
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（仮事務所）〔月寒東2-18〕
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　※7月 1日現在（前月比）
人口：224,272 人（-35）　世帯数：118,239 世帯（+20）
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大 災雨 害

防災M
マップ

apの活用

備 えのへ

今年も、豪雨による災害が全国各地で多発してい
ます。大雨災害から身を守るためには、災害に応
じた適切な行動を把握しておくことが大切です。
今月は、いざというときの対応をポイントごとに
紹介。かけがえのない命を守るため、今一度ご確
認ください。

総務企画課地域安全担当b822-2405詳細

避難の目安を確認避難の目安を確認
災害発生時、危険度を理解し円滑な避難を行うために 5段階の警戒
レベル を知ることが重要です。大雨の日はテレビ・ラジオ・インター
ネットなどで警戒レベルを確認し、危険度に応じた行動をしましょう。

警戒レベル
１

警戒レベル
２

危
険
な
場
所
か
ら

な
ど
は

な
ど
は

危
険
な
場
所
か
ら

危
険
な
場
所
か
ら

全
員
避
難
！

全
員
避
難
！

危危

警戒レベル
３

適切な避難方法を判断適切な避難方法を判断
天候や浸水状況によっては、むやみに外出しない方が安全
な場合もあります。避難所へ行くべきか、屋内で待機する
かの判断が重要になります。
自宅が川に近い、または
建物の最上階まで浸水す
る恐れがある。

浸水が起きても上階へ移
動することで、危険を免
れることができる。

感染症を意識した避難方法の検討に
ご協力ください

備え
１

警戒レベル
４

備え
２

0.5ｍ未満

0.5～3m未満

3～5m未満

5～10m未満

浸水想定を表示

土砂災害警戒区域を表示

立ち退き避難 垂直避難

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を
踏まえた避難行動をお願いします

自宅などで安全が確保できる
場合は、 垂直避難 を検討
しましょう。
※土砂災害警戒区域の方はためらわず
　に 立ち退き避難 をしてください。

安全な地域に住む親戚や友人宅などへの避難安

自宅が安全な場合は在宅避難

緊急時に避難先として良いか
事前に相談しましょう。安全
な地域に住む方は、受け入れ
の協力をお願いします。

危険な地域にいて、難を逃れる手段がない方は、
ためらわずに避難所へ避難しましょう！

最新情報に
注意

避難行動を
確認

移動に時間がか
かる人も避難

自宅や指定緊急
避難場所など安
全な場所へ

※レベル5はすでに災害が発生している状況

防災M
マップ

apを活用しよう！
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避難所移動時の注意点避難所移動時の注意点 避難所への 立ち退き避難 は、服装や移動方法などに注意
して、できるだけ浸水していない場所を通りましょう。

冠水や渋滞の恐れがある
ため、自動車での避難は
控える。
また、河川沿いや橋を避
けて移動する。

服装 移動方法

動きやすい格好で。履き
慣れた運動靴と雨がっぱ
を着用する。
※足元を確認する長い棒があ
　るとより安全です。

望月寒川放水路トンネル望月寒川放水路トンネル

453
西岡中央
公園
西岡中央
公園

望
月
寒
川

豊
平
川

澄川駅

自衛隊前駅

トンネル流入口 トンネル流入口 

精進川
精進川

トンネル流出口トンネル流出口

N

地
下
鉄
南
北
線

望月寒川放水路
トンネル

望月寒川放水路
トンネル

「豊平区防災M
マ ッ プ

ap」は
お持ちですか？

■豊平区を3地域に分けた地区別拡大版です。地図が
　大きいので、見やすく使いやすい！
■浸水想定区域、土砂災害警戒区域、避難場所などを
　一覧にして掲載しています。

!"B5CDBE

23456789:;<=>?89:

