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豊平区民のページ

と よ ひ ら

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）

※市外局番はすべて011

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

豊平区の人口・世帯数　   ※ 1月 1日現在（前月比）　
人口：225,867 人（+17）　世帯数：120,121 世帯（+75）

国勢調査の確定値に
基づく推計人口

「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～

札幌オリンピック開催から今月で 50周年。アイスホッケー競技に使用された
月寒体育館は、現在は通年でスケートや卓球が楽しめる施設として利用されて
います。近隣にはラグビー場やテニスコート、カーリング場などがあり、さま
ざまなスポーツに挑戦できる環境が地域の魅力となっています。

豊平区ホームページ 豊平区ラジオ広報番組

左のカルタで紹介している「月寒地
区」出身の藤本那菜選手が、北京オ
リンピックに出場します。みんなで
応援しましょう！

豊平区ア
ップルスマイル大使

※一部イラストを変更しています。
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第 10回
スポーツ施設が充実
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子育てサロン子育てサロン
詳細　保健センター健康・子ども課 b822-2474

ってどんなところ？

１

３ 5

４

6 7

8 9 10

ちあふる・とよひらのちあふる・とよひらの
保育士さん保育士さん ２
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ちあふる・とよひらの子育てサロン りんごのへや
●保育士に子育ての相談ができます
子育てに関するさまざまな情報
を提供しています。「イヤイヤ
期っていつ終わるの？」「月齢
に合った遊びを知りたい」と
いった育児の疑問・悩みなどを、
お子さんを遊ばせながら気軽に
相談することができます。

●いろんな親子と交流もできます
月齢が近い子どもたちが集うの
で、お子さんの成長を感じるこ
とができます。また、ご家族同
士も情報交換などの交流を通し
て子育ての輪を広げる良い機会
になります。

36

ちあふる・
とよひら

札幌南
税務署

地下鉄
東豊線
月寒中央駅

月寒高校

子育てサロンの詳細は
こちらでご確認ください

各サロンの開催日時や会場などは、
ホームページ「さっぽろ子育て情報サ
イト」でご覧いただけます。

検索豊平区　子育てサロン一覧

他にも区内には30カ所の子育てサロンがあります♪

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、一部の利用制限を設けている他、現在休新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、一部の利用制限を設けている他、現在休
止している子育てサロンもあります。詳細につきましては、各主催団体にお問合せください。止している子育てサロンもあります。詳細につきましては、各主催団体にお問合せください。

※※

感染症の拡大状況によっては、開催時期などを変更する場合があります。感染症の拡大状況によっては、開催時期などを変更する場合があります。※※

ご近所のサロンもぜひご利用ください

ちあふる・とよひらの他にも、
たくさんの場所でサロンが開か
れています。NPO団体や地域
の方々が主体となって運営する
ものや児童会館内にあるものな
ど種類もさまざま！どのサロン
も事前の申し込みは不要です。
ぜひ活用してみてください。

今回、こりんとめーたんが
おじゃましたのは…

利用時間はひと家族 1
日 1回 1時間までとさ
せていただきます。

開催場所・会場
ちあふる・とよひら
（豊平区保育・子育て支援センター）
q月寒東1条4丁目2-11
b851-2510
開催日・期間
月曜～土曜9時～17時（祝・休日を除く）
※12時～13時は消毒のため入室不可
毎月第3日曜10時～12時（サンデーサロン）

利 用 案 内

新型コロナウイルス感染
症予防対策のお願い

利用人数の制限を設けて
いるため、すぐに利用で
きない場合があります。



豊平区からのお知らせ ２月１１日

～

３月１０日

s3月23日㈬19時5分試合開始（16時10分開場）。
m2月20日㈰当日消印有効。往復はがき（右ページ上申し込み時の必要事項①～⑥を記載）。h

   ※往復はがきは1人につき1通必要。また、1人1通のみ応募可能（複数応募の場合はすべて無効）。
j〒004-0041 厚別区大谷地東2丁目5-60　レバンガ北海道 豊平区民応援デー係b555-9090
　　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽リモートマッチ（無観客試合）または開催延期、あるい
　　　　　　は中止となる場合があります。
　　　　　※応募者の個人情報は株式会社レバンガ北海道が適切に管理し、本件を含む案内以外には利用されません。

