
札幌市コールセンター
豊平区役所・保健センター〔平岸6-10〕
豊平区土木センター〔西岡3-1〕
まちづくりセンター
　豊平〔豊平6-7〕
　美園〔美園6-5〕
　月寒〔月寒中央通7〕
　平岸〔平岸2-7〕
　中の島〔中の島1-4〕
　西岡〔西岡4-5〕
　福住〔福住1-4〕
　東月寒〔月寒東3-17〕
　南平岸〔平岸2-14〕
ちあふる・とよひら〔月寒東1-4〕
南部市税事務所〔平岸5-8〕
　市税証明
　納税相談
　個人の市・道民税
　固定資産税（土地）
　固定資産税（家屋）
豊平消防署〔月寒東1-8〕
豊平・南清掃事務所〔南区真駒内602〕

b222-4894
b822-2400
b851-1681

b811-9435
b811-4119
b852-9288
b811-9545
b821-5841
b854-0357
b855-6615
b853-9191
b814-1440
b851-3945

b824-3912
b824-3913
b824-3914
b824-3917
b824-3918
b852-2100
b583-8613

豊平区民センター〔平岸6-10〕
月寒公民館〔月寒中央通7〕
西岡福住地区センター〔西岡4-9〕
東月寒地区センター〔月寒東3-18〕
豊平老人福祉センター〔中の島2-3〕
豊平区社会福祉協議会〔平岸6-10〕
月寒体育館〔月寒東1-8〕
どうぎんカーリングスタジアム〔月寒東1-9〕
豊平区体育館〔月寒東2-20〕
豊平公園温水プール〔美園6-1〕
平岸プール〔平岸5-14〕
札幌ドーム〔羊ケ丘1〕
さっぽろ羊ヶ丘展望台〔羊ケ丘1〕
豊平公園緑のセンター〔豊平5-13〕
月寒公園管理事務所〔美園11-8〕
西岡公園管理事務所〔西岡487〕
西岡図書館〔西岡3-6〕
さっぽろ天神山アートスタジオ〔平岸2-17〕
札幌市博物館活動センター〔平岸5-15〕
平岸霊園管理事務所〔平岸5-15〕

b812-7181
b851-0482
b852-4687
b853-2011
b811-5201
b815-2940
b851-1972
b853-4572
b855-0791
b813-6556
b832-7529
b850-1000
b851-3080
b811-6568
b818-3150
b582-0050
b852-8111
b820-2140
b374-5002
b831-6980

詳しくは、 施設名 検索

豊平区ラジオ広報番組「豊平インフォメーション」
FMアップル76.5MHz　毎週木曜日15時～

豊平区ホームページ「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/

【編集】
豊平区役所市民部総務企画課広聴係
〒062-8612
豊平区平岸6条10丁目
b 822-2407　c 813-3603

スマートフォンアプリスマートフォンアプリ
「iさっぽろ」「iさっぽろ」
【対応OS】
　Android版：　OS5.0以上
　　　iPhone版：iOS8.0以上

さっぽろ子育てアプリさっぽろ子育てアプリ
【対応OS】
　Android版：　OS4.4以上
　　iPhone版：iOS8.0以上

【豊平区役所・豊平区関連施設のお問い合わせ先】 豊平区の人口・世帯数　※ 5月 1日現在（前月比）
人口：222,691 人（+571）　世帯数：116,188 世帯（+564）
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区の魅力と活力を高めるまちづくりを進めるため、地域・企業・商店街
などと連携し、「おもてなし」の取り組みを展開します。

区内の子どもたちで結成する「アップルスマイルキッズ」
による啓発のほか、植花・清掃といったさまざまな活動を
通して「おもてなし」を実践します。

区が主催するイベントや地域の行事で「おもてなし」をＰＲ

【詳細】区役所総務企画課庶務係　  b822-2405　a www.city.sapporo.jp/toyohira/豊平区長　西
にし

田
だ

　健
けんいち

一

　豊平区では、市民感覚を大切にしながら、市民・企業・行政の総力「市民力」　豊平区では、市民感覚を大切にしながら、市民・企業・行政の総力「市民力」
を結集し、区民の皆さまに「ここに住んで良かった」と感じていただけるよう、を結集し、区民の皆さまに「ここに住んで良かった」と感じていただけるよう、
安全・安心で笑顔と活気に満ちた区を目指し、まちづくりを進めていきます。安全・安心で笑顔と活気に満ちた区を目指し、まちづくりを進めていきます。
　今月は、この方針に基づいて策定した『豊平区のまちづくり2019』より、本　今月は、この方針に基づいて策定した『豊平区のまちづくり2019』より、本
年度の主な事業をご紹介します。年度の主な事業をご紹介します。

スポーツ施設に恵まれた「スポーツのまち・豊平区」として、スポーツ
に親しむ機会を提供し、地元への誇りと愛着を育みます。

「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」関連事業
9月に札幌ドームで開催するラグビーワールドカップを盛り上げ
るため、ラグビー体験会などを実施します。併せて、大会期間
中は地域の皆さんと連携し、観客の方々を「おもてなし」します。

