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2016年（平成28年）

この作品は北区役所1階および北区ホームページ「みてきて北区」にてカラーで公開しています。

北区の写真　  募集中！
こちらには、皆さんからご応募いただいた作品「北区の街・人・風景」
を掲載しています。詳細は、北区ホームページもしくは総務企画課広聴
係まで。お気軽にご応募ください！

編集：北区市民部総務企画課広聴係
〒 001‒8612　北区北 24 条西 6丁目　☎ 757‒2503 757‒2401

北区の人口と世帯数　          
2016 年 3 月 1日現在（前月比）　　      

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

　　　   E メール

係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 出張所・まちづくりセンター 電話番号

北区役所（北 24 西 6） （代表）
757̶2400

福祉支援一・二係【21】 757̶2464

保護三課

保護一係 757̶2528 屯田（屯田5-6） 772̶1260
保健支援係【23】 757̶2465 保護二係 757̶2529 麻生（北39西5） 757̶5810

市民部 相談担当【21】 757̶2509 保護三係 757̶2527 太平百合が原（太平8-7） 771̶9180
総務企画課 健康・子ども課（北保健センター　北25西6） 保護四係 757̶2530 拓北・あいの里（あいの里1-6） 778̶2355
庶務係【33】 757̶2403 保健予防係 757̶1185

保護四課
保護一係 757̶2531 北区関係公的機関 電話番号

地域安全担当【33】 健やか推進係 757̶1181 保護二係 757̶2532 北部市税事務所
（中央区北4西5アスティ45　9階） 207̶3912選挙係【32】 757̶2404 家庭児童相談室 757̶1182 保護三係 757̶2535

広聴係【17】 757̶2503 子ども家庭福祉係 757̶2563 保険年金課 北清掃事務所（屯田町990） 772̶5353
戸籍住民課 母子・婦人相談員 757̶2564 給付係【10】 757̶2491 北消防署（北24西8） 737̶2100
戸籍係【7】 757̶2415 子育て支援担当 757̶2566 保険係【9】 757̶2492 北部水道センター（新琴似6-2）
住民記録係【3】【5】 757̶2412 生活衛生係 757̶1183 収納一・二係【11】 757̶2493 　北部料金課 762̶7200
地域振興課【31】 757̶2407 生活保護【27】【28】【29】 年金係【8】 757̶2495 　北部配水管理課 762̶7300
土木部 ( 北区土木センター　太平 12-2)

保護一課

相談担当 757̶2517 出張所・まちづくりセンター 電話番号 北区社会福祉協議会
（北24西6北区役所1階） 757̶2482維持管理課 771̶4211 保護一係 757̶2513 篠路【篠路出張所】（篠路4-7） 771̶2231

保健福祉部 保護二係 757̶2514 鉄西（北10西4） 726̶5285 北老人福祉センター（北39西5） 757̶1000
保健福祉課 保護三係 757̶2516 幌北（北17西5） 726̶6345 北区保育・子育て支援センター

【ちあふる・きた】（北25西3） 757̶5380
地域福祉係【25】
活動推進担当【25】 757̶2470

保護二課

保護一係 757̶2519 北（北29西7） 726̶4385
保護二係 757̶2523 新川（新川1-4） 762̶2604

福祉助成係【24】 757̶2462 保護三係 757̶2524 新琴似（新琴似7-4） 761̶4205
給付事務係【22】 757̶2463 保護四係 757̶2554 新琴似西（新琴似7-14） 762̶8767

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先

担当課が分からない、担当課・係につながらない
場合、また閉庁時や土・日、祝・休日などは代表
番号にお問い合わせください

285,860 人（－ 20）
133,861 世帯（－ 56）

長い雪の世界からやっと春を見つけてうきうき。近く
では遊具で遊ぶ子どもの姿も。春の陽光に照らされた
サクラとシラカバのコントラストがすてきでした。
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撮影日　　2014.5.5
撮影場所　屯田西公園
　　　　　（屯田 4条 10 丁目）

