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公式マスコット

自転車マナーをもう一度！
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旧1年1組のお友達と先生
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こいのぼり
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ふし こ きたしょう がっこうきゅう

とどろき

ねん くみ

なか よ

み

ゆ

轟 心結

東区・伏古北小学校旧１年1組
あそ

つく

仲良く遊んでいるふたごのこいのぼりを作りまし
し

あ

いち ばん うえ

た。仕上げに、一番上にビーズをおいたのがむずかし
なか よ

き

かったです。ふたごを仲良くえがおにできたのが気
い

はや

か ぞく

み

に入っています。早く家族にも見せてあげたいです。

市役所のどこに聞いたらよいか分からないときは

市役所・区役所などの連絡先

札幌市コールセンター
ツーじる

●市役所（電話は代表、ファクスは広報課）

しやくしょ

b222-4894 6221-4894
8時〜21時
（年中無休） Eメール info4894@city.sapporo.jp

市政に関するご意見、
ご提案などは

市民の声を聞く課

b211-2042 6218 -5165
札幌市役所ホームページ
10区全ての
www.city.sapporo.jp ※広報さっぽろの誌面も掲載。
区民のページもご覧になれます。

携帯電話対応サイト http://www.city.sapporo.jp/mobile/
市内の交通事故

4月1日現在
（前月比）
国勢調査ベース

平成28年1月1日〜3月31日
（前年比）
発生
傷者

●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

b231-2400
b757-2400
b741-2400
b861-2400
b895-2400
b822-2400
b889-2400
b582-2400
b641-2400
b681-2400

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

※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。

●夜間急病センター
ウ エ スト

札幌の人口と世帯
1,953,833人
（−281）
922,826世帯
（＋2,795）

中央区北1西2 b211-2111 6218-5161

〒060-8611

中央区大通西19WEST19内 b641-4316 6615-8604

1,426件
（+169） 死者 3人
（−1）
1,710人
（+225）

●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）
b＃7119

ダイヤル回線、IP電話はb272-7119

※今月から、広報クイズの掲載場所が32ページに変わります。

TV

今 月 の 広 報 番 組
テレビ

ホームページでも放映中！

札幌ふるさと再発見

札幌 広報番組

ウオッチングさっぽろ
TVh

STV
毎週土曜 11時54分〜59分

毎週火曜 22時54分〜59分

●内容
ライラックまつりを支える
ボランティアの活躍
（5/28）ほか

●内容
ストップ

STOP ! 危険運転
自転車押し歩きキャンペーン
（5/17）ほか

札幌発ぐるっと北海道
HBC

編集

1

ラジオ

検索

スマイルさっぽろ
HBC

AM 1287kHz

毎月第2、第4火曜 9時35分〜45分

●内容
若者よ、
まちづくりに参加しよう！
（5/24）ほか

さっぽろ散歩
STV

AM 1440kHz

毎月第2、第4日曜 16時54分〜17時

毎週土曜 11時30分〜 45分

●内容
≪湧別町≫花畑一面に広がる
220種類のチューリップ
（5/22）ほか
プレゼント企画もあります !

●内容
誰もが暮らしやすいまちへ
障害者差別解消法
（5/14）ほか

札幌市広報課
〒060-8611 中央区北1西2 b211-2036 6218-5161
Eメール kohokakari@city.sapporo.jp

ポップアップさっぽろ
AIR-G'

FM 80.4MHz

毎月第2、第4木曜 12時25分〜30分

●内容
迫力の星空を見に行こう
青少年科学館新プラネタリウム
（5/12）ほか

サッポロ・シティ・ナビ
NORTH WAVE

FM 82.5MHz

毎月第1、第3金曜 11時35分〜45分

●内容
札幌国際芸術祭2017に向けて
（5/20）ほか

広報さっぽろは、毎月10日までに、町内会などを通じて市内の全
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。

表紙右下にある
「
（
」サッポロスマイル）
は、食や自然、四季折々のイベントなど
多くの魅力に恵まれた
「笑顔になれる街」
さっぽろをイメージしたロゴです。

通勤や買い物途中に見掛ける公園のみどり、近所で咲いている花々――。
日常に溶け込んでいるこれらの光景の陰には、
住む人、訪れる人のために、街のみどりを増やそうと活動する人々の姿があります。
今回の特集では、そんな方々の取り組みを通して、
花とみどりのまちづくりについて考えていきます。
詳 細 みどりの活用担当b211-2522

