
 

 札幌市清田区社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、さっぽろ市民福祉活動計

画の基本理念である『だれもが孤立せずに お互いに支え合うやさしい街づくりの実現に

向けて』を目指して、地区社会福祉協議会・地区福祉のまち推進センターをはじめとす

る地域の関係機関、団体等との連携をより一層強化しながら、計画の実現に向け各種事

業に取組む。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地区社会福祉協議会・地区福祉のまち推進センター事業の支援 

   地域の福祉活動の中核である地区社会福祉協議会の支援を強化し、実践活動を担 

  っている地区福祉のまち推進センターへのより具体的な支援を継続して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．障がい児・者福祉活動の充実 

   障がいの有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、各関係 

  機関、団体等との連携を図りながら、地域における障がいのある方への理解促進等 

  を進めていく。 

平成２７年度 事業報告（概要） 
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基本方針 

重点事業 

 

区役所をはじめ、地域包括支援センターや介護予防センター等との連携に基づ

き、各地区福祉のまち推進センター事業の円滑な推進を支援した。特に、町内会・

自治会における福祉推進委員会活動支援として、懇談会や各種研修会の開催、地

域福祉マップ作成の促進のほか、取り組み状況によっては認知症高齢者等の個別

事案に対する情報共有及びその解決に向けた協議を行い、地域支援と個別支援の

具体化を進めた。 

そのほか、高齢者や子育て世帯の交流・仲間づくりを促進するための地域福祉

推進バス事業、区社協だよりを通じた福まち活動周知等の取組みを行ったととも

に、「見守りの日（毎月３日）」にかかるのぼりやポスター掲示をはじめ、啓発グ

ッズ（まもりんバッチ、消しゴム作成等）の配布を通じて、引き続き、区民への

見守り・訪問活動の啓発に努めた。 

 

障がい当事者とそれに係わる団体・機関などで構成される「障がい福祉関係者

等ネットワーク会議」に参画して、障がい者の理解促進を支援したほか、自立支

援協議会清田区地域部会等の関係機関と連携・協力を図り、障がい福祉の充実・

強化に努めた。 

また、障がい者施設関連のボランティア体験、小学生の車いす体験等の総合学

習時間への支援を通じて、区民への障がい福祉の理解・促進を図った。 
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さっぽろ市民福祉活動計画における基本理念の実現を目指した平成２７年度事

業計画の具体化に向けて、概ね計画どおりに事業を推進した。特に、本会主要事

業である福祉のまち推進事業においては、地区社協の基盤整備を図るとともに、

各関係機関・団体との連携に基づき、地区福祉のまち推進センター事業の円滑な

運営を支援するができた。中でも、町内会・自治会圏域における「見守り」の仕

組みづくりについては、着実にその実践を積み上げることができた。 

なお、広報や財政強化に関しては、その充実を果たせなかったものもあるが、

福祉除雪事業をはじめとする在宅生活支援やボランティア関連事業については、

それぞれの要請に応えられる成果を残すことができた。 

取組みの成果 

取組みの成果 

取組みの成果 



 

 
１．地区社会福祉協議会への活動支援【財源：市社協助成金＋福まち補助金＋共同募金助成金】 

（単位：円） 

地区名 
地区社協 

事業助成金 

福まち補助金 共同募金 

助成金 

会場使用料 

助成金 
地区合計 

基本活動 事業加算 

北 野 164,000 300,000 230,000 90,000 20,000 804,000 

清田中央 128,000 300,000 30,000 80,000 12,550 550,550 

平 岡 154,000 300,000 210,000 80,000 3,500 747,500 

清 田 143,000 300,000 140,000 80,000 20,000 683,000 

里塚・美しが丘 211,000 300,000 230,000 80,000 20,000 841,000 

合計 800,000 1,500,000 840,000 410,000 76,050 3,626,050 

 

