2021
vol.733

特集２

区民のページ

専門医に聞く

新型コロナウイルス感染 症
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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

2021

施設の開館情報や催しの予定が変更となる場合があり
ますので、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
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市役所のどこに聞いたらよいか分からないときは

市役所・区役所などの連絡先

札幌市コールセンター
ツーじる

●市役所（電話は代表、ファクスは広報課）
〒060-8611 中央区北1西2 b211-2111

しやくしょ

b222- 4894

221- 4894

中央区 ................. 南3西11
北 区 ................. 北24西6
東 区 ................. 北11東7
白石区 ................. 南郷通１南
厚別区 ................. 厚別中央1の5
豊平区 ................. 平岸6の10
清田区 ................. 平岡1の1
南 区 ................. 真駒内幸町2
西 区 ................. 琴似2の7
手稲区 ................. 前田1の11

市政に関するご意見、
ご提案などは

市民の声を聞く課

218 -5165

札幌市役所ホームページ

www.city.sapporo.jp
※広報さっぽろの誌面も掲載。10区全ての区民のページもご覧になれます。

●夜間急病センター
ウ エ スト

市内の交通事故

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。

令和3年1月1日〜2月28日
（前年比）

TV

傷者

632件
（−85）
721人
（−75）

b231-2400
b757-2400
b741-2400
b861-2400
b895-2400
b822-2400
b889-2400
b582-2400
b641-2400
b681-2400

中央区大通西19WEST19内

死者

2人
（＋1）

b641-4316

b＃7119 ダイヤル回線、
IP電話はb272-7119
※番組内容は一部変更となる場合があります

テ レ ビ ホームページでも放送中！

ラ ジ オ

ノ ー ル

札幌ふるさと再発見

ＨＢＣ ４/16（金）22時54分〜23時（予定）
ボーイズユニットNORDが旬な市政情報をご紹介します
［内容］
開園70周年の円山動物園
※同内容を次の日時にも
放送予定
４/17
（土）
11時59分〜13時
（ブラキタ番組内）
４/18
（日）
16時54分〜17時
５/２
（日）
16時54分〜17時

615-8604

●救急安心センター（24時間。医療機関の案内、救急医療の相談）

今 月の 広 報 番 組

NORDのもっと！札幌

231-6539
757-2401
742-4762
860-5236
895-2403
813-3603
889-2402
582-0144
641-2405
681-6639

※市税事務所の所在地、電話番号は21ページをご覧ください。

札幌の人口と世帯

発生

218-5161

●区役所（電話は代表、ファクスは広聴係）

8時〜21時
（年中無休） Eメール info4894@city.sapporo.jp

b211-2042
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STV 毎週土曜 11時54分〜59分
地域を元気にする取り組みをお届けし、
札幌の魅力を再発見します
［内容］
ほ
か
今年もオープン！水道記念館
（4/24）

さっぽろ耳寄り情報
（ごきげんようじ内）
STV

AM 1440kHz
FM 90.4MHz

毎週土曜 11時30分〜45分

［内容］
新型コロナ
ウイルスと
令和3年度
予算について
ほ
か
（4/24）
あき もと

秋元市長が出演予定！

市政情報を
大型ビジョンで配信しています
ヒ

ロ

シ

配信場所地下街ポールタウンHILOSHI、
地下
歩行空間北大通交差点広場、北3条広場ほか

1

編集

札幌市広報課
〒060-8611 中央区北1西2 b211-2036
Eメール kohokakari@city.sapporo.jp

218-5161

広報さっぽろは、毎月10日までに、町内会などを通じて市内の全世帯に配布しています。
詳細は、広報課かお住まいの区の区役所広聴係へお問い合わせください。

表紙中央下にある
「
」
（サッポロスマイル）
は、食や自然、四季折々のイベントなど
多くの魅力に恵まれた
「笑顔になれる街」
さっぽろをイメージしたロゴです。

4月から市がお金をどのように使うのかをまとめた、令和３年度の予算が完成しました。この特集では、予算
の規模や具体的な取り組みを通して、市がどのようなまちづくりを進めるのかを見ていきます。
詳細 財政課2211-2212

予算とは、市の１年の収入と支出の計画のことです
皆さんからの税金、国や北海道から交付

福祉や教育、道路や公園の整備、除排雪に

（歳入） されるお金、
公共施設の利用料など

（歳出） かかる費用など

大きく３種類に分けてお金を管理しています
一般会計 1兆1,140億円

特別会計 3,749億円

企業会計 2,677億円

福祉や教育など、
基本的な事業を
管理する会計

国民健康保険や介護保険など、
一般
会計と区別した管理が必要な会計

地下鉄や水道など、
利用料金の収
入で運営している事業の会計

一般会計の内訳を紹介します

※
（

その他
1,718億円

教育費
439億円（＋29億円）

（+86億円）

地方交付税
1,052億円
（−8億円）

市債
1,175億円

）内は前年度比。計数ごとに四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります

市税
3,210億円

諸支出金
838億円（−5億円）

保健福祉費
4,240億円

（−156億円）

（+101億円）

公債費
896億円

歳入
1兆1,140億円

（−7億円）

（+845億円）

土木費
1,051億円

（+189億円）

諸収入
1,557億円

その他
686億円（＋38億円）

国庫支出金
2,428億円
（+9億円）

（+725億円）

（+845億円）

（−26億円）

経済費
1,428億円（＋733億円）

職員費
1,561億円（−19億円）

歳 出︵前年度比︶

歳入︵前年度比︶

・新型コロナウイルス対応支援資金の増加などで、諸収
入が725億円増加
・臨時財政対策債の増加などで、
市債が189億円増加
・感染症の影響などによる個人・法人市民税の減少な
どで、市税が156億円減少 など

