
「まちづくりパートナー企業」 ほ　　　か

※11月29日（土）は放送をお休みします。

11

［内容］ 力を合わせて心を一つに
「清田区少年少女大なわとび大会」 ほ　　　か

札幌ふるさと再発見 STV
毎週土曜 11時54分～59分

ウオッチングさっぽろ TVh
毎週火曜 22時54分～59分

［内容］
アートの入り口
「さっぽろアートステージ」 開幕 ！ ほ　　　か

［内容］
「さっぽろ天神山アートスタジオ」 ほ　　　か

創造都市さっぽろ
毎月第2、第4日曜 8時55分～9時

UHB

中央区・山鼻南小学校2年1組　　寺師　愛菜
てら し え な

とも せんだち せいせいねん

11月のたまご

　11月ときいて思いうかんだものをみんなで作り
ました。わたしはいろいろあって、できあがったも
のを見たらとっても色があざやかで、きれいでし
た。虹色のものもありました。11月のものがあつ
まってきれいです。

やまはなみなみちゅうおう く しょうがっこう ねん くみ

がつ おも つく

み いろ

にじ いろ がつ

2年生のお友達と先生

がつ

プレゼント

応募方法 

正解者の中から抽選で30人の
方に「ミュンヘン・クリスマス市
オリジナルマグカップとピンバッ
ジ」をセットで
差し上げます。

広報
クイズ

問 題 

はがき、ファクス、Eメール。クイズ
の答え、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、広報誌や広報番
組への意見・感想を記入し、広報
課（右記）へ。11/20（木）消印有
効。当選者の発表は発送をもって
代えさせていただきます。10月号
の正解は「オリンピック」でした。

14ページもご覧ください

市が9月11日の大雨時に
発令した、災害が発生する
可能性が極めて高いとき
に、皆さんに安全な場所へ
の移動を促す情報は何で
しょう。□に入る漢字2文字
をお答えください。

□□勧告
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9月11日未明――市内に突然降り注いだ大雨は、住宅への浸水や土砂崩れなどの被害をもたらしました。
大雨による災害は全国的に増えており、札幌でも今回を上回る大雨に見舞われる恐れがあります。
この特集では、大雨による危険や避難時の心構え、日頃からできる備えなどを紹介。災害から自分自身や
大切な人の命を守る方法を考えます。

北海道新聞社提供

毎日新聞社
提供

大雨による災害から
命を守るために

詳細 危機管理対策課 211-3062



大森 陽子さん
おおもり よう こ

9月11日は、数十年に一度の雨が降ると見込ま
れるときに出される「大雨特別警報」が道内で
初めて発表されるほど、すさまじい雨でした。市
では33年ぶりとなる避難勧告を6つの区、約78
万人に発令。緊迫した状況でした。

札幌を襲った
大雨を振り返る

毎日新聞社提供

9月11日、0時から7時までに南区常盤で
計測された雨量は268mm。これだけの
雨量は、市では過去に例が無いほどのも
のでした。住民の少ない山間部に雨が集
中したため、人的な被害はありませんで
したが、住宅への浸水などを引き起こし
ました。

南区石山東地区、真駒内川沿いの一戸
建て住宅に居住。川が氾濫する危険を
感じて、石山東小学校に避難した。

床 上 浸 水

床 下 浸 水

住宅一部損壊

道 路 冠 水

土 砂 崩 れ

河川氾濫など

7戸

2戸

1戸

98カ所

9カ所

40カ所

この日、市内156カ所に避難所を開設。479人が身を寄せた
（写真は南区常盤小学校）

過去最大級の
大雨が短時間に

■常盤地区の9月10日夜～11日朝の雨量 ■市内の主な被害
（mm）

（時）

鳴り止まない雷鳴と
増水する川に
恐ろしさを感じました

実際に避難した方が語る大雨の
恐怖

市は大雨警報が出た時点で警戒体制をとり、速やかに避難勧告を発令することで、
皆さんに危険をいち早くお知らせするとともに、人的被害の防止に努めました。結
果、死者やけが人は出ませんでしたが、開設が遅れた避難所が複数あったことなど、
課題も残しました。市は今回の大雨を受け、災害の専門家の意見を聞きながら課題
を検証し、非常時により適切な対応が取れるよう災害対策を強化していきます。