２．地域福祉推進バス事業【財源：福まち補助金＋賛助会費】 

地区名 事  業  名 実施日 行 き 先 

北 野 中学生福祉除雪ボランティア研修 ４月 ３日 雪印メグミルク札幌工場 

清田中央 動物園へ GO（子育てサロン事業） ９月 １日 円山動物園 

平 岡 親子バス遠足  ７月１５日 円山動物園 

清 田 子育てサロン交流会バス遠足 ７月１７日 円山動物園 

里塚・美しが丘 
ひとり暮らし高齢者健康保持日帰りバス旅行 １０月 ９日 さっぽろ湖・定山渓ダム 

地区社協役員研修 １１月１７日 市社会福祉総合センター 

 
３．地区福祉のまち推進センターへの活動支援【財源：福まち補助金】 

（１）各種事業・研修会等への支援・協力 

 

【北野地区】 

月  日 場 所 内  容 

 ４月 ２日（木）１０：００ 雪印メグミルク工場 福祉除雪中学生ボランティア研修 

４月２８日（火）１０：３０ 北野連合会館 西北野町内会福祉推進委員会（モデル事業座談会） 

５月 ８日（金）１０：００ まきばサロン 北野まきば町内会福祉推進委員会研修 

 ５月２５日（月）１８：３０ 北野連合会館 北野地区社協総会・第１回福まち運営委員会 

 ６月２５日（木）２０：００ 北野連合会館 第２回福まち運営委員会 

６月２９日（月）１０：００ 東北野会館 東北野町内会福祉推進委員会 

 ６月２９日（月）１３：３０ 北野連合会館 第１回福祉推進委員長・推進委員研修 

 ７月 ３日（金）１３：３０ 北野連合会館 第１回「陽だまりひろば」 

７月 ７日（火）１３：３０ 北野連合会館 室蘭市社協視察研修 

７月１１日（土）１３：００ 北野連合会館 北野第二団地自治会災害時地域支え合い講座 

７月２５日（土）１３：００ ふれあい橋付近 北野ふれあい夏まつり 

８月 １日（土）１３：００ ふれあい公園 上北野町内会・緑愛合同夏祭り 

８月 ８日（土）１５：００ すずらん公園 西北野町内会親子ふれあい夏祭り 

Ⅰ 地域福祉活動の推進 
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９月 ６日（日） ９：００ つつじ公園 北野第二団地自治会避難訓練 

９月 ６日（日）１１：００ まきば公園 北野まきば町内会秋まつり 

９月１０日（木）１３：３０ 北野連合会館 第２回「陽だまり広場」 

９月３０日（水）１８：３０ 北野連合会館 第２回福祉推進委員長・推進委員研修 

１０月 ６日（火）１６：３０ 北野福まち事務所 個別ケース情報共有会議 

１１月 １日（日）１０：００ 北野連合会館・児童会館 北野福祉まつり・清田チャリティフェスティバル 

１２月 ５日（土）１０：００ 北野台小学校 北野地区音楽のひろば 

１２月２２日（火）１５：００ 北野福まち事務所 個別ケース情報共有会議 

 １月 ９日（土） ９：３０ 北野連合会館 北野新春かるた大会 

 ２月２２日（月）１３：３０ 北野福まち事務所 個別ケース情報共有会議 

 ３月２６日（土）１０：００ 清田区民センター 配食サービス事業 

 

