
23毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！

施 設 名 住 所 電 話 内 容 開 館 時 間 休 館 日 そ の 他

市民会館 旭町３丁目２-２ ３３‐７１９１ １,６３０人収容の大ホール、４５０
人収容の小ホール、会議室など ９：００～２２：００ 年末年始 赤外線補聴システムが利

用できます

文化会館 旭町２丁目８-１９ ３６‐７８２３ ５００人収容のホール、展示ホ
ール、会議室など

９：００～２１：００

偶数月の最終金曜日、
年末年始

文化交流センター
（アイビー・プラザ） 本町１丁目６-１ ３３‐８１３１ ３６０人収容の多目的ホール、

ギャラリー、美術室など 年末年始 各種講座を実施しています

勇払公民館 字勇払３３ 5６‐０００３ 各種講座・サークル活動など
生涯学習の場、図書貸し出し

９：００～２１：００
（図書室は８：４５～
１７：１５）

年末年始
（図書室は土・日曜日、
  祝日、年末年始）

中央図書館 末広町３丁目１-１５ ３５‐０５１１ 9：30～20：00
月曜日（祝日を除く）、
資料整理日（祝日を除
く毎月最終金曜日）、
年末年始

市内7カ所の図書コーナー
のほか、移動図書館も利用

科学センター 旭町３丁目１-１２ ３３‐９１５８ 入館無料

美術博物館 末広町３丁目９-７ ３５‐２５５０

郷土の自然・歴史・考古に関す
る常設展示室、自然・歴史・文
化・芸術などの特別展・企画展
を開催する展示室、教育普及
事業・講演会を行う研修室、埋
蔵文化財の展示ホールなど

※こどもの日、文化の日は無料
※観覧料の免除規定があり
　ますのでご相談ください

勇武津資料館 字勇払１３２-３２ ５６‐０２０１
勇武津会所、八王子千人同心
の様子など郷土の歴史を学ぶ
資料展示室、多目的研修室

１０：００～１７：００ 入館無料

豊川コミセン 豊川町３丁目４-２１ ７４‐３０７２

図書室、集会室、体育館（植苗
ファミセンを除く）などを備え
た地域の活動の場

９：００～２１：００
（図書室は各セン
ターで変更あり）

年末年始 各種講座、サークル活動な
どを実施

沼ノ端コミセン 沼ノ端中央4丁目10-16 ５７‐５５６０
住吉コミセン 住吉町１丁目３-２０ ３５‐１０８０
のぞみコミセン のぞみ町１丁目２-５ ６８‐６７１１

沼ノ端交流センター
植苗ファミセン 字植苗４０-５５

北栄町3丁目3－3
５８‐３８８８
82‐7099

市民活動センター
（ふれあい３・３）

若草町３丁目３-８

３２‐７１１１
多目的ホール、市民ギャラリー

９：００～２１：００

年末年始社会福祉センター 社会福祉、ボランティア団体な
どの活動拠点

会議室などの利用は
登録団体以外有料

男女平等参画推進センター ３２‐３５４４

生活館 矢代町２丁目１-１１ ７２‐４２９７
アイヌ民族の文化と生活習慣
伝承の場、会議室、調理室、和
室、小ホールなど

月曜日（祝日の場合は
その翌日）、年末年始

サークル活動など一般の方
も利用できます

労働福祉センター 末広町１丁目１５-７ ３５‐２１７１ 500人収容の大ホール、
会議室、和室 ９：００～２１：３０ 年末年始

テクノセンター 字柏原３２-27 ５７‐０２１０ ９：００～２１：００ 土・日曜日、祝日、
年末年始

ホームページは
http://www.tomatech.
jp/

教育・福祉センター

本幸町１丁目２-２１
９：００～１７：００

高齢者福祉センター ３４‐５８９７ 高齢者向け各種教室・講座など
子育て支援センター ３３‐４７５１ 集いの場の提供と講習会など
健康支援センター ３３‐４８８１ 健診、育児教室、健康相談など
教育センター
教育研究所 ３６‐４１５２ 教職員の研修会などの開催
子ども支援室「あかり」 ３２‐６７４５ 障がいのある子どもの教育相談 ８：４５～１６：４５
学校適応指導教室「あおば学級」 ３３‐５５４１ 不登校児童生徒への支援など ９：００～１５：００