ƒNO§¤'“«‹›fi<|#fl–†‡·¶HQRi

jK•‚TPOBS„”Tkiu»‡·wT…J‰

ƒ]¿„]`„´T·ˆH<˜¯˘rs<POflQR

ijK˙¨<˚¸LMT˝˛Wˇ<FGTWˇ—Æu

ªŁ‡POTØVHz{^^Œºi]‰

併せて確認
しましょう

備え
３

河川の氾濫から地域を守る！

おおむね千年に一度の大雨を
想定し、昨年10月に改訂し
ました！

●指定緊急避難場所

▲ 2014 年 9月に発生した大雨
　 災害時の望月寒川の様子

感染症対策として、必要な物資を非常
時の持ち出し品に加えてください

市の備蓄品には限りがあります。避難の際は非
常食などに加えて、以下の物を持参するようお
願いします。

など
体温計マスク

感染症を踏まえた”避難所運営マニュア
ル(別冊)”も確認してください

札幌市　避難所運営マニュアル 検索 ➡➡

▲西岡～澄川～平岸地区の市道の約10m
　下を巨大トンネルが通ります

望月寒川広域河川改修事業
（北海道空知総合振興局）

区民のページの表紙に
登場した地下トンネル
を詳しく紹介するよ！

消毒液 スリッパ

防災M
マップ

apを活用しよう！

総務企画課（区役所3階11番窓口）や各まちづくりセンター
で配布している他、豊平区ホームページからダウンロードも
できます。（www.city.sapporo.jp/toyohira/）

避難所の開設・運営の手順を定
めた 避難所運営マニュアル
に、感染症対策のルールなどを
追加した別冊が完成しました。

札幌市のホームページに公開されていま
すので、こちらもチェックしてください。

豪雨により度々氾濫を起
こしてきた望月寒川。流
域は住宅が密集してお
り、川幅を大きく広げる
ことが難しいため、洪水
対策として放水路トンネ
ルの建設が計画された。
現在、望月寒川から精↗

↙進川放水路へ市道の地下を
掘削し、直径約5m、全長約
2kmの巨大なトンネルを建
設中。完成すると、望月寒川
の水量を最大10分の1まで減
らすことができる。放水路ト
ンネルは2021年度供用開始
予定。

洪水ハザードマップ

札幌市　ハザードマップ 検索 ➡➡

（2019年8月改訂）

■洪水の仕組みや身を守るための
　情報が分かりやすく掲載されて
　います。
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豊平区からのお知らせ豊平区からのお知らせ ８月１１日

～

９月１０日

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどの予定が変更または
各種健診（検診）のお知らせ

■住民集団健康診査（予約不要。直接会場にお越しください）※12月まで各地区の会館などで順次実施
種類 対象者 費用・持参書類など

特定健診 40～74歳で、原則として札幌市国保加入者 費用は受診券に記載されています。
受診券と健康保険証。後期高齢者健診 市内在住で、75歳以上（特定障がいのある65～74歳を含む）

肺がん検診
（胸部Ｘ線検査） 市内在住で、職場などで検診を受ける機会のない40歳以上 無料。

氏名・年齢・住所を確認できるもの
（健康保険証など）。肝炎ウイルス検査

（Ｂ型・Ｃ型） 市内在住で、同検査を受けたことがない方

※40歳以上の生活保護世帯・支援給付世帯の方は特定健診・後期高齢者健診（基本健診）を無料で受診できます。
　生活保護世帯の方は生活保護世帯健康診査受診券、支援給付世帯の方は本人確認証が必要です。
■住民集団健康診査の日程
地区 実施日 受付時間 会場（所在地） 地区 実施日 受付時間 会場（所在地）

