
小野津幌川

まちづくりセンター

厚別南（厚別南1） 891-1666
厚別中央（厚別中央4の3） 891-3907

厚別西（厚別西2の3） 891-4555
もみじ台（もみじ台北7） 897-6121
青葉（青葉町3） 892-8177
厚別東（厚別東4の4） 897-2885

厚別区役所 895-2400（代表）

（以上、〒004-8612 厚別中央1の5）
厚別保健センター 895-1881

（〒004-0007 厚別町下野幌45-39）
厚別区土木センター  897-3800
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厚別区　広報ラジオ

アイヌ語の「ハシ・ぺッ（低木
の中を流れる川）」とも「アッ・
ペッ（オヒョウダモのある川、
魚の捕れる豊かな川）」ともい
われています。

厚別ふれあい・ほっと・ステーション
広報ラジオ番組

FMドラマシティ（77.6MHz）で
毎週水曜日10時45分から生放送！

過去の放送は厚別区役所ホームページから

【編集】厚別区総務企画課広聴係　　895-2428 / FAX 895-2403
厚別区の人口・世帯数 人口124,862人（-10）　世帯数57,712世帯（+31）　8月1日現在、（　）は前月比

厚別区役所関連施設

野幌森林公園付近から流れ始め、厚別水再生プラザ（厚野幌森林公園付近から流れ始め、厚別水再生プラザ（厚
別町山本）付近で別町山本）付近で野野

のの

津津
っっ

幌幌
ぽろぽろ

川に合流する、市内延長約4㎞川に合流する、市内延長約4㎞
の川です。厚別区内には「の川です。厚別区内には「小小

ここ

野野
のっのっ

幌幌
ぽろぽろ

」という地名がありま」という地名がありま
すが、川の名前は「おのっぽろ」と、読み方に違いがあすが、川の名前は「おのっぽろ」と、読み方に違いがあ
ります。ります。

川には危険な場所もあ
ります。ルールを守っ
て、安全に楽しく遊び
ましょう。

今
月
は

今
月
は

あつべつべつべつあつべつ連
載

20212021

99

小野津幌川は、サクラマス（ヤマメ）小野津幌川は、サクラマス（ヤマメ）

やエゾウグイなどの魚類をはじめやエゾウグイなどの魚類をはじめ

とした、さまざまな生物が生息するとした、さまざまな生物が生息する

自然豊かな河川です。自然豊かな河川です。
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川川
がわがわ

橋橋
ばしばし

（厚別北４の3）（厚別北４の3）

小野津幌川

参考資料：札幌市環境局 環境対策課「水生生物調査ハンドブック」参考資料：札幌市環境局 環境対策課「水生生物調査ハンドブック」

▲サクラマス（ヤマメ）▲サクラマス（ヤマメ）

▲エゾウグイ▲エゾウグイ
※水深があるので川遊びには向きません※水深があるので川遊びには向きません

9 月15 日
9 月 22 日

水害から身を守る（再）
選挙に行こう！

 9 月29日
10 月 6 日

選挙に行こう！（再）
特殊詐欺の防止
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近年、全国で多発する水害。河川の氾濫などにより、建物に損害を与えるだけではなく、時には人命を
奪うような水害が発生しています。今月は、水害から命を守るための知識や行動を紹介します。

2014年9月11日の大雨により冠水した厚別区内の道路

▲（上）2014年9月11日の大雨で増水

した厚別川の様子

（下）左写真の普段の様子（2021年8月

12日撮影）

▲2020年9月2日に実施した厚別区防災訓練
の土のう積み訓練の様子

厚別区内でも過去に水害が発生しています
雨が多い日本では、2009年～
2018年の 10 年間で、全国の
97.2％の市区町村で1回以上水害
が発生しており、さらに56.6％
の市区町村で10回以上水害が発
生しています。
札幌市でも2014年9月11日に
24時間で200mmを超える記録