見えてきた課題
9月11日の大雨で
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　9月11日未明からのたたきつけるような雨の音や、激
しく光る雷、家の脇を流れる真駒内川の轟音で、ほと
んど寝られませんでした。午前3時ごろラジオで避難勧
告の発令を知り、さらに不安が募りました。
　「川が氾濫するのでは」と身の危険を感じ、夜明けを
待って避難所になっている小学校に向かいました。その
とき、川の水は茶色く濁り、堤防から今にもあふれ出る
ように見えたことを覚えています。

　小学校までは歩いて12分ほど。鳴り止まない雷と雨の
中、食料などを持って歩く道のりはとても長く感じられまし
た。
　避難所に着いたとき、すでに10人ほどの人がいたように
思います。幸い、わが家の周辺で川の氾濫はありませんで
したが、今後も同規模の大雨が降るかもしれません。命
を守るために、災害がもたらす危険を知り、安全に避難す
る方法を考えておかなければと、あらためて感じています。

ごう

最大雨量は
1時間に
62ｍｍ!
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大雨が引き起こす
危険を知る

大雨がきっかけで起こる災害には、
家や道路が水につかる「浸水」と、
崖が崩れたり、土砂が流れたりする
「土砂災害」の二つがあります。

川の近くでは堤防からあふれ
た大量の水が勢いよく流れ出
し、辺り一帯に広がります。土
地の低いところでは1階部分が
全て浸水することもあります。

道路にたまった水は、地下へ向かう階段
へ流れ込みます。浸水が進むと水圧でド
アが開かなくなったり、停電でエレベー
ターが使えなくなったりして、閉じ込めら
れる危険性があります。

通常、雨は道路脇の雨水ますなどから下
水管を通って川に排水されます。しかし、
排水しきれない量の雨が流れ込むと、下
水管につながるマンホールのふたが外れ
たり、水が道路にたまったりします。

川が氾濫し
道路や家が水につかる

雨水ますやマンホールから
水があふれ出る

地下街や地下通路に
水が流れ込む

テレビやラジオ、インターネットなどで情報を集め、建物の
中に待機するか、避難所などに逃げるかを判断しなければな
りません。自宅の2階以上など、予想される水位よりも高い所
にいられる場合は、その場での待機も有効です。

速やかに情報を集め
待機するか避難所に向かうか判断を

浸水の危険を感じたら…

避難所などに
向かうときは

長靴だと中に水が入り、脱げて移動
がしづらくなることも。脱げにくいひ
も靴が最適です。

道路にたまった水は濁っているため、マンホールのふた
が外れてできた穴や、ガラス片などが見えません。棒で
足元を確認しながら移動すると安全です。

丈の短いひも靴を履く
たけ

探り棒で足元を確認しながら歩く

川沿いではなくても油
断は禁物。傾斜などに
より川から離れた地域
でも発生する可能性

があります

浸　水

42014―供―広報さっぽろ



死者やけが人が出る可能性が極めて高い
か、すでに発生した状況で発令するもの。

避難指示

• 斜面から水があふれ出てくる
• 川の水が濁る

地中に水がしみ込み、土の抵
抗力が弱まることで発生。斜
面にある土砂や石、木などが
勢いよく崩れ落ちてきます。

斜面が突然崩れる
「崖崩れ」

山や川底にある大量の土砂が
沢や川に流れ出す災害。時速
20km～40kmで一気に押し寄
せ、辺りを埋め尽くします。

土砂が沢から
押し寄せる「土石流」

土砂災害の前兆も知っておこう

2～3時間前

• 斜面から小石が落ちてくる
• 川に木が流れてくる

直前
• 斜面に亀裂が入る
• 地鳴りが聞こえる

1～2時間前

9月11日の大雨の後、皆さんから寄せられた疑問にお答えしま
す

災害を予測して避難の準備を呼び掛け
るもの。高齢の方や、障がいのある方な
どは避難開始の目安になります。

避難準備情報

■避難情報は危険度に応じて3段階で発信

災害が発生する可能性が極めて高い
状況で発令するもの。

避難勧告

避難勧告とは、災害の危険が迫っていることを伝え、直ちに身を守る行動をとることを促す
ものです。大雨時の避難には、近所の小中学校などの「安全な場所への移動」と、自宅など
の「高い階への移動」の二つの方法があります。状況に合わせて判断することが必要です。