自宅で
ガーデニング

生き物の
すみかに

街に彩りを
添えて
おもてなし

森の
手入れ

空気が
きれいに

市民の約9割が「この街が好き」
と答え
ている街、札幌。その理由として、
「 みど
りが多く、自然が豊か」
という答えが常に
公園・
街路樹ますの
草花のお世話

気持ちが
安らぐ

上位に挙がっています。市では、街に彩
りを与えてくれるだけでなく、札幌の魅
力でもあるみどりを将来の世代につな
ぐために、市民の皆さんと一緒にみどり
を増やす取り組みを行っています。
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個人 で

タウンガーデナー
みどりを通じたまちづくりに関心のある方が登録し、活動の輪を広げる制度
282人、33団体登録（H28.3.31現在）

草が伸び放題になっていた庭をきれいにしたいと思い、3年
前から庭づくりを始めました。もともと、植えてもすぐ花を
枯らしてしまうほどの初心者でしたが、タウンガーデナーに
登録し、講座への参加などの活動を通して、ガーデニングの
腕が少しは上がったかなと感じています。どんな花を植える

タウンガーデナーに
登録している

のかを考えたり、庭に出て草花の成長を見守ったりするの

のぼりさか とも こ

が楽しくて、今では私の趣味の一つになっているんですよ。

登坂 智子さんに
聞きました！

学んだことを
家で実践！

家の前のツタや花で周りを笑顔に

ナーに
ガーデ
タウン した方は
登録

講 習 会や花 壇 作りでスキルアップ

玄関前に植えた花などが

多肉植物や苗作りに関す

近所の人との会話のきっ

る講 習 会で知 識を身に

かけになり、育てた苗を

付 けられるだけで なく、

プレゼントしたことも。花

児童会館などでの花壇

を通したつながりが生ま

作りといったまちづくり

れています。

活動にも参加できます。

対象 18歳以上の方。

タウンガーデナーに

申込 花と緑のネットワーク事務局
（公園緑化協会内、b251-3309）
へ電話の上、申請書を提出。

登録しませんか

タウンガーデナー
登坂さんの
おすすめを紹介！

申請書はホームページからも入手できます。

1

日陰でもぐんぐん育つ
丈夫な植物

アイビー

2
ラムズ
イヤー

銀白色の柔らかい毛で
覆われた葉が魅力

自宅で植物を
育ててみよう！

［用意するもの］ ［実際に植えてみよう］
鉢、苗、用土、

１.植え込み
（①は6月〜10月、②は6月ごろ） 2.水やり

３.その後

①は固形肥料、

苗が崩れないように植え付け、水をあげる。

①はどんどん伸びるため年に1

②は液体肥料

①は2カ月に1回を目安に固形肥料を与える。 水やりのタイミング。根元

回程度植え替える。

②は月に2回を目安に液体肥料を与える。

②は6月〜8月ごろに花が咲く。

3
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土の表面が乾いたときが
にたっぷりと水をあげる。

みんなで
一緒に

公園ボランティア
公園のみどりを守り育て安心して遊べる環境づくりを行う
77団体登録（H28.3.31現在）

「日曜日にタネを持って集まろう」
を合言葉に、北区屯田地
域のみどりを増やす活動を行う団体を、5年前に立ち上げ
ました。種を植え、苗を育て、花を手入れしていくのは時
間がかかることですが、地域の方から
「きれいだね」
「街が
明るくなった」
と言われたり、花の名前を聞かれたりする