【平岡地区】＜札幌市「福まちパワーアップ事業」・「地域保健活動推進事業」指定地区＞ 

月  日 場 所 内  容 

４月 ６日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第１回運営委員会 

４月３０日（木）１３：００ 平岡地区会館 福まち総会 

５月１１日（月）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第１回合同会議 

５月１５日（金）１０：００ 平岡地区会館 第２回運営委員会 

５月１９日（火）１０：００ 平岡地区会館 ３地区合同すこやか倶楽部 

５月２２日（金）１３：００ 平岡地区会館 第１回推進員定例会議 

５月２５日（月）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第２回合同会議 

５月２８日（木）１９：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会推進員研修会 

５月３０日（土）１９：００ 平岡公園会館 平岡公園町内会見守り活動協力員発足式 

６月 ３日（水）１０：００ 平岡地区会館 第１回「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」 

６月１１日（木）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第３回合同会議 

６月２３日（火）１０：００ 平岡地区会館 独居高齢者茶話会 

６月２４日（水）１８：３０ 平岡北町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会研修会 

７月 １日（水）１０：００ 平岡地区会館 第２回「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」 

７月 ３日（金）１０：００ 平岡地区会館 福まち役員地域福祉マップづくり研修 

７月 ８日（水）１３：３０ 平岡地区会館 第３回八役会議 

７月２４日（金）１０：３０ 平岡公園会館 平岡公園町内会ふれ愛サロン 

７月２６日（日）１０：００ 平岡中央小学校 平岡キッズまつり 

７月２９日（水）１３：００ 平岡地区会館 第２回推進員定例会議 

８月 １日（土）１０：００ わかば会館 平岡第三町内会推進員研修会 

８月 １日（土）１１：３０ うめまつ公園 平岡梅ヶ岡町内会夏祭り 

８月 １日（土）１２：００ つぼみ公園 アリアパーク平岡町内会夏祭り 

８月 ２日（日）１６：００ 集会室前駐車場 シュヴァービング町内会夏祭り 

８月 ２日（日）１７：００ ライラック公園 平岡小学校前町内会夏祭り 

８月 ８日（土）１６：００ なかよし公園 平岡コープタウン町内会夏祭り 

８月 ８日（土）１６：３０ 三角公園 平岡北町内会親子夏祭り盆踊り大会 

８月 ８日（土）１７：００ はらっぱ公園 平岡公園町内会夏祭り子ども盆踊り 

８月 ８日（土）１８：００ どろんこ公園 平岡しんたく自治会夏祭り 
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８月２７日（木）１９：００ 平岡北町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会研修会 

