
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〕
豊平消防署〔月寒東 1-8〕

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
b852-2100

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・南清掃事務所〔南区真駒内 602〕
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〕

b824-3912
b824-3913
b824-3914
b824-3917
b824-3918
b583-8613
b812-7181
b851-0482
b852-4687
b853-2011
b811-5201
b815-2940
b851-1972
b853-4572

【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　※4月 1日現在（前月比）
人口：223,602人（+268）　世帯数：117,477世帯（+622）

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〕

b855-0791
b813-6556
b832-7529
b850-1000
b851-3080
b811-6568
b818-3150
b582-0050
b852-8111
b820-2140
b374-5002
b831-6980

　このたび、4月 1日付で豊平区長に就任しました天野です。区民の皆さま
が「ここに住んで良かった」と感じていただける、安全・安心で活気に満ち
たまちづくりに、職員一丸となって取り組んでまいります。今後とも、一層
のご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。

区長就任のごあいさつ

豊平区長　天
あま

野
の

　周
しゅう

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

詳しくは、 施設名 検索
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通学路の巡回や登下校時の見守りなどを行っています。また元警察官がリーダーと
なり、学校などに不審者への対処方法や、警備上のポイントをアドバイスしています。

安心安心・・ 安全！
守ろう！子  どもたちの守ろう！子 

スクールガードスクールガードさん！
地域で危険に目を光らせる！

外出時には 1人を避け、なるべく
人がいる場所を選んで歩くことが防
犯対策につながります。登下校時は
ぜひお互いに声を掛け合って一緒に
外を歩いてもらいたいですね。

■複数人での行動が安心に！ ■春は意識付けへのよい季節

いざという時！どうする！？

おおきなこえでさけぶ

しらせる

のらない

いかない
不審者からの声掛けや、つきま
といなどに遭った子どもたちが
避難場所として駆け込むことが
できます。一時的な保護や警察
への通報などを行います。

このステッカーが　　
貼ってある家は・・・

■子ども110番の家

豊平区は市が実施している「子ども
110番の家支援事業」の登録者数
が10区中2位！！
助けてくれる場所が多くて安心！

新
しん

小
しょう

学
がく

１
いち

年
ねん

生
せい

のみなさんへ

すぐにげる

※登録は町内会、PTAなど団体単位です。個人での申し込みはできません。
,市民文化局地域振興部区政課b211-2252

　おぼえよう！「イカのおすし」！

新小学１年生へ登下校時に気を付け
てほしいことを伝えるには、学校に
通い始める時期が絶好のタイミング
です。ぜひ家庭や近所でも呼び掛け
てみてください。

西岡北小学校のスクールゾーンで活動する

スクールガード　倉
くらまた

俣　義
よしのり

範さん

 5月に入り、新緑の季節となりま　　
今月は子どもたちを交通事故や犯　　
危険を防ぐためのポイントについ　　

子どもたちへ 大人の方へ

■市内の小・中学校における
不審者情報の発生時間帯と件数

子どもたちが下校したり外で遊んでいたりする
時間帯に多くの不審者情報が寄せられました。

時

51

19

52
61

122

153

33

16

8 ９ 10 11 18171615141312 19 20 21 246～7

13
7 5

0

11
6 9

件数

※データは平成30年度分です。時間帯が不明な事案は除いています。

〈資料〉子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課

普段から気さくに
児童たちと言葉を
交わす倉俣さん▶

外が明るいから安全！　
　・・ではないんだね。
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安心・ 安全！安全！
守ろう！子  どもたちの どもたちの

横断歩道に立ち、子どもたちが安全に通学できるよう見守りや指導をしています。
また各季節に行われる交通安全運動の街頭啓発なども行っています。

交通安全指導員交通安全指導員さん！
事故のない安全な通学を支える！

各区内の小学校や幼稚園、保育
園などで開催し、飛び出しの危
険や安全確認の大切さなどを分
かりやすく伝えています。

■交通安全教室

■こりんとめーたんの　　
通学路用ストップマーク

交通のマナーやルールを再確認！

見つけたら止まって
左右を確認してね！

豊平区役所が区内の各小学校を
対象に配っています。昨年は、
約300枚が配布されました。

426件

　詳細　区役所総務企画課地域安全担当b822-2405

どうろをわたるときの４つのやくそく
新
しん

小
しょう

学
がく

１
いち

年
ねん

生
せい

のみなさんへ

1日1件以上は事故が起きている計算に！

■信号が青でも一度は周りを見て
道路を渡る時は必ず左右を確認しま
しょう。信号が青だと、つい周囲を
見ないで渡り始めてしまいがちです
が、車はすぐに止まれません。必ず
一度立ち止まる癖を付けましょう。

