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問い合わせ先が
分からないときは・・・

b222-4894（8時～ 21時・年中無休）札幌市コールセンター c

221-4894　　info4894@city.sapporo.jp

豊平区役所
豊平保健センター b822-2400（代表） 〒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）

「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～

※市外局番はすべて011

t o y o h i r a ２０２１
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豊平区民のページ

と よ ひ ら

 豊平区ホームページ 　豊平区ラジオ広報番組
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豊平区の人口・世帯数
人口：225,836 人（+40）豊平 役所・豊平区関 施設区 連

豊平区土木センター〔西岡 3-1〕 b851-1681
豊平消防署〔月寒東 1-8〕 b852-2100
南部市税事務所〔平岸 5-8〕
　市税証明 b824-3912
　納税相談 b824-3913
　個人の市・道民税 b824-3914
　固定資産税（土地） b824-3917
　固定資産税（家屋） b824-3918
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〕 b851-3945

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・南清掃事務所〔南区真駒内 602〕 b583-8613
豊平区社会福祉協議会〔平岸 6-10〕 b815-2940
豊平老人福祉センター〔中の島 2-3〕 b811-5201
豊平区民センター〔平岸 6-10〕 b812-7181
月寒公民館〔月寒中央通 7〕 b851-0482
西岡福住地区センター〔西岡 4-9〕 b852-4687
東月寒地区センター〔月寒東 3-18〕 b853-2011
豊平区体育館〔月寒東 2-20〕 b855-0791
豊平公園温水プール〔美園 6-1〕 b813-6556
西岡図書館〔西岡 3-6〕 b852-8111

※11月 1日現在（前月比）
世帯数：119,485 世帯（+25）

第８回
地下鉄南平岸駅

　豊平区ラジオ広報番組組

▲地下鉄南北線南平岸駅

16日に開業 50周年を迎
える市営地下鉄。南平岸駅
がある南北線は一番最初に
開通した路線で、高架上に
4つの駅が建設されていま
す。地下から高架へと上る
区間は平岸駅と南平岸駅の
間に造られており、地下鉄
の車両が地上に出てくる際
は、窓から差し込む日の光
が、乗客たちを優しく照ら
します。地ち

下か
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～農業編～～農業編～

豊平のあゆみあゆみ
2022年 区制50周年2022年 区制50周年
特別企画 第3回特別企画 第3回

令和4（2022）年に迎える節目を令和4（2022）年に迎える節目を
前に、豊平区の歴史をたどります前に、豊平区の歴史をたどります
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人口約 22 万 5千人の豊平区。交通機関や商業施設、スポーツ施設などが整備され、多くの人々が生
活するこのまちは、かつては田畑が広がる農業が盛んなところでした。特別企画第 3回目の今回は、
豊平区の農業の歴史を振り返ります。

明治の初めごろ、豊平川からくみ上げていた生活用の水をより使い
やすくするため、精進川から平岸道を通って豊平川に注ぐ 5.3㌔の
用水路が造られました。用水路はその後、豊平、美園から白石の方
へ広範囲にわたって整備され、農業に利用されました。
用水路が整備された地域では稲作が広がりましたが、寒冷地のため、
冷害による不良が多く発生し農家の苦労が絶えませんでした。そん
な中、平岸の重

しげ

延
のぶ

卯
う

平
へい

氏が栽培技術や農具の改良に努め、稲作の普
及に貢献しました。その後、昭和の初めごろには冷害対策として、
新しい育苗法が考案されるなどし、次第に収穫量が増えていきまし
たが、戦後しばらくして急速な都市化が進むに従い、用水路は埋め
立てられ、稲作は衰退していきました。