８月２８日（金）１３：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会茶話会 

９月 ３日（木）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第５回合同会議 

９月１３日（日）１０：００ 平岡中央小学校 平岡町連ふれあい祭り 

９月１６日（水）１８：３０ 平岡北町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会研修会 

９月２５日（金）１３：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会茶話会 

９月２６日（土）１９：００ 平岡公園町内会館 平岡公園町内会協力員研修会 

１０月 ７日（水）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第６回合同会議 

１０月２３日（金） ９：００ 平岡地区会館 第５回八役会議 

１１月 ７日（土）１０：００ ふれあいサロンゆらり 平岡団地自治会役員研修 

１１月２１日（土）１３：３０ わかば会館 平岡第一自治会福祉推進委員会勉強会 

１１月２６日（木）１３：００ 平岡地区会館 第３回推進員定例会議 

１２月 ３日（木） ９：００ 平岡地区会館 ふれあい友愛訪問 

１２月 ４日（金） ９：００ 平岡地区会館 第１回リーフレット編集会議 

１２月 ８日（火）１０：００ 平岡地区会館 第３回「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」 

１２月 ９日（水）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第９回合同会議 

１２月１７日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡雪割草町内会梅の実交流茶房 

（65 歳名簿研修・マップづくり研修・意見交換） 

１２月２０日（日）１０：３０ 春風台町内会館 平岡ミサワ町内会勉強会 

１２月２４日（木）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第 1０回合同会議 

１月 ６日（水）１０：００ 平岡地区会館 第４回「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」 

１月１０日（日）１０：３０ 平岡北町内会館 平岡北町内会もちつき交流会 

１月１０日（日）１１：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会新年交流会 

１月１７日（日）１３：００ 集会室 平岡シュヴァービング町内会ふれあいサロン 

１月１８日（月）１０：００ 集会室 平岡シュヴァービング町内会梅の実交流茶房 

（意見交換） 

１月２１日（木）１０：００ 新如寺 平岡コープタウン町内会梅の実交流茶房 

（65 歳名簿研修・マップづくり研修・意見交換） 

１月２４日（日）１１：００ 集会室 平岡三条団地自治会高齢者茶話会 

１月２５日（月）１０：００ 区社協 平岡コープタウン町内会 65 歳名簿研修 

１月２６日（火）１３：３０ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第 1１回合同会議 

１月２８日（木）１０：００ 平岡地区会館 第２回リーフレット編集会議 

２月 ３日（水）１０：００ 平岡地区会館 第５回「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」 

２月 ９日（火）１０：００ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房」第 1２回合同会議 

２月１６日（火）１４：００ 平岡地区会館 「梅の実交流茶房～咲かせよう！わ～」総括説明会 

２月１８日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第３回リーフレット編集会議 

２月２４日（水）１８：３０ 平岡北町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会研修会 

２月２４日（水）１９：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会推進員研修会 

２月２５日（木）１０：００ 平岡東町内会館 平岡東町内会梅の実交流茶房 

（65 歳名簿研修・マップづくり研修・意見交換） 

２月２６日（金）１０：００ 平岡公園町内会館 平岡公園町内会ふれ愛サロン 

２月２６日（金）１３：００ 平岡小学校前会館 平岡小学校前町内会茶話会 

３月 ２日（水）１３：３０ 平岡地区会館 サロン・茶話会活動交流会（平岡地区版） 

３月 ３日（木）１０：００ 平岡地区会館 第４回リーフレット編集会議 
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３月１０日（木）１３：３０ しんたく自治会館 平岡しんたく自治会梅の実交流茶房 

（65 歳名簿研修・マップづくり研修・意見交換） 

３月２９日（火）１０：００ 平岡地区会館 第４回福まち運営委員会 

３月３０日（水） ９：３０ 平岡地区会館 平岡コープタウン町内会役員見守り活動説明会 

 

【清田中央地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月２３日（木）１３：３０ 清田中央福まち 清田中央地区社協役員会 

５月 ８日（金）１８：３０ 清田中央福まち 清田中央地区福祉推進委員会 

５月２０日（水） ９：３０ 清田中央福まち 清田中央地区社協役員会 

５月２４日（火）１４：００ 清田中央総合会館 清田中央地区社協総会 

６月１２日（金）１０：００ 清田中央福まち 福まち役員会 

６月１７日（火）１３：３０ 清田中央総合会館 清田中央地区社協役員会 

６月１９日（金）１８：３０ 清田中央総合会館 福まち運営委員会 

６月２０日（土）１０：００ 清田中央総合会館 清田東町福祉推進委員会・研修会 

６月２１日（日）１１：００ 清武館 清田団地元町町内会ふれあい交流会 

６月２６日（金）１３：３０ 清田中央福まち 福まち役員会 

７月１０日（金）１０：００ 清田中央福まち ふれあい広場実行委員会 

７月１０日（金）１８：３０ 清田中央総合会館 地区福まち研修会（見守り活動・６５歳名簿研修） 

７月１３日（月）１０：００ 緑町内会館 清田緑町内会個別ケース情報共有会議 

７月１７日（金）１８：００ 清田中央会館 清田第二町内会福祉推進委員会（６５歳名簿研修） 

７月２５日（土）１３：００ 清田南公園 清田中央町連夏祭り 

８月１１日（火）１３：００ 清武館 清田団地元町町内会個別ケース情報共有会議 

８月１８日（火）１０：００ 清田中央福まち ふれあい広場実行委員会 

９月 １日（火） ９：３０ 円山動物園 子育てサロン 動物園へＧＯ 

１０月 １日（木） ９：３０ 緑町内会館 清田緑町内会福祉推進委員会研修会 

１０月 ７日（水）１０：００ 清田中央福まち ふれあい広場実行委員会 

１０月 ４日（土）１０：００ 清田中央総合会館 ふれあい広場 

１１月 ９日（日）１１：００ 清武館 清田団地元町町内会ふれあい交流会 

１１月１３日（金）１０：００ 清田中央福まち ふれあい広場実行委員会反省会 

 ２月２３日（火）１０：００ 清田中央福まち 福まち役員会 

３月１０日（木）１３：３０ 清田中央総合会館 福まち運営委員会 

 