市と携帯電話会社が協力し、災害に関わる情報を市内にいる方に直接かつ迅速にお伝え
するサービスです。今後は地域を限定して送信することなどを、携帯電話会社と協議して
いきます。

携帯電話にたくさん届いた緊急速報メールとは？

避難勧告が出てもどうしたらよいのか分からなかった…

9月11日に発令したもの

▲実際に送信した緊急速報
メール。大きな警告音でお知
らせしました

土石流や崖崩れは発生してから避難しても間に合わないことが多い
災害です。前兆を感じたら、すぐにその場を離れるか、頑丈な建物の
斜面から遠い2階以上の部屋に移動し、区役所に連絡してください。

土石流の勢いはすさまじく、流れに沿って逃げると
飲み込まれてしまうことも。流れに対して直角に走る
と逃げ切りやすくなります。

前兆に気付いたらすぐに行動 土石流からは流れと直角に逃げる

土砂災害の危険を感じたら…

一刻も早く避難してください

山沿いや崖地で発生
することが多い災害。
坂の多い市街地でも
起こる可能性が
あります

土砂災害
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大雨を想定して
万全の備えを

災害が発生したときに適切な行動を取るた
めには、日頃からの心構えが欠かせません。
家庭や地域で災害が起きたときのことを想像
し、いざというときに備えることが大切です。

洪水発生時の危険箇所や
避難場所、避難の目安など
が分かる地図。豊平川など
の大きな川と、それ以外の
小規模な川に分けて作成し
ています。

市では、洪水や土砂災害の被害を受けやすい地域を確認できるマップ
を配布しています。このマップを使って、避難する場所や経路を確か
めてみてください。

崖崩れや土石流による危険
が予想される区域や避難場
所を掲載。山沿いのほか、
平地でも被害が想定されて
いる地域もあります。

小中学校などの避難所に逃げる場
合、そこで過ごす時間が長くなること
もあるため、最低限の生活必需品を
持ち出さなければなりません。必要な
ものをあらかじめリュックサックなど
に詰めて保管しておくと安心です。

洪水ハザードマップ、土砂災害避難地図は区役所などで配布中
土砂災害危険箇所図は区役所などで見ることができます

家庭での備え

洪水ハザードマップ 土砂災害避難地図
土砂災害危険箇所図

避難時の持ち出し品を
そろえておこう

危険な区域と避難場所が分かるマップで
自分の家の危険度を確認しよう

最低限、これらのものは準備！

ホームページでも見られます

□ 食料（缶詰など）・水
□ 携帯ラジオ・電池・懐中電灯
□ ロープ・探り棒
□ 常備薬

□ 衣類・防寒具・下着
□ かっぱ・雨具
□ ハザードマップ・避難地図

持ち出し品チェックリスト

浸水時の水の深さ
ごとに地域を色分
け。自宅の危険度
が一目で分かる！

検索札幌市　災害危険箇所図

62014―供―広報さっぽろ



市民を不安と恐怖に陥れた9月11日の大
雨。そこから得られた教訓を、私たちは今
後に生かしていかなければなりません。
記憶が鮮明なうちに、家庭や地域でいま
一度あの日の行動を振り返り、今後起こ
るかもしれない災害への備えに役立てて
みてはいかがでしょうか。

宮の森大倉山連合町内会会長 吉田 重弘さん
よし だ しげひろ

▲訓練では、土砂が川の流れを
　変えることで起こる浸水を想
　定し、土のう作りを行った

▲

地域活動の拠点である町内会
　館に、防災機材をそろえている

民生委員 佐々木 涼子さん
さ さ き こりょう

▲
支援が必要な方を
実際に運び出す訓
練を実施。避難経路
や救命の方法が再
確認できたと好評
だった

この地域は、三角山など三つの山に囲
まれた傾斜地にあるので、「土砂災害は
必ず起こる」という意識で防災に取り
組んでいますよ。訓練のたびに機材の
使い方や、災害時の役割分担を確認で
きるので、今後も毎年開催していきます。