※コミセンはコミュニティセンター、ファミセンはファミリーセンターの略です。　※使用料などはお問い合わせください。

宇宙ステーション「ミール」展
示館、プラネタリウム室、科学
展示室、実験室など

9：30～17：00

9：30～17：00

～

できます。１人につき本は
１０冊、ＤＶＤは1点まで
2週間貸出

約52万冊の蔵書（図書コーナ
ー含む）、インターネットでの所
蔵情報公開、電子情報サロン、
参考・郷土・行政資料室、文学コ
ーナー、幼児コーナーなど

土・日曜日、祝日、
年末年始
※子育て支援センタ
ーは土曜日も開館

※高齢者福祉センタ
ーは土・日曜日、祝
日も開館

月曜日（祝日の場合は
その翌日）、年末年始

月曜日（祝日を除く）、祝
日の翌日（祝日が月曜
日の場合は火曜日と水
曜日）、年末年始

観覧料：一般300円、高大
生200円、中学生以下無
料、年間観覧券一般900
円、高大生600円

各種講座、サークル活動、交流事業、情
報収集・提供、相談事業などを行う男
女平等参画推進活動の総合拠点施設

製造業などにおける機械加工、
金属材料評価、メカトロ分野な
どの技術支援を行う施設

図書資料室は、貸し出し図書の
ほか、キッズコーナー・無料ｗｉ‐ｆｉ
有料コピー機などを設置 苫

小
牧
市
の
主
な
施
設

学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を生涯学習活動の場として開放しています。開放施設は体育館が小学校２3校、中学校２校、校庭が
小学校２1校、教室などが小学校１校です。

苫小牧市の主な施設
主な文化・教育・産業施設

学校開放事業　有料 生涯学習課  32-6756
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22 この冊子は平成31年4月現在の内容です。最新情報については掲載してある問い合わせ先にご確認ください。

施 設 名 住 所 電 話 内 容 開 館 時 間 休 館 日 そ の 他

市民会館 旭町３丁目２-２ ３３‐７１９１ １,６３０人収容の大ホール、４５０
人収容の小ホール、会議室など ９：００～２２：００ 年末年始 赤外線補聴システムが利

用できます

文化会館 旭町２丁目８-１９ ３６‐７８２３ ５００人収容のホール、展示ホ
ール、会議室など

９：００～２１：００

偶数月の最終金曜日、
年末年始

文化交流センター
（アイビー・プラザ） 本町１丁目６-１ ３３‐８１３１ ３６０人収容の多目的ホール、

ギャラリー、美術室など 年末年始 各種講座を実施しています

勇払公民館 字勇払３３ 5６‐０００３ 各種講座・サークル活動など
生涯学習の場、図書貸し出し

９：００～２１：００
（図書室は８：４５～
１７：１５）

年末年始
（図書室は土・日曜日、
  祝日、年末年始）

中央図書館 末広町３丁目１-１５ ３５‐０５１１ 9：30～20：00
月曜日（祝日を除く）、
資料整理日（祝日を除
く毎月最終金曜日）、
年末年始

市内7カ所の図書コーナー
のほか、移動図書館も利用

科学センター 旭町３丁目１-１２ ３３‐９１５８ 入館無料

美術博物館 末広町３丁目９-７ ３５‐２５５０

郷土の自然・歴史・考古に関す
る常設展示室、自然・歴史・文
化・芸術などの特別展・企画展
を開催する展示室、教育普及
事業・講演会を行う研修室、埋
蔵文化財の展示ホールなど

