
［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/

・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
・南消防署（真駒内上町 5） ☎581-2100
・南区体育館（川沿 4 - 2 ） ☎571-5171
・澄川図書館（澄川 4 - 4 ） ☎822-3730
・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

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

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
　庶務係 　☎582-4705
　地域安全担当 ☎582-4706
　選挙係 　☎582-4711
　広聴係 　☎582-4714
地域振興課 　☎582-4723
戸籍住民課
　戸籍係 　☎582-4724
　住民記録係 　☎582-4728
　税証明担当 　☎582-4731
保健福祉課
　地域福祉係 　☎582-4734
　活動推進担当 ☎582-4734
　福祉助成係 　☎582-4741
　給付事務係 　☎582-4742
　福祉支援係 　☎582-4743

　保健支援係 ☎582-4746
　相談担当 ☎582-4747
保護一課
　相談担当 ☎582-4765
　保護一係 ☎582-4756
　保護二係 ☎582-4757
　管理係 ☎582-4751
保護二課
　保護一係 ☎582-4763
　保護二係 ☎582-4764
　保護三係 ☎582-4768
保険年金課
　給付係 ☎582-4770
　保険係 ☎582-4772
　収納係 ☎582-4775
　年金係 ☎582-4786

南 区 関 連 の 主 な 施 設

国勢調査の実施に伴い、速報値
が公表されるまでの間は掲載を
見合わせます。

※南区の「まちの話題」を発信しています。
スマートフォンなどで2次元コードを読み取って、お楽しみください。

芸術の森地区オリエンテーリング

10/17㈯に芸術の森地区連合会が主催し10/17㈯に芸術の森地区連合会が主催し
たイベントには、石山東小学校と常盤小たイベントには、石山東小学校と常盤小
学校の児童など64人が参加。子どもたち学校の児童など64人が参加。子どもたち
は「地域に関する3択クイズ」などに答は「地域に関する3択クイズ」などに答
えてゴールの芸術の森地区まちづくりセえてゴールの芸術の森地区まちづくりセ
ンターを目指し、久々の地域のイベントンターを目指し、久々の地域のイベント
を楽しみました。を楽しみました。

10/28㈬、市立札幌みなみの杜高等支援10/28㈬、市立札幌みなみの杜高等支援
学校の1年生が「真駒内を元気に」をテー学校の1年生が「真駒内を元気に」をテー
マに、スポーツや焼き菓子の販売などをマに、スポーツや焼き菓子の販売などを
通して地域住民と交流を深める取り組み通して地域住民と交流を深める取り組み
を行いました。来場者の一人は「一生懸を行いました。来場者の一人は「一生懸
命に取り組む姿を見て元気になりました」命に取り組む姿を見て元気になりました」
と笑顔で話していました。と笑顔で話していました。

ミライデザインフェスタ令和2年度札幌市南区民生委員・児
童委員永年勤続表彰及び社会福祉功
労者表彰表彰式

10/15㈭に南区民センターで行われた表10/15㈭に南区民センターで行われた表
彰式で、彰式で、大大

おおおお

平平
ひらひら

英英
ひでひで

人人
とと

南区長は23人の受賞者南区長は23人の受賞者
に対し「長年にわたり、地域の身近な相に対し「長年にわたり、地域の身近な相
談役として住民に寄り添い、支援を続け談役として住民に寄り添い、支援を続け
てこられたことに感謝します」とお礼のてこられたことに感謝します」とお礼の
言葉を述べました。言葉を述べました。
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札幌市域の約 6割を占める広大な南区。心肺停止など一刻
を争う重症患者が区内で発生し、救急車での搬送に時間が
かかるとき、活躍するのが消防ヘリコプターです。
今月は南区民の命を守る消防ヘリコプターの活動や緊急離
着陸場などを紹介します。

救急隊救急隊 消防隊消防隊 消防隊消防隊

救急隊、航空隊救急隊、航空隊 航空隊航空隊 航空隊航空隊

1　着陸場所への搬送 2　着陸場所の準備 3　ヘリコプター着陸

4　ヘリコプターへ収容 5　ヘリコプターで搬送 6　病院に到着

救急搬送

救急車の搬送に

かかる地域に
ヘリが出動します

20分以上

常盤公園 市立札幌病院
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札幌啓北商業高校
石山北公園(野球場）
石山中学校

札幌藻岩高校
藻岩中学校
藻南橋上流左岸川沿公園（豊平川緑地）
北海道電力㈱北の沢野球場
中ノ沢野球場
南が丘中学校
東海大学札幌キャンパス ）

石山東公園（野球場）
札幌市立大学
常盤中学校
常盤公園（野球場）
北海道科学大学高等学校駒岡総合運動場
滝野すずらん丘陵公園（渓流口駐車場）
滝野すずらん丘陵公園（中央口駐車場）