区内のスポーツ施設を活用したＫ
キ ッ ズ

ｉｄｓスポーツ体験会
競技の魅力を体感できる子ども向けの体験会を行い、新た
なスポーツに挑戦するきっかけをつくります。
（今年度は新たにテニスやアイスホッケーの体験会を予定）

地域の活動に参加・協力いただける企業や学校などを「まちづくりパー
トナー」として登録し、多様な担い手によるまちづくりを進めます。

防犯・防災、教育、環境美化、除雪などの幅広い分野で地
域の方々と一緒に活動しています。

地元企業や学校、スポーツチームなどさまざまな団体が登録

札幌市の平成27年度から5年間（2015～2019年度）の中期実施計画「札幌市まちづくり戦略ビジョン・
アクションプラン」で定めた3つの事業を中心に、具体的な取り組みを進めます。

CHECK

CHECK

CHECK
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地域防災力の強化を目的とした普及啓発および支援１

浸水想定区域などの見直しに基づき、豊平区防
災マップを全面改訂します。また、地域が実施
する防災研修・訓練
への協力や、楽しみ
ながら防災を学べる
体験プログラム「イ
ザ！カエルキャラバ
ン！」の運営を支援
します。

２ 安全・安心なまちとよひら推進事業
小学生向け防犯教室の
開催、通学路用ストッ
プマークの配布などに
より、子どもたちの交
通事故防止を図ります。

３ 地下鉄駅周辺における放置自転車対策
放置自転車によって歩行者の通行が妨げられない
よう、地下鉄駅周辺の歩道や市営駐輪場内の自転
車の整理を行い、駐輪スペースを確保します。

１

「魅力発見 ほ～！ へ～！ カルタ」の普及

とよひらＨ
は な

ＡＮＡ－Ｌ
ラ ン ド

ＡＮＤ事業
区民参加による植花
活動で、地域の連帯
感やふるさと意識を
高めるとともに、美
しい街並みで豊平区
を訪れる方々を「お
もてなし」します。

２

地域主体の健康づくり普及啓発事業

区の魅力を集めた「魅力発見 ほ～！ へ～！ カ
ルタ」の活用により区民の交流を深め、地域の
活性化に役立てます。

３

健康寿命の延伸に向けて、地域主体の健康づく
りの取り組みの支援を行います。

く

１ 地域資源を活用した区の魅力ＰＲ事業
環状通のリンゴ並木
を活用して、小学生
が地域の歴史などを
学ぶ支援を行うほ
か、収穫したリンゴ
をプロスポーツチー
ムへ贈呈し、自然豊
かな区の魅力を発信
します。

２ 冬みち地域連携事業
市の雪対策や冬の暮ら
しに関心を持ってもら
うため、小学生を対象
とした雪体験授業を実
施したり、町内会など
へ除雪道具の貸し出し
を行います。

１ 認知症施策の推進
認知症の方とそのご家族を温かく見守ることがで
きるよう、地域の方や関係機関との連携強化を
図ります。また、認
知症への正しい知識
の普及のためのパネ
ル展、孤立予防のた
めの男性介護者の交
流会などを行います。

２ ワクワクとよひらんど“きたえーる”でＡ
あ

・Ｓ
そ

・Ｏ・Ｂ
ぼ

・Ｏ！！
地域の子育て支援者と連携して乳幼児親子に楽
しい遊びの場を提供するとともに、いろいろな
遊びを通して、幅広い世代間交流を行い、地域
とつながりを持つ
きっかけの場となる
ことを目指します。
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豊平区からのお知らせ 6月１１日

～

7月１０日

                   

豊平区民センターは7月から保全改修工事を行います。区民の皆さまの利用が一部制限されたり、事務室を一時移
転するなど、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

「ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会」を前に、ラグビーを体験してみよう！タグラグビーやラグビーボール
を使った鬼ごっこも楽しめるよ！親子で一緒に参加もできます。
s7月6日㈯9時30分～12時。
q月寒屋外競技場（月寒東1条8丁目）。
p区内在住の5歳～小学6年生（未就学児は保護者の参加が必須）。
n50人。h　
o無料。
m6月26日㈬まで。b（平日9時～17時）・a・c（a・cの場合は保護者氏名と保護者の参加有無を記載）
j区役所地域振興課b822-2427　c822-9357
　　　　　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/furemachi/sports_project.html

とよひらラグビー体験会

貸室業務の休止について

全ての貸室業務（ホール含む）を休止します。
休止期間：7月1日㈪～翌年3月（予定）。
※翌年4月以降の貸室の受け付けは、別途広報さっぽ
ろでお知らせします。
※事務室は移転せず、コピーサービス（有料）は引き
続き行います。
,豊平区民センターb812-7181