歳出
1兆1,140億円

・新型コロナウイルス対応支援資金の増加などで、
経済費が733億円増加
・感染症の予防対策などで、保健福祉費が101億
円増加 など

次のページから、主な取り組みを3つの柱に分けて見ていきます
本年度の予算は前年度予算に当たる令和3年第1回定例市議会で可決した補正予算と一体的に編成した予算のため、次の
ページからは補正予算の金額も含めて記載しています。
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新型コロナウイルス感染症の相談や検査ができる体制を維持するとともに、事業の継
続、経済活動の支援やデジタル化の推進といった取り組みを進めます。

新型コロナウイルス感染症対策を強化
ワクチンの接種 95億200万円

相談や検査の体制を維持 29億400万円

新規

新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予
防するためのワクチン接種を実施。国からの供
給量に合わせ、医療従事者や
重症化リスクが高い、高齢者
などから順次接種を進める予
定です。

医療対策室の運営 11億5,100万円
感染症対策をより円滑に進めるため、保健所の
医療対策室の体制を強化します。

事業の継続・経済活動を支援

拡充

新型コロナウイルス感染
症の影響を受けている中
小企業を対象に、新たな
融資制度を作ります。

新規

重症化リスクの高い方が暮らす高齢者施設などの
職員に対し、PCR検査を定期的に行うことで、施設
での感染拡大を予防します。

デジタル化の推進と市民サービスの向上

11億5,400万円

拡充

マイナンバーカードセンターを都心部に開設し、カードの交付
などの手続きを総合的に受け付けるほか、商業施設や公共施
設などに出張して申請を受け付けます。

学校でのICT※などの利活用 11億2,700万円

宿泊施設への支援
11億1,400万円

定期的な検査を実施 5億9,500万円

マイナンバーカードの普及促進

中小企業への融資
896億2,200万円

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口や、検
体の採取を行うPCR検査センターを引き続き運営。
また、感染した方などを、病院や宿泊療養施設など
へ移送する体制も維持します。

新規

宿泊施設でテレワークをしながら滞在
する方の受け入れや感染症対策の推
進のための費用を補助※。また、誘客の
取り組みにかかる費用も補助します。
※3/15から受け付け中。予算額に達し次第終了。最新情報は
市ホームページでご確認を

拡充

小中学校で、タブレット端末を1人1台使って授業ができる環
境を整備します。
※情報通信技術

行政手続きのオンライン化などを推進
１億8,700万円

新規

インターネットでできる手続きを増やすほか、
行政事務センター
を開設し、
一部の業務を委託して事務を効率化します。

新型コロナウイルス感染症へのこれまでの対応
市では、
令和元年度
〜令和３年度に、
累
計 4,663億円を
投 入して対 策を実
施しています。
3
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これまでの主な対策
新型コロナウイルス感染症で入院する方の医療費の負担
特別定額給付金の支給
集中対策期間中の営業時間短縮要請、
緊急事態宣言による休業要請などに応じた事業者
への協力支援金の支給
救急患者などの受け入れを行う医療機関での院内感染の防止 など

子育てする環境の整備や、バリアフリー化の推進など、子どもたちが健康に育ち、誰も
が住み慣れた地域で安心して生活できる取り組みを進めます。

子どもを生み育てる方の負担を軽減

学び・育ちの環境や相談体制の充実

子ども医療費の助成対象を拡大

保育施設の定員を拡大 48億5,000万円

47億4,300万円

私立保育所などの整備にかかる費用の補助を継続
し、定員を1,801人増やします。

拡充

これまで小学3年以下としていた
通院医療費の助成対象を、小学6
年まで拡大します。

公立夜間中学の開校準備 4,600万円
さまざまな事情により十分な教育を受けられないまま
中学校を卒業した方などが学べる、公立夜間中学の
来年4月の開校に向けた準備を進めます。

不妊治療費の助成を拡充
5億6,900万円

拡充

不妊治療費の助成に当たり、所得制限をなく
すほか、助成額の上限を1回15万円などから30
万円（一部治療は10万円）に拡大。不妊に悩む
方の治療を支援します。

さまざまな困難を抱える若年女性を支援
1,200万円

新規

民間支援団体と連携し、SNSを使った相談支援や安
心して相談できる居場所の確保などを実施します。

誰もが暮らしやすい環境を整備
介護サービスの提供体制を強化
9億7,400万円

安心・安全な
冬の道路を確保

新規

介護施設が職員宿舎を整備する費用や、介護ロボット、ICTを
導入する費用などを補助します。

バリアフリー化を推進 3,100万円

新規

飲食店や診療所といった、2,000㎡未満の身近
な民間施設をバリアフリー化する改修費用を補
助。障がいのある方なども安心して暮らせる環境
を整えます。

市債の状況は？
本来国が負担するお金を市が一時的に肩代わ
りする臨時財政対策債が増えていることなどに
より、
市の借金である市債の残高は前年度より
も増える見込みです。引き続き、将来に過度な
負担を残さないよう、
事業費の精査や効率的な
事業の執行などにより、
市債残高の抑制に努め
ていきます。

217億200万円
天気や道路の状況に応じた除排雪を引
き続き実施。また、新川融雪槽の処理
能力を高めるほか、ICTを活用して現在
2人で行う除雪車での作業を１人でもで
きるようにするなど、働き手が減っても
除雪体制を維持できるような取り組み
を進めます。