藤が丘高台公園（野球場）
藤野中学校
札幌南陵高校
北海道文教大学明清高等学校
フッズスノーエリア

■■ 石山地区 ■■

■■ 定山渓地区 ■■

真駒内公園（自由の広場）
真駒内中学校
北海道警察学校グラウンド

■■芸術の森地区■■

舞中学校
豊滝除雪ステーション

北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド
札幌国際スキー場(駐車場） ）

■■ 藻岩地区 ■■

■■ 舞地区 ■■

■■ 藤野地区 ■■

■■ 真駒内地区 ■■

SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU  SAPPORO FIRE BUREAU 

消防局石狩ヘリポート
市内一円10分以内に到着

令和元年東日本台風
宮城県で住民23人救出

平成30年北海道胆振東部地震
厚真町で住民13人救出

山岳救助

山や
ま

内う
ち 

知と
も

也や 

司
令
補

消防局航空隊
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12月11日以降の情報

札幌市　成人式

費用に関する記載がない場合は無料です。

エスポラーダ北海道公式戦ご招待　
～南区民応援デー～

札幌市を本拠地とするフットサルクラブ「エス
ポラーダ北海道」のホームゲームに区内にお住
まいの方20組40人（Ａ自由席）をご招待します。

対象試合対象試合　対　ボアルース長野。　対　ボアルース長野。
日時日時　1/24㈰　18時キックオフ（16時開場）。　1/24㈰　18時キックオフ（16時開場）。
会場会場　北海きたえーる（豊平区豊平5条11丁目）。　北海きたえーる（豊平区豊平5条11丁目）。
申込方法申込方法　往復はがきに観戦希望者（2人1組）　往復はがきに観戦希望者（2人1組）
の代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、宛先の代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、宛先
（返信はがき）を記入の上、下記までお送りく（返信はがき）を記入の上、下記までお送りく
ださい。ださい。往復はがきは1組につき、1通のみ有効。往復はがきは1組につき、1通のみ有効。
応募多数応募多数の場合は抽選となります。結果は返信の場合は抽選となります。結果は返信
はがきでお知らせします。はがきでお知らせします。
申込期限申込期限　12/25 ㈮　※当日消印有効。　12/25 ㈮　※当日消印有効。
申込・詳細
〒〒060-0001060-0001　札幌市中央区　札幌市中央区北1条北1条西西4丁目2-24丁目2-2　　
札幌ノースプラ札幌ノースプラザザ66階階　エスポラーダ北海道　　エスポラーダ北海道　
南区民応援デー係　南区民応援デー係　☎2☎206-428506-4285

マイナンバーカード関係手続きのための
休日開庁
令和3年3月までの間、毎月2日間（ただし3月は1日
のみ）休日に臨時窓口を開設します。
日程を確認の上、ぜひご利用ください。
開設日　12/12㈯、19㈯。
※以降の開設日は1月号でお知らせします。
開設時間　8時45分～12時。
場所　南区役所1階2･3番窓口。
対象業務　マイナンバーカードの交付、電子証
明書の更新、暗証番号の再設定など。

詳細 戸籍住民課住民記録係　☎582-4728

まちづくりセンター支援員（会計年度任
用職員）の募集
業務　まちづくりセンター業務の補助。
採用期間　令和3年4/1㈭～令和4年3/31㈭。
勤務日・勤務時間　月曜日～金曜日（祝休日、
年末年始を除く）。1週あたり30時間。
勤務場所・募集人数　藻岩まちづくりセンター・
藤野まちづくりセンター。3人。
申込方法　12/7㈪～18㈮（必着）の間に所定の写
真付き申込書（市販の履歴書は不可）に必要事
項を記載し、下記まで持参または郵送。

詳細
地域振興課まちづくり推進係　☎582-4723

■ 注意事項■
（1）マイナンバーカード、電子証明書関係の手

続き以外（各種証明書の発行、住所異動、
印鑑登録、臨時運行許可等）は取り扱いで
きませんのでご注意ください。

（2）受け取りには、交付通知書（はがき）、通知
カード、本人確認書類を、ご本人様が持参
してください。

※本人確認書類などのご不明点については、事
前に下記までお問い合わせください。

※代理人によるカードの
受領は要件が厳しいた
め、必ず事前にご相談
ください。

令和3年成人式
成人式開催の有無などについては、札幌市の
ホームページでお知らせしますのでご確認くだ
さい。下記2次元コードからもご覧いただけま
す。

詳細 地域振興課地域活動担当　☎582-4723

※新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょリ※新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょリ
モートマッチ（無観客試合）または開催延期となるモートマッチ（無観客試合）または開催延期となる
場合がございますので、あらかじめご了承ください。場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※上記の場合には、はがきにご記入いただいた電話番※上記の場合には、はがきにご記入いただいた電話番
号にご連絡をさせていただきます。号にご連絡をさせていただきます。

