人 口／137, 200（‑167）人
世帯数／ 61, 273（ ‑84）世帯
（
）内は前月比
※平成31年
（2019年）
3月1日現在
［編集］
南区役所総務企画課広聴係
〒005‑8612 南区真駒内幸町2丁目2‑1
☎582‑4714
南区のホームページ
http://www.city.sapporo.jp/minami/
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南 区 関 連 の 主 な 施 設
南区役所（真駒内幸町 2 ） 代表☎582‑2400
区役所内の直通電話番号
総務企画課
保健支援係
庶務係
☎582‑4705
相談担当
地域安全担当 ☎582‑4706 保護一課
選挙係
☎582‑4711
相談担当
広聴係
☎582‑4714
保護一係
地域振興課
☎582‑4723
保護二係
戸籍住民課
管理係
戸籍係
☎582‑4724 保護二課
住民記録係
☎582‑4728
保護一係
税証明担当
☎582‑4731
保護二係
保健福祉課
保護三係
地域福祉係
☎582‑4734 保険年金課
活動推進担当 ☎582‑4734
給付係
福祉助成係
☎582‑4741
保険係
給付事務係
☎582‑4742
収納係
福祉支援係
☎582‑4743
年金係

☎582‑4746
☎582‑4747
☎582‑4765
☎582‑4756
☎582‑4757
☎582‑4751
☎582‑4763
☎582‑4764
☎582‑4768
☎582‑4770
☎582‑4772
☎582‑4775
☎582‑4786

・南区土木センター（南31西 8 ） ☎581‑3811
・南保健センター（真駒内幸町 1 ） ☎581‑5211
・ちあふる・みなみ（真駒内幸町 2 ）☎215‑0183
子育て相談専用
☎215‑0203
・南部市税事務所（豊平区平岸 5 ‑ 8 ）
市税証明・口座振替
☎824‑3912
納税相談
☎824‑3913
個人の市・道民税
☎824‑3914
固定資産税（土地）
☎824‑3917
固定資産税（家屋）
☎824‑3918
・豊平・南清掃事務所（真駒内602）☎583‑8613
☎581‑2100
・南消防署（真駒内上町 5 ）
・南区体育館（川沿 4 ‑ 2 ）
☎571‑5171
☎822‑3730
・澄川図書館（澄川 4 ‑ 4 ）
・南区民センター（真駒内幸町 2 ） ☎584‑2100
・藤野地区センター（藤野 2 ‑ 7 ） ☎592‑2002
・もいわ地区センター（川沿 8 ‑ 2 ）☎572‑5733
・すみかわ地区センター（澄川 4 ‑ 4 ）☎818‑3035
2019 ❹ 広報

まちづくりセンター
・定山渓（定山渓温泉東 4 ）
☎598‑2191
・真駒内（真駒内幸町 2 ）
☎581‑3025
・石山（石山 1 ‑ 4 ）
☎591‑8734
・簾舞（簾舞 3 ‑ 6 ）
☎596‑2059
・藤野（藤野 2 ‑ 7 ）
☎591‑7041
・藻岩（川沿 8 ‑ 2 ）
☎571‑6121
・藻岩下（南34西 9 ）
☎581‑2001
・澄川（澄川 3 ‑ 2 ）
☎821‑8585
・芸術の森地区（石山東 7 ）
☎592‑7009
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火 災 を 防 ぐ
春は空気が乾燥し、風が強くなるため、一度火災が発生すると延焼により被害が大きくなる
危険性があります。札幌市では毎年4月20日から30日までの期間、春の火災予防運動を実施
しています。今月は、住宅火災の予防方法や春の火災の注意点などを紹介します。
࠙࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛࠚ ༡ᾘ㜵⨫ண㜵ㄢ㜵ⅆ᥎㐍ಀࠉ܄
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札幌市では平成30年中に435件の火災が発生しました。その多くは普段のちょっとした心掛けで防ぐことが
できたものです。主な火災の対策ポイントをチェックしましょう。