▲平岸にあった用水路。現在は平岸通

区内各地に点在する旧リンゴ倉庫や、環状通の「リンゴ並
木」に見られるように、豊平区の各地ではリンゴ栽培が盛ん
に行われ、「平岸リンゴ」「札幌リンゴ」の名で呼ばれるなど、
地域の特産品となっていました。札幌でリンゴ栽培が始まっ
たのは明治６（1873）年。東京から開拓使の官園に苗木が
送られ、その後、開拓使本庁内にあった果樹園から、明治８
（1875）年ごろに平岸に苗木が配られ栽培が始まりました。
明治 15（1882）年ごろに初めて実を付け、明治 20（1887）
年から 30（1897）年ごろには、全国的にもリンゴ栽培が
盛んな地域となっていたようです。明治 27（1894）年に
は海外輸送の道が開かれ、明治 37（1904）年にはウラジ
オストクなどに輸出されたこともありましたが、その後、木
の老化などにより、病害虫の発生や凶作に悩まされるように
なりました。

出典：北海道庁『東宮殿下行啓記念　下』（明治 44年）

【詳細】区役所総務企画課b822-2407

▲明治期の果樹園

▲旧用水路概図（『郷土史豊平地区の 140年』
　を参考に作成）
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札幌市公文書館所蔵

▲旧リンゴ倉庫

 リンゴの栽培 リンゴの栽培２
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背景は昭和 31（1956）年の美園付近の風景背景は昭和 31（1956）年の美園付近の風景

2022年も2022年も
お楽しみに！お楽しみに！

さまざまなテーマで今
に至る豊平区の歴史を
紹介していきます

 ジャガイモの栽培 ジャガイモの栽培３

量が激減してしまいました。戦後は、かつての豊平の種イモを復活させようと、昭和 22（1947）年に栽培
農家が集まり「豊平種子馬鈴薯採種組合」を結成。より良い原種の追求や病気のイモの選別などにより品質改
善に努め、昭和 29（1954）年ごろには再び本州に出荷できるようになり、その後、平成 8（1996）年ごろ
まで種イモの生産と出荷が続きました。

札幌市公文書館所蔵

▲馬を使ったジャガイモの収穫（昭和 35年ごろ）

ジャガイモの▶
袋【福住開拓
記念館（福住
1条 4丁目）】

◀動力噴霧機
　【平岸郷土史
　料館（平岸 3
　条9丁目）】

西岡、福住、月寒などではリンゴの他、ジャガイモも作ら
れていました。明治時代から栽培が始まり、大正12（1923）
年ごろは「ロシヤイモ」「田中イモ」などと呼ばれていた由
来不明の食用のジャガイモが作られていましたが、その名
称が無かったため、昭和３（1928）年にこれを「石狩白丸」
と定め、以来それが一般化しました。一方、同年、姫路の
種苗会社からメークインの種イモの注文があり、西岡で生
産されたものを出荷したところ、価格が非常に高く生産者
が驚くほどでした。これをきっかけに、従来の食用に代わっ
て本州への出荷用の種イモの栽培が盛んになりました。し
かし、その後戦争が始まると、病気のまん延などにより収穫

豊平区ではここで紹介したコメ、リンゴ、ジャガイモ
の他にも、大豆、エンバク、ホップなど、さまざまな
作物が栽培されていた他、酪農や養鶏、養豚なども行
われていました。しかし、高度経済成長期の宅地開発
や後継者不足などにより農地が宅地に転用され、今は
その面影はほとんど見られません。それでも、平岸郷
土史料館、つきさっぷ郷土資料館、福住開拓記念館に
は、農機具や生活用具などが大切に保管・展示され、
当時の人々の暮らしを今に伝えています。

▲リンゴの収穫（昭和37年）

▶

そこで、昭和の初めには、青森から来た北海道大学の島
しま

善
よしちか

鄰氏に
指導を受けたり、生産農家 10人が青森へ行き栽培方法を学んだ
りして、地域に知識や技術を広めたため、リンゴ産地として大き
く前進しました。昭和 11（1936）年にはシンガポールへの輸
出が試みられましたが、戦争が始まると、肥料や農薬、人員の不
足などにより樹木の手入れが行き届かず、病害虫の被害が深刻化
しました。戦後は一転、食糧不足の影響でリンゴが闇で高価に
取り引きされ、農家は景気に沸きました。その後、食糧事情が
改善されると、他の産地との競争が激しくなったため、昭和 26
（1951）年からはデパートでの催事開催など、販売方法の工夫
に努めました。その後も大きな台風被害を受けながらも、機械化
により作業の効率化を図るなどの努力を重ねましたが、昭和 40
年代には、リンゴ園は次々と姿を消していきました。