桜の開花に誘われて
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世帯数

28年）
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平成 27年度、北区ではさまざ
まな事業が行われました。今月
は、その中から 2つの施設整
備について、私たち 4人の小
学生記者がご紹介します！

北区にはどれくらいあるの？

取材から編集までしたのでと
ても勉強になりました。また
やってみたいし、大人になっ
てからも、この思い出が残っ
ていたらいいなと思います。

小
お

田
だ

ななみ
屯田小
5年

普段あまり入れないところに
行って、たくさんのことを知
ることができました。どんな
ものにも工夫やきっかけがあ
ることも実感しました。

寺
てら

田
だ

燈
とも

矢
や

屯田南小
6年

いつも見ている記事が、色々
な作業をして、やっと出来上
がるものだと分かりました。
名刺交換や取材、記事づくり
も体験できて良かったです。

佐
さ

藤
とう

颯
そう

太
た

新光小
5年

普段体験できないことができ
て楽しかったです。まとめた
りするのが大変だったけど、
他の学校の人とも協力してで
きたことが良かったです。

池
いけ

田
だ

千
ち

夏
なつ

新川小
5年

耐震性貯水槽を整備
　大きな地震（震度 6
弱）に耐えられる、水
を貯めておくタンク（貯
水槽）のことです。

　北区に耐震性貯水槽は 78基あります。今後も順次増
やしていく予定です。

問い合わせ　消防救助課　☎ 215̶2060

※学年は取材時

　今回整備された貯水槽には、40トンの水を貯めて
おくことができます。40トンの水があれば、40分く
らいの間、消防車から放水して消火活動に使うことが
できます。公園の広さによっては、100トンの水を貯
めておける貯水槽が整備されているところもあります。

どれくらいの水を貯めておけるの？

　大規模な地震が起こると、水道管が壊れて消火栓が
使えなくなり、消防士が消火活動を行えなくなる可能
性があります。それに備えて、地震に強い貯水槽を整
備する必要があり、札幌市では、地域の公園の中に、
地中に埋めるタイプの貯水槽を整備しています。

何のために貯水槽を作るの？

耐震性貯水槽ってなに？

　北32条ひまわり公園（北32西7）に「耐震性貯水槽」

耐震性貯水槽は、平成 7年に起きた阪神淡路大震災
で消火栓が使用できず、消火活動が困難になったこと
を教訓にして、全国的に整備されるようになりました

直径約 4.6 ｍ、高さ約 3.1 ｍ
のタンク（写真 1 ）。公園の地
中に穴を掘り（ 2 ）、貯水槽を
クレーンでつるして（ 3 ）穴
の中に入れます。

1 2

3

池田記者

小田記者

編集後記

M Ｅ M Ｏ

が整備されたと聞きました。
耐震性貯水槽って何だろう？
何のために作るのかな？
答えを探るために、消防局の担当
の人に話を聞きに行きました！
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複合化ってなに？

工事のときに気を付けていることは？
　児童の安全や使いやすさを第一に考えています。
また、子どもたちの学習の妨げにならないよう、大き
な音が出るような作業は土日を中心に行っています。

　二つ以上の利用目的
の違う施設を一つの建
物にすることです。今
回は、隣り合って建っ
ていた篠路小学校（篠
路 4-9）の一部と篠路児童会館（篠路 4-9）を建て
替えて一つの建物にする工事を行いました。

今回の複合化工事は平成 26年に策定された「札幌市
市有建築物の配置基本方針」に基づき実施されました。
方針では、地域に必要な機能を、小学校など身近な一
つの公共施設に集約し、地域コミュニティーを深める
場とすることや、地域ニーズに対応できるよう配置基
準を見直すことなどが示されています

　光を取り入れる機能のあるクリア
シートを貼って作業現場を明るくす
るなど、作業員が安全に作業できる
ような環境づくりをしています。

工事のときに工夫していることは？

どんな工事をしたの？
　最初に小学校の敷地に仮
設校舎を建て、小学校の古
い部分の解体工事をした後、
その場所に新校舎を建てま
した。児童会館は新校舎の
中に一緒に建てられ、4月
から使えるようになりました。

