
 

 

 

 

 

清田区 



北野連合会館【まちセン併設】(北野4条2丁目8-28)

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 北野地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設 清幌園　北野7条4丁目8-25

緑愛園　北野1条1丁目6-28

（特別養護老人ホーム） □病院

障害者福祉施設

札幌緑愛病院

児童福祉施設 北野1条1丁目6-30

札幌整形循環器病院

北野1条2丁目11-30

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

3,576人 2,965人 ➚

12,383人 13,417人 ➘

7,117人 6,324人 ➚

北野台中学校：北野４条５丁目　

北野中学校：北野２条３丁目

名称・所在地

1,554世帯 1,344世帯 ➚

名称・所在地 名称・所在地 27人

単位町内会数

2人

介護予防センター北野・平岡
北野７条４丁目８-25

第１地域包括支援センター
北野１条１丁目６-28

民生委員・児童委員

北野地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

直近基準年 比較対象年 傾向

□コミュニティ施設等

22,364人 22,587人 ➘

2,864人 2,846人 ➙

主任児童委員

➚

1,122世帯 785世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

31.8% 28.0% ➚

9,196世帯 8,946世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 北野連合町内会会長が兼務 １７単位町内会のうち１７町内会で設置

地区社協の構成

平成8年3月 開催状況 運営委員会として年９回開催

設置 有 開催回数 年１０回 主な開催時
間帯

18：00～

代表者 北野地区社協副会長兼務

構成 委員長1名、副委員長1名、委員19名 備考

年 4 回 見守りサポーター養成研修ほか

311名 住民協力員 211名 その他 189名 年 1 回 健康づくり事業（中学生ボランティア２０
名、一般参加者２００名）

平成9年12月、北野連合会館内に設置 年 12 回 介護予防活動（地元の町内会館ほか）

占有スペースあり 年 1 回 ７０歳以上一人暮らし高齢者・身体障がい
１・２級の方々への夕食宅配事業

年 回

年 回

年 3 回 夏祭り、福祉まつり、青少年音楽の広場）

　　　世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 776 世帯 子育て世帯 94 世帯

高齢（夫婦） 1,452 世帯 その他 127 世帯

障がい者 30 世帯

806世帯 40,300回 776世帯 必要時 2,258世帯 随時

127 世帯 世帯

世帯 94 世帯

3 世帯 世帯

・17町内会のうち１７町内会で実施

・取組内容

　ア）研修会・情報共有　　　　イ）要援護者の調査

　エ）その他（防災訓練）   １町内会）

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　３　　〕

北野地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長1名、副会長３名、監事2名、理事26名

部会名〔総務・財務・事業（高齢者・認知症・子育て・相談室・遊布会〕

活動者 福祉推進委員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

17町内会のうち１７町内会で作成

ポムポムタイム（北野児童会館　毎週金曜日）
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動
・救命医療救急キットの配布
・中学生の協力（福祉除雪・福祉まつり・夏祭り・夕食宅配事業おもてなしカード作
成等）
・認知症カフェ陽だまりひろば（厚仁会共催）
・要配慮者避難支援事業

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

　ウ）要援護者と支援者のマッチング（マッチング数：１４１世帯、支援者数２８２名）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 清田中央地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 19町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設 神愛園清田　清田6条1丁目1-30

（特別養護老人ホーム）

シャローム羊ケ丘　清田6条1丁目1-30 □病院

（ケアハウス）

障がい者福祉施設

児童福祉施設

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

主任児童委員

名称・所在地

単位町内会数

名称・所在地 名称・所在地

➚1,103世帯

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

介護予防センター清田中央
清田６条１丁目１-30

民生委員・児童委員

2人25人

連合町内会
（町内会連合会）

2,358人 1,888人 ➚

28.8% 23.0% ➚

7,063世帯 6,667世帯 ➚

641世帯 409世帯 ➚

清田老人福祉センター（清田3条3丁目1-30）

5,421人 4,427人 ➚

815世帯

10,691人 11,799人 ➘

18,841人 19,252人 ➚

2,729人 3,026人 ➙

清田中央地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 清田中央地区会館【まちセン併設】(清田6条2丁目10-1)



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 清田中央連合町内会会長が兼務 　　19単位町内会のうち　　　18町内会で設置