市債残高の推移
億円
25,000

0

一般会計（建設債など）

21,892
17,825

16,572

17,021

17,342

8,320

5,729

5,720

5,666

2,615

5,265

5,383

5,667

6,889

5,578

5,917

6,009

H23

R1

R2見込み

10,951

10,000
5,000

一般会計（臨時財政対策債）

全会計市債残高のピーク

20,000
15,000

特別会計・企業会計

10,181
H15

R3見込み 年度

※計数ごとに四捨五入しているため合計が一致しないことがあります
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民間投資を活用した都心のリニューアルや、環境に優しい施設の整備などを進め、街の
魅力と活力の向上を目指します。

魅力ある街のリニューアル
札幌駅交流拠点の検討

都心周辺の再開発を推進

9億9,500万円

55億7,600万円

2030年度末を予定している
北海 道 新幹線の札幌開業
を見据えて、札幌駅周辺の
再開発や南口駅前広場など
の再整備に向けた検討を進
めます。

民間ビルの建築費用などを補助し、再開発
を促進。例えば、札幌駅前通と狸小路商店街
に面する南２西３南西地区では、エレベー
ターで地上と地下街をつないでバリアフリー
化するほか、屋上庭園などのにぎわい空間の
整備を進めています。

整備イメージ

▶2023年4月に工事が終わる予定の南２西３南西地区。他に北3東11
周辺地区、
北8西1地区でも再開発を進めている

オリンピック・パラリンピックへの取り組み
東京2020オリンピック・パラリンピックの
開催 8億1,300万円
札幌でのマラソン・競歩・サッカーが、安全・安心に実
施できるよう、
関係機関と連携して新型コロナウイルス
感染症への対策を実施。また、ボランティアによるおも
てなしや都心部でのパブリックビューイングなどを行い
ます。

冬季オリンピック・パラリンピックの招致
3億5,200万円
2030年大会の札幌招致に向けて大会計画を更新する
ほか、
1972年の札幌オリンピックから50周年を記念する
事業など、
招致への機運を高める取り組みも行います。

経済を活性化する取り組み
企業立地を促進 7億2,200万円

拡充

本社機能の札幌移転などへの補助を続けるほ
か、
個人事業主や複数の企業で共用して働ける
場所を整備する費用なども補助します。

環境に優しいまちづくりを推進
（仮称）動物愛護センターの整備
4,100万円
動物の保護管理や愛護教育などの充実・強化
を図る施設を2023年度完成に向けて設計。
市
ゼ ブ
レ デ ィ
※
有施設で初めてのZEB Ready を目指します。
※標準的に建てた場合に比べて全体のエネルギー消費量を年間50％以
下まで削減した建物

市では、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとして、誰もが安心して生活でき、経済を回
復させるためのさまざまな取り組みを進めています。力を合わせて困難を乗り越え、より良い
街をつくっていきましょう。
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岸 田 直 樹

医師

感染症コンサルタント（感染症専門医）
札幌市危機管理対策室参与
2010年から手稲渓仁会病院感染症科チー
フ兼感染対策室室長を務めたのち、
2014年
に札幌メディカルアカデミーを立ち上げて代
表理事に就任。2017年から北海道科学大
学薬学部客員教授、本年4月から北海道大
学医学院非常勤講師も務める。
本市危機管理対策室参与には2020年5月
から就任し、市内の流行状況のデータ分析
に基づく助言をしている。
今回は、
新型コロナウイルス感染症の流行か
ら2度目の春を迎えるに当たり、
押さえておき
たい点や変異株・ワクチンについて、専門的
な視点で話を聞いた
（3/10取材）
。

新型コロナウイルス感染症

のデータ分析をする中で︑札幌

の特徴などはありますか？

このウイルスは人から人へ

感 染 す る た め ︑人 口 が 多 く ︑人

口密度が高い地域ほど流行し

ま す ︒ま た ︑気 温 が 低 い ほ ど 感

染力が強まる︑感染した方が他

の方にうつす割合が高まると

いう特徴も見られます︒札幌市

は政令市の中でも4番目に人

口が多く︑北国の寒さを併せ持

つので︑残念ながら感染がより

広がりやすい街︒流行の最先端

かつ最難関の街と言えるで

し ょ う ︒そ の た め ︑市 民 の 方 に

もより高いレベルの感染対策

が求められます︒そういう街に

住んでいることを︑改めて認識

していただきたいです︒

人口の多さと気温の低さか

ら︑他の地域よりも厳しい対策

が必要なんですね︒

そうですね︒札幌は冬を迎え

せき

発熱や咳などの症状が出たら電話で受診の相談を
◎かかりつけ医がない、分からない方

◎かかりつけ医がある方

▶救急安心センターさっぽろへ電話
（毎日24時間）

▶かかりつけ医など身近な医療機関へ電話

b＃7119 または b272-7119
発熱がなくても下記に該当する方はお電話を
たん

・咳、痰、息切れなどの呼吸器症状のある方
・味覚や嗅覚に異常のある方

な
ど

◎聴覚に障がいがあるなど、
電話が難しい方
コロナに関する一般的な相談も下記までご連絡を
▶保健所健康企画課のファクス 622-7221、
Eメール kenkou-eisei@city.sapporo.jp
▶全日本ろうあ連盟ホームぺージ
検索

