
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～
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【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

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

いまだコロナ禍の状況ではありますが、区民の皆さまが安全、安心に暮ら

せる豊平区を目指して、職員一同、本年も全力でまちづくりを進めてまい

ります。皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
豊平区長　天

あま

野
の

　周
しゅう

治
じ

レバンガ北海道レバンガ北海道
レバードレバード

北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌
ドーレくんドーレくん

北海道日本ハムファイターズ　　北海道日本ハムファイターズ　　
右 : フレップ・ザ・フォックス右 : フレップ・ザ・フォックス
左 : ポリーポラリス左 : ポリーポラリス

エスポラーダ北海道エスポラーダ北海道
リスポリスポ
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詳細 総務企画課広聴係　b822-2407

札幌市を代表するスポーツ施設といえば
「札幌ドーム」。さまざまなイベントが開
催されてきましたが、今年（2021年）、
開業から何周年を迎えるでしょう？

Ａ．２周年 Ｂ．１０周年 Ｃ．２０周年

植物に関するいろいろな展示会・講習会
が開催されている「緑のセンター」。園
芸などの相談コーナーも人気ですが、ど
この公園内に設置されているでしょう？

Ａ．西岡公園 Ｂ．月寒公園 Ｃ．豊平公園

今月は新春特別企画として“豊平区〞に関するクイズを出題します。問１～問５それぞれの問題
の答えを、選択肢（Ａ～Ｃ）から選んで解答してください。全問正解者には抽選ですてきなグッ
ズをプレゼント！たくさんのご応募をお待ちしています！！

レンガ造りが特徴的な「つきさっぷ郷土
資料館」。昭和16（1941）年に建てられ、
今では地域の歴史に関する資料が数多く
展示されていますが、もともと何の施設
だったでしょう？

Ａ．北部軍司令官官邸 Ｂ．豊平町役場 Ｃ．ホテル

豊平区の地図や主な施設などを掲載した
豊平区ガイドマップをご覧ください。

とよひらクイズ
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※Ａ・Ｂ賞の希望や色・デザインの指定はできませんので、ご了承ください。

広大な牧草地に放牧されている羊の群れ
や、四季折々の景観を楽しむことができ
る「さっぽろ羊ヶ丘展望台」。この区内
有数の観光名所に設置されている像のモ
デルは誰でしょう？

Ａ．ケプロン Ｂ．クラーク Ｃ．エドウィン・ダン

「札幌市博物館活動センター」には市内
で発見された、世界最古の大型カイギュ
ウである、サッポロカイギュウの骨格復
元標本が展示されています。その全長は
約何メートルでしょう？

Ａ．５メートル Ｂ．７メートル Ｃ．１０メートル

▲ＬＥＤミニライト、マスク、
防寒シート、給水バッグなど

Ａ賞 20名様 Ｂ賞 30名様

▲布製、きなり・赤のいずれか1点
サイズは縦20㎝×横24㎝×マチ12㎝

プレゼントの応募についてプレゼントの応募について

★対象★対象　

応募方法応募方法 はがき
c a

★記載事項★記載事項　➊ ➋

➌

★申込先★申込先

　c

a

抽選で グッズが当たります！
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s3月7日㈰14時5分試合開始（11時10分開場）。
m1月20日㈬当日消印有効。往復はがき（観戦希望者の右ページ上必要事項を記載）。h

※往復はがきは1人につき1通必要。また、1人1通のみ応募可能（複数応募の場合は全て無効）。
j〒004-0041 厚別区大谷地東2丁目5-60　レバンガ北海道 豊平区民応援デー係b555-9090
※新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽リモートゲーム（無観客開催）または開催延期、あるいは中止とな
　る場合があります。その場合は、応募はがきの電話番号にご連絡させていただきます。
※応募者の個人情報は、株式会社レバンガ北海道が適切に管理し、本件を含む案内以外には利用されません。

レバンガ北海道公式戦にご招待！　～豊平区民応援デー～
レバンガ北海道では、北海きたえーるで行われる広島ドラゴンフライズ戦（スタンドB指定席）に、区
内在住の方50人をご招待します。

豊平区からのお知らせ １月１日

～

２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中止となる
場合があります。最新の情報は、各記事の問い合わせ先へご確認ください。

国民健康保険料の夜間・休日納付相談
s休日：1月24日㈰9時～14時30分。
　夜間：1月26日㈫20時まで。
q,区役所保険年金課b822-2510

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

税申告のお知らせ
所得税の確定申告が始まります。
詳しくは、本誌全市版18ページをご覧ください。

月寒公民館図書室　休室のお知らせ
月寒公民館図書室は、蔵書一斉点検（特別整理）のた
め、1月23日㈯～31日㈰は休室します。
期間中の本の返却は、1階事務室窓口で受け付けます。
,月寒公民館b851-0482