公園ボランティア
（シーディー・サンデー・プロジェクト）
SSP

と、少しでも興味を持ってもらえたのだとやりがいを感じ

さくら ぎ かず お

代表 櫻木 和夫さんに

ます。自分たちの活動が街の景観づくりにもつながって

聞きました！

いると思うと、
うれしくなりますね。これからもみんなで協
力して続けていきたいです。

街を元気にするSSPの活動

花壇を花でいっぱいに

地域を巻き込む
「花と緑の交換会」

屯田地区センター

誰もが気軽に交流し、学べる

や屯田西公園のほ

場をつくろうと、毎年３回行っ

か、江 南 神 社 の 前

ている催し。種まきや堆肥作

にある歩道のます

り講習会なども実施し、みど

花壇作りを中心に、

りと親しむきっかけとなるよ

月に2回程度活動

うな企画を考え、取り組んで

しています。

います。

公園ボランティアを
募集しています

申込 みどりの活用担当b211-2522へ電話の上、申請書を提出。申請書はホームページから
も入手できます。

街路樹ますなどに植える苗を種から育てる

マイタウン・マイフラワープラン
幼稚園10園、小学校167校、地域団体23団体で実施（H27年度）

幼稚園児や小学生らが種から花苗を育てて、幼稚園や小学校、沿
道の花壇や街路樹ますなどに植える取り組み。子どもたちが花
やみどりへの愛着を深めるとともに、通りを行き交う人たちの目
を楽しませています。
Ｈ26年度からはフラワーポットを企
業やお店などに預けて管理しても
らう取り組みも実施しています。

2016―漁―広報さっぽろ
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木 々が 生い 茂る貴 重な森を次 の 世 代 へ

森 林ボランティア
17団体登録（H28.3.31現在）

中央区の旭山や清田区の白旗山など、
森林の保全を目的として市
が管理する
「都市環境林」
に入り、
下草刈りなどの活動を行ってい
ます。
また、
自然観察会なども行い、
森を守る大切さを伝えています。
申込 みどりの活用担当b211-2522へ電話の上、申請書を提出。
申請書はホームページからも入手できます。

こんな活動をしています
・下草刈り
苗木の成長を妨げる植物を除去する
・下枝払い
枝を取り除き、美しい森林環境を保つ
・間引き
混み合った木々の一部を間引き健全な環境を整える

▲下草刈りはカマを使って作業することも

約2,000本の苗木を植える

さまざまな花とデザインで公園を美しく彩る

ふるさとの森づくり植樹祭＆育樹祭

企業による花壇作り

毎年9月開催

企業45社が参加（H28年度）

北区茨戸川緑地などで、市民、学校、企業などと

市民の憩いの場であり、多くの観光客が訪れる

市が協働で、
ハルニレやアオダモ、
ミズナラの苗

大通公園の花壇に企業が出展。大通公園1丁目

木を植える取り組み。昭和42年から始まり、毎年

〜7丁目を色とりどりの花で飾り、来訪者たちを

多くの方が参加しています。

もてなしています。

大通花壇コンクール特別賞
（H27年度）

札幌の四季の移り変わりを演出し、暮らしに潤いや安らぎを与えてくれ

みどり豊かな

る
「みどり」
は、私たちのかけがえのない財産です。このみどりを将来に

さっぽろを目指して

わたって守り育てていくためには、皆さんの協力が欠かせません。草花
が芽吹くこの季節に、
できることから始めてみませんか。
花とみどりに関する活動や支援などの詳細は、ホームページでもご覧になれます。
札幌市

