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北区まちづくりキャラクター

「ぽっぴぃ」

北区HP「みてきて北区」

メール

北区の人口と世帯数
国勢調査の実施に伴い、速報値が公表されるまでの間は掲載を見合わせます。

写真イベントの詳細は、
北区ホームページへ

北区民のページ4月号

● 北区役所　〒 001-8612　北区北 24 条西 6丁目
（代表）☎ 757-2400

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

ki.somu@city.sapporo.jp

☎ 757-2503　FAX 757-2401編集：北区市民部総務企画課広聴係
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冒険遊び場プレーパークにて撮影

えがお
みーつけた

1「新琴似歌舞伎 2021」収録　2「北区ビカビカ隊」とのアダプト・プログラム事業参加調印式　

3北海道コカ・コーラボトリング株式会社による北区役所の抗ウイルス・抗菌作業　4たくあいキャンドルナイト 2021　

札幌市北区　写真募集詳しくは、北区ホームページまたは総務企画課広聴係 ☎ 757-2503まで！ 検索

応募いただいた作品は、北区の広報活動（広報さっぽろ北区版や北区フォトライブラリーへの掲載）などで利用します。
応募の詳細は右記コードからご覧ください。

応募者本人が北区内で撮影した写真（人物が特定されるものは除く）。
応募数に制限はありません。　 【北区フォトライブラリー】

「北区の「北区の動物・植物動物・植物」、「北区の」、「北区の桜桜」写真を募集中！」写真を募集中！

【写真募集】
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　4月は転入時期のため、区役所窓口が大変混雑します。このページでは、「ぽっぴぃ」と「北区博士」が
区役所に来庁せずにできる手続きなどを紹介します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区役所
窓口の混雑緩和にご協力をお願いいたします。

登場人物

ぽっぴぃ
明るく元気、好奇心旺盛

北区博士
北区のことなら何でも知っている

4月は転入時期のため 区役所窓口が大変混雑します このページでは「ぽっぴぃ」と「北区博士」がぽっ区4月は転入時期のため 区役所窓口が大変混雑します このペ ジでは「ぽっぴぃ」と「北区博士」がぽっ区

区役所窓口の混雑緩和に
ご協力ください

区役所はいつも混んでいるの？

4月は全体的に混雑が予想され、昨年は3時間以上の待ち時間があったんじゃ。
その中でも、下記の曜日は特に混雑が見込まれるぞ。

・　月曜日
・　金曜日　
転入届、住民票、マイナンバーカードなどの手続きは、混雑状況を確認できるぞ！
出掛ける前に確認すれば、混雑を避けられるのじゃ。
8時45分～10時は、比較的すいていることが多いぞ。

ぽっぴぃ
の

疑問１

！

郵送でできる手続きもあるの？

さまざまな手続きが郵送でできるんじゃ！

＜郵送でできる手続き＞
・転出届　
・戸籍謄本、戸籍附票、身分証明書などの請求
・住民票、所得（市・道民税）証明書の請求 など
マイナンバーカードを持っていれば、住民票や所得証明書などはコンビニでも発行できるぞ。

ぽっぴぃの疑問2
札幌市　来庁せずにできる手続き 検索

?
?
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引き続き、手洗いや消毒、マスクの着用など感染拡大防止にご協力を
お願いします。また、風邪のような症状がある場合には、できるだけ外
出をお控えいただきますようお願いいたします。

ぽっぴぃの

疑問4

ぽっぴぃの疑問3
篠路出張所、屯田、拓北・あいの里まちづくりセンターでも発行しているぞ。
また、翌日以降の交付にはなるが、他のまちづくりセンターでも受け付けできるんじゃ。

大通証明サービスコーナーでは、土日も発行しているんじゃ！
※祝日（日曜日と重なった場合を除く）、振替休日はお休み

※マイナンバー入りの住民票は、篠路出張所、大通証明サービスコーナーのみで発行しています。
※その他取り扱いのない証明や手続きがあります。詳細についてはお問い合わせください。