　複合化すると、いいことがたくさんあるからです。

小学校と児童会館を複合化

問い合わせ　子ども企画課　☎ 211̶2989

老朽化が進み改築工事が必要だった篠路小学校と篠路
児童会館が「複合化工事」をして、
4月から一つの建物になりまし
た。なぜ別々の建物を一緒にし
たのか、市役所の担当の人に詳
しく話を聞いてきました！

小学校と児童会館、なぜ複合化するの？

・

・
・

小学校と児童会館が同じ建物にあるので、移動が
便利で安全です。
それぞれを建て替えるよりコストを減らせます。
体育館や図書館など小学校の設備を、児童会館の
活動でも使うことができます。

寺田記者

佐藤記者

M Ｅ M Ｏ

工事現場の人にも話を聞きました！
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受付日 受付時間 会場

4月22日㈮
10時～11時30分

札幌サンプラザ1階ロビー
（北24西5）
※応募者多数の場合は整理券を配布

13時～17時15分
北区役所3階総務企画課
（土・日、祝・休日を除く）4月25日㈪ ～

10月31日㈪ 8時45分～17時15分

北区役所（北24西6）
☎757-2400＜代表番号＞

※北区役所の各課・係の電話番号は
「きた1」

ページをご覧ください

情報情報
　プラザ
4/11㈪4/11㈪
▼▼

5/10㈫5/10㈫

■詳細　総務企画課庶務係　☎757̶2403

北区民野球場（新琴似町266）の利用受け付け《無料》
平成28年度の利用申し込みの受け付けを行います。
●利用期間　4月29日㈷～10月31日㈪
※積雪状況により利用開始日が変更となる場合があります
●対象　区内にお住まいか、通勤・通学している方（原則1
人1回、先着順、電話申し込み不可）

「藍
あい

の種」を配布《無料》
4月21日㈭　10時から（なくなり次第終了）
北区役所3階地域振興課、北区民センター、篠路コミュニテ
ィセンター、各地区センター

藍に興味のある方に、藍の種を配布します。かつて、北区で盛
んに栽培されていた歴史ある藍をご家庭で育ててみませんか。
●配布数　各会場100袋（1人1袋、先着順）
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757̶2407

北区高齢者教室「北
ほく

親
しん

大学」受講生募集
《無料・教材費実費負担あり》
5月12日～9月29日の木曜日《全18回》9時30分～11時30分
北区民センターほか　
※講義日時・内容・会場は変更となる場合があります

●内容　講義（健康・音楽鑑賞）や実習（陶芸・体操）、野
外見学（美術館見学）など
●対象・定員　区内にお住まいの65歳以上の方で、初めて受
講する方・40人（多数時抽選）
●申込　4月19日㈫までに、地域振興課地域活動担当係☎
757̶2407または北区民センター☎757̶3511（受付時間は8時
45分～17時15分）
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757̶2407

5月7日㈯　12時～16時〔開場は11時30分〕
札幌サンプラザコンサートホール（北24西5）

第16回新川さくらフェスティバル音楽祭《無料》

区内で活躍する合唱団や地域の学校の
吹奏楽部などが出演します。
●申込　北区役所3階地域振興課、各ま
ちづくりセンター、北区民センター、
篠路コミュニティセンター、各地区セ
ンターで、4月15日㈮から入場整理券を配布
■詳細　新川まちづくりセンター　☎762̶2604

5）

配布

5月10日㈫　10時30分～11時15分
北区保育・子育て支援センター（ちあふる・きた）（北25西3）

子育て講座《無料》

●内容　トイレトレーニング　※お子さんと同室で受講可
●講師　ちあふる・きた職員（保育士）
●対象・定員　1歳6カ月以上の乳幼児を育てている保護者・先着10人
●申込・詳細　4月26日㈫10時から健康・子ども課子育て支
援担当係　☎757̶2566

て 情 報子 育

4月11日㈪～17日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《900円（税込）》

北保健センターのおすすめランチ

●メニュー　鶏肉の香草焼きトマトソース、カツオのカル
パッチョ、ポテトサラダ、デザート、オニオンスープ、ご飯
（野菜使用量143g、エネルギー579kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757̶1181