地区社協の構成

平成11年6月 開催状況

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

10：00～12:00

代表者 清田中央地区福まち運営委員より互選

構成 備考

年 2 回 認知症について①②

199名 住民協力員 61名 その他 年 1 回 健康！元気！体力チェック

平成11年4月、清田老人福祉センターに設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 回

年 1 回 ふれあい広場

年 回

　　　1,338世帯（　19単位町内会のうちの　19　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1185 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 145 世帯 その他 世帯

障がい者 8 世帯

259世帯 486回 84世帯 95回 196世帯 1200回

45 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

清田中央地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長２名、会計１名、監事２名、理事3名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 住民向け研修会

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

会食・配食会

外からの見守り
障がい者サロン

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

委員長1名、副委員長2名、総務2名、会計1名（地区社協会計兼務）、運営委員18名　　合計24名

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 　　　19町内会のうち　　　町内会で作成

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

清ちっちクラブ／清田中央児童会館／毎月1回木曜日　10：00～11：30
清田中央児童会館／毎週水曜日　10：30～12：00
きらきらキッズ（常設）／清田第5町内会館／毎週火・水・金　9：30～ゴミ出し支援 子育て支援

見守り活動
訪問 電話

災害時要援護者避難支援
の取組状況

・19単町のうち4町内会で実施
□その他の活動

救急医療情報ポスト・携帯用緊急カード・各関係機関一覧表



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 平岡地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 26町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 ひらおか梅花実　平岡3条3丁目1-8 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

札幌平岡病院

平岡2条1丁目15-20

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

13,488人 14,947人

名称・所在地

6,328人 4,777人 ➚

2,609人 2,113人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

28人

22,880人 22,956人 ➘

3,064人 3,232人 ➘

平岡地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 平岡地区会館【まちセン併設】(平岡7条3丁目9-25)

2人

➚1,317世帯 913世帯 単位町内会数

27.7% 20.8% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

主任児童委員

8,705世帯 8,289世帯 ➚

737世帯 485世帯 ➚

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
北野１条１丁目６-28

介護予防センター北野・平岡
北野７条４丁目８-25

➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 平岡地区町内会連合会長が兼務 26単町のうち3町内会で設置

地区社協の構成

平成8年11月 開催状況 3町内会　合計１２回

設置 有 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 平岡北町内会会長（H29.4～）

構成 備考

年 4 回 咲かせよう！わ

６０名 住民協力員 その他 年 回

平成17年4月、平岡地区会館内に設置 年 36 回 すこやか倶楽部（3会場）と共催

年 1 回 一斉友愛訪問

年 回

年 1 回 異世代交流会

年 2 回 高齢者バス旅行、独居高齢者茶話会

454世帯

高齢（独居） 285 世帯 子育て世帯 169 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

285世帯 285回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 169 世帯

世帯 世帯

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペースあり（他団体と兼務）

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　２　　〕

平岡地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
顧問3名、相談役1名、会長1名、副会長3名、監事2名、理事34名

部会名〔総務部・事業部　　　　　　　　　　　　　　〕

顧問1名、相談役1名、運営委員長1名、副委員長3名、会計1名、会計監査2名、運営委員9名

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

入浴会

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

26町内会のうち３町内会で作成

未実施

プラムちゃんるーむ　　平岡中学校　　　　第一火曜日
こうめちゃんサロン　　 平岡地区会館　　 第ニ水曜日ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・各単位町内会と専門機関との懇談会（梅の実交流茶房）【５回】
・福祉推進委員会連絡会議（定例会議）【４回】

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 清田地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 12町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 秀寿園　真栄395番地1

ふるさと　真栄434番地6

（特別養護老人ホーム） □病院

みやび　真栄434番地6

（ケアハウス） 札幌清田病院 札幌清田整形外科病院

障がい者福祉施設 札幌きずな園　真栄476-2 真栄1条1丁目1-1 清田1条4丁目1-50

ノビロ青年の家　真栄483-4 美しが丘病院 あしりべつ病院

（知的障がい者福祉施設） 真栄61番1 清田1条4丁目4-35

児童福祉施設 障害児入所施設 ノビロ学園 真栄483-4 さっぽろ香雪病院

真栄319番地

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 真栄病院

名称・所在地 真栄331番地

名称・所在地

定数

738世帯 単位町内会数➚

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

25人 2人

民生委員・児童委員

□地域包括支援センター・介護予防センター

介護予防センター清田・里塚・美しが丘
真栄395-１ 秀寿園内

959世帯

5,146人 4,183人 ➚

10,617人

連合町内会
（町内会連合会）

2,437人 1,993人 ➚

28.9% 23.2% ➚

8,004世帯 7,739世帯 ➚

790世帯 ➚

清田区民センター【まちセン併設】(清田1条2丁目5-35)

