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図鑑
北海道農業研究センター内
の池から始まり東月寒地区

第３回
ラウネナイ川

を 流 れ る ラ ウ ネ ナ イ 川。
かつて、地域の子どもたち
の釣りや水遊びの場として
親しまれていました。
現在は柵が付けられるな

ラウネナイ
昔 遊んだ
なつかしの川

ど、安全のため整備されて

ら

いますが、川に茂る草花の
みずみずしい姿は、いまだ
昔の面影を残しています。

▲現在の様子（月寒東 1 条 17 丁目付近）

豊平区ホームページ

豊平区ラジオ広報番組
組

「夢ひらく 花ひらく とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/

「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〜

豊平区役所・豊平区関連施設
豊平区役所
豊平保健センター

b822-2400（代表）

まちづくりセンター
豊平〔豊平 6-7〕
b811-9435
美園〔美園 6-5〕
b811‑4119
月寒〔月寒中央通 7〕 b852‑9288
平岸〔平岸 2-7〕
b811‑9545
中の島〔中の島 1-4〕 b821‑5841
西岡〔西岡 4-5〕
b854‑0357
福住〔福住 1-4〕
b855‑6615
東月寒〔月寒東 3-17〕 b853‑9191
南平岸〔平岸 2-14〕 b814‑1440

豊平区の人口・世帯数
※ 6 月 1 日現在（前月比）
人口：226,112 人（ - 8 ） 世帯数：119,644 世帯（+64）
〒 062-8612 豊平区平岸 6 条 10 丁目 1-1
開庁時間：8 時 45 分〜 17 時 15 分（土・日曜、祝・休日、年末年始を除く）

豊平区土木センター〔西岡 3-1〕
豊平消防署〔月寒東 1-8〕
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）
豊平区保育・子育て支援センター
（ちあふる・とよひら）〔月寒東 1-4〕

札幌市コールセンター

b851‑1681
b852‑2100
b824‑3912
b824‑3913
b824‑3914
b824‑3917
b824‑3918
b851‑3945

豊平・南清掃事務所〔南区真駒内 602〕
豊平区社会福祉協議会〔平岸 6-10〕
豊平老人福祉センター〔中の島 2-3〕
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〔月寒東 3-18〕
豊平区体育館〔月寒東 2-20〕
豊平公園温水プール〔美園 6-1〕
西岡図書館〔西岡 3-6〕

b583‑8613
b815‑2940
b811‑5201
b812‑7181
b851‑0482
b852‑4687
b853‑2011
b855‑0791
b813‑6556
b852‑8111

b222-4894（8 時〜 21 時・年中無休）

c

問い合わせ先が
分からないときは・・・
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221-4894

