
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
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。

〔q福住1条4丁目13-17　b855-6615　休館日：土・日・祝（9月15日を除く）、年末年始　開館時間：8時45分～17時15分〕
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近くなる。近くなる。

この冬、この冬、
本との距離は本との距離は

西岡図書館西岡図書館

区内の図書施設をご紹介

読
み
た
い
に

出
会
う

q
b 

豊平区民センター図書室豊平区民センター図書室
q
b

月寒公民館図書室月寒公民館図書室
q
b
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いよ
いよ来月再開予定です！

東月寒地区センター図書室東月寒地区センター図書室

外
出
せ
ず

外
出
せ
ず

電子書籍サービス

トピックス
q
b

読
み
た
い
に

出
会
う

今、多くの人が楽しむために
滞在は短く、読む時間は長く
本を借りて家へ 豊平　りんご

０１２３４５６７８９

見本
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豊平区からのお知らせ ２月１１日

～

３月１０日

s毎週木曜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

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…全市のイベント情報は…

マイナンバーカード専用の
休日窓口を開設しています！

s2月21日㈰9時～14時30分。
q,区役所保険年金課b822-2510

国民健康保険料の休日納付相談

市・道民税（住民税）の申告が始まります。
詳しくは、本誌全市版19ページをご覧ください。

税申告のお知らせ

東月寒地区センターの業務再開東月寒地区センターの業務再開
令和2年6月15日から保全改修工事のため全館休
館していた東月寒地区センターの工事が完了し、
元の場所で業務を再開します。

※仮事務所での業務は2月
　12日㈮17時15分まで。
※移転作業のため、2月13
　日㈯～28日㈰は業務をお
　休みします。

令和3年3月まで、マイナンバーカードに関する臨
時窓口を開設します。混み合うことが予想されます
ので、お時間に十分余裕を持ってお越しください。

開 設 日 ：2月13日㈯、2月28日㈰、3月13日㈯。
開設時間：8時45分～12時。
場　　所：区役所１階戸籍住民課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。
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や代理人受け取りなどについて
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

とよひら食育先生とよひら食育先生WW
ウ ェ ブウ ェ ブ

EEBBミニセミナーミニセミナー
リンゴなどの豊平区ゆかりの食材を使ったレシピ動
画を公式ホームページで公開しています。ぜひ、挑
戦してみてください。
講師：自家製生パスタと旬菜イタリアンａ

ア ジ オ

ｇｉｏ　
　　　（とよひら“風

フ ー ド

土”コレクション
　　　協力店）
　　　オーナーシェフ　古谷たかし氏
料理：リンゴとサツマイモのケーキ　　
　　　など。
,保健センター健康・子ども課b822-2472

,区役所地域振興課b822-2427
　東月寒地区センターb853-2011

貸室（ホールを含む）の再開日時：3月1日㈪8時45分から。
図書室の再開日時：3月2日㈫9時から。

▲ＨＰはこちら

▲ＨＰはこちら
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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

スクールゾーンとは、小学校の周辺に設定された子どもの交通安全を
確保する区域のことで、ドライバーには特段の安全運転が求められま
す。また、区域内には、登下校の時間帯に合わせて交通規制が行われ
ている道路もあり、注意が必要です。子どもたちの安全確保のため、
道路標識などに従って、安全運転を心掛けてください。

,区役所総務企画課地域安全担当b822-2405

新型コロナウイルス感染症の影響により、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。

広報さっぽろ1月号の「新春とよひらクイズ2021」。
例年以上に多くのご応募をいただき、誠にありがと
うございました。正解者の中から抽選で20人に「非
常持出しセット」、30人に「こりめバッグ」をお送
りします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

正 解 は・・・

問１　Ｃ（20周年）
問２　Ｃ（豊平公園）
問３　Ａ（北部軍司令官官邸）
問４　Ｂ（クラーク）
問５　Ｂ（7メートル）

,区役所総務企画課広聴係b822-2407

新春とよひらクイズ 2021 の正解

学校名 所在地 時間帯① 時間帯②
 豊平小学校  豊平 5条 7丁目 1-2  8：00～ 9：00  13：00～ 16：00
 東園小学校  豊平 1条 12丁目 1-1  7：30～ 15：00 -
 豊園小学校  美園 1条 4丁目 1-1  8：00～ 9：00  12：00～ 16：00
 みどり小学校  美園 5条 2丁目 2-1  8：00～ 9：00  12：00～ 16：00
 美園小学校  平岸 5条 7丁目 2-21  8：00～ 9：00  12：00～ 16：00
 東山小学校  平岸 4条 11丁目 6-1  7：30～ 9：00  12：00～ 16：00
 中の島小学校  中の島 2条 1丁目 1-22  7：00～ 16：00 -
 平岸小学校  平岸 2条 14丁目 1-28  7：30～ 9：00  12：00～ 16：00
 平岸西小学校  平岸 1条 15丁目 2-1  7：30～ 8：30  12：00～ 16：00
 月寒小学校  月寒西 2条 5丁目 1-1  7：30～ 9：00  13：00～ 16：00
 羊丘小学校  月寒東 1条 16丁目 3-1  8：00～ 16：00 -
 しらかば台小学校  月寒東 4条 18丁目 10-43  8：00～ 9：00 -
 福住小学校  福住 3条 5丁目 1-1  8：00～ 16：00 -
 西岡小学校  西岡 2条 9丁目 1-1  8：00～ 9：00  14：00～ 16：00

■スクールゾーンのある小学校と交通規制の時間帯

▲スクールゾーン内にあ
る「自転車及び歩行者専
用」の標識（上）

▲スクールゾーンを示す看板。区域内に多数
設置されています
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こりめと一緒にこりめと一緒に学学
まなまな

ぼうぼう災災
さいさい

！！！！ 第第３３回回

もしもの災害に備えて、非常時に持ち出すべき
物や食料品・飲料水などは、常備しておく必要
があります。すでに用意している方も定期的に
点検しましょう！

非常持ち出し品
避難時に持ち出すもので
す。あらかじめリュックに
まとめ、すぐに持ち出せる
ようにしておきましょう。

備　蓄　品
電気・水道・ガスなどのラ
イフラインが止まった場
合、復旧まで生活できるよ
うに備えておくものです。

救急医療品・常備薬

ライター・マッチ

現金・貴重品 懐中電灯・携帯ラジオ カセットコンロ

ランタン

乾電池

モバイルバッテリー

ティッシュペーパー・
ウエットティッシュ

ペペ パ

非常持ち出し品の例

厚手の手袋

備蓄品の例

新型コロナウイルス感染症に備える

市の備蓄品には限りがあるので、避難の際は以下の
物も持参してください。

冬の寒さに備える
最低気温がマイナス10℃を下回る札幌の冬には、
寒さをしのぐ準備が必要です。

ポータブル
ストーブ

毛布

携帯カイロ 寝袋
マスク 消毒液 体温計 スリッパ

今月のテーマ今月のテーマ

ミルクお薬手帳 生理用品 携帯トイレ 水のいらないシャンプー

ビニール袋
（雨具、敷物、トイレ）

非常持ち出し品・備蓄品をチェック！

食料品や飲料水（1人 1
日 3㍑）は、最低 3日分
用意しましょう。

飲料水食料品
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