ら保 健 ーセ ン タ か

・ 納 税納 付 相 談
市税の納税相談
市税を納期限までに納付できない方は必ずご相談ください。
●ご相談の結果、分割納付をする場合には、申請書などの提
出が必要となりますので、印鑑、収支状況が分かる書類（通
帳、給与明細、各種領収書など）をご持参ください
●毎週木曜日（祝日を除く）17時15分～20時に、夜間納税相
談を行っています。ご利用ください
●相談先・詳細　北部市税事務所納税課納税係（中央区北4
西5  アスティ45  9階）　☎207̶3913
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病院名 住所 電話番号
屯田西公園どうぶ
つ病院 屯田5̶9 773̶7739

Y
ユ ー

ou ペットクリニック 屯田6̶2 773̶1010

屯田三番通動物病院 屯田6̶9 774̶2211

季実の里どうぶつ
病院 屯田9̶1 772̶6302

まえたに動物病院 太平3̶1 773̶8228

太平動物病院 太平7̶4 775̶3001

フルベ動物病院 太平12̶5 775̶2211

グリンピア動物病院 篠路2̶10 774̶0123

しぶやペットクリ
ニック 拓北1̶3 299̶2286

アニマルクリニッ
ク・クローバー あいの里2̶8 778̶3655

ポッケ動物病院 あいの里3̶3 826̶5380

あいの里動物病院 あいの里4̶5 778̶5411

病院名 住所 電話番号

山口動物愛護病院 北22西3 736̶1122

さくら並木動物病院 北24西19 707̶0706

動物病院ダックス 北27西14 758̶3931

きたさっぽろ動物
病院 北30西9 736̶2789

I
イ シ ダ

SHIDAア ニ マ ル
クリニック

北35西4 736̶2779

マリモアニマルク
リニック 新川2̶7 764̶0201

新川ルル動物病院 新川4̶17 768̶3260

パルク動物病院 新琴似2̶10 764̶5311

はるにれ動物病院 新琴似8̶14 763̶8020

ハヤシ犬猫病院 新琴似10̶7 766̶8611

アンディー動物病院 新琴似10̶13 769̶7550

北の森どうぶつ病院 新琴似11̶17 766̶1122

北区はつらつシニアマップを作成しました《無料》
北区在住の高齢者が利用できる集いの
場や相談窓口などについて、地域別に
地図でまとめた冊子を配布しています。
ぜひご活用ください。
●配布場所　北区役所2階保健福祉課
●冊子の内容は、北区役所ホームページ
でもご覧になれます

■詳細　保健福祉課保健支援係 ☎757̶2465

北区はつらつシニアマップ 検索

①4月22日㈮　②5月8日㈰　9時～10時
北保健センター《胃がん700円／大腸がん400円》両方の受診可

胃がん・大腸がん検診（予約制）

●対象　区内にお住まいで、検診を受ける機会のない40歳以上の方
●定員　各先着50人
●70歳以上の方、65～69歳で後期高齢者医療制度に加入の方、生活保護世帯の方、
市・道民税非課税世帯に属する方、支援給付世帯の方は費用が免除されますので、
保険証や生活保護受給証明書、課税証明書などの証明できる書類をお持ちください
●検査日の1週間前までに、北保健センターに検査セットを取りにお越しください
●申込・詳細　①は4月15日㈮、②は4月28日㈭までに健康・子ども課健やか推進係
☎757̶1181

※診療時間や休診日は動物病院によって異なりますので、
　詳しくは各病院にご確認ください
※本誌27ページも併せてご覧ください

■詳細　動物管理センター（西区八軒9東5）　
☎736̶6134

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
《登録手数料3200円、注射費用2560円、注射済票交付700円》
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※申し込みや内容の詳細、また掲載していない行
事などについては各施設にお問い合わせください。

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考
北区民センター（北25西6）　☎757̶3511　FAX 717̶1139　　　 検索北区民センター  　 