info4894@city.sapporo.jp

※市外局番はすべて 011
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新型コロナウイルス感染症

夏の感染予防対策

夏のレジャーシーズンが到来します。「夏なら、屋外なら、コロナは大丈夫」
と思っていませんか？夏でも屋外活動でも、予防対策は欠かせません。今

ᄐߢ߽ᴤᢿ

‛ߛߨ㧋

回は、これまでの感染事例をもとに、リスクを減らすためのポイントをま
とめました。しっかり予防して、この夏を安全に過ごしましょう。

新型コロナウイルス感染予防の基本
新型コロナウイルス感染症は、一
般的には接触感染、飛沫感染で感

接触感染

飛沫感染

染します。目鼻口に入ったウイル

ウイルスの付いた物

感染者のくしゃみ、

スが粘膜で増えるので、目鼻口か

に触れ、その手で目

せき、つばと一緒に

らウイルスを入れないことが大切

鼻口を触ると粘膜か

飛んだウイルスを吸

ら感染

い込むことで感染

です。

感染が広がった事例に学ぶ
実際に感染が広がった４つの事例を紹介します。気を付けていても、普段の延長で誰もが取りがちな行動から広がっ
ていることがわかります。

事例

職場の同僚・親戚・友人などと

１

車に一緒に乗って感染

ここが危ない！

事例

２

ゴルフ・サッカー・野球などの

スポーツ仲間で感染

ここが危ない！

・車内は密閉・密集・密接（３密 ）
・車内ではマスクを外して飲食しがち
・会話が弾んで飛沫が拡散

・道具の共用による接触感染
・休憩時や試合後に仲間と飲食
・一緒に車で移動
・更衣室などでおしゃべり

感染リスクを減らすには

感染リスクを減らすには

・車内をしっかり換気しましょう。

集合、移動、休憩時や試合後の人との接

・マスクを正しく着用しましょう。

触をできるだけ減らしましょう。

豊平
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事例

３

職場の同僚・親戚・友人などとの

事例

バーベキューで感染

ここが危ない！

４

遠くに住んでいる

家族の帰省で感染

ここが危ない！

・トングや皿、コップなどの共用
・グリルや大皿を囲んで接近して会話
・お酒を飲んで声が大きくなる
・自由に動き回って多くの人と話す
感染リスクを減らすには

・感染者が発生している地域との往来
・家庭内で感染者が発生すると、ほぼ全
員感染してしまう危険性がある

感染リスクを減らすには

いつも一緒にいる同居の家族だけで行い

直接会うのを控え、電話やビデオ通話で

ましょう。

話をしましょう。

ここだけは押さえたい！予防のポイント
●出掛ける前に、お互いに体調を確認しましょう。
ᣣߪដߌࠆߩ
߿ࠃ߁ߨ

発熱していなくても、倦怠感・関節痛・食欲不振・せきなどの症状があ
る場合は無理せず休んで、かかりつけ医か b#7119 に相談しましょう。
●レジャーの最中よりも、その前後の移動（ドライブ）や休憩、飲食のと
きに感染する傾向があることを意識しましょう。
●同居していない人と行動することは感染リスクを高めます。特に、同居
していない人との飲食は控えましょう。
●話をするときは、必ずマスクを鼻まで覆って正しく着けましょう。
※熱中症の心配があるときは、人との距離を取った上でマスクを外し、会話は控えましょう。

区民の皆さまへ
区民の皆さまには、日頃から新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力いただき、誠にありがとうございま
す。今年は春から初夏にかけて、これまで以上の勢いで感染者が急増し、緊急事態宣言に至りました。この期間に
市内では１万人以上の感染者が発生し、多くの方が重い症状に苦しみました。亡くなった方も多く、悲しい現実が
私たちのすぐ近くに存在しています。
コロナ禍は保健所や病院だけの問題ではないのです。私たち自身の問題です。私たちが予防のた
めの行動をとらないと、感染はすぐに拡大し、私たちの社会や生活に大きな影響を及ぼします。感
染予防を徹底し、自身や家族の行動にリスクが伴わないか考えましょう。そして、予防のためにで
きることをやりましょう。
力を合わせれば、一人でも感染する方を減らせます。亡くなる方も減らせます。たくさんの悲し
い思いをする方を減らすことができます。皆さまの力が必要です。私たちみんなで力を合わせて、
この困難を乗り越えていきましょう。

豊平区長
2021 ❼ 広報
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7月１１日

地域見守りサポーター養成研修
⎝⎴⎱ݱඹ⍷ ␡ਦෞ⏅ࣔ⎿⎍⎞

「地域見守りサポーター」は、関係機関と連携を図りな
がら高齢者などの見守りを行っています。
地域を支える活動について一緒に学んでみませんか？
s7月30日㈮14時〜15時15分。
q豊平区民センター3階会議室（平岸６条10丁目）。
p区内在住の方。
n30人。f
o無料。
m７月12日㈪〜29日㈭。b（平日8時45分〜17時15分）
j豊平区社会福祉協議会b815-2940

〜

豊平区からのお知らせ

8月１０日

国民健康保険料の休日納付相談
s７月18日㈰9時〜14時30分。
q,区役所保険年金課b822-2510

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

ߚߛ߹ሶ⢒ߡਛ㧋

カラスとの上手な付き合い方
繁殖期のカラスは、卵やひなを守るため警戒心が強くなり、威嚇行動が多くなります。大きな声で鳴いていた
り、近くを飛び回っていたりするときには、次のような対策を取り、被害に遭わないようにしましょう。

◆

威嚇中のカラスを見かけたら？
ߥࠆߴߊㄭነࠄߕޔ
ߘߞߣߒߡ߅ߡߨޕ
ࠃࠈߒߊߨ

腕を上げゆっくり通過する

◆

頭と肩を覆うよう傘を差す

帽子をかぶり頭を守る

巣の撤去は慎重に！

人への敵対心が強まってしまう他、再度巣を作り、かえって繁殖期が長引くことも。
被害を防ぐ方法の１つではありますが、繁殖の時期を確かめ、タイミングを見計らうことが必要です。
問い合わせ先

豊平区土木センター

b851-1681

北電柱

北海道電力ネットワーク

b0120- 06- 0327

NTT 柱

NTT 東日本北海道

b0120-444-113

環境局環境共生担当課

b211-2879

公園・街路樹にできた巣（威嚇が激しい場合のみ）
電柱にできた巣

巣に卵やひながいる場合の捕獲許可※

※民有地内の巣の撤去は土地や樹木の所有者が行ってください。巣に卵やひながいる場合は捕獲の許可が必要です。

豊平
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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