※新型コロナウイルスの検査は医師の判断で実施します。
検査を受けた場合は、
結果の連絡があるまで外出を控えてください

2021 鋸 広報
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に応じていただいたほか︑市民

の方に早期の営業時間の短縮

また︑痛みを伴いつつも飲食店

くりに取り掛かっていました︒

などを行う発熱外来の体制づ

た方の外来診療やＰＣＲ 検査

の下︑冬を迎える前から発熱し

の点︑札幌市は医療機関の協力

策を取ると間に合いません︒そ

寒さの面では東京を基準に対

る の が 早 く ︑春 の 訪 れ は 遅 い ︒

再び感染者数が落ち着き︑緩和

弱い制限に動きました︒そして

短営業の要請という︑前よりは

感染者は増える︒そこで次は時

かし︑人の動きがあるとやはり

そうと大きく緩和しました︒し

落ち着いてきたため︑経済を回

かった︒夏ごろには感染者数が

で ︑経 済 へ の ダ メ ー ジ が 大 き

ました︒これはとても強い制限

が出され︑大きな制限がかかり

初は全国一律に緊急事態宣言

が出てくると思います︒

で緩和の方向に見直す必要性

の方向に︑ワクチン接種の状況

た対策も︑変異株の状況で制限

一度バランスが取れたと思っ

季 節 に も よ る で し ょ う ︒ま た ︑

域に合ったバランスの取れた

う に ︑徐 々 に 極 端 で は な い ︑地

休 な ど を 控 え ︑人 の 移 動 や 友

歓迎会があり︑5月には大型連

4月は例年だと年度始めの

なると予測しますか？

春を迎えて︑感染者数はどう

の皆さんにも活動の自粛に ご
3波以降︑感染拡大しやすい冬

振り子の止まる場所

の流れになっています︒このよ

にもかかわらず︑年末までに感
対策

人・知人と飲食をする場が増え

地域に合ったバランスの取

数は増えることが予測されま

持ちもあると思うので︑感染者

検索

検索

な
ど

接触のあった自分はどうなるのか

スに感染した方がいた場合などに、
通知を受け取れます。

・身近な人から陽性になったと連絡があったが、

施設利用時に登録し、
同じ日の利用者で新型コロナウイル

協 力 い た だ き ま し た ︒ 月の第

染者数をピークから大きく減

を︑制限と緩和の中で探してい

る 時 期 で す ︒札 幌 の 場 合 は ︑長

れた対策というと︑先ほどの札

す︒その波をいかに小さくする

極端に開放的にならずにこれ

不安がある

北海道コロナ通知システム

・発 熱や息苦しさ、強いだるさはないが体調に

検索

︱

らせたのは︑皆さんの力があっ

る途中だと思います︒

幌の特徴を踏まえて考える必

かが大切です︒大人数での飲食

い冬が明け︑外出したくなる気

要があるということですか？
そうなんです︒人口規模や気

まで注意してきたことを引き

を 避 け る ︑深 酒 を し な い な ど ︑
温などが地域ごとに異なるた

続き実践できれば︑変異株の流

ア

コ

コ

てのことだと感じています︒

変化しやすい感染状況に対
して︑最適な対策というものは
あるのでしょうか？

め︑最適な対策にも地域差が出

それほど高くない形にできる

行次第ですが︑感染者数の波は
内の他市町村とも異なる対策

可能性はあると思います︒

ます︒札幌の場合︑東京とも︑道

て︑私はよく制限と緩和の間を

になりますし︑制限の厳しさは

感染対策のアプローチとし
揺れ動く振り子に例えます︒最

2021 鋸 広報
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新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能