5
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公園・みどり

検索

今年4月に、障がいのあるなしにかかわらず、分け隔てなく暮らすことができる
社会を目指すことを定めた法律、
「 障害者差別解消法」が施行されました。

ここでは、障がいのある人々の声を通して、誰にとっても住みよい街にしていくために
私たちができることを考えます。 i障がい福祉課 b211-2936

牧野さんは 年ほど前に

難病を患い︑

車いすで日常生活を

初めはしばらく何も

送っていると伺いました︒

牧野

したくない日が続きました

ね︒でも︑できないことを

残念と思うより︑できるこ

とをやらない方が残念だと

す︒優しく声を掛けてくれ

て︑落ち込むことがありま

違う意味に取られてしまっ

いと思い︑学校や企業で講

を︑多くの方に知ってほし

がいを持って分かったこと

ようにしました︒今は︑障

気付き︑少しずつ外に出る

た り ︑﹁ 分 か り ま す よ ﹂ と
車いす用の駐車スペ

困ることを教えてください︒
牧野

習会を行っています︒

街にするために何が

ない人も暮らしやすい

今井

今井さんは障がいのある方が

今井

こ と が で き な い の で す が︑

必要だと思いますか？
いただくことが︑大きな助

ればいいのか全然分からな

ゆっくりであれば︑できる

働く
﹁元気カフェ﹂
で働いて

けになるのです︒

くて︑先輩から小まめに教

こ と は た く さ ん あ り ま す︒

５年になるのですよね？

障がいのある人も

言ってくれたりすると気分
あの広さがなければ︑車か
ら車いすに移ることができ
ません︒その場所しか使え

今井

えてもらっていました︒た

なので︑障がいを理解して

ない人がいることを知って

けられると緊張して︑自分

くさんお客さんが来てくれ

もらい︑温かく見守ってく

僕はてきぱきと動く

の気持ちをうまく話せない

た り ︑﹁ あ り が と う ﹂﹁ 頑

れたら良いと思います︒

はい︒最初は何をや

ことです︒伝わらないと思

張ってね﹂と言ってもらえ

牧野

僕が困るのは話し掛

うと︑つい途中であきらめ

たりするとうれしいです︒

そうですね︒障がい
てしまいます︒そうしたら

6
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ースを使っている健常者が

平成17年に脊髄に難病を発症し、車いすで
日常生活を送っている。札幌市まちづくり提
言サポーターなどを務める傍ら、障がいへ
の理解を広めるための講演会なども行う。

が落ち着きます︒

普段の生活で感じること︑

じゅん こ
まき の

多いと感じます︒私たちは

牧野 准子 さん

障害者差別解消法とは
この 法 律は、障 が いを理 由とした「 不 当 な 差 別 的 取り扱
い」の禁止、そして、日常生活を送る上での障壁を取り除
くために必要な「合理的配慮」をすることなどが定められ
ています。主に官公庁や企業、団体などを対象としていま
すが、障がいのある方への差別をなくすために、一人一人
が法律の内容を知ることが大切です。

ポイント

1

不当な差別的
取り扱いの禁止

【具体例】
●

障がいを理由に入店やサービス

の提供を断る。
●

本人を無視して介助者や付き添

いの人だけに話し掛ける。

ポイント

2

合理的配慮
をすること

【具体例】
●

筆談や絵などを使って意思

を伝え合う。
●

車いすの方が乗り物に乗

るときに手助けをする。

市では新たな取り組みを進めています
●

手話や点字、絵文字など多様な方法で意思疎通できる環

いま い

促進条例」の制定に向けて検討を進めています。
●

かず ま

今井 一磨 さん

境をつくるため、
「（仮称）手話・障がい者コミュニケーション

市役所ロビーで営業している障がいのある
方が働く
「元気カフェ」の従業員。知的障が
いがある。

チラシや冊子を作成する際は、色の感じ方が異なる方に

配慮することを定めた「広報に関する色のガイドライン」を
2月に策定しました。

検索
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のある人は特別と思われが

7

障害者差別解消法

ちですが︑障がいがあって

札幌市

も で き る こ と は あ り ま す︒

※法律の詳しい内容はホームページでご覧になれます。

何を手伝ってもらえたら普

場所 地下鉄大通駅、白石・福住・琴似バスターミナルなど11カ所

通に生活できるのかを知っ

障がいのある方が、靴やかばんの修理、合鍵の作

製などを行っています。

てほしいですし︑障がいの

シュリーの店

ある人の側からも伝えるよ

合センター（中央区大通西19）

う に 努 力 す る ︱︱ そ の よ う

場所 市役所ロビー、中央図書館（中央区南22西13）、社会福祉総

に︑お互いを理解し合える

働くカフェです。

環境をつくっていくことが

元気カフェ 公共施設内にある、障がいのある方とない方が共に

必要だと思いますね︒

障がいのある方が働いているお店があります

昨

座

の人気講
年

交通安全

冬季オリンピック・
新テーマ パラリンピック
招致について

〜自転車のルールと
マナーを考えよう
自転車を安全に運転する
ために知っておくべき
ル ー ル や マ ナ ー を 解 説。
道路状況に合わせた正し
い乗り方を、動画などを
交えて説明します。
担当

交通安全担当
b211 - 2252

札幌オ リンピ ック・パ ラリン ピック が実
現する と、街にど のよう な効果 がもた ら
されるのかなどをお伝えします。

昨年受講した方の声

事故現場の話などは悲惨さが
伝わってきて、皆さん聞き入っ
ん聞き入
ていました。今回学ん
学ん
だことを、地域の子
子
どもたちにも伝え
え
ていきたいです。

担当 招致推進部調整課 b211 -3042

清田区交通安全母の会
ちょう なん

会長

ひろ

こ

長南 弘子さん

暮らしに
役立つ
情報をお届け

を

活用しよう!