マイナンバーカード専用の
休日窓口を開設しています！

開 設 日：1月9日㈯、24日㈰、2月13日㈯。
　　　　　※以降の開庁日は、2月号でお知らせします。
開設時間：8時45分～12時。
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。
注意事項：受け取りには①交付通知はがきと②本人確認
　　　　　書類を持参の上、③本人の来庁が必要です。
　　　　　本人確認書類の種類などについては、事前に
　　　　　下記までお問い合わせください。
,区役所戸籍住民課b822-2441

令和３年　豊平区成人式中止のお知らせ
今年度の成人式は、新型コロナウイルス感
染症の影響により、中止となりました。
詳細については、札幌市ホームページ（右
のコード）でご確認ください。
,区役所地域振興課b822-2427
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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！

全市のイベント情報は…

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

【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

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。

会場 内容

豊 平 区 民
セ ン タ ー

代謝アップストレッチ＆健康体操講座
s1/27㈬～。全3回。10時～11時30分。
o2,000円。m1/6㈬～。b。
日本の名城を知る
s2/15㈪～。全6回。14時～15時30分。
o4,000円。m1/20㈬～。b。
【以下共通】
p15歳以上の方（中学・高校生を除く）。
n10人。f

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

川への雪捨てはやめましょう！
川に雪を捨てると、詰まってあふれる原因となります。川へ
の雪捨ては、絶対にやめましょう。

区内の雪堆積場の開設情報は、区役所
や土木センターなどで配布している
「雪堆積場ガイド」や「市ホームペー
ジ（www.city.sapporo.jp/kensetsu/
yuki/）」、または「市コールセンター
（b222-4894）」でご確認ください。
なお、一時閉鎖などの緊急情報については、ラジオ局「FM
アップル（周波数76.5MHz）」でいち早くお知らせします。

★雪堆積場の開設情報★

,豊平区土木センターb851-1681 詳しくは、 施設名 検索

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

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
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ごみ出しで迷ったり困ったりしたことがある方必見！
クイズを通して、間違いやすいごみの分け方・出し方
を再確認しましょう。
【問い合わせ先】豊平・南清掃事務所b583-8613ごみごみ 出し方出し方の

再 確 認

クイズで学ぼう！
Ｑ1＝Ａ、Ｑ2＝Ｂ（選別工場では、風力や磁力で自動選別しています。また、つぶさずに出すことで瓶の緩衝材となり割れるの
を防いでくれます。）、Ｑ3＝Ａ、Ｑ4＝Ａ（平成29年7月から現行ルールに変更となりました。）、Ｑ5＝Ｂ、Ｑ6＝ＢとＣ（傘などの棒
状で指定ごみ袋から一部飛び出すものは、大部分が入っていて、袋の口を縛ることができればごみステーションに出せます。）

クイズの答え

※答えはページ下部に記載

スプレー缶やカセットボンベは？ 止め具や金具が付いた革製
のカバンやベルトは？

有料の指定ごみ袋の誤った入れ方は？
※答えは2つあります

中身を使い切った上で…

Ａ　穴を開けず、透明・
　　半透明の袋に入れて
　　燃やせるごみの日

Ｂ　穴を開けて、透明・
　　半透明の袋に入れて
　　燃やせないごみの日

Ａ　止め具や金具を外して
　　燃やせないごみ

Ｂ　止め具や金具を付けた
　　まま燃やせるごみ

Ａ　　　　Ｂ　　　　Ｃ　　　　Ｄ

Q4 Q5

歯ブラシは？ ペットボトルやアルミ缶は？ 調味料のチューブ類やシャンプーなどの詰め替
え容器を容器包装プラスチックに出すときは？

Ａ　燃やせるごみ

Ｂ　容器包装
　　プラスチック

Ａ　必ずつぶして出す

Ｂ　つぶさずに出す

Ａ　中身を使い切るだけで出せる

Ｂ　容器を切り開いて、中をきれ
　　いに洗わないと出せない

Q1 Q2 Q3

Q6

ごみ分けガイド

ごみの分け方・出し
方や資源物の回収拠
点、品目を50音順に
した「分別辞典」が
載っています。

し
拠
に
が

※区役所や各まちづ
くりセンターで配布。

ごみ分別アプリ

ごみの分け方を簡単に検索できる
他、収集日を知らせるアラーム機
能を設定することもできます。

iOS端末用 Android端末用

あなたは何問正解できるかな？

チャレンジ！ごみの分け方・出し方クイズ

出し方に迷ったら……便利なガイドやアプリをチェック！

年末年末

機
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