▶札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
b632-4567
（毎日9時〜21時）

性について、通知を受け取れます。

例えばこんな質問にお答えします

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）

体調不良に関する不安やその他の
疑問の相談先

感染者との接触可能性の通知システム

11

高さを考えると︑その質をワン
ランク高めたい︒さまざまな場

況によっても変化するとのこと

この春の予測は変異株の状
いると思います︒ただ専門医と

を聞きますし︑皆さん頑張って

く﹁ も う や っ て る よ ﹂と い う 声

報も出てくる中で不安な方も

の着用や手指の消毒は効果的

変異株が流行しても︑マスク

すが︑感染予防の効果や重症化

研究データは十分ではないで

ナウイルスのワクチンは︑まだ

それに比べて︑今回の新型コロ

という声をよく聞きますよね︒

ンを打ったのにかかりました﹂

インフルエンザだと﹁ワクチ

なのかなど︑丁寧に因果関係を

が重なったのか︑心因的なもの

に病気が発生するタイミング

チン接種が原因なのか︑接種後

副反応が疑われる情報は︑ワク

り 多 い か も し れ ま せ ん ︒た だ ︑

は︑インフルエンザワクチンよ

痛︑接種部位の腫れを訴える方

8
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所で感染対策の話をすると︑よ

ですが︑改めて変異株の怖さは
しては︑対策をもう一段階高め
の質を高めるポイントは左

る余地があると思います︵対策

どのような点にありますか？
変異株は︑これまでの新型コ

数字では︑一人の感染症専門医

ページ︶︒

たときにどれだけ重症化する

として大きな効果が期待でき

ロナウイルスに比べて︑感染し
かと︑感染力がどれだけ強いか

ると思います︒

りやすいです︒イギリス型とさ
医療従事者としてワクチン

多いと思いますが︑その点はい

れる変異株だと︑従来より感染
の接種を受けたと聞きました

かがでしょうか？

倍高いともいわれてお

り ︑注 意 が 必 要 で す ね ︒重 症 度

が︑感染症に携わる医師として

力が
の高さも指摘されていますが︑

効力をどう考えますか？

と考えていいのでしょうか？

を防ぐ割合などを見るととて

考える必要があると思います︒

2回目の接種後に︑発熱や頭

それら基本的な対策や︑3密

も優秀です︒変異株で状況は変

副反応も解熱鎮痛剤を上手に

ます︒

を避けることは引き続き有効

わるかもしれませんが︑現状の

症患者数も増えると考えられ

体の感染者数の増加に伴い︑重

これまでと同じだとしても︑全

接種後の体調不良などの情

という2つの軸で見ると分か

1回目の接種は
「0.5mlのインフルエンザワクチ
ンと比べると1回0.3mlと少なく、
個人差はある
と思うが、
接種中の痛みも少なかった」
という

で す ︒た だ ︑変 異 株 の 感 染 力 の

・転入届の届け出※1

※住民票、印鑑登録証明書はコンビニ交付可 ・マイナンバーカードの
検索 ・転出届の届け出 など
受け取り など

限の延長を行っています。

・証明請求（住民票・戸籍関係）

は、一部の手続きで郵送対応や期

期限を延長する手続き

郵送対応可能な手続き

区役所や市税事務所などの窓口で

1.7

各種手続きは「 密 」を避けて

●区役所の連絡先などは本誌１ページ、市税事務所の連絡先などは21ページをご参照ください

●区役所戸籍住民課の窓口の待ち人数や呼び出し状況を、
各区ホームページから確認できます

●窓口の手続きが必須などの理由で来庁される場合は、
マスクの着用などの感染対策をお願いします

●転入後2週間は検温などの体調管理を特に徹底し、不要不急の外出を控えてください

※1 児童手当の申請など、住所異動に伴う別の手続きでは、申請や届け出が遅れることで給付などが受けられなくなる可能性がある
のでご注意ください

●最新情報は市ホームページを随時更新して掲載
検索

●「生活支援ガイド」をホームページに掲載しているほか、区役所（1ページ）
、
市役所1階市民の声を聞く課で配布

岸田先生に聞く

検索

市税（市・道民税、
固定資産税など）

手洗いは洗い残しの多い場所を
丁寧に、
30秒程度かけて洗う！

▶市税事務所（21ページ表）の納税係、


国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料

洗い残しの多いところ
やや洗い残しの多いところ

▶区役所（1ページ）の保険年金課、


▶ねんきん加入者ダイヤル
b0570-003-004

平日8時30分〜19時、
第2土曜9時30分〜16時

▶区役所
（1ページ）の保険年金課、


▶年金事務所、


就業
▶新型コロナ特別就業専門相談窓口
（就業サポートセンター内）
b708-8321

手のひら側

手の甲側

国民年金保険料

アルコールミストタイプの消毒液は
ポンプを一番下まで押して使う

平日8時45分〜17時
手からあふれるく
らいの量（3ml）
が目安です

経営、融資、
雇用調整助成金、テレワークの導入
▶事業者向けワンストップ相談窓口
b231-0568

平日9時〜12時、
13時〜17時

住居確保給付金
生計を維持するために求職活動を行っている方に、一定期間、家賃相当

中央 b281-6113

北

b757-2482

東

b741-6440

白石 b861-3700 厚別 b895-2483 豊平 b815-2940
清田 b889-2491 南

b582-2415 西

b641-6996

手稲 b681-2644
＜総合支援資金

特例貸付＞

失業などで生活が困窮している世帯に、生活再建に必要な費用を無利子で
貸し付け。公的給付を受けていないなどの要件あり
▶市社会福祉協議会
b614-0169 平日8時45分〜17時15分、

心の健康
▶心の健康づくり電話相談
（回線の状況でつながりにくい場合があります）
b622-0556

平日9時〜17時

b0570-064-556

平日17時〜21時、
土・日曜、祝・休日10時〜16時

▶電話やSNSでの相談先
（厚生労働省）
、

※…市ホームページ
（www.city.sapporo.jp/somu/koho-shi）
に詳細
ページへのリンクを掲載しているもの
9
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ワクチンの接種手続きに
関する問い合わせなど
▶札幌市新型コロナウイルスワク
チン接種お問い合わせセンター
b351-8646
（毎日9時〜18時）
▶新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン
b0120-797-188

活用して対応できるものが多

平日8時45分〜17時15分、


いです︒個人的にはメリットの

で貸し付け
▶区社会福祉協議会

方が大きいと考えますが︑不安

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合、生活費用を無利子

な方はワクチンの接種が始ま

特例貸付＞

るまで時間はありますし︑周り

＜緊急小口資金

の接種状況を見てから決めて

生活福祉資金

もいいと思いますよ︒ワクチン

平日9時〜17時、


接種の輪の広がりが︑札幌の未

b221-1766

ステップ

来に果たす役割はとても大き

▶生活就労支援センター

いと考えます︒

額を支給し、支援員が就労を支援。
支給額の上限、
要件あり

企業や作家が申請した製品を
「都市と自然」
「伝統にとらわれない自由な発想」
といっ
た“札幌らしさ や品質の高さなどの観点で有識者らが審査し、
市が認証する制度で
す。
認証製品をカタログやショップで発信し、
札幌のものづくりを応援しています。

現在認証されている製品は137点。食器や雑貨、ファッションアイテムなど、さま
ざまなジャンルにわたります。

認証製品のカタログを配布中
配布場所区役所（1ページ）、札幌スタイルショーケース（地下鉄大
通駅定期券発売所近く）、北海道さっぽろ観光案内所（北区北6
西4JR札幌駅西コンコース北口）など 札幌スタイル カタログ 検 索