先日の大雨時、近くの厚別川は氾濫寸前でした。
実際に災害が起こったときに慌てることのないよ
う、最悪の状況を想定することが、私たちの命を
守るのだと思います。これからも地域のみんなで
話し合いながら防災意識を高めていきたいですね。

配布場所 区役所、市役所7階危機管理対策課  ほか

大雨や地震発生時の
避難方法などを解説

地域でできる防災の
取り組みを紹介

大雨や竜巻発生時の
避難方法を説明

大雨から
得られた教訓を
未来に生かす

地域での備え

ホームページでも見られます

訓練は平成3年から毎年行っており、今年は約130人が参加。土砂崩
れで倒壊した家屋の模型を使った人命救助や、土砂を運び出すバケ
ツリレーなど、体験を交えて行っています。

土砂災害などを想定した訓練で
災害に負けない地域づくり

近くにある厚別川の氾濫や地震を想定し、アンケートを通して
「支援ができる方」と「支援が必要な方」を把握しています。あら
かじめ誰が誰を助けるか決めておくことで、災害時にとるべき行
動を明確にし、迅速な避難につなげます。

川の氾濫などを見据え
支援が必要な人を事前に把握

防災のことが詳しく分かる冊子を配布中！

清田区・北野第二団地自治会

中央区・宮の森大倉山連合町内会

検索札幌市 パンフレットライブラリー
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福祉分野に力を入れるため、例えば、市民の皆
さんに身近な区役所保健福祉部では5年間で
349人を増員しました。その一方で、業務委託
による民間活力の導入や、事務・事業の見直し
を行い、職員数の抑制に努めています。

問い合わせ先
•給与・勤務時間・休暇は勤労課 211-2082
•人件費・職員数・服務は人事課 211-2072
•研修は自治研修センター 866-3666

※1 このほか、通勤手当や単身赴任手当、勤務の実績に応じて支給される時間外・休日・夜
間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、医師に支給される初任給調整手当
などがあります。

※2 期末・勤勉手当は0.15カ月分引き上げるよう人事委員会勧告がなされました。
※3 持ち家に係る住居手当は、段階的に廃止するよう人事委員会勧告がなされました。※ 国家公務員の、給料の減額措置（平成26年3月