〔講座などの受け付け〕①電話・ファクス申し込み可　②受付時間は9時～21時　　

第2回「世界に一冊だけの本・展
in
イン

 さっぽろ」
4/25㈪～5/1㈰　9時～17時

無料

直接会場  手作り絵本の展覧会「世界に一冊だけの
本・展  in  さっぽろ」に出展された本を展示します

つくしんぼ＆武蔵女子短期大学
図書館ボランティア「おはなしの会」5/7㈯　11時～11時40分

直接会場  赤ちゃんから大人までどなたでも参加
できます

みんなの茶の間オープンカレッジ
①私の世界をかえた「よみかたり」
②親も祖父母も知っておきたい教
育資金の話

5/18㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 4/11㈪～5/18㈬

屯田地区センター（屯田5̶6）　☎772̶1811　　　 検索屯田地区センター

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）　②受付時間は9時～21時

花と緑の交換会 
i
イン

n 屯田 p
パ ー ト

art17

花種・野菜種・
花苗交換会

5/8㈰
13時～16時 入場無料 直接会場  

ＥＭ液肥作り講
習会

13時30分～14時
30分

300円
4/30までに納入 要申込  先着  30人 4/11㈪～30㈯

電話申し込み不可

楽しくいきいき健康体操《全8回》 5/9～6/27の毎週月曜日　　
13時30分～15時 申込時  4000円 要申込  先着  20人

4/11㈪～5/6㈮
電話申し込み不可
〔持ち物〕飲み物、タオル
※動きやすい服装で参加

はじめてのフラダンス♪《全8回》 5/12～6/30の毎週木曜日
18時30分～20時 申込時  4000円 要申込  先着  10人

4/11㈪～5/10㈫
電話申し込み不可
※動きやすい服装で参加

経験者も初心者も☆大正琴を弾いて
みましょう！《全4回》

5/27～6/24の毎週金曜日（6/17を
除く）　9時50分～10時50分 申込時  2000円 要申込  先着  10人

4/11㈪～5/25㈬
電話申し込み不可
〔持ち物〕筆記用具、大
正琴（お持ちでない方は
無料貸し出し可）

篠路コミュニティセンター（篠路3̶8）　☎771̶3700　　　 検索篠路コミュニティセンター

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可　②受付時間は9時～20時

おはなしの会「まんまるころころ」4/16㈯　10時～10時30分 無料 直接会場

みんな集まれ！キッズなひろば 4/16㈯　10時30分～14時 当日  100円
（高校生以上） 直接会場  木のおもちゃやアナログゲームで遊びます

ハッピーマーケット＆サークルメ
ンバー募集フェスタ 4/17㈰　10時～13時

無料
直接会場

コミセン日曜シネマ 4/24㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「ローマの休日」

篠路コミセン　はらはら・ドキドキ！
バドミントン大会 5/8㈰　9時～17時 1500円

4/29までに納入 要申込  先着  42人 4/11㈪～29㈷

拓北・あいの里地区センター（あいの里1̶6）　☎778̶8000　　　 検索拓北・あいの里地区センター

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み不可　②受付時間は8時45分～17時15分

スプリングコンサート 4/16㈯ 14時30分～16時
              （14時開場） 無料

直接会場  先着  150人

おはなし会「ずくぼんじょ」 5/7㈯ 14時～15時 直接会場  〔対象〕小学校低学年以下

パークゴルフ初心者講習《全6回》 5/19㈭、26㈭、6/2㈭、9㈭、17㈮、
23㈭ 9時30分～11時30分

申込時  3000円
教材費・保険料
含む。別途コー
ス代実費

要申込  先着  20人 4/18㈪～5/2㈪

ミニバレー大会 5/23㈪　8時50分～15時30分 申込時  1200円
要申込  先着   
12チーム（1チーム4人）
※4人中2人以上が北
区在住者であること

4/18㈪～5/8㈰

情
報
プ
ラ
ザ

4
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㈪　
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／
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㈫