レバンガ北海道公式戦にご招待！　～豊平区民応援デー～

レバンガ北海道では、北海きたえーるで行われる茨城ロボッツ戦（スタンドB指定席）に、区内在住の
方100人をご招待します！

,区役所総務企画課広聴係b822-2407

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

国民健康保険料の休日納付相談

s2月20日㈰9時～14時30分。
q,区役所保険年金課b822-2510

広報さっぽろ1月号の「新春とよひらクイ
ズ2022」では、たくさんのご応募をいた
だき、ありがとうございました。正解者の
中から抽選で50人にお年玉プレゼントを
お送りします。

Ｑ.１　ア（平成4年）ペチュニアが区の花に制定された年
Ｑ.２　イ（8駅）区内の地下鉄駅の数
Ｑ.３　ウ（平成16年）こりん・めーたんの名前が決定した年
Ｑ.４　エ（平成13年）札幌ドームが開業した年
Ｑ.５　オ（9カ所）区内のまちづくりセンターの数
※アからオの答えを全て足した数字が50になります。

新春とよひらクイズ2022の答え

50

２年ぶりに
成人式が開

催されまし
た！

1月9日㈰、カナモトホールで成人式が行われました。            
新成人の皆さん、おめでとうございます！！
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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）　④年齢　⑤電話番号　　　　　　　　　
⑥返信先（往復はがきの場合）

申し込み時
の必要事項

会場 内容

西 岡 福 住
地 区 セ ン タ ー

～骨の位置から整える～「ナイト・ボディメイク」s2/24㈭、3/3㈭、3/10㈭、3/17㈭。全４回。
19時～20時。p市内在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n８人。f o3,000円。
m2/14㈪～2/21㈪ 9時～17時。b・直接窓口

東 月 寒
地 区 セ ン タ ー

囲碁大会s2/26㈯12時30分～17時。 p区内在住の方。n38人。f o500円。
m2/15㈫～2/21㈪ 9時～20時。直接窓口
親子わくわくビクスs3/17㈭10時30分～11時30分。 p3歳までのお子さんと保護者。n15組。
f o無料。m3/10㈭～3/16㈬ 9時～20時。b・直接窓口

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。

まちセン

こんにちは！
から

【所在地】中の島1条4丁目9-4
【電話番号】b821-5841
【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

中の島まちづくりセンター
今月は…

中の島ってこんなところ！

（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.まちづくりセンターでできることは？

最終回最終回

今月号のおすすめ講座
PICK UP EVENT

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！

中の島
まちづくり
センター

中の島交番 中の島
かわら
公園

至 

南
区

豊
平
川

精
進
川

環状通

至 
南19条
大橋

N

地下鉄南北線
中の島駅中

の
島
通

まちづくりセンターは、地域の「まちづ
くり活動」の拠点です。お気軽にお越し
ください！
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今月のテーマ

第６回第６回

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

！！！！

災害発生時、避難の判断材料にするために、
地域の被災状況や避難所情報などを入手す
ることは大切です。今回は、いざというとき
のために、普段から準備しておきたい便利な
情報ツールを紹介します。

札幌市災害対策本部です。
●●地域に避難指示を発令し
ました。・・・・・

１緊急速報メール（エリアメール）
携帯電話会社が市内にいる利用者に対して、災
害情報などを一斉送信するサービス。事前登録
なしで、専用着信音とポップアップ表示で知ら
せてくれます。

登録不要で携帯・スマホから情報を入手

２
気象情報や災害情報、河川などの観測情報、地
震情報をリアルタイムで入手できます。

さっぽろ防災ポータル
パソコンやスマホから情報収集できるポータルサイト

３防災アプリ「そなえ」
緊急情報やGPS を活用した避難場所の案内、
安否情報の確認、家族などへのメッセージの発
信など、スマホならではの機能があります。

市の防災情報を集約したスマホ用アプリ

４ラジオ
停電時に役立つのがラジオ。
万が一を想定して準備してお
くと安心です。

停電時の強い味方

ios 用 Android 用

アプリは右の▶
コードからダ
ウンロード！

1月 12 日㈬に豊園小学
校で区主催の防災訓練が
行われました。訓練には、
美園地区を始め、地域の
皆さんが避難者役などで
参加。避難所運営の手順
などを確認しました。

▲HPはこちら

停電時の

電源確保を
！

災害に備えて
訓練を実施！

災害発生時の
お役立ちツール
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