的な大雨を記録。厚別区では河川
の氾濫、土砂災害の危険が高まっ
たことから避難勧告が発令されま
した。区内の被害状況は床上浸水
1件、道路冠水24件、河川の氾
濫5件と、多くの被害が発生しま
した。人命が奪われるような被害
はありませんでしたが、私たちの

生活のすぐそばに水害の危険があ
ることを思い知らされました。

厚別区や周辺地域の建設・土木事業者で構成された、災害の拡大防止と早期
復旧作業を目的とする団体で、厚別区役所や厚別消防署と災害時の協定を結
んでいます。例年実施している厚別区防災訓練では、地域住民や区役所と共
に訓練に参加しており、2014年9月11日の水害発生時には、各地区の災害
発生状況の確認や浸水の恐れがある箇所に土のうを積むなど迅速な対応を行
いました。厚別区の地域の安全・安心を守る役割を担う心強い味方です。

安全・安心を守る心強い味方  厚別区災害防止協力会

（出典：政府広報オンライン）
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厚別区内の水害のリスクを知る
～洪水ハザードマップの見方

想定される浸水の深さ

避難場所

アンダーパス

過去の
浸水箇所

家屋倒壊等
氾濫想定区域

まず、自分が住む家やその周辺にどのような水害のリス
クがあるかを知ることが必要です。そのために役立つの
が厚別区役所や各まちづくりセンターで配布している
「札幌市洪水ハザードマップ」です。マップ内の情報を見
て、家族で避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

着色されている箇所は洪水時に浸水が想定されており、

それぞれの色で想定される浸水の深さを表しています

流速が速く、木造家

屋が倒壊するおそれ

のある区域（氾
はん

濫
らん

流
りゅう

）

土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に

基づき、土砂災害への注意が必要な区域

として、北海道が指定した区域です。

アンダーパスの位置を表して

おり冠水の危険があります
※指定避難所（基幹）は災害の危険がなくなるまで一定期間滞在する、または災害により
　自宅へ戻れなくなった被災者などが一時的に滞在する場所です

過去に浸水した

ことがある箇所

を示しています。

洪水の際に地面が削

られるおそれのある

区域（河
か

岸
がん

侵
しん

食
しょく

）

1
POINTPOINT

3
POINTPOINT

拡大図

拡大図

想定される浸水の深さ

3ｍ～5m未満

10ｍ以上

5m～10m未満

0.5ｍ～3m未満

0.5m未満

2
POINTPOINT

5
POINTPOINT

4
POINTPOINT

6
POINTPOINT

◀ 札幌市公式ホームページか

らもご覧いただけます。

札幌市　洪水ハザードマップ 検索

指定避難所（地域）
指定避難所（基幹）

を補完する施設で

あり、状況に応じ

て開設されます。

指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹）
災害から身を守るために緊急に避難する場所

です。指定避難所（基幹）※を兼ねています。

マークに×が記されている場所は洪水・土砂

災害時に使用できない場所です。

土砂災害警戒区域
または危険箇所
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水害が発生しそうなとき、発生したときの行動を知る
台風や大雨が原因となる水害は、必ずしも突然起こるわけではありません。
日頃の備えのほか、気象情報などの情報収集により事前に危険を察知することが重要です。

避難情報の分類

警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

早期注意情報
（警報級の可能性）

大雨・洪水・
高潮注意報

高齢者等避難
※大雨・洪水警報、
　氾濫警戒情報

※土砂災害警戒情報、
　氾濫危険情報

避難指示 緊急安全確保
※大雨特別警報、
　氾濫発生情報

水害のリスクがある場合は、この間に必ず避難しましょう

最新の気象情報など
情報収集し、心積も
りをする。

自宅の水害のリスクを考慮しながら早めの行動をお願いします

持ち出し品や避難経
路、避難行動を確認
する。

高齢者など移動に時間
がかかる方は危険な場
所から避難を開始する。

危険な場所から
全員避難する。

避難が遅れたら…避難が遅れたら…

避難ができず危機が迫ったら、
上の階へ逃げたり、崖から離れ
た部屋へ逃げる。

大雨や台風が近づいているときは、テレビやラジオ
などで気象情報や河川情報に注意しましょう。また、
札幌市「さっぽろ防災ポータル」や気象庁「キキクル」
などのウェブサイトも参考にしましょう。

