
　　　　　編集　豊平区役所
　　市民部総務企画課広聴係

　　  b822-2407　c813-3603

豊平区の人口・世帯数　   ※８月１日現在（前月比）　
人口：226,359人（+82 ）　世帯数：121,450世帯（+114）

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）

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

※市外局番はすべて 011

TOYOHIRA
豊平区民のページ

「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/ホームページ

国勢調査の確定値に
基づく推計人口

令和４年

「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～豊平区ラジオ広報番組

とよひら

第 1回りんごマラソン大会（1983 年）

第８回リンゴまつり（1983 年）

第 1回リンゴまつり（1976 年）

第 1回リンゴまつり（1976 年）

「リンゴま
つり」（19

76年）

「リンゴま
つり」（19

76年）

「りんごマ
ラソン大会

」（1983年
）

「りんごマ
ラソン大会

」（1983年
）

区制50周年記
念「あの日

あの時」
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体調や介護の状況などに応じて適切なスペースに
滞在できます。

水や食料の他、滞在時に必要となるラジオやランタン、
消毒液などの衛生用品が備蓄されています。

発熱者や濃厚接触者のスペース発熱者や濃厚接触者のスペース

どんな備えがあるの？どんな備えがあるの？

寝起きするところは？寝起きするところは？

bb

避難所って避難所って
　どんなところ？　どんなところ？

避難所のイメージ

ポンプ室
ポンプ室

備蓄庫
備蓄庫

在宅避難の場合
は？

具体的には誰が
使えるの？ 新型コロナウイ

ルス陽性者は？

滞在スペース滞在スペース 福祉スペース福祉スペース
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複数の川と傾斜地があるまちです！複数の川と傾斜地があるまちです！
豊平区ってどんな地域なの？豊平区ってどんな地域なの？

防災担当職員に
　　　　聞きました！

総務企画課地域安全担当

佐佐
ささ

々々
ささ

木木
きき

　職員　職員

もしもの時に備え、防災対策を点検しませんか？

掲載したパンフレットは区役所１階 17番窓口前区役所１階 17番窓口前で配架中です！

acity.sapporo.jp/toyohira/bousai/index.htmlcity.sapporo.jp/toyohira/bousai/index.html

避難情報の発令や周辺の状態、　
防災マップなどから判断！

避難所に行く、行かないはどう判断するの？避難所に行く、行かないはどう判断するの？

避難所開設に関する動画を作りました！
避難所についてもっと詳しく知る方法はないかな？避難所についてもっと詳しく知る方法はないかな？
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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

市税の夜間納付相談

９ 月 11 10 10日 日月～

くらし

今月は固定資産税（第 3期）
を納める月です。
納期限は9月 30日㈮9月 30日㈮です。

s10 月 2日㈰ 9時～ 14時 30分。
q,区役所保険年金課（１階）
　　b822-2510

国民健康保険料の
休日納付相談

募集

福祉除雪のご利用方法は、本誌全市
版 20 ページをご覧ください。
除雪期間
12 月 1 日㈭～翌年 3月 25 日㈯。
作業内容
道路から玄関先までの通路部分を除雪。
活動日時
道路除雪が行われた日の午前中。
活 動 費
一冬 1世帯につき、21,000 円。
m随時（年間を通して受付中）。
b（平日8時 45分～ 17時 15分）。

j

豊平区社会福祉協議会b815-2940

福祉除雪協力員の募集

認知症対応スキルアップ
講座の開催

s 9 月 30 日㈮。14 時～ 16 時。
　※受付は 13 時 30 分から。
q保健センター 2階講堂。
p区内在住で認知症の方の支援に
　 関心のある方。
n15 人。f o無料。
m 9 月 12 日㈪～ 22 日㈭。
8時 45 分～ 17 時 15 分。
b・c（右ページ上欄の必要事項

　を記入し、申込）。
j区役所保健福祉課

b822-2461 c833-4096

毒キノコによる食中毒に
気を付けましょう！

毒キノコを見分けるのは簡単ではあ
りません。確実に食用と分かってい
るものだけを採り、分からないもの
は採らないようにしましょう。ま
た、調理前に再度食べられるキノコ
か、傷んでいないかを確認し、虫出
しを行って、十分加熱してから食べ
ましょう。
,保健センター健康・子ども課

b822-2478

知らないキノコは
「採らない」
「食べない」
「人にあげない」
ことが基本です。

地域で暮らす認知
症の方へ支援を行
うボランティアの
養成講座を開催い
たします。

冬期間、高齢者や障
がいのある方など
の玄関先の除雪を
行う、福祉除雪協力
員を募集します。

　　　オリンピック選手と
　　アイスホッケーを体験

NEWSNEWS

藤本那菜さん

最近の地域の話題をお届け

オリンピックの日本代表として活躍し
た豊平区出身のアイスホッケー選手、
藤
ふじも と

本那
な

菜
な

さんと、妹の藤
ふじもと

本奈
な

千
ち

さん
を講師に迎え、「とよひら K

キ ッ ズ

ids アイス
ホッケー体験会」を開催しました。
▶
豊
平
区
の
小
学
生
14
人
が

  

参
加
し
ま
し
た

オ
リ
ン
ピ
ア
ン
の
指
導
を

受
け
、
め
き
め
き
と
上
達

す
る
子
ど
も
た
ち

◀

2 人はアップルスマイル大使として区内
のイベントなどで活躍しています！

藤本奈千さん
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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）