北海道の豊かな食材と優れた技術から生まれたスイーツの中から、その年を代
表する「さっぽろスイーツ」を商品化しています。札幌のさらなる魅力づくりと、道

2018

2017

2016

2015

さっぽろスイーツが誕生するまで
「さっぽろスイーツコンペティション」
の開催
①市民から食べてみたいスイーツのアイデアを募集
②その中から選ばれた10個のアイデアを基に、パティシエが各自の発想と技術
でスイーツを製作し応募
③審査会でグランプリ作品を決定
販売するための共通ルールを決め、各店で販売
④その年の
「さっぽろスイーツ」
として使用する食材を共通ルールとして決める
⑤この取り組みに参加する洋菓子店などが、
共通ルールにアレンジを加えて販売

2021 鋸 広報
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札幌には魅力的なものがたくさんあり︑市ではそ

2019

れらの産業を支える企業などを応援しています︒

︶2 3 9 2 ︑さ っ ぽ ろ ス イ ー ツ は 経 済 戦 略 推 進 課
︶2481

211 211

爽やかな季節を迎えるこの時期に︑お気に入りの

 

一品を探してみませんか︒

︵

︵

歴代のグランプリ作品

詳細 札幌スタイルはものづくり・健康医療産業担当課

産食材の消費拡大を目指す取り組みです。

札幌スタイルショップ

最新の
認証製品を

JR札幌駅直結のJRタワー展
望室入り口近くで、認証製品
の 一 部 を 店 頭 販 売していま
す。デザイン性の高い製品は
プレゼントや自分へのご褒美
にもおすすめです。
所在地中央区北 5西2 JRタ
ワーイースト6階
営業時間10時〜20時30分
（1/1は休み）
問い合わせb209-5501
札幌スタイルショップ

検索

紹介！

ボッコ
ダイアリー

デ リシ ャス

カラ ー

トウモロコシやラベンダー
など、北海道の特産品の色
やデザインを取り入れた手
帳とノート。使う人がわくわ
くするような遊び心が満載
のアイテムです。

1冊に複数の色紙が組み
合わされていて、使い方
は人それぞれ。SNSで使
用例も提案している

昨年2月に立ち上げたboocoシリーズの認知度向上
や販路拡大につなげたいと思い、認証に応募しまし
た。製本会社のノウハウを生かした品質で、これまで
にないものを作ることを目指してできた製品です。
手にした方が自由に楽しんで使っていただけている
のがうれしいですね。
よし だ

石田製本

営業部長の吉田さん

今年の

市内各店でアレンジした
さっぽろレアチーズカフェを
4月以降順次販売開始

グランプリ
作品はコチラ！

アイデア

基になった市民の

この取り組みに参加する洋菓子
店などで、共通ルールの食材を
使い、各店がアレンジした商品
を販売します。
共通ルール
①道産のクリームチーズを
使ったレアチーズ
ばい せん
②道内で焙煎されたコーヒー
③リンゴ
（道産推奨） など
販 売店などの詳細は、ホーム
ページに随時掲載します。
詳細スイーツ王国さっぽろ推
進協議会b280-8711
さっぽろスイーツ

検索

スイーツを通して皆さんに笑顔をお届けしたいという思
いを込めて作りました。
当店で販売される
「さっぽろレア
チーズカフェ」
では、
見た目の美しさとコーヒーの香り、

スイーツを通じて札幌の魅力
をさらに発信するため、3/23
あき もと
に秋元市長が「さっぽろスイー
ツ応援大使」に就任しました。

11
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リンゴのシャキシャキとした食感やチーズのなめらか
さ、
サブレのザクザク感などを味わってほしいです。
グランプリを受賞した
ショコラティエ マサールのパティシエ

た

だ

多田さん

私たちの健康を支える「食」。このコーナーでは、
おいしく食べて健康になれるレシピを紹介します。

チーズ焼きおにぎりと
食べるスープ

問い合わせ 健康企画課b622-5151

 ੱ ಽ
ߩ ᩕ 㙃
ଔ
チー

チーズ焼きおにぎり
【材料
（2人分）
】調理時間 約5分
◆ごはん・・
・・2膳
◆しょうゆ・・少々
◆油・
・・
・・
・・適量

ズ焼

エネルギ きおにぎり
ー3 2 1kc
al
食べ
エネルギるスープ
ー14 9 kc
al

・
・・
・・
・・
・
・適量
◆ピザ用チーズ ・
・・
・・
・
・・
・小袋1/2
◆かつおぶし・
・各大さじ1/2
◆白ごま・青のり・

【作り方】
ごはんに を混ぜ、おにぎりを作る。
おにぎりにしょうゆを塗り、油を引いたフライパ
ンで焼き色が付くまで両面を焼く。

食べるスープ
【材料
（2人分）
】調理時間 約5分
◆ソーセージ ・
・・・・
・・・
・
・
・2本
◆冷凍ブロッコリー ・
・・・
・50g
◆ミックスベジタブル ・
・
・50g

◆水 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・200ml
◆コンソメ ・
・
・
・小さじ1
◆こしょう ・
・
・
・
・
・
・少々

【作り方】
ソーセージはそのままか一口大に切る。
鍋に水とコンソメを入れて熱する。沸騰したら他
の食材を加えて煮て、最後にこしょうをふる。
ヨーグルトを添えるとさらに栄養バランスが整います

市の管理栄養士が考案したレシピ

朝食を毎日は食べない方は
特に若い世代で多いことが分かっています

ࡐ ࠗ ࡦ ࠻

朝食には、寝ている間に消費したブドウ糖を補給し、体温を上げる、体を目覚
めさせるといった役割があります。シンプルなメニューでも、主食・主菜・副

（%）
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菜からひとつずつ組み合わせることで栄養バランスが整いやすくなります。
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平成28年市健康・栄養調査
（
「朝食を毎日は食べない」
と答えた人の割合）
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就職や転勤に伴う引っ越しなど、新生活が始まる際に多く排出される大型ごみ。今回は、大
型ごみ収集の申し込み先や、リサイクル
（リユース）
収集について紹介します。