■自転車のマナーを再度確認！
混雑した歩道を走行していたり、ス
ピードを出し過ぎていたりする場面
を見かけてひやりとしたことも。大
きな事故やけがにつながる恐れもあ
るので十分気を付けてくださいね。 交通安全指導員　荒

あら

谷
や

　恵
え

美
み

子
こ

さん

豊平小学校のスクールゾーンで活動する

■区内における　　　　　　
昨年の交通事故発生件数

大人の方も

　した。
　罪から守る活動や取り組みの他、
　て紹介します。

子どもたちへ

ピッピッと音が出る棒で
道路の横断をサポート！

しっかりと信号
で立ち止まる様子
を見守る荒谷さん

〈資料〉北海道警察

自分だけは大丈夫と油断
してはいけないね・・。

※今年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で、小学校での開催は中止となりま
した。

みる

まつきく

とまる
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豊平区からのお知らせ 5月１１日

～

6月１０日

o1口（植樹ます1マス）3,000円。
m5月29日㈮必着。
　区役所や区内まちづくりセンターなどで配布、ま
　たは区ホームページに掲載する申込書に必要事項
　を記入の上、下記へ郵送かファクスで。7

jとよひらHANA-LAND推進協議会事務局
              〒062-8612豊平区平岸6条10丁目　　
　　　　　区役所地域振興課内
　　　　　b822-2427　c822-9357
　　　　　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/
　　　　　　hanaland/sponser.html

●花苗スポンサーとは？
　植樹ます1マスを1口として支援を募る制度です。
　寄せられた支援金は、花苗の購入などの植花活動
　に活用されます。
●花苗スポンサーになると？
　1 口以上の支援で、区ホームページや全戸回覧チ
　ラシなどでお名前をご紹介。2 口以上の支援で、
　お名前入りのオリジナル啓発品を区内の地域イベ
　ントで配布する他、お名前を掲載したポスターを
　区内の地下鉄駅などに掲示します。

花苗スポンサーを募集しています！
～とよひらH

は
AN

な
A-L

ラ ン ド
AND事業～

「とよひらHANA-LAND事業」は、地域の皆さま
と花を通じた触れ合いの場をつくり、豊平区を美し
く飾っていく活動です。この活動をさらに盛り上げ
るため、「花苗スポンサー」を募集しています。ご
協力よろしくお願いします。

豊平区ラジオ広報番
組

豊平区ラジオ広報番
組

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

市税の夜間納付相談
区役所・区民センターの駐車場は、駐車可能台数が限ら
れており、大変混み合います。お越しの際は、できるだ
け公共交通機関をご利用ください。駐車場の入り口は、
羊ケ丘通側のみですのでご注意ください。

,区役所総務企画課b822-2405

区役所駐車場のご案内

　　　 　　 　　

白石区方面

面
方
区
央
中

清田区方面

通 状
環

豊平区役所
駐車場

陵陽中学校

中央バス
「豊平区役所」

じょうてつバス
「豊平区役所前」

N

園
公
寒
月豊平区民センター南65

白30

中央バス
「豊平区役所」
79 83 89 平50

ケ

【毎週木曜日 15時～15時30分】

【毎週月～土曜日 8時58分・11時58分・17時58分】

k765fm.com　76.5MHzで放送中！
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繁殖期を迎えたカラスが、卵やひなを守ろうとしているんだよ。
巣の近くや巣から落ちたひなのそばを人が通ると威

い

嚇
かく

することがあるよ。

カラスが威
い

嚇
かく

する前には、シグナルを発しているんだって。
シグナルに気付いたら、慌てず冷静に対応しよう！

「カッカッカッ」「カッカッカッ」
と間隔の短い声で鳴くと間隔の短い声で鳴く
（警戒声）（警戒声）

「ガーッガーッ」「ガーッガーッ」
と濁った声で鳴くと濁った声で鳴く
（（威威

いい

嚇嚇
か くか く

鳴き）鳴き）

近くにある電線や近くにある電線や
木の枝をつつく木の枝をつつく
小枝や葉を落とす小枝や葉を落とす

すぐ近くで飛び回るすぐ近くで飛び回る

●カラスのシグナル●カラスのシグナル

●シグナルに気付いたら ･･･●シグナルに気付いたら ･･･
・道を迂回して近づかない
・巣の下で立ち止まったり見上げたりしない
・石を投げたり棒を振り回したりしない
・帽子をかぶって頭を守る
・頭や肩を覆うように傘を差す
・腕を真っすぐ上げたまま、ゆっくり通過する

と の質問箱？

これでも立ち去らない場合には、低空飛行で頭の上をかすめるように
飛んで行ったり、脚で頭を蹴ったりすることがあります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容が変更となる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容が変更となる場合があります。

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
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