～面影を訪ねて～～面影を訪ねて～

【参考文献】『郷土史豊平地区の140年』『さっぽろ文庫40札幌収穫物語』『新札幌市史』『豊平区の歴史』『豊平町史』『豊平町
史補遺』『豊平東部農業協同組合30年史』『西岡百年史』『平岸百拾年』など
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各種健診（検診）のお知らせ
■住民集団健康診査（予約不要。直接会場にお越しください）

対象地区 実施日 受付時間 会場
区内全地区 2/5㈯ 9時30分～11時 豊平区民センター
種類 対象者 費用・持参書類など

特定健診 40～74歳で、原則として札幌市国保加入者 費用は受診券に記載されて
います。
受診券と健康保険証。後期高齢者健診 市内在住で、75歳以上（特定障がいのある65～74歳を含む）

肺がん検診（胸部Ｘ線検査） 市内在住で、職場などで検診を受ける機会のない40歳以上 無料。
氏名・年齢・住所を確認で
きるもの（健康保険証など）。肝炎ウイルス検査（B型・C型）市内在住で、同検査を受けたことがない方

※40歳以上の生活保護世帯・支援給付世帯の方は特定健診・後期高齢者健診（基本健診）を無料で受診できます。
　生活保護世帯の方は生活保護世帯健康診査受診券、支援給付世帯の方は本人確認証が必要です。
■胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診（胃がん検診と大腸がん検診は予約制）
胃がん検診は胃部Ｘ線検査（バリウム検査）、大腸がん検診は便潜血検査（2日法）、肺がん検診は胸部Ｘ線検査です。
いずれも一次検診であり、内視鏡による検査ではありません。

対象地区 実施日 受付時間 会場

区内全地区

12/16㈭、1/20㈭
2/17㈭、3/17㈭ 9時～10時 保健センター2階で受け付け

後、区役所駐車場の検診車。
1/15㈯ 9時～10時 豊平区民センター1階和室

で受け付け後、区役所駐車
場の検診車。2/5㈯

※住民集団健康診査と同日 9時30分～11時

種類 対象者 費用・持参書類など

胃がん検診 市内在住で、職場などで検診を受ける機会のない50歳以上
の方（原則、検診日時点で偶数歳の方）

胃がん検診　　700円
大腸がん検診　400円
肺がん検診　　無料
※無料となる場合がありま
すので、予約時にご確認く
ださい。

大腸がん検診
肺がん検診

市内在住で、職場などで検診を受ける機会のない40歳以上
の方

m受診希望日の1週間前まで。b・直接窓口　j保健センター健康・子ども課b822-2472

区内各地域の町内会と意見交換会が開催されました 
町内会・自治会の重要性や役割を市民の皆さんと改めて共有し、さらな
る活性化を進めていくため、札幌市では「町内会に関する条例」の制定
に向けた検討を行っています。このたび、区内各地域の町内会役員の皆
さんと意見交換会を開催し、さまざまな視点に基づいた数多くのご意見
をお聞きすることができました。今後も市民の皆さんのご意見をお聞き
しながら、引き続き検討を進めていきます。

▲意見交換会の様子（平岸地区）

豊平区からのお知らせ 12月１１日

～

1月１０日

,区役所地域振興課b822-2427
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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

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

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要なものがあります。詳しくは、各記事の問い合わせ先へご確認ください。

s12月12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

【所在地】美園６条５丁目４-１
【電話番号】b811-4119
【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

美園まちづくりセンター
今月は…

美園ってこんなところ！

（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

地域課題や市政に関する相談ができますＡ.

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。

住民票、印鑑登録証明書、戸籍関係の証
明を受け取れますＡ.