お
知
ら
せ

の
見
方

申
込
時
の

必
要
事
項

初心者向けマージャン講座

s 9 月 27 日㈫～ 10 月 25 日㈫。
13 時 30 分～ 15 時 30 分。

　全 5回。
p15 歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 20 人。f o 4,000 円。
m 9 月 12 日㈪～ 18 日㈰。
9時～ 17 時。b。

q,区民センターb812-7181

おすすめ講座

詳細は詳細は本誌全市版本誌全市版
16 ページ16 ページをご覧をご覧
ください。ください。

10 月 1 日㈯から、区役所 1階に設置していた小型
家電回収ボックスは利用できなくなります。
,環境局循環型社会推進課b211-2928

小型家電回収ボックス撤去のお知らせ小型家電回収ボックス撤去のお知らせ

朝ドラの主題歌を
歌ってみよう！

s 9 月 17 日㈯～ 10 月 8日㈯。
13 時 30 分～ 14 時 30 分。

　全 4回。
p市内在住か通勤・通学の方
　（中学・高校生可）。
n10 人。f o3,000 円。
m 9 月 12 日㈪～ 16 日㈮。
9時～ 17 時。b・直接窓口。

q,西岡福住地区センター b852-4687

マスク越しでも
大きく響く発声
を身に付けるボ
イストレーニン
グを行います。

ご近所先生企画講座
筆ペンで味のある文字を描こう

s 11 月 16 日㈬～ 12 月 21 日㈬。
14 時～ 16 時。全 5回。

　 ※ 11月 9日㈬にオリエンテー
　　  ションを行います。
q 東月寒地区センター。
p 市内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 20 人。h o 5,500 円。
m 札幌市生涯学習センター事業課
はがき・c・a・直接窓口。
9月 25 日㈰（必着）までに上

　 欄の必要事項を記入し、申込
　（窓口受付：9時～19時 30分）。
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
b671-2311 c671-2334
achieria.slp.or.jp/seminar/

第２回
タブレット・スマホ講座

ワード＆エクセル
夜間講座　基礎編（再開催）

s 10 月 18 日㈫～ 11 月 15 日㈫。
18 時 30 分～ 20 時 30 分。

　 全 6回。
p区内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 10 人。f o 5,100 円。
m 10 月 6 日㈭～ 13 日㈭。
9時～ 20 時。直接窓口。

q,東月寒地区センター b853-2011

s 10 月 11 日㈫～ 25 日㈫。
10時～ 12時。全 3回。

p区内在住か通勤の方。
n 11 人。f o 2,500 円。
m 9 月 30 日㈮～ 10 月 8日㈯。
9時～ 20 時。直接窓口。

q,東月寒地区センター b853-2011

タブレット
やスマホの
操作に自信
のない方な
ど、初心者・
シニア向け
の講座です。

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ので、ご了承ください。
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豊平豊平

７月号に続き、「てくてくとよひら」第2弾です！今月はウオーキングマップ掲載
の西岡坂めぐり・水源池通ルート周辺の見どころなどに関するクイズを出題します。
クイズに挑戦し、答えを応募すると正解者の中から、抽選で50人にプレゼントが
当たります。ぜひ、チャレンジしてください！

クイズの答えを探しにクイズの答えを探しに
ウオーキング！ウオーキング！ クイズの答えを応募！えをクイズの答えクイズの答えを

T
サ ー モ ス

HERMOS真空断熱スープジャー0.5ℓ0.5ℓ
Ｂ賞：4人Ｂ賞：4人

モバイルランニングポーチ 
Ｃ賞：45人

スマートウオッチ「Fitbit Versa3」
Ａ賞：1人

抽選で50人にプレゼント！

クイズクイズ
西岡には坂道が多くありま
す。下記の写真はある坂道
から見下ろす景色です。
次のどの坂道でしょうか？

西岡
坂め
ぐり
・

水源
池通
ルー
ト今月

は・
・

※賞および色は選べません。※賞および色は選べません。

マップでルートを確認マップでルートを確認

Q.1Q.1 Q.2Q.2

マップを手に入れるップをを手に入れプをを手 入れを手 入れプップを手に入れ

ャレン

西岡公園内の取水塔近くの
池の岸からは、遠くの山が
見える時があります。次の
どの山が見えるでしょうか？

※抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。※抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。

【交通機関】【交通機関】
中央バス「西岡水源池」

第２弾

ス

【交通機関】【交通機関】
中央バス「札大正門前」

アップルスマイル大使アップルスマイル大使
藤藤
ふじもとふじもと

本本　那那
な なな な

菜菜さんさん

アップルスマイル大使アップルスマイル大使
藤藤
ふじもとふじもと

本本　奈奈
な ちな ち

千千さんさん

澄73 澄74

※ルートまでの詳しい交通機関は下記コードからHPでご確認ください。※ルートまでの詳しい交通機関は下記コードからHPでご確認ください。

79 83 月82 澄78

ウオーキング＆クイズにチャレンジウオーキング＆クイズにチャレンジ

応募期間9月1日（木）～9月30日（金）
対　　象区内在住の方
応募方法上記クイズに挑戦し、下記記載事項を記入
　　　　 の上、a、はがき（当日消印有効）、c
　　　　 のいずれかでご応募ください。
記載事項①クイズの答え2つ②郵便番号③住所④氏名
　　　    ⑤年齢⑥電話番号⑦保護者氏名（申込者が
             中学生以下の場合）⑧このイベント情報の
　　　　 入手先（広報、チラシなど）⑨感想など
応募および〒062-8612（住所不要）
問合せ先豊平区役所地域振興課地域活動担当係
　　　　 b

c

応募要領

▲HPはこちらから▲HPはこちらから
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