※こどもの日、文化の日は無料
※観覧料の免除規定があり
　ますのでご相談ください

勇武津資料館 字勇払１３２-３２ ５６‐０２０１
勇武津会所、八王子千人同心
の様子など郷土の歴史を学ぶ
資料展示室、多目的研修室

１０：００～１７：００ 入館無料

豊川コミセン 豊川町３丁目４-２１ ７４‐３０７２

図書室、集会室、体育館（植苗
ファミセンを除く）などを備え
た地域の活動の場

９：００～２１：００
（図書室は各セン
ターで変更あり）

年末年始 各種講座、サークル活動な
どを実施

沼ノ端コミセン 沼ノ端中央4丁目10-16 ５７‐５５６０
住吉コミセン 住吉町１丁目３-２０ ３５‐１０８０
のぞみコミセン のぞみ町１丁目２-５ ６８‐６７１１

沼ノ端交流センター
植苗ファミセン 字植苗４０-５５

北栄町3丁目3－3
５８‐３８８８
82‐7099

市民活動センター
（ふれあい３・３）

若草町３丁目３-８

３２‐７１１１
多目的ホール、市民ギャラリー

９：００～２１：００

年末年始社会福祉センター 社会福祉、ボランティア団体な
どの活動拠点

会議室などの利用は
登録団体以外有料

男女平等参画推進センター ３２‐３５４４

生活館 矢代町２丁目１-１１ ７２‐４２９７
アイヌ民族の文化と生活習慣
伝承の場、会議室、調理室、和
室、小ホールなど

月曜日（祝日の場合は
その翌日）、年末年始

サークル活動など一般の方
も利用できます

労働福祉センター 末広町１丁目１５-７ ３５‐２１７１ 500人収容の大ホール、
会議室、和室 ９：００～２１：３０ 年末年始

テクノセンター 字柏原３２-27 ５７‐０２１０ ９：００～２１：００ 土・日曜日、祝日、
年末年始

ホームページは
http://www.tomatech.
jp/

教育・福祉センター

本幸町１丁目２-２１
９：００～１７：００

高齢者福祉センター ３４‐５８９７ 高齢者向け各種教室・講座など
子育て支援センター ３３‐４７５１ 集いの場の提供と講習会など
健康支援センター ３３‐４８８１ 健診、育児教室、健康相談など
教育センター
教育研究所 ３６‐４１５２ 教職員の研修会などの開催
子ども支援室「あかり」 ３２‐６７４５ 障がいのある子どもの教育相談 ８：４５～１６：４５
学校適応指導教室「あおば学級」 ３３‐５５４１ 不登校児童生徒への支援など ９：００～１５：００

※コミセンはコミュニティセンター、ファミセンはファミリーセンターの略です。　※使用料などはお問い合わせください。
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示館、プラネタリウム室、科学
展示室、実験室など
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～

できます。１人本は１０冊、
ＤＶＤは1点まで

約52万冊の蔵書（図書コーナ
ー含む）、インターネットでの所
蔵情報公開、電子情報サロン、
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ーナー、幼児コーナーなど
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年末年始
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ーは土曜日も開館

※高齢者福祉センタ
ーは土・日曜日、祝
日も開館

月曜日（祝日の場合は
その翌日）、年末年始

月曜日（祝日を除く）、祝
日の翌日（祝日が月曜
日の場合は火曜日と水
曜日）、年末年始

観覧料：一般300円、高大
生200円、中学生以下無
料、年間観覧券一般900
円、高大生600円

各種講座、サークル活動、交流事業、情
報収集・提供、相談事業などを行う男
女平等参画推進活動の総合拠点施設

製造業などにおける機械加工、
金属材料評価、メカトロ分野な
どの技術支援を行う施設

図書資料室は、貸し出し図書の
ほか、キッズコーナー・無料ｗｉ‐ｆｉ
有料コピー機などを設置
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はかりの検査
� 計量検査所  32-6306
不正計量、不当表示による消費者の不利益
を防止するため、はかりの定期検査、商品
量目・燃料油メーターなどの立入検査を実
施しています。

消費者団体などへの活動支援
� 安全安心生活課  32-6304
消費者の利益保護と消費生活の安定向上を
図るためにさまざまな問題を勉強したり、
活動を行っている消費者団体などの取り組
みを支援します。