　 まで実施）がない場合

勤務時間や
服務など

勤務時間 月曜～金曜8時45分～
17時15分（一般的な職員の場合）
休暇 年次休暇、結婚、産前・産後、
病気、介護の休暇や育児休業など

勤務時間や休暇
職員の不祥事を防止し、市民の皆さ
んからの信頼を確保するため、各職
場での研修や服務規律の日常的な
確認などの取り組みを行っています。

服務管理
新規採用職員向けの研修や資
料作成などの実務研修、専門的
な業務知識を学ぶ研修を実施
し、職員の育成に努めています。

職員研修

職員の数は
どうなって
いるの？

福祉など必要な分野は増員していますが
総職員数はこの5年間で
176人減少しています

平均給与
［月額］

352,402円
（行政職・平均年齢39.9歳）

初任給
［月額］

特別職の
給料・報酬
［月額］

市長
議長
議員

1,280,000円
1,040,000円
860,000円

171,600円
142,800円

大学卒
高校卒

■国の給料（月額）を100としたときの割合
（ラスパイレス指数）（平成25年4月1日現在）

政令指定
都市平均

札幌市

国

特殊勤務手当

課長職以上に対し、85,700円～144,600円を支給

寒冷地手当

管理職手当

住居手当

民間企業の賞与にあたるもの。年間3.95カ月分を支給※2期末・勤勉手当

地域手当

扶養手当

■職員に支給される手当※１（平成26年4月1日現在）■給与などの状況（平成26年4月1日現在）

0 85 90 95 100 105

扶養親族のいる職員に配偶者は14,800円、配偶者以外は
1人7,000円～8,000円を支給

国家公務員に準じ、市内に勤務する職員に給料・扶養手当・
管理職手当の合計額の3％を支給

借家は27,000円を上限に家賃に応じて支給。持ち家は
6,700円を支給※3

扶養親族の有無などに応じて、年間44,000円～116,800円
を支給

下水処理や有害物取り扱いなどの危険・不快・不健康な
業務などを行う職員に支給

■人口10万人当たりの職員数
　（平成26年4月1日現在・一般行政※部門）

＝100人

政令指定
都市平均 450人

※一般行政…税務、保健福祉、土木など、各都市に共通する
　　　　　　基本的な業務

札幌市 378人

0人

政令指定都市
平均に比べて
72人少ない

■職員数の比較（各年度4月1日現在）

総職員数
14,536人 総職員数

14,360人

1,788人

区保健福祉部
職員数

区保健福祉部
職員数

2,137人

Ｈ21 Ｈ26

-176人

+349人

108.8
100.5※

100

109.1
100.8※

人事人事人事
市職員

110

私
が
疑
問
に

答
え
ま
す
！

部

福祉分野で
増員の一方、
総職員数は
抑制

110

20政令
指定都市の
中で7番目に
低い
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給与の差が極めて小さいため、給与月額の
改定を見送り。期末・勤勉手当は民間企業
との均衡を図るため0.15カ月分の引き上
げを勧告（平均年間給与は5.2万円の増）

人件費のうち、職員給与費は、給与
と職員数の見直しなどにより15年
連続で減少。最も高かった平成10
年度と比べ、1人当たり約200万円
少なくなっています。
※平成25年度一般会計決算。一般会計とは、
　教育・福祉・ごみ収集・道路整備など、行
　政の基本的な事業の会計

職員の給与　は
どうやって
決めて
いるの？

民間企業の従業員の給与などを
考慮して決めています

人件費は
どのくらい？

昨年度は922億538万円。※

15年連続で減少しています

市職員の
給与が決定

可決見直し案を提出

　民間従業員の給与月額
－）札幌市職員の給与月額

差　ー151円

■1人当たりの職員給与費の推移（一般会計決算）
（万円）

民間従業員の平均給与
従業員50人以上の
市内民間事業所を調査

市職員の平均給与
市職員の

給与実態を調査

市長 議会

職員給与費、共済費、退職
手当などの合計

民間企業でいう社会保険料
のうち会社が負担する部分

共済費とは？

職員給与費とは？
給料と手当の合計

人件費とは？

H100

600

800
850

750

700
650

Ｈ22

658

Ｈ23

645

Ｈ24

638

Ｈ25

628

828

■職員給与費の推移
　（一般会計決算）

Ｈ25

Ｈ10 1,030億3,913万円

682億8,175万円

ユウくん

ママ

トモちゃん

人事委員会が民間企業の従業員と市
職員の給与を調査・比較。その結果
を基に、市長と議会に勧告を行いま
す。市長は勧告内容を踏まえて、議会
に給与の見直し案を提出。議会の審
議を経て、市職員の給与が決まります。
※「給与」とは給料と手当を合計したもの

※

札幌市
職員の給与と 給与と 給与と 

検索札幌市　人事行政
市は、今後も給与の適正化や、効率的な行政運営のための職員配置に努めていきます。
給与・人事・研修などの詳細はホームページをご覧ください。

勧告

人事委員会 人事・給与についての
中立的かつ専門的な機関

平成26年度の勧告内容

比較

チェック！

市
職
員
の

給
料
や
人
数
っ
て

ど
う
な
っ
て

い
る
の
？

約200万円
の減少

約3分の2
に減少
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クリック！

すぐに読める！

1

2

小説 絵本

ビジネス書

小説や雑誌、絵本のほか、札幌や北海道で出版された本
など、さまざまな分野の本を、インターネットにつながった
パソコンやスマートフォン、タブレット端末で読むことがで
きます。電子書籍の数は今後も増やしていきます。

貸出券とインターネット予約のためのパスワードをお持ちで
ない方は、市内図書施設での発行手続きが必要です。
なお、タブレット端末などの機器は貸し出していません。

「札幌市電子図書館」のホームページから簡単に借りられます

「借りる」をクリックすると、本が読めます
●   1人3冊まで　●  貸出期間は7日間
●  予約は3冊まで可能

返却期限がくると、自動的に本が返却されます

「札幌市電子図書館」のホームページから、利用者ID
（貸出券の番号）とパスワードを入力してログイン
ホームページ https://www.d-library.jp/sapporolib/