※応募者の個人情報は、一般社団法人エスポラーダ北※応募者の個人情報は、一般社団法人エスポラーダ北
海道スポーツクラブが適切に管理し、抽選および返海道スポーツクラブが適切に管理し、抽選および返
信はがきの発送、また同クラブからのご案内以外に信はがきの発送、また同クラブからのご案内以外に
は利用しません。は利用しません。

※申込書は南区のホームページからダウンロードでき
るほか、南区役所地域振興課、南区民センター、
区内まちづくりセンターでお渡ししています。

©ESPOLADA HOKKAIDO

令和2年の写真です令和2年の写真です

20202020─ 12── 12─広報さっぽろ広報さっぽろ44南区南区



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。

FAXで申し込む際の
必要事項

年末年始の業務案内
■窓口業務
12/29㈫～1/3㈰は、南区役所、南区土木センター、南保健センター、各まちづくりセンター（定山渓出
張所を含む）、南部市税事務所は休みです。住民票・印鑑登録証明などの各種証明書、出生届・死亡届
などの窓口業務については、本誌全市版20～21ページをご覧ください。
■ごみの収集
12/30㈬～1/3㈰は、家庭ごみの収集がありません。
○各地区の年末年始の収集は「家庭ごみ収集日カレンダー」でご確認ください。
○ごみは、必ず収集日当日の午前8時30分までに出してください。
○大型ごみの受け付け・収集日は本誌全市版21ページをご覧ください。
詳細 豊平・南清掃事務所  ☎583-8613　大型ごみ収集センター  ☎281-8153
■区内の主な施設の休み　

施設名 期間 その他
澄川図書館
各児童会館 12/29㈫～1/3㈰ 1/4 ㈪～通常通り開館。

南区体育館 12/29㈫～1/4㈪ 1/5㈫~通常通り開館。
南区民センター
藤野地区センター
もいわ地区センター
すみかわ地区センター

12/29㈫～1/3㈰
3/1㈪～3㈬の貸室利用、3/29㈪～4/3㈯のホール全面利用については、
12/28㈪に繰り上げて受け付けします。
※左記の期間のほか、12/25㈮は図書整理日のため、南区民センター、
藤野地区センター、もいわ地区センターの各図書室は休室。

検診日

場　所
対　象

費　用

申　込

胃がん・大腸がん・肺がん検診胃がん・大腸がん・肺がん検診

南保健センター
☎581-5211　℻  582-4564

住民集団健康診査住民集団健康診査

南保健センター　☎581-5211

＜日程・会場＞
日時 実施会場
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12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。

● 超初心者向け卓球講座（全6回） ● 図書室事業　
 小学生一日司書体験

● クリスマス会

● 子どもと作るエコバッグ講座

申し込み・詳細については、電話または直接もいわ地区センターへ。特に記載がない場合、受け付けは先着順。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、講座が中止・変更になる場合があります。

区
民
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ジ
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さ
い
。

令和3年南区新年交礼会中止のお知らせ

南区では毎年、新年を祝い、区民の皆さんに親
睦を深めていただくために「南区新年交礼会」
を開催しておりましたが、令和3年については
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
中止いたします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

詳細 地域振興課まちづくり推進係
　　  ☎582-4723

国民健康保険料の夜間納付相談
12/24㈭19時30分まで。
南区役所2階5番窓口。

国民健康保険料の夜間納付相談を行います。
事情により保険料の納付が困難で、平日の日
中に区役所に来られない方は、ぜひご利用く
ださい。
※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　☎582-4775

有権者も政治家も寄附禁止のルールを守りましょう
①政治家が選挙区内の人や団体に金銭や物品を贈ること、②有権者が選挙区内の政治家に対して寄附や
物品・飲食物の差し入れなどを求めることは、法律で禁止されています。寄附禁止のルールを守って、
明るい選挙を実現しましょう。

（寄附禁止の対象例）
病気見舞い、お中元・お歳暮、入学・卒業祝い、
町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れなど

詳細 南区選挙管理委員会事務局   ☎582-4711

☎572-5733
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