①電気関係（88件）

対策ポイント！

電気コードの断線による
ショートや、コンセントに
たまった埃が引き起こすト
ラッキング（漏電現象）に
より発生します。
▲埃がたまってトラッキ
ほこり

ングしたコンセント。

②こんろ火災（68件）

対策ポイント！

調理中にこんろを離れたり、
グリル内の油かすに引火す
ることなどにより発生しま
す。また、こんろの火が衣
服に着火するケースもあり ▲油が発火した鍋。
ます。

③たばこ火災（46件）
たばこの火種がじゅうたん
や布団などに落下して発生
します。また、完全に火が
消えずに、ごみ箱から出火
するケースもあります。

・電気配線の上に重いものを置かない。
・傷んでいる電気コードを交換する。
・家具の裏側や伱間に隠れたコンセントに埃をた
めない。
・たこ足配線はしない。

・こんろから離れるときや調理以外のことをする
ときは火を消す。
・こんろ周りやグリル内を定期的に清掃する。
・衣服への着火を防ぐため、こんろを清掃すると
きは、必ず火を消す。

対策ポイント！

▲火を消し忘れてく
すぶり続ける灰皿。

・たばこは必ず灰皿のあるところで吸う。
・たばこの火は完全に消す。また、火が完全に消
えたことを確認してから捨てる。
・寝たばこ、くわえたばこ、投げ捨ては絶対にし
ない。

春の火災予防運動 〜野火にも注意〜
春の火災予防運動では、野火の発生防止にも
力を入れています。
野火は4〜5月に多く発生し、南区では昨年の
この時期に4件発生しました。
春は風が強いので、小さな野火が大規模な林
野火災に発展します。屋外での火の扱いに気
を付けましょう。

南区
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▲野火の跡。

▲ごみなどの野焼きはや
めましょう。

້↚ͳⅷ↺⅙⊡ᘮܹ⇁↙ݲⅾↈ↺↰↚⊡
住宅用火災警報器の点検
住宅用火災警報器は、平成20年に設置が義務付けられて10年が経過しました。電池式警報器の寿命はお
おむね10年です。自宅の警報器の作動状況を点検し、万が一の火災に備えましょう。

住宅用消火器の設置
住宅用消火器は、水では消火が困難なこんろ火災や電気火災などにも対応で
きます。また、軽量・コンパクトなので、誰にでも簡単に操作できます。

自動消火装置の設置
自動消火装置は、火災の感知から消火までを自動で行うものです。火災による熱を感知して、自動的に
消火剤を放出しますので、火元に近づくことなく消火することが可能です。

▲自動消火装置（レンジフード
設置型）
。

Check!

札幌市消防局の
キャラクター
「リスキュー」

▲こんろ火災が発生
（熱を感知）
。

▲自動で消火剤を噴射。

高齢者世帯に自動消火装置の設置費を助成します

市内の住宅火災のうち、高齢者
（65 歳以上）世帯で発生した割合は年々上昇し、平成29
年は24％に上りました。札幌市では、市内に1人で居住する65歳以上の方、または市内
に居住する65歳以上の方で構成される世帯などを対象に、自動消火装置の購入・設置費
の一部を助成しています。
࠙࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛࠚ ᾘ㜵ᒁண㜵㒊ண㜵ㄢ ܄
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今年1月に開署した新しい南消防署に
は、大規模災害にも対応可能な「自家
用給油設備」や「自家発電設備」が整
備されています。また、市内の緊急消
防援助隊の資機材を集約管理すること
が可能になるなど、北海道内でも有数
の機能が備わりました。
【所在地】真駒内上町5丁目8番5号

▲自家用給油設備。緊急車両に
給油するガソリンと軽油を各
1万㍑貯蔵。

▲南消防署予防課
▲南消防署
（正面）
。

▲自家発電設備。72時間連続
稼働が可能。

火災を予防するには、市民の
皆さんが日頃から主体的に行
動することが大切です。
南消防署では、町内会や事業
所を対象に火災予防の講話な
どを実施しております。詳し
くは、南消防署予防課防火推
進係へお問い合わせください。

髙橋 美穂消防士長
2019 ❹ 広報
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国民健康保険料の夜間納付相談を南区役所 階 番窓口で実施します︒ 月 日㈭︑ 日㈭︒ 時 分まで︒
※区役所北側の通用口からお入りください︒
︻詳細︼保険年金課収納係 ☎582 4ｰ775
2
5