電子書籍を借りてみよう！
1

2

3

札幌市
電子図書館
トップページ

〈読むことができる本の一部を紹介〉

電子書籍の基礎が分かる講習会を開催
図書館のタブレット端末で電子書籍を体験！

日時 11/16㈰、29㈯13時30分～14時30分　
会場 中央図書館（中央区南22西13）　対象 中学生以上の方各10人
費用 無料　申込 当日会場へ直接。先着

雑誌

読むことができる本は約2,900タイトル！全て無料です

10月末から、図書館のホームページで電子書籍を借りられるようになりました。
ここでは、読むことができる本の種類や借り方などを紹介します。

電子書籍電子書籍の貸し出しが
始まりました！

問い合わせ 中央図書館 512-7320

24時間365日、どこでも借りられる

電子書籍とは
本を、パソコンやスマートフォンなど
で読めるようにしたもの。文字を拡大
できたり、絵が動いたりするなど、紙
の本とは違った楽しみ方ができます。

初めての
方でも
安心！

広報さっぽろの
創刊号も掲載！
新しいものも
順次公開予定
です

絵本小説

書

られます

広
創
新
順
で
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行政手続きを円滑にする「マイナンバー制度」の
個人情報の取り扱いに関する意見募集を始めます

旬な情報を
配信中！

市民委員の公募やまちづくりに関するイベントなど、市政やまちづくりに気軽に参加できる情報をメールでお知らせ
しています。市のホームページから登録の上、ご活用ください。 検索市民参加メルマガ

一人一人に12桁の番号を用意することで、税や福祉などの手続
きをよりスムーズに行う「マイナンバー制度」の導入に必要な個
人情報の保護対策への意見を募集します。今回募集するのは、
住民基本台帳事務の個人情報が適切に保護されているかを検
証する評価書案への意見。その他の事務の評価書案について
も、順次皆さんの意見をお聞きしながら、制度の導入を進めてい
きます。

札幌の気候に合った花や緑
でまちを彩る方法を学ぶ
「まちづくりガーデニング講
座」の受講者を募集します。
講座は講義と実習を組み合
わせて実施。知識や技術を
習得して、地域の景観づく
りに役立ててみませんか？

市民活動団体の日頃の
取り組みを、映像を使っ
た発表やパネル展示で
紹介する「マチなか×
NPO」を開催します。出
展するのは、ウオーキン
グイベントの開催や、国
際感覚を養う活動など
を行う団体です。興味がある活動を見つけて、積極的に参
加してみてはいかがでしょうか。

意見の提出方法
11/25㈫から区役所などで配布する評価書案をご覧の上、
12/24㈬（必着）まで。

行政担当者が必要な
情報を速やかに得ら
れるようになり、証明
書類の提出を省略で
きる機会が増えます。

マイナンバー制度 制度PR
キャラクター
マイナちゃん

平成28年運用開始

制度の導入で窓口での手続きが円滑に！

マイナンバーを
使用するのは

優先度の高い３分野

社会
保障 税 災害

対策
意見募集を予定している評価書
11月 ▶ 住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価書

来年以降 ▶ 税や保険料の徴収事務などの特定個人情報保護評価書

問い合わせ 市コールセンター 222-4894

花や緑でまちを彩る
知識と技術を学ぼう

思いを持って活動する
市民団体の話を聞こう

日時 11/23㈷10時30分～15時30分
会場・費用 駅前通地下北大通広場。無料
申込 当日直接会場へ
問い合わせ 市民活動サポートセンター 728-5888

講座

意見募集

イベント

期間・会場 来年1/15㈭～11/7㈯。全20回。講義：市民ホール
（中央区北1西1）、実習：百合が原公園（北区百合が原公園）ほか
対象・費用 18歳以上の方20人。13,000円
申込 11/4㈫から区役所などで配布する申込書を、11/28㈮
（必着）まで。多数時抽選。講義のみの受講も可（1講義500円）
問い合わせ 公園緑化協会 211-2579

まちづくり活動を始めるきっかけになる情報をまとめて紹介！
気軽に市政に参加してみませんか？
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