市政への要望・意見、市政レポーター
市長とのミーティング・トーク

� 協働・男女平等参画室  32-6152
市政全般に対する要望や意見

電話、手紙、メール、とま☆ボ(市役所、勇払・
のぞみ出張所、各コミセン、植苗ファミリー
センター、中央図書館、沼ノ端交流センター、
COCOTOMAに設置)、来庁で受けています。
kyodosankaku@city.tomakomai.hokkaido.jp

市政レポーター(とまレポ)
市政に関するテーマについて、公募により
選ばれたレポーターからの意見・提言を受
けています。

まちかどミーティング
市長が地域に出向き、情報の共有や市政に
関する要望・意見について直接懇談するこ
とで、まちづくりの参考にしています(8月

姉妹・友好都市交流
� 協働・男女平等参画室  32-6157
ニュージーランドのネーピア市と姉妹都
市、中国の秦皇島市と友好都市の盟約を結
び、各種事業での派遣や受け入れなどの相
互交流を行っています。

こども国際交流事業
� 協働・男女平等参画室  32-6157
諸外国の生活文化などに直接触れることに
より、国際的視野を持つ人材を育成するた
めに、毎年市内の子どもたちを海外に派遣
しています。

ぐる～りWorld交流会
� 協働・男女平等参画室  32-6157
日本の文化を外国籍の市民の方と一緒に体
験するなどの触れ合いを通して、国際理解
と相互親善を図るため、年2回実施してい
ます。

国際交流ボランティアの登録
� 協働・男女平等参画室  32-6157
外国人との交流などに協力していただくた
め、通訳や翻訳、ホームステイ、文化・ス
ポーツの指導などの分野において登録制度
を設けています。

パスポート窓口
� 住民課  84-7000
旅券(パスポート)の申請、交付を市役所1
階(住民課)で行っています。

国際交流

広報とまこまい
� 秘書広報課  32-6108
市政の方針や予算、市からの情報などを掲
載し、毎月1日に発行しています。配布は
町内会や民間業者を通じて全戸行っていま
すので、転入して広報が届かないなどの場
合は、町内会または秘書広報課までお知ら
せください。

ホームページ
� 秘書広報課  32-6108
市のHPでは、市の概要や施策などを掲載
しています。
　　　　�http://www.city.tomakomai.

hokkaido.jp/
　　　　�http://www.city.tomakomai.

hokkaido.jp/index_m.html

フェイスブック
� 秘書広報課  32-6108
SNSを利用して、親しみやすいまちの情報
を発信しています。

市民情報コーナー（２階談話室）
� 秘書広報課  32-6108
市議会議事録、決算書、まちづ＜りの計画
集のほか、市で発行した冊子、パンフレッ
トを見ることができます。

広　報

PCから

携帯電話
から

下旬から10月下旬頃まで)。

ふれあいミーティング
市長が各種団体や各層の市民と市政やまち
づくりについて、意見交換をします(随時)。

まちづくりトーク
市長と市民が市政の現状や課題について懇
談、意見交換を行い、市政運営の参考にし
ます(随時)。

市長出前講座
市民グループやサークルなどの求めに応じ
て市長が訪問し、希望するテーマについて
懇談、意見交換をします。

その他の相談
❶………………市民生活課  32-6303
❷❸……市民相談所(市民活動センター内)
� 33-2345
❹…協働・男女平等参画室  32-6152

❶市民生活に関する相談
・町内会活動
・空き家
・その他市民生活に関すること
❷心配ごと相談
・と　き　月～金曜日8時45分～17時15分
・ところ　市民相談所(市民活動センター内)
※夜間相談…毎月第2火曜日18時～20時
❸無料法律相談
・と　き　毎月第4金曜日9時30分～12時
・ところ　市民活動センター
※事前の申し込みが必要です
❹�総務省行政相談所
　国の行政全般についての相談
・と　き　�毎月第1月曜日(祝日の場合は

翌週)13時～15時
・ところ　�市役所2階談話室

広　聴

とまチョップが生まれ
たのは2011年（平成23
年）。「苫小牧市子ども会
議」でとまチョップと名
づけられ、その後３つの
図案から、市民投票に
よって決定されました。
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