申し込み時
の必要事項

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）

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！

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座
会場

内容

西
岡
福
住 可愛すぎるわ〜初めてのパステルアート講座s８/３㈫、8/10㈫。全2回。9時30分〜11時30分。
地 区 セ ン タ ー p区内在住かお勤めの方。n10人。f o1,000円。m7/20㈫〜。b・直接窓口
ワード＆エクセル講座基礎編（文字入力と表作成）s8/17㈫〜。全6回。10時〜12時。
東
月
寒
p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n8人。f o5,100円。
地 区 セ ン タ ー
m8/5㈭〜。直接窓口

まちセン

から
ん
こ にちは！

第3 回

このコーナーでは、区内にある9つのまちづくりセンターを紹介していきます。

Ｑ. まちづくりセンターでできることは？

今月は…

福住まちづくりセンター

Ａ. 地域課題や市政に関する相談ができます

←至札幌

福住
羊丘 まちづくり
中学校 センター
N

36

福住バス
ターミナル
福住
小川公園

羊ケ丘通

川
ちない
うらう

ᴦᤨઍߦ㐿ᜏ߇ᆎ߹ࠅޔㄘᬺࠍਛᔃ
ߦ⊒ዷߒߚ߹ߜߥࠎߛޕၞߦߪ߁ࠄ߁
ߜߥᎹ߇ᵹࠇߡߡޔᎹ߇ᵹࠇࠆ
ዊᎹߪޔ᪉ߩฬᚲߣߒߡᐢߊⷫߒ
߹ࠇߡࠆࠎߛࠃ㧋

通
福住中央

月寒
川

福住ってこんなところ！

地下鉄 福住駅

至清田区→

（例えば……）
町内会に参加したいけ
れどどうすればいいか
分からない、札幌市の
手続きでどこに行けば
いいか知りたい など

ᾁ

住民票、印鑑登録証明書、戸籍関係の

Ａ. 証明を受け取れます。

受け取りは申し込みの翌開庁日以降です。
住民票と印鑑登録証明書は電話で申し込み
ができます。
※月寒まちづくりセンターは即日受け取れ
るため、申し込みは来所のみとなります。

2021 ❼ 広報
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【所在地】
福住1条4丁目13-17
【電話番号】
b855-6615
【開所時間】
8時45分〜17時15分
※土・日曜、祝・休日
年末年始を除く

ʻஉ⎢ܭငᆋ⏅ኛ⎴⎾உ⎚⎌⍦ᇹЎ⎡ኛᨂ⎢ ⑁உ

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。また、イベント・講座
によってはマスク着用が必須のものがあります。詳しくは、各記事の問い合わせ先へご確認ください。

豊平
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あなたも狙われているかも…

᳇ࠍઃߌߡ㧋

「なりすまし」にご用心
プロの詐欺師が行政機関の職員や親族などになりすまし、財産をだまし取る 特殊詐欺 。
豊平区でも実際に被害が発生しており注意が必要です。特に今、気を付けたい詐欺の手口
を紹介します。

還 付 金 詐 欺
詐欺の手口（例 1）
௹ય૽ਚभٴٴधணखऽघऋٹٹ
दउୀःऩःदखॆअऊء
েফাमٻٻফٻাٻदघबء
ँऩञभஂ૧৳૫મदघऋؚ൬હসऋ
েखथउॉ ؚ॑ନসदऌऽघ؛
५شঃشपँॊ $70 दਬऌলचॊभदؚ
ऒोऊैষढथःञटऐऽघऊ؛
ਃ༊भඝ্১॑ହखऽघब؛

ちょっと待って

巧みに誘導してお金を
振り込ませる詐欺です！
・ATM で還付金は受け取れません
・自分の名前や生年月日などを知ってい
ても区役所の職員とは限りません

コロナワクチン接 種 詐 欺
詐欺の手口（例 2）
ডॡॳথமரभ৺৻ষदघ؛
পा়ढथउॉऽघऋٴؚਐ
उஷाຘऐोयરपமரघॊ
ऒधऋदऌऽघेآ
खऊुउসमदନসऔोऽघ؛

詐欺の手口（例 3）
 ٴٴ79 ଂभदघ؛
॥টॼभডॡॳথமர॔থॣॺشप
ओੈৡउൢःखऽघ؛
ऽङؚ
उधओકਚ॑ઇइथऎटऔः؛

怪しい！と思ったら、すぐにご相談ください！

ワクチン接種詐欺
に関する相談
消費者被害
に関する相談

豊平
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豊平警察署
b813-0110
警察相談専用電話 b ＃9110

新型コロナワクチンに
便乗した詐欺です！
・新型コロナワクチンは接種無料です
・予約のために金銭を要求することはあ
りません
・個人情報を電話・メールで求めること
もありません

多様な手口をチェックしよう！
北海道警察のホームページでは、さまざま
な特殊詐欺の手口を紹介しています。

新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン
b0120-797-188
札幌市消費者センター b728-2121

2021 ❼ 広報

道警 特殊詐欺

検索

➡

警察への
通報・相談

ちょっと待って