4

18

25

19
30

4月11日以降の情報

※費用に関する記載がない場合は、無料です。

区民野球場の申し込み

2019年度南区ガイド& MAP

利用期間 5/1 祝・水 〜10/31㈭。※グラウンドの
状況により、使用開始時期を延期する場合あり。
所在地 ①中ノ沢野球場（中ノ沢4丁目）
、②簾
舞野球場（簾舞380番地）
。
対象・使用料 区内にお住まい、またはお勤め
の方（高校生以下の場合は、保護者の方などが
お申し込みください。なお、①は少年野球での
使用に限らせていただきます）
。無料。
申込方法 4/14㈰9時30分〜10時に南区役所3階
総務企画課へ申し込み。※多数時抽選。

配布場所 南区役所1階情報提供コーナー、区
内各まちづくりセンター、区内各地区センター。

申込・詳細 総務企画課庶務係 ☎582-4705

2019年度南区まちづくり活動助成金
区内を拠点に活動する団体が新たに取り組む継
続的なまちづくり活動に対して、審査の上、20
万円を限度に助成します。助成の条件、申請方
法などは下記へお問い合わせください（先着順、
4団体まで）
。
【対象となる事業】
①地域課題の解決を図る事業
②地域コミュニティの活性化を図る事業
③地域の特性を生かし、その魅力を高める事業
詳細 地域振興課まちづくり調整担当 ☎582-4723

町内会・自治会に加入しませんか
町内会・自治会の活動に多くの方が積極的に参
加することによって、より暮らしやすいまちづ
くりを進めていくことができます。
地域の町内会・自治会をお知りになりたい方、
加入を希望される方は、各まちづくりセンター
または下記へお問い合わせください。
※各まちづくりセンターの連絡先は、本誌南区版
1ページをご覧ください。

南区の概要や公共施設などを区内の地図と併せて
紹介する「南区ガイド&MAP」を配布しています。
詳細 総務企画課広聴係 ☎582-4714

南区緑苑大学（高齢者教室）
内容 生涯学習のきっかけをつくり、高齢者に
生きがいを持って潤いのある生活をしていただ
くための講座。音楽や陶芸、体操、調理実習、
施設見学、川柳など。
期間 6/5〜10/16の原則毎週水曜日。主に14時
〜16時。※講義の内容による時間変更と夏休みあり。
対象 区内にお住まいの満65歳以上（4/1現在）
で、初めて受講し、毎回出席可能な方。
定員 50人（定員を超えた場合は抽選。過去の
連続申し込み回数による優遇措置あり）
。
費用 無料（教材費などは自己負担）
。
申込方法 南区役所3階地域振興課、南区民セ
ンター、
各地区センター、
各まちづくりセンター
で配布中の申込書に記入し、4/11㈭〜17㈬に南
区役所3階地域振興課へ持参（電話・郵送不可、
土・日曜日は受け付け不可）
。
申込・詳細 地域振興課地域活動担当 ☎582-4723

「地域みんなで子どもを見守る南区」運動
▽地域団体・事業者の皆さんへ
登下校時のあいさつや声掛けといった、子ども
の見守り活動をお願いします。地域団体用の腕
章と事業者用の車両ステッカーを交付していま
すので、ご希望の方は電話で下記までご連絡く
ださい。
詳細 地域振興課地域活動担当係 ☎582-4723

詳細 地域振興課まちづくり推進係 ☎582-4723

有毒植物による食中毒に注意しましょう
スタンプ de BINGO ラリー2019

南区の魅力アップに取り組む「札幌シーニック
バイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート」では、観
光施設を巡ってスタンプを集める「スタンプ de
BINGOラリー2019」を実施します。応募者の中か
ら抽選で素敵な賞品が当たります。応募用紙は、
スタンプ設置場所や南区役所などで配布。

山菜だけではなく庭先や花壇の植物を間違えて
食べ、食中毒になり死亡してしまう事例が起
こっています。次の点に注意しましょう。
○食べられるかどうかの判断がつかない山菜や
庭の植物は採らない・食べない。
○山菜と有毒植物が混生していることがあるの
で、一本一本注意して採るようにする。
○調理する前に、もう一度よく確かめる。
○採った山菜をみだりに人に譲らない。
○食べて異常を感じたときは、一刻も早く病院
で診察を受ける。また、食べた物を持参して医
師に見せる。