気象庁や地方公共団体が
「緊急地震速報」「津波速報」
「災害・避難情報」などを
配信するメールです。札幌
市でもこのメールを活用
し、避難指示などの情報を
配信します。

緊急速報メール（エリアメール）気象情報や河川情報に注意する

緊急速報メールの例

札幌市災害対策本部です。
厚別区〇○、△△に避難
指示を発令しました。土砂
災害の危険性が高まってい
ます。崖地の付近等の方は、
速やかに避難所か丈夫な
建物の２階以上の山側から
離れた部屋に避難してくだ
さい。対象区域や避難所
は土砂災害ハザードマップ、
テレビ、ラジオ、HP 等を
参照ください。

▲

札幌市「さっぽろ防災ポータル」札幌市「さっぽろ防災ポータル」

検索さっぽろ防災ポータル

気象庁「キキクル」気象庁「キキクル」

検索キキクル

避難するときに注意すること

避難に時間がかかる
方のために、近所に
避難を呼び掛け複数
で協力して避難する。

河川沿いや橋を避け、側溝やマ
ンホールなど足元に注意し、気
を付けて避難する。

緊急車両の妨げにな
るので、車での避難
は特別な場合を除き
避ける。

水が集まりやすい地
下やアンダーパスは
通らない。

浸水後の避難は危険な場合があ
るため、自宅の 2階や近くの頑
丈な建物に緊急的に避難する。

命を守るため早めの行動を

災害はいつ起こるか分かりません。

自宅周辺にある複数の避難場所や避

難経路を確認し、非常時の持ち出し品

（常備薬、食料品など）を用意するなど

日頃の備えが大切です。また、水害

は後になるほど行動が限られ、危険

度が高くなります。危機に陥らない

ため、命を守るための

早めの行動が何より

大切です。

地域の
安全を守る

緊急速報メール　札幌市
※設定方法はキャリア・機種などに
　より異なります

めの

り

鈴鈴
すずすず

木木
きき

職員職員

総務企画課総務企画課
地域安全担当地域安全担当
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9月11日からの内容を
掲載しています。厚別区からのお知らせ月

①行事名  ②住所  ③氏名(ふりがな)  ④年齢  
⑤連絡先(電話番号・FAX番号・メールアドレスなど)

申込時の必要事項 厚別区役所ホームページにも情報を掲載

※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・中止となる場合があります

子ども向け

厚別区役所

食とノルディックウォーキング体験講座   

日中来庁できない方は、
夜間納付相談をご利用ください。
日時 9月30日（木）20時まで
場所 厚別区役所1階9番窓口
（庁舎東側の時間外出入り口から
お入りください）
詳細 保険年金課収納係
895-2597

国民健康保険料の夜間納付相談  

がん検診（胃・大腸・肺）   

日時 10月12日（火）～14日（木）9時～10時30分
会場 厚別保健センター　
定員 各40人
対象 胃（バリウム）：50歳以上で偶数年
齢の方（直前の偶数年齢時に受診してい
ない場合、奇数年齢でも可）、大腸（検便）、
肺（胸部エックス線）：40歳以上
費用 胃：700円、大腸：400円、
肺：無料（問診により喀

かく

痰
たん

検査が
必要な場合は400円）
※減免制度あり。詳細は申込時に確認
申込方法 9月28日（火）までに電話か
ホームページの申し込みフォームで。
肺がん検診は申し込み不要
申込先 札幌市コールセンター 222-4894
HP 

住民集団健康診査      

健診種目　①健康診査、②胸部エックス線検査、③肝炎
ウイルス検査 
対象　①は40歳以上の国民健康保険加入者・生活保護
世帯員・支援給付世帯員、後期高齢者医療保険加入者、
②は40歳以上の方、③は過去に受診
したことがない方
その他 予約不要、直接会場へ。
①の費用や持ち物などの詳細は受
診券やパンフレットで確認、②③の
費用は無料（②の問診により喀痰検
査が必要な場合は400円）。
持ち物は身分証明書
詳細 札幌市コールセンター 222-4894