名　称

大通証明サービスコーナー
月曜日～金曜日 9時～20時
土曜日・日曜日 9時～17時

地下鉄南北線大通駅
コンコース横（出口5横） 211-3535

取扱日時 所在地 電話番号

即日交付（平日のみ）
名　称

篠路出張所 北区篠路4条7丁目2番40号 771-2231
屯田まちづくりセンター 8時45分～16時45分 北区屯田5条6丁目3番21号 772-1260
拓北・あいの里まちづくりセンター 北区あいの里1条6丁目1番1号 778-2355

証明書お渡し可能時間 所在地 電話番号

翌日交付（平日のみ）※金曜日受付分は、月曜日交付
名　称

鉄西まちづくりセンター 北区北10条西4丁目1番12号 726-5285
幌北まちづくりセンター

翌日12時～17時15分

翌日12時～17時15分
翌日13時～17時15分

翌日10時～17時15分
翌日13時～17時15分

翌日11時30分～17時15分

翌日15時30分～17時15分

北区北17条西5丁目1番7号 726-6345
北まちづくりセンター 北区北29条西7丁目3番15号 726-4385
新川まちづくりセンター 北区新川1条4丁目4番26号 762-2604
新琴似まちづくりセンター 北区新琴似7条4丁目1番3号 761-4205
新琴似西まちづくりセンター 北区新琴似7条14丁目1番17号 762-8767
麻生まちづくりセンター 北区北39条西5丁目3番5号 757-5810
太平百合が原まちづくりセンター 北区太平8条7丁目2番1号 771-9180

証明書お渡し可能時間 所在地 電話番号

住民票や戸籍謄本などは、
区役所じゃないと発行できないの？

現在、マイナンバーカード関係の窓口が大変込み合っているんじゃ。
マイナンバーカードの受け取り、電子証明書の更新は期限が過ぎた後でも
手続きできるので、区役所が混雑していない時期の来庁をお願いしたいんじゃ。

マイナンバーカードの手続きをしたいんだけど？
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4/11(日)▷▷5/10(月)

情報情報　　プラザ

「藍
あい

の種」を配布《無料》

屯田西公園施設改修工事のお知らせ

令和3年度工事区域図

臨時駐車場

◎期日前投票のご案内

衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙のお知らせ

◎投票所変更のお知らせ

5

◎投票所への来場に際して

◎比較的すいている時間帯にご来場ください

◎工事期間中は下図の区域を閉鎖します

市税は納期限までに納付を

納付相談
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広告

北保健センターおすすめランチ

胃がん・大腸がん・肺がん検診《3種類同時受診可》

FAX

4 15 4 27

保健センターから

ぽっぴぃらんど 検索

    所在地　　北保健センター1階（北25西6)　　
    利用時間　平日 8時45分～17時15分
     電話番号　757-2566 （相談専用電話 756-0874)　

ぽっぴぃ★らんど
こそだてインフォメーション

入口は
　こちらで

す入口は
　こちらで

す
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［プロフィール］
誕生日：明治22年７月15日
（屯田地区に初めて屯田兵が入植した日）

年　齢：１３１歳　
性　格：働き者
好きな食べ物：玄米おにぎり
苦手なもの：夏の暑さ

「屯田兵さん」の生みの親
對馬　美智子さん

とんでんへい

つしま み ち こ

そうよ。屯田地区を盛り上げるため手作りしたの。

100円ショップやリサイクルショップで材料を集め、
全て手縫いで作ったんだ。

對馬さん、すごい！
なんだか、馬の顔が怒っているように見えるけど・・・

本来は農耕馬なんだけど、「屯田兵さん」が乗っている
から怒っているの。馬の目つきが怖いから、泣いちゃう
子どももいるんだよね（笑）。

屯田地区のお祭りや交通安全の街頭啓発などで活躍
中よ。これからも一生懸命頑張るから、見かけたら声を
掛けてね。

　皆さん、「屯田兵さん」をご存じでしょうか？
「屯田兵さん」とは、屯田地区在住の對馬さん
が制作したオリジナルキャラクターです。今

活躍中の“二人”を紹介し
ます。

とんでんへい

とんでんへい つしま

とんでんへい

中の“二人
ます。す。

屯田連合町内会公認キャラクター

「屯田兵さん」
とんでんへい

「屯田兵さん」は、對馬さんが作ったの？

えっ！！手作りなの？？

「屯田兵さん」には、どこで会えるの？

散歩
さん

ぽ

広告
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