સچƪǕƾǅ
家具や電化製品、自転車、
子ども用遊具など、
指定ごみ袋に入らないものです。
収集できないもの
・家電4品目
（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）
・単品で重量が100kgを超えるもの
・長さが2mを超えるもの
・体積が2㎥を超えるもの

࣋ ƭ 
❶大型ごみ収集センターに連絡する

受付専用電話

b281-8153

耳や 言 葉 の 不 自 由 な 方 はファクス
281-4622
受付時間9時〜16時30分（年末年始を除
く）
。収集希望日の2週間前から受け付け
※収集曜日は区によって異なる

❷住所やごみの品目などを伝える
玄関前など出す場所を決め、指定され
た4桁の受付番号と処理手数料をメモ
するなど記録します

❸手数料シールを貼って出す
大 型ごみ手 数料シールはコ
ンビニなどで購入できます

ȳǾǭǸȴïȳȯáȂð࢚ࢳǁƪؑ༈Ǩ

札幌市立大学の学生がごみ削減
と四季をテーマにデザインした
エコバッグを30人に進呈します。

▲ 収 集されたものは清
掃・整備され、リサイクル
プラザやリユースプラザ
で販売される

リサイクル収集の注意点
皆さんが大切に使っていたものを次の方にも気持ち良く使ってもらえるよう、
以下のルールを守ってご利用ください。
・目立つ傷がなく、そのまま使 用できるものを出
してください。すぐ壊れそうなもの、カビなどの汚
れやにおいがひどいものはご遠慮ください
・子ども用遊具、自転車以外は木製家具に限ります
・自転車は防犯登録を抹消してから出してください
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源化の方法などを紹介します。
詳細 循環型社会推進課b211-2912

ǱǼșȌǹǨȠȵȅȼȑ

大型ごみのうち、まだそのまま使える木製家具などは、リサイ
クル収集の対象となります。
ぜひご利用ください。
対象品目 いす、げた箱、サイドボード、たんす、戸棚、テー
ブル、机、ソファー、子ども用遊具、自転車
申込方法 大型ごみ収集センターへの申し込み
時にリサイクル収集を希望する旨を
伝え、手数料シールに大きく「リ」と書
いて出す
（手数料は大型ごみと同額）

生活に欠かせないごみの分別や資

申込はがき、ファ
クス、Eメール。
「エ
コバッグ希望」、住
所、氏名、年齢、電
話番号、本誌の感
想を記入し、4/20
㈫までに広報課
（1
ページ）
へ。抽選
デザインは3種類
（選べません）

会
議

地域資源と連携した子育て支援、
ポストコロナを見据えた企業誘致
た いち

かんの 太一

民主市民連合

の

問 育児の悩みは多岐にわたり、子どもや保護者への日

常的、継続的な支援が重要であるため、行政だけではな

動き

く地域資源を積極的に活用した支援体制の強化が必要だ
と考えますが、どのように考え、どう進めますか。
答 子育て家庭が抱えるニーズが多様化しており、行政

と地域の団体などが連携・協働し、重層的な支援体制を
構築することが重要です。今後、地域の子育て経験者が、
不安などを感じている子育
て家庭を訪問し支援する取
り組みの試行や、困りごと
を抱えた子どもや家庭を必

2月17日に招集された第1回定例会の中から、2月24
日、25日、26日の代表質問の主な内容や、3月10日
までに可決した議案などについてお知らせします。

要な支援につなげる子ども
コーディネーター事業の全
地域への拡充などを行い、
支援を充実していきます。
問 在宅ワークなどが広がり、大企業などで札幌のよう

感染防止対策の情報提供、
丘珠空港の防災機能向上
むらまつ やすひろ

村松 叶 啓

自由民主党

な地方都市への関心が高まっていますが、ポストコロナ
を見据えた今後の企業誘致をどう考えていますか。

問 新型コロナウイルス感染拡大防止と市民の不安解消

答 これまでの誘致活動に加え、本格的な企業移転へつ

のため、クラスター発生の流行の傾向や医療実態の分析

ながる環境づくりにも力を入れる必要があると認識して

を踏まえた感染予防対策など、注意喚起に結び付く情報

います。首都圏の大企業を中心に、本市への移転などの

を積極的に提供するべきだと考えますが、いかがですか。

動きが出始めているため、その足掛かりとなる拠点整備

答 これまで、疫学調査結果や専門家の分析を踏まえ、人

の支援など、雇用促進と経済活性化を図っていきます。

の動きが活発になる時期やさまざまな感染の場面におい
て、行動変容を促す具体的な注意喚起を行ってきました。
今後も、関係機関などからアドバイスを受け、市長記者

高齢者への新型コロナウイルスのワ
クチン接種、文化芸術活動への支援
やすゆき

わたなべ 泰行

公明党

会見での呼び掛けのほか、広報さっぽろやＳＮＳなども
活用し、市民に適切にメッセージが届くよう努めます。
問 道内外での大災害に備え、物資や人材の輸送拠点と

して、丘珠空港の防災機能の向上が重要だと考えますが、
問 高齢者へのワクチン接種では、医療機関や施設にい

どういった点を重点と考え、取り組みを進めますか。

る方のほか、外出が困難な方など、さまざまな方に対応

答 丘珠空港は、災害時などにヘリコプターの活動拠点

するべきだと考えますが、どのような点に配慮しますか。

としての役割を担う一方、大規模災害へ備えるためには、

答 できるだけ多くの方にワクチンを接種していただく

鉄道や他の空港などが被災した場合の代替機能として、

ことが重要であるため、高齢者の移動に配慮し、より多

航空便で人や物資を輸送する役割を担う必要もあり、1

くの医療機関に協力を求め

年を通した運航機能の確保

るほか、医療機関以外の足

が重要です。今後、市民と

を運びやすい会場も確保し

の意見交換や関係機関との

ます。また、接種場所まで

連携を行い、本市が取りま

出向くことが困難な方につ

とめる丘珠空港の将来像の

いては、入所施設内での接

中で、防災機能の向上に必

種など、状況に応じた接種

要な施策を位置付け、実現

方法を検討していきます。

に向け取り組んでいきます。
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問 文化芸術関係者はコロナ禍で経営