全地区 8/29㈯ 9時30分～11時30分
13時30分～15時

豊平区民センター
（平岸6条10丁目）

西岡 10/5㈪
9時30分～11時 西岡南町内会館

（西岡4条14丁目）

豊平 9/2㈬ 9時30分～11時 旭水会館
（水車町6丁目） 13時30分～15時 市営住宅西岡集会所

（西岡3条2丁目）

月寒 9/4㈮ 9時30分～11時30分
13時30分～15時

月寒公民館
（月寒中央通7丁目） 平岸 10/6㈫ 9時30分～11時 新木の花団地集会所

（平岸1条4丁目）

中の島 9/17㈭ 13時30分～15時 中の島第三区会館
（中の島2条10丁目） 豊平 10/6㈫ 13時30分

～14時30分
豊平橋南集会所
（豊平5条2丁目）

東月寒
9/17㈭

9時～11時 東月寒白樺会館
（月寒東4条18丁目）

美園 10/22㈭ 13時30分～15時 美園会館
（美園6条5丁目）

9/18㈮ 全地区 11/14㈯ 9時30分～11時30分
13時30分～15時

豊平区民センター
（平岸6条10丁目）

平岸 9/18㈮ 13時30分～15時 平岸会館
（平岸2条7丁目）

西岡
・
福住

12/2㈬ 9時30分～11時
西岡福住地区
センター

（西岡4条9丁目）

東月寒 9/23㈬ 9時～11時 東月寒会館
（月寒東2条19丁目） 中の島 12/9㈬ 9時30分～11時 中の島会館

（中の島1条4丁目）

月寒 10/1㈭ 13時30分～15時 月寒五区会館
（月寒東1条10丁目） 全地区 12/12㈯ 9時30分～11時30分

13時30分～15時
豊平区民センター
（平岸6条10丁目）

東月寒
10/1㈭

9時～11時 東月寒白樺会館
（月寒東4条18丁目）

月寒 12/15㈫ 9時30分～11時 月寒公民館
（月寒中央通7丁目）

10/2㈮

j保健センター健康・子ども課b822-2472

➡2020─2020─❽❽─広報さっぽろ─広報さっぽろ44豊平豊平



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

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！

会場 内容

月 寒 公 民 館

楽々♡はじめての韓国語s8/25㈫～。全4回。13時30分～15時30分。o2,000円。
フラダンス講座s9/11㈮～。全3回。10時～12時。o1,500円。
【以下共通】
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

m8/12㈬～。b・直接窓口

西岡福住地区センター写真から描く水彩画s8/18㈫～。全2回。9時30分～11時30分。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 o1,000円。m8/11㈫～。b・直接窓口

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

中止となる場合があります。最新の情報は各記事の申込先へご確認ください。

s8月3日㈪～31日㈪8時45分～17時15分。
q保健センター2階ロビー。
,保健センター健康・子ども課b822-2472

野菜摂取強化月間　豊平区ミニパネル展
「もっと野菜を食べよう！」をテーマに、野菜摂取の
重要性や野菜クイズのパネル展示を行います。日々の
参考になるレシピもご用意します。

s8月24日㈪～28日㈮。
q区民センター1階ロビー。
,保健センター健康・子ども課b822-2478

食品衛生パネル展
食の安全・安心について学んでみませんか？各種パン
フレットも配布します。

区役所1階の戸籍住民課窓口における受け付け待ち人
数と呼び出し状況が、スマートフォンやパソコンから
簡単に確認できるようになりました。空いている時間
帯の来庁や混雑の緩和にお役立てください！
【確認できる項目】
①住民票などの証明請求や住所変更な
　どの受け付け待ち人数
②マイナンバーに関する手続きの受け
　付け待ち人数（マイナンバーカード
　の受け取りや電子証明書の更新など）
③証明受取窓口の呼び出し番号

a i-ban.com/sapporo_toyohira/
,区役所戸籍住民課
　b822-2441

ぜひ活用してね！

QRコード ▲

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

➡55豊平豊平20202020──❽❽──広報さっぽろ広報さっぽろ



エ コ だ し
チャレンジ！チャレンジ！ i

■ごみの出し方など　豊平・南清掃事務所b583-8613
■集団資源回収など　循環型社会推進課b211-2928
awww.city.sapporo.jp/seiso/gomi/

それじゃ・・・
ダンボールは？

そうだ！
「エコ出し」はどう？

ふむふむ

ののとと

その質問には黒板博士がお答えじゃ！
不要になったものをごみにせずに、再
利用に回すことを「エコ出し」と言うん
じゃ。札幌市では再利用できるものを、
ごみステーションとは別に回収拠点で無
料で回収しているんじゃよ。

「エコ出し」？

QRコード▶

片付けで壊れた
ドライヤーが
出てきたんだけ
ど・・・

そうなんだ！

家で料理する回数
が増えて、残り油
も多くなっている
んじゃない？

いろいろ回収し
ているんだね

めーたんは
ドライヤーを
使ってるの？？

ダンボールは集団資源
回収や回収拠点に出せ
るぞ。新聞、雑誌類も
別々にひもでまとめ
て、同じように出せる
んじゃ。集めたものは、
再生紙や紙箱などにな
るんじゃよ。

小型家電も無料で回収して
いるぞ。家電から希少金属
を取り出せるんじゃ。

回収拠点ってど
こにあるのか
な？

新型コロナウイルス感染症の影響で、一部回収を休止している品目や拠点があります。上記ホームページなどで最新情報をご確認ください。

ごみ分けガイド札幌市ごみ分別アプリ
ＱＲコード

ios 用 Android 用

回収拠点は「札幌市ご
み分別アプリ」で確認
できるんじゃ。

分別方法は、『ごみ
分けガイド』で確認
できるんだね　 分別したら、ごみ

にせずに済むね。
「エコ出し」に
チャレンジだね！

ステイホームで
通販が増えて、ダ
ンボールがいっぱ
いになっちゃった

部屋を片付けてて
使えないものが
あったんだけど、
捨てたらもったい
ないよね

残り油もボイラーの
燃料などに再利用で
きるから、回収拠点
があるんじゃ。

区
役
所
な
ど
で
配
布
中
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