▲
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　 申込時 ＝申込時に納入　　 直接会場＝当日直接参加するもの　　　　　 先着 ＝先着順
　 当日 ＝当日に納入　　　 要申込＝事前の申し込みが必要なもの　　 抽選 ＝多数時抽選

表中の記号

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考
新琴似・新川地区センター（新琴似2̶8）　☎765̶5910　　　 検索新琴似・新川地区センター 　　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可　②受付時間は9時～21時

多世代交流「新・新サロン」 4/12㈫、5/10㈫　13時～16時
無料

直接会場  バルーンアート、編み物サロン、大型遊具など

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」4/16㈯　11時～11時30分 直接会場

かりの先生のハーブ講座　簡単＊
ハーブ活用術 4/18㈪　13時30分～15時 当日  800円 要申込  先着  12人 4/11㈪～15㈮

※スープとバゲットの試食付き

太平百合が原地区センター（太平12̶2）　☎770̶6531　　　 検索太平百合が原地区センター

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可　②受付時間は9時～21時

小
お

田
だ

島
じま

謙
けん

次
じ

とひまわり会水彩画展 4/11㈪～23㈯　9時～21時

無料

直接会場  最終日は12時まで

絵本読み聞かせ「ドリームランド」4/15㈮、5/6㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

無料パソコン体験講座《各全2回》
4/20㈬、21㈭

10時～12時 要申込  先着  
各12人 4/11㈪～18㈪

5/7㈯、9㈪　

春のフリーマーケット出店者募集 4/26㈫～5/7㈯　9時～21時 1区画　700円
5/7までに納入

要申込  先着  
39区画(1区画2×2.5m)

※春のフリーマーケッ
トは5/14㈯

アトリウム展示会　押し花～遊花 5/9㈪～22㈰　9時～21時
無料

直接会場

パソコン無料相談 5/11㈬、12㈭　10時～12時 要申込  先着  
各8人（1人15分） 4/30㈯～5/7㈯

パソコン講座（はじめてのワード）
《全6回》

5/18㈬、19㈭、21㈯、25㈬、26㈭、
28㈯　10時～12時

3000円
5/13までに納入
（教材費含む）

要申込  先着  12人 5/6㈮～13㈮

北区体育館（新琴似8̶2）　☎763̶1522　　　 検索北区体育館 　　

〔休館〕4/25㈪　／〔対象〕16歳以上　／〔65歳以上の方〕【　】内の金額（要証明）　／〔施設利用料〕毎回掛かります

3館合同かけっこ塾（小学生） 5/3㈷　9時30分～12時 710円 要申込  抽選  34人
4/11㈪～17㈰　
9時～20時
電話申し込み可
※4/20㈬14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
4/22㈮～28㈭

バレトン《全6回》 5/7～6/18の毎週土曜日（5/28を
除く）　14時15分～15時15分

3210円
【2890円】 要申込  抽選  30人

新琴似図書館（新琴似7̶4）　☎764̶1901　　　 検索新琴似図書館

〔休館〕第2・4水曜日

子ども映画会 4/16㈯ 14時～15時

無料

直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年 
            〔上映〕「おれたち、ともだち！」

つくしんぼ「春のおたのしみ会」 4/23㈯ 14時～15時
直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 5/4㈷ 15時～15時30分

4
／
11
㈪

5
／
10
㈫

▲

情
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ラ
ザ
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　　北区の写真を募集中！詳しくは「きた１」ページをご覧ください。

3/5　ミモザコンサート
　  　 ～百合が原公園

2/14　幌
ほろきた

北冬のつどいとミニミニ雪まつり
　　　 ～幌

こうほく

北小学校

2/18　新川地区交通事故死ゼロ1000日達成
　　　 ～北区役所

2/14　しのろスノーフェスティバル
　　　 ～篠路コミュニティセンター

2/23　普通救命講習
　　　 ～北海道教育大学附属札幌中学校

2/19　新光雪あかり村
　　　 ～新光小学校

2/21　ふれあいもちネバ大会
　　　 ～太平児童会館

2/21　屯田雪まつり
　　　 ～屯田みずほ東公園