詳細 地域振興課まちづくり調整担当 ☎582-4723

詳細 南保健センター（生活衛生担当）☎581-5213

期間 4/27㈯〜10/31㈭。
スタンプ設置場所 定山渓温泉、札幌もいわ山
ロープウェイ・展望台、八剣山ワイナリー、小金
湯さくらの森、札幌芸術の森、豊平川さけ科学館、
滝野すずらん丘陵公園など区内19施設。

南区
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℻で申し込む際の ①行事名（希望する日時・曜日も）②住所（郵便番号も）③氏名（ふりがな）④年齢 ⑤電話番号（ ℻番号も）
上記項目に加え、
「胃がん・大腸がん検診」は検診種別も記載してください。
必要事項

4/26㈮8時45分〜10時（受付時間）。
南保健センター。
対象 胃がん検診は満50歳以上の原則偶数歳の
方、大腸がん検診は満40歳以上の方。いずれの
検診も職場などで受診していない方。
費用 胃がん検診は700円、大腸がん検診は400
円。ただし、満70歳以上の方、後期高齢者医療
制度にご加入の方、生活保護世帯の方、市民税
非課税世帯の方、支援給付世帯の方は無料。
※それぞれ証明できるものが必要。
申込方法 事前に電話または℻で下記へ。
申込・詳細
南保健センター ☎581-5211 ℻582-4564

親子同室子育て講座「あそびのぽけっと
inみなみ」〜親子で遊ぼう！〜
4/23㈫①10時〜10時30分、②10時45分〜11時15分。
※①②で受講対象が異なります。/ちあふる・みなみ。
わらべうたや手遊びなどのふれあい遊びを保育
士が紹介します。親子で楽しい時間を過ごして
みませんか。
対象 ①首が据わるころから1歳未満のお子さ
んとその保護者。②1歳から3歳未満のお子さん
とその保護者。
定員 各10組（親子同室）
。
申込方法 4/11㈭9時から電話で下記へ
（先着順）
。
申込・詳細 ちあふる・みなみ ☎215-0183

住民集団健康診査
「受診券」と「被保険者証」を持って、当日直接会場へ（できるだけ空腹の状態でお越しください）
。
＜日程・会場＞
日程

詳細 南保健センター ☎581-5211
受付時間
9時30分〜11時

実施会場
ミソマップ会館（簾舞4条2丁目10-18）

5/9㈭
13時30分〜15時

藻岩神社社務所 (川沿4条5丁目4‑5)

健康寿命をのばそう！ヘルシーメニューを南区役所食堂で提供︒ 月 日㈬︑ 月 日㈬︒ 食限定︑ 食 円︒

胃がん・大腸がん検診
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ファイターズ 公式戦にご招待！〜南区民応援デー〜
北海道日本ハムファイターズでは、札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）で開催される千葉ロッテ戦（C指定
席）に、区内にお住まいの方1,000組2,000人をご招待します。
日時 5/28㈫18時試合開始。
申込方法 4/20㈯までに、パソコンの場合は〈http://www.ﬁghters.co.jp/expansion/
invitation/2019/〉から、スマートフォン・携帯電話の場合は右のQRからアクセスし、
申し込みフォームに所定事項を入力してください。多数時抽選。
※当落選通知は、試合日の1週間前までにメールで送信しますので、
〔ﬁghters.co.jp〕および〔fmail.
ﬁghters.co.jp〕のドメインからのメールを受信できるよう事前に設定してください。当選した方で、
別の席種を希望する場合は、
試合当日に札幌ドーム場内前売券売場で座席変更を受け付けます（有料・
席数限りあり）
。また、応募者の個人情報は㈱北海道日本ハムファイターズが適切に管理し、本件を
含むチケット関連のダイレクトメール・アンケートなどによる案内以外には利用されません。
※会場内でファウルボールや折れたバットなどにより負傷された場合、応急処置はいたしますが、主
催者・球場管理者に帰責事由がある場合を除き、その後の責任は負いかねますので、ご了承願います。
詳細 北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎0570-005-586
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4月11日以降の情報