市の職員が皆さんの地域に出向いて、市政に関する情報をお届けする「出前講座」。
暮らしに身近な話題や市の取り組みをお伝えする講座など、その数は205種類あります。
ここでは、おすすめの講座を紹介します。
広報課 b211-2036

詳細

来年 8 月開幕 !
札幌 国際 芸術 祭

幌
3年 に1 度開 催す る芸 術の 祭典「札
芸術
国際 芸術 祭」の内 容な どを 紹介 。
祭の楽しみ方をお伝えします。
4
担当 国際芸術祭担当 b2 11- 231

●対象 10 人以上のグループ
●費用・会場
無料。会場は利用者側で準備
をお願いします。

1

水道のしくみ

子どものための
防犯教室

〜実験！水道水をつくってみよう

不審者に遭わないためには
どうしたらよいかを、講師と
一緒に考えながら学びます。

水道 水が 私た ちの もと に届 くま
での 過程 を、実験 を交 えて 解説 し
ます。

芸術祭ってなんだ？

申込方法はこちら！

試して学ぼう

子ども向け

担当

担当 給水部計画課 b2 11- 705
2

区政課 b211-2252

2

気になる
講座を選ぶ

5 / 2（月）か ら 区 役 所（ 1
ページ）の広聴係などで
配布するテーマ集から、
受けたい講座を決定。

3

担当の課に
電話で予約

講座の内容や開催
日時を確認して予
約をします。

テーマ集などの詳細はホームページでもご覧になれます。

札幌市

出前講座

申込書を
提出

テーマ集に添付の申
込書を、担当の課に
提出します。
検索

2016―漁―広報さっぽろ
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突撃!!
突撃!
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あきもと市 長 室
就任してから2年目を迎える秋元克広市長。
1年目の振り返りや今後の抱負について、
はしもと
はし
もと さく
生徒たちがインタビューしました。
橋本 朔くん
あきもと
あき
もと かつひろ
かつ ひろ

詳細

秋元 克広市長

就任して1年を振り返って
橋本 1年目はどんな年でしたか？

市長 本当にあっという間でした
よ。皆さんの声をお聞きするため
に地域のイベントなどに参加した
り、今後4年間のまちづくりの計
画
「まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2015」
を作ったりし
ているうちに、ふと気が付けば1
年が過ぎていた。そんな印象で
すね。
鈴木 市長を務めてみて、感じ
たことはありますか？

市長 周囲の協力なしには解決
できないことがたくさんあるとあ
らためて認識しました。例えば、保
育所。いくら行政が
「増やしましょ
う！」
と言っても、保育所を運営す
る方々の協力や、近隣にお住ま
いの皆さんのご理解なしにはな
かなかつくることができません。

（北海道大麻高等学校 2 年）

子育てや観光に力を入れ
より魅力的な街にしたい
橋本 就任2年目は、
どんなこと
に力を入れていくのですか？

昨年、開催期間を1週間延長したオータムフェ
スト。200万人を超える来場者でにぎわった

市長 まず、子どもを産み育てや
すい環境づくりに力を入れたい
ですね。子どもと保護者の交流の
場である子育てサロンを都心部
に常設するなど、支援を充実させ
ていきます。それから、街の魅力
もさらに高めていきたいです。
さっぽろ雪まつりやオータムフェ
ストなど、札幌を代表するイベン
トをもっと盛り上げて、世界中か
らより多くの観光客を呼びこみま
す。冬 季オリンピック・パラリン
ピックの招致に向けた取り組みも
進めますよ。

皆さんの声を
もっと市政に生かしていきます

ᧅᏻߩߎߣࠍ
߽ߞߣ⍮ࠅߚߊ
ߥࠅ߹ߒߚ

●ストレスの
解消法は？
ぬるめのお風呂に入って
から眠るようにする

9

●好きな言葉は？
一所懸命

2016―漁―広報さっぽろ

さや か

鈴木 清加さん

こういった課題を解決するには、
多くの方との協力関係を築いて
いかなければならないという思
いを強くしました。

●札幌でおすすめの
スポットは？
大倉山ジャンプ競技場

展望台からは市内を一望できる

すず き

（札幌開成中等教育学校 2 年）

広報課 b211-2036

鈴木 2年目に特に心掛けてい
くことを教えてください。

市長 1年目もそうでしたが、皆
さんの声を大切にすることです。
どんなことでもご意見をお寄せく
ださい。私も引き続き、地域のイ
ベントなどに積極的に出向いて、
直接お話を聞きたいと思ってい
ます。皆さんの思いをしっかり市
政に反映させて、札幌をより暮ら
しやすい街にしたいですね。

ᧂ᧪ߩᧅᏻ߇
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