Ｑ.Ｑ. 各まちづくりセンターでできることは？

長年にわたり、地域の
発展に大きく貢献され
た方の功績をたたえ
る、「札幌市自治振興
功労者表彰」が贈られ
ました。

,区役所地域振興課b822-2427
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札幌市自治振興功労者

令和４年　豊平区成人式のご案内
s1月9日㈰。14時式典開始（13時受け付け開始）。
qカナモトホール（札幌市民ホール。中央区北1条西1丁目）。
p平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれの方。
・区内に住民登録をしている方には、12月中旬ごろまで
　に案内状を送付します。未着などの場合は、下記の問
　い合わせ先へご連絡ください。
・式当日は入場券を必ずお持ちください。

,区役所地域振興課b822-2427

s2月15日㈫～。全5回。18時45分～20時45分。
　※2月8日㈫にオリエンテーションを行います。
q区民センター2階視聴覚室（平岸6条10丁目）。
p15歳以上の方（中学・高校生を除く）。
n20人。h o3,300円。
m12月27日㈪まで（窓口での受け付けは9時～17時）。
　はがき・c・a・直接窓口
j札幌市生涯学習センター事業課
　〒063-0051西区宮の沢1条1丁目1-10
　c671-2334　achieria.slp.or.jp　b671-2311

ご近所先生企画講座
ひとりで生き抜く時代のマネー塾

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。

ノロウイルスに注意しましょう！

,保健センター健康・子ども課b822-2478

※嘔
おう

吐
と

物などを処理するときは、感染しないように使い捨
　て手袋やマスクを着用し、汚れた場所は消毒しましょう。

毎年、冬期間はノロウイルスによる食中毒が流行する
時期です。次のことに注意しましょう。
❶帰宅時、調理前、トイレの後などは念入りに手を洗う。
❷食材、特に二枚貝は中心部までしっかり加熱（85℃～
　90℃で90秒以上）する。
❸食器・調理器具は洗剤などで十分洗浄した後、熱湯
　（85℃以上）や塩素系漂白剤で消毒する。

7

まちセン

こんにちは！
から

第第77回回

至白石区↑←至札幌中心部

美園まちづくり
センター

環
状
通

豊園通

美園中央公園

地下鉄東豊線
美園駅
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区　内　の　施　設区役所などの窓口業務

a

12月29日㈬～1月3日㈪は区役所、土木セン
ター、各まちづくりセンターは休みです。
・

・

・

12月31日㈮～1月3日㈪は家庭ごみの収集はあ
りません。各地区の年末年始の収集は「札幌市
家庭ごみ収集日カレンダー」でご確認ください。

・

・

・

ご　み　の　収　集

区民センター　b812-7181
12月29日㈬～1月3日㈪は休みです。
※下記期間の貸室利用予約を12月28日㈫
　に受け付けます。
・  2月28日㈪～3月3日㈭：各貸室
・  3月28日㈪～4月3日㈰：大ホール

月寒公民館　b851-0482
12月29日㈬～1月3日㈪は休みです。
※下記期間の貸室利用予約を12月28日㈫
　に受け付けます。
・  2月28日㈪～3月3日㈭：各貸室
・  3月28日㈪～4月3日㈰：体育室

西岡福住地区センター　b852-4687
東月寒地区センター　　b853-2011
12月29日㈬～1月3日㈪は休みです。
※下記期間の貸室利用予約を12月28日㈫
　に受け付けます。
・  2月28日㈪～3月3日㈭：各貸室
・  3月28日㈪～4月3日㈰：ホール

西岡図書館　b852-8111
12月29日㈬～1月3日㈪は休みです。

南部市税事務所　b表紙参照
12月29日㈬～1月3日㈪は休みです。

■■

■■

■■

■■

■■

12月29日㈬～1月3日㈪は大型ごみ収集の受
け付けは休みです。収集日などの詳細は本誌
21ページをご確認ください。
区役所に設置している古紙回収ボックスと小型
家電回収ボックスは12月29日㈬～1月3日㈪の
期間は利用できません。

住民票や印鑑証明などの各種証明、出生・死亡・
婚姻届などについては本誌20ページをご確認
ください。
年末年始は窓口が混み合うことが予想されます
ので、時間に余裕を持ってお越しください。
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