区民のページは裏表紙側からご覧ください︒

※費用に関する記載がない場合は、無料です。

「むかしむかし定山渓鉄道が走っていたこ
ろのおはなし第3集」を配布

ごみ収集に関するお知らせ

定山渓鉄道が走っていた頃を知る方が語る思い
出話や、定山渓鉄道にまつわるエピソードなど
をまとめた冊子の第3集が完成しました。
配布場所 南区役所1階情報提供コーナー、藤
野まちづくりセンター（1人1部、数量限定）
。

5/4 祝・土 〜30㈭の間、駒岡清掃工場が定期整備
のため、ごみの受け入れを休止します。この期
間は、回収したごみを白石清掃工場に運ぶため、
ごみ収集時刻が通常時に比べ前後する場合があ
りますので、ご了承願います。なお、駒岡破砕
工場も休止します。

詳細 藤野まちづくりセンター ☎591-7041

詳細 豊平・南清掃事務所 ☎583-8613

各施設の講座など

申し込み・詳細については、電話または直接各施設へ。特に記載がない場合、
受け付けは先着順、受講対象「15歳以上の方」は中学・高校生を除く。

南区民センター（☎584‑2100）
講座・行事名
日時
①初心者対象ノルディックウォーキン 5/14㈫、21㈫、28㈫
グ講座【全3回】
10時〜12時

対象

定員

費用

15歳以上の方 20人 2,000円

申込期間
4/18㈭〜25㈭

②自分の機種でよくわかる
スマホ＆タブレット講座【全3回】

5/24㈮、31㈮、6/7㈮
13時30分〜15時30分

③自然散歩講座【全3回】

5/30㈭、6/13㈭、27㈭ 10時〜12時30分 15歳以上の方 15人 2,000円

4/18㈭〜25㈭

④図書室事業

4/18㈭ 10時30分〜11時

当日直接会場へ

楽しいおはなしの会

15歳以上の方 20人

−

−

受講料2,000円
4/18㈭〜25㈭
教材費500円
−

①1回目は南区民センターで講義、2回目はエドウィン・ダン記念公園・3回目は真駒内保健保安林で実技。②スマートフォ
備考 ンかタブレットのいずれかを持参。③1回目は厚別陽だまりロードから白石花いっぱい元気ロード、2回目は琴似の歴史と
発寒川左岸、3回目は手稲軽川と発寒古川緑地。

藤野地区センター（☎592‑2002）
講座・行事名
①図書室事業 こども映画会

日時
4/13㈯、5/11㈯ 11時〜11時30分

②図書室事業

4/20㈯ 11時〜11時30分

おはなしの会

対象
−

定員
−

費用
−

申込期間
当日直接会場へ

−

−

−

当日直接会場へ

対象

定員

もいわ地区センター（☎572‑5733）
講座・行事名
日時
①普段使いも出来るおしゃれなコサー
4/21㈰ 9時30分〜12時
ジュ作り講座
②図書室事業

おはなしの会

4/27㈯ 11時〜11時30分

18歳以上の方 8人
−

−

対象

定員

費用
申込期間
受講料500円
4/11㈭〜15㈪
材料費2,500円
−

当日直接会場へ

備考 ①布切りばさみを持参。受講料は申込時、材料費は当日に支払い。

すみかわ地区センター（☎818‑3035）
講座・行事名
日時
①住民企画講座 ソフトエアロビクス 5/7㈫、14㈫、21㈫、28㈫
＆ストレッチ【全4回】
13時30分〜15時

費用
申込期間
3,000円
15歳以上の方 20人
4/11㈭〜26㈮
（保険料を含む）

②パソコン初心者講座〜ワード入門〜 5/15㈬、22㈬、29㈬、6/5㈬、12㈬、
15歳以上の方 10人 5,000円
【全6回】
19㈬ 10時〜12時
備考

4/12㈮〜5/8㈬

①運動しやすい服装で、室内用運動靴、タオル、飲み物を持参。②マイクロソフトオフィス（ワード）2016、2013または
2010搭載のノートパソコンを持参。
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