月日 受付時間 会場

9/18（土） 9時～11時 厚別桜台会館
 （厚別西5の1） 

9/30（木）
9時30分～11時  もみじ台東第1集会所

 （もみじ台東1） 

13時30分～15時  森林公園会館
 （厚別北4の4） 

ノルディックウォーキングをベテラン講師が丁寧に解説しま
す。ウォーキングの後に保健センター管理栄養士による栄
養ミニセミナーを行います。
日時 10月8日（金）9時～12時
※雨天時10月11日（月）に延期
集合場所 青少年科学館前広場
（厚別中央1の5）
対象 厚別区在住の方　
定員 15人【先着順】
費用 無料　
申込方法 9月13日（月）～17日（金）に電話かFAXで
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止とな
る場合があります。
その他　ポールの無料貸し出しあり　　　
申込先 厚別保健センター 895-1881、FAX895-5922

札幌市　お申し込み

齢者医療保険加入者、
診

受

検
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次回の選挙から、区内の投票所および期日前投票所の場
所に変更があります。ご利用される場合は、お間違いのな
いようご注意ください。
■期日前投票所の変更札幌市交通局本
厚別区役所からの変更です。
場所　厚別区民センター2階区民ホール（厚別中央1の5）
※第2期日前投票所は、例年どおり「札幌市交通局本局
（大谷地東2）」に開設する予定です
■投票所の変更札
青葉小学校からの変更です（学校統合に伴い変更）。
場所　青葉児童会館（青葉町7）

詳細  厚別区選挙管理委員会事務局 895-2424

 ご利用の対象となる区域
 青葉町 3丁目、4丁目
 青葉町 5丁目 2番 3～ 68
 青葉町 6丁目～ 8丁目
 青葉町 9丁目 3番～ 14番
 青葉町 13丁目

■親子同室講座「おやこでフラダンス」
マザーオブアロハ認定講師が、親子で楽しく取り組める
フラダンスを紹介してくれます。音楽に合わせて楽しく
体を動かしてみましょう。
日時 9月29日（水）13時30分～14時30分
会場 厚別保健センター
対象 就学前の子どもとその保護者
定員 8組【先着順】　
費用 無料　申込 9月14日（火）9時から電話で

【共通】親子で参加するイベントのため、託児はありません。また、内容の一部
変更や中止となる場合があります。詳しくはさっぽろ子育て情報サイトで
申込先 健康・子ども課子育て支援担当 895-2514

■親子同室講座「どうする？イヤイヤ期①」
イヤイヤ期の対応や子どもとの付き合い方など、困って
いることはありませんか。ちあふる・あつべつの保育士
が、みなさんの疑問にお答えします。
日時 10月8日（金）10時～10時45分
会場 厚別保健センター
対象 1歳6か月から3歳までの子どもとその保護者
定員 8組【先着順】　
費用 無料
申込 9月24日（金）9時から電話で日（金）9時から電話で

毎年10月に開催している「厚別区民友愛セール」は、新型
コロナウイルス感染症拡大の危険性などを考慮し、今年度
の開催を中止することといたしました。楽しみにしていた
皆さんには大変申し訳ございませんが、ご理解をいただき
ますようお願いいたします。
詳細 厚別区連合女性部連絡会議事務局 895-2442
　　　（厚別区役所地域振興課内）

食生活を見直そうパネル展  

望ましい食生活についての啓発ポスターやパネルを展示し
ます。会場でレシピ集や各種
リーフレットも配布します。
日時 9月10日（金）～24日（金）
8時45分～17時15分
※24日（金）は11時まで
会場 厚別区役所1階ロビー
詳細 厚別保健センター 
895-1881

さっぽろ子育て▶
情報サイト

　投票所変更のお知らせ

　厚別区民友愛セールの中止について
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