図書室の休室・閉鎖について

図書室は７月１日㈪から休室・閉鎖するため、蔵書・
新聞などの貸し出しおよび閲覧ができなくなります。
①７月1日㈪から９日㈫までの本の返却は、市内の各
　図書館、各区民センター・地区センター図書室、大
　通カウンターへお願いします。
②７月１０日㈬より、下記のとおり臨時カウンターを
　設け、窓口業務の一部を行います。
【臨時カウンターについて】
設置場所：豊平区民センター1階（受付窓口）。
設置期間：7月10日㈬～翌年3月（予定）。
業務時間：9時～17時（毎月第4金曜日を除く）。
業務内容：本の返却や予約本の受け付け・お渡しなど
　　　　　（返却ポストは設置しません）。
,豊平区民センター図書室b811-1030

地域振興課の事務室の一時移転について
区役所地域振興課は仮事務室に一時移転します。
仮事務室：豊平区役所１階（会議室Ｇ）。
設置期間：7月8日㈪～翌年３月（予定）。
,区役所地域振興課b822-2427（変更ありません）

豊平区社会福祉協議会、子ども会豊平区支部の事務室の一時移転について
豊平区社会福祉協議会と子ども会育成連合会豊平区支部は、8月上旬から豊平区民センター1階ロビーに設置す
る仮事務室に一時移転します。詳細は別途広報さっぽろでお知らせします。

豊平区民センター保全改修工事のお知らせ
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お知らせの
見　方

s＝日時　q＝会場　p＝対象　n＝定員　o＝費用　m＝申込　,＝問い合わせ先
b＝電話　c＝ファクス　d＝Ｅメール　a＝ホームページ　7＝詳細の確認が必要
f＝先着順　h＝申込多数の場合は抽選　w＝当日、直接会場へ

①行事名　②住所（郵便番号）　③氏名（ふりがな）・年齢　④連絡先（電話番号・ファクス番
号・メールアドレスなど）　⑤学校名・学年（児童・生徒のみ）　⑥返信先（往復はがきの場合）

申し込み時
の必要事項

国民健康保険料の夜間・休日納付相談
s夜間6月27日㈭19時30分まで。休日6月30日㈰9時～14時30分。
q,区役所保険年金課収納一係・二係b822-2510

市税の夜間納付相談
s毎週木曜日20時まで。
q,南部市税事務所納税課（2階）b824-3913

各施設のイベント・講座のお知らせ情報は、
「地上デジタルテレビ（STV・5チャンネル）
のデータ放送」や、スマートフォンアプリ
「i
アイ

さっぽろ」「さっぽろ子育てアプリ」など
で配信しています。ぜひご覧ください！

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

会場 内容

ちあふる・とよひら
子育て講座「いやだいやだのお年頃」s7/11㈭10時30分～11時15分。p1歳6カ月から2歳6カ
月のお子さんと保護者。n12組。f o無料。m6/27㈭～。b（平日9時～）
j保健センター健康・子ども課b822-2474

豊平区民センター

親子でしおりづくりs6/16㈰10時～10時40分。p2歳以上のお子さんと保護者。 w
o無料。

第２回パークゴルフ大会つきさっぷビギナー杯s7/11㈭8時45分～11時。q月寒公園パークゴ
ルフ場（美園12条8丁目）。pパークゴルフ歴3年以内で15歳以上の方（中学・高校生を除く）。
n32人。f o500円（用具レンタルの場合、レンタル料は別途）。m6/11㈫～。直接窓口
j月寒公園パークゴルフ場b813-1362

西岡福住地区センターヨガで元気に！（女性限定）s7/3㈬～。全4回。10時～11時30分。p15歳以上の方（中学・
高校生を除く）。n15人。f o2,000円。m6/17㈪～。b・直接窓口

東月寒地区センター
第３回パソコン講座「ワード＆エクセル活用（検定３級レベル）」s7/9㈫～。全6回。10時～12時。
p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n10人。f o5,050円。
m6/27㈭～。直接窓口

豊平区民センター図書室、月寒公民館図書室、
東月寒地区センター図書室、西岡図書館

や
などを開催しています。

7 a・ｉさっぽろ・
さっぽろ子育てアプリ

豊平公園緑のセンター や などを開催しています。

7 a・ｉさっぽろ

月寒公園、西岡公園、
さっぽろ天神山アートスタジオ などを開催しています。

豊平区体育館、月寒体育館、
豊平公園温水プール、平岸プール、
札幌ドーム、どうぎんカーリングスタジアム

や などを開催して
います。

札幌市博物館活動センター 随時、 などを開催しています。
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第1回

イベント
ウオッチング

ゼラニウム展
4月25日（豊平公園緑のセンター）

精進川でのヤマメの稚魚放流
5月18日（中の島）

まちづくりパートナー登録証手交式
4月22日（区役所）

西岡北中学校地域一斉清掃
5月17日（西岡）

春の交通安全運動
5月10日（豊平）

とよひらフェスティバル2019
5月18日（区民センター）

地域の取り組みや、 
　　　季節のイベントを紹介♪
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