626世帯

清田地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

11,701人 ➘

17,815人 18,006人 ➚

2,052人 2,122人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 清田地区連合町内会会長が兼務 　　　12単位町内会のうち　　8町内会で設置

地区社協の構成

平成9年12月 開催状況

設置 開催回数 年7回 主な開催時
間帯

10：00～11:30

代表者 清田地区社協会長兼務

構成 委員長1名、副委員長2名、会計1名、その他の委員19名 備考

年 回

31名 住民協力員 37名 年 回

平成9年12月、清田まちづくりセンターに設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 友愛弁当

年 回

年 1 回 お楽しみ会

年 4 回
こがもちゃんバス遠足、こがもちゃん
ミニオリンピック、ふれあいまつり、ほ
ほえみバス交流会

　　212世帯（１２単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 182 世帯 子育て世帯 6 世帯

高齢（夫婦） 8 世帯 その他 世帯

障がい者 16 世帯

185世帯 933回 12世帯 60回 15世帯 30回

32 世帯 2 世帯

4 世帯 世帯

5 世帯 世帯

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　4　　〕 部会名〔　広報部、ふれあい事業部、研修交流部、生活支援部　　〕

清田地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長2名、監事2名、会計1名、事務局長1名、福まち運営委員長1名

活動者 福祉推進委員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

入浴会

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　　　12町内会のうち　　12町内会で作成

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

◇福まちパワーアップ指定地区（H28）
◇災害時要配慮者避難支援取組
◇救急医療ポスト、携帯用救急カード

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



里塚・美しが丘地区センター【まちセン併設】(里塚2条5丁目1-1)

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 里塚・美しが丘地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 26町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 コスモス苑さとづか 里塚2条2丁目3-25 定数

清幌園里塚緑ヶ丘　

里塚緑ヶ丘7丁目236番2 □病院

(特別養護老人ホーム） 

障がい者福祉施設 札幌ワークセンター　 札幌南青洲病院

美しが丘3条4丁目1-50 里塚1条2丁目20-1

（身体障がい者福祉施設） 札幌里塚病院

児童福祉施設 美しが丘1条6丁目1-5

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員

名称・所在地

介護予防センター清田・里塚・美しが丘
真栄395-１ 秀寿園内

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

32,634人 32,508人 ➚

4,294人 4,478人 ➘

3,118人 2,356人 ➚

24.1% 17.0% ➚

里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

12,038世帯 11,118世帯 ➚

967世帯 568世帯

946世帯

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

20,483人 22,502人 ➘

7,857人 5,528人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

単位町内会数

➚

1,516世帯 ➚



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 里塚・美しが丘連合町内会会長が兼務 　　27単位町内会のうち　　26町内会で設置

地区社協の構成

平成10年4月 開催状況

設置 開催回数 年13回
主な開催時
間帯

13：30～
15：00

代表者 里塚・美しが丘地区社協会長兼務

構成 備考

年 回

109名 住民協力員 年 3 回 いきいき健康講座

平成15年10月、里塚・美しが丘地区センターに設置 年 1 回 認知症ネットワーク

占有スペースあり 年 1 回 おはぎ弁当配布

年 回

年 1 回 クリスマス会

年 1 回 日帰り旅行

　　３３４　世帯（　　27単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 334 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

184世帯 1740回 158世帯 293回 180世帯 2655回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長3名、委員35名（町内会・自治会長27名含む）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　〕 部会名〔　                                　　　　　〕 住民向け研修会

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

会食・配食会

外からの見守り
障がい者サロン

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

委員長1名、副委員長2名、総務部長1名、監事2名、運営委員13名

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 　　27町内会のうち　　14町内会で作成

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

ゴマちゃんサロン／地区センター／毎週月曜日　10：00～12：00
カンガルーぽっけ／地区センター／毎週木曜日　10：00～11：30ゴミ出し支援 子育て支援

見守り活動
訪問 電話

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

ミニサロン（手作りサロン）
救急医療情報ぽポストの配布