委員会の主な活動状況
〔2/11〜3/10〕
総務委員会
（仮称）第2次まちづくり戦略ビ
ジョン策定方針（案）について、
まちづくり政策局から説明を受け、
質疑を行いました。
（3/2）
建設委員会
下水道事業中期経営プラン2025
（案）について、下水道河川局か
ら説明を受け、質疑を行いました。
（3/2）
経済観光委員会
スポーツ施設配置活用実施方針
（案）についてスポーツ局から、お
よび北34条駅の浸水に係る対応報
告について交通局から説明を受け、
質疑を行いました。
（3/2）
総合交通政策調査特別委員会
北海道新幹線建設事業に関する諸
課題などについて調査するため、
参考人の出席要請を行うことに決
定しました。
（3/3）
第一部・第二部予算特別委員会
副委員長の互選、理事制の設置、
審査日程などを決定しました。
（2/26）
令和3年度の予算を審査しました。
（3/5、3/8、3/10）

今後の観光客誘致

体力が消耗しているため、公演などの
施設利用料だけではなく付帯設備も支

こ

す

援対象にするなど、さらなる負担軽減

だ

小須田 ともひろ
自由民主党

が必要だと考えますが、いかがですか。
答 公演活動などを行う場合の施設利

問 インバウンドの回復見通しが立て

用料の補助を開始しましたが、感染症

づらい中、観光需要の回復に向け、今

の再拡大により活動を行いにくい状況

後の誘客をどのように考えていますか。

が続いています。コロナ禍にあっても

答 現在、国内外から広く誘客を行う

文化芸術の灯を絶やさないよう、この

状況にはないため、地域内の旅行需要

補助制度をより積極的に広報するとと

の喚起から着手し、感染状況などを見

もに、利用しやすくなるよう検討を加

極め段階的に誘

え、文化芸術活動の再開を支援します。

客のターゲット
を広げるととも
に、旅行ニーズ
に対応した取り
組みを進めます。

医療機関などの PCR 検査、
コロナ禍の学生支援
いけ だ

ゆ

み

池田 由美
日本共産党

新琴似市民運動
広場の整備

問 新型コロナウイルスの無症状感染

者を積極的に発見するため、PCR検査
の対象を限定せず、回数も増やすなど、

た じま よういち

田島 央一

社会的検査を面として拡大することが

民主市民連合

必要だと思いますが、いかがですか。

お知らせ

問 新琴似市民運動広場の整備に関す

答 本市では、これまで医療機関や福祉

キッズページをリニューアル
札幌市議会ホームページでは、札
幌のまちづくりについて考え、市
議会への関心を一層高めてもらう
ために、
子ども向けの
「キッズペー
ジなるほどギカイ」を公開してい
ます。このたび、このページをリ
ニューアルしました。楽しく親し
みやすいページになっていますの
で、ぜひご覧ください。

る調査・検討結果と、整備の方向性に

施設などで幅広く的確に検査を行って

ついて、どのように考えていますか。

きました。特に療養型の医療機関や施

答 地盤沈下量や地下水の水位、有害

設などでは、一度感染が発生すると多

物質濃度などを調査した結果、広場整

くの入院・入所者の重症化が懸念され

備を進めても問題ないという見解です。

るため、無症状

今後は、幅広い

で感染を持ち込

年齢層が楽しめ

む恐れのある施

る広場の実現に

設職員を重点的

向け、地域の声

に、定期的な検

も聞きながら検

査を実施します。

討を進めます。
問 コロナ禍で困窮する市内の学生に
なるほどギカイ

札幌市議会

検索

インターネット中継
本会議や特別委員会の模様は、イ
ンターネットで生中継しているほ
か、会議終了からおおむね5日後
（土・日曜、祝・休日を除く）には、
録画映像も公開しています。市議
会ホームページからご覧ください。
■編集

札幌市議会事務局
政策調査課
b211-3164 c218-5143
■市議会ホームページ
www.city.sapporo.jp/gikai
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対する、本市の独自支援の検討や、国

第1回定例会

へ支援の拡大・拡充などの要請を行う

〔3/10までに可決した議案など〕

べきだと思いますが、いかがですか。

○令和2年度一般会計補正予算
主に、次の内容で総額346億3,630万
円を補正するものです。
・新型コロナウイルス感染症予防接種
費追加
・飲食店等感染防止対策協力支援費
・経営持続化支援一時金支給費
○米国の臨界前核実験に抗議する決議
など、合計25件の議案などを可決しま
した。

答 これまで、学生の経済的困窮が懸

念されたことから国に支援を要請し、
学生支援緊急給付金創設につながった
ほか、大学関係者などが行った学生へ
の食料品配布を側面的に支援しました。
今後も学生との意見交換などで実態把
握に努め、学生が学びの機会を諦める
ことがないよう、国への働きかけや各
種団体との連携により支援します。