【清田地区】＜モデル地区活性化事業指定地区＞ 

月  日 場 所 内  容 

５月１３日（火）１８：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

５月２２日（金）１３：３０ 清田区民センター 清田地区社協総会 

５月２８日（木）１６：００ 清田まちづくりセンター 有明町内会 65 歳以上世帯名簿研修 
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６月 ５日（金）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

７月 １日（水）１３：３０ 真栄第四会館 真栄第四町内会福まち担当者会議 

７月 ３日（金）１３：００ 区社協 新平岡町内会福祉マップ作り研修 

７月 ６日（月） ９：３０ 札幌百合が原公園 ほほえみ行楽事業 

７月１５日（水）１０：３０ 清田区民センター ふれあいまつり実行委員会 

７月１７日（金） ９：３０ 円山動物園 こがもちゃん交流会バス遠足 

７月２９日（水）１０：３０ 清田まちづくり会議室 ふれあいまつり実行委員会 

８月２０日（木）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

９月１７日（木）１０：００ 清田まちづくり会議室 ふれあいまつり拡大実行委員会 

９月１８日（金）１１：００ 児童会館 こがもちゃんミニオリンピック 

９月２６日（土）１０：００ 清田区民センター ふれあいまつり‘１５ 

１０月 ３日（土）１３：３０ 保健センター講堂 新平岡町内会見守り活動会議 

１０月１５日（木）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

１１月１４日（土）１０：３０ 清田区民センター 清田地区町連創立 50 周年記念式典・祝賀会 

１１月１８日（水）１０：３０ 清田区民センター 福まち運営委員会・福まち友愛訪問 

１２月１７日（木）１１：３０ 清田区民センター 福まちお楽しみ会（三世代交流） 

１月１３日（水）１０：００ 区社協 新平岡町内会見守り活動状況報告会 

１月１７日（日）１０：３０ 区役所 きよたとんとん冬まつり 

１月２０日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

２月１２日（金）１３：００ 真栄地区会館 東真栄町内会懇談会（モデル活性化支援） 

２月１３日（土）１４：００ 清田有楽会館 清田有楽町内会懇談会（モデル活性化支援） 

２月１７日（水）１０：００ アイシティ集会室 真栄第一町内会懇談会（モデル活性化支援） 

２月２０日（土）１０：００ 清田まちづくり会議室 美しが丘町内会懇談会（モデル活性化支援） 

２月２４日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 新平岡町内会懇談会（モデル活性化支援） 

３月２５日（金）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

 

【里塚・美しが丘地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月１７日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月１５日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月２５日（月）１３：３０ 里・美地区センター 福まち定期総会 

６月１２日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

６月２６日（金）１０：００ 里・美地区センター 福まちふれあい昼食交流会 

７月１６日（木）１１：００ 里塚緑ヶ丘会館 里塚緑ヶ丘町内会独居高齢者昼食交流会 

７月１７日（金）１０：００ 里・美地区センター いきいき健康講座 

７月２４日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

７月２７日（月）１３：３０ 里・美地区センター 地域福祉マップ意見交換会 
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65 歳以上世帯名簿研修 

８月 ８日（土）１４：００ 美しが丘西公園 羊ヶ丘地区ふれあい夏祭り 

８月２１日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

８月２５日（火）１０：００ 里・美地区センター 65 歳以上世帯名簿研修 

８月２７日（木）１３：３０ 里・美地区センター 65 歳以上世帯名簿研修 

９月 ２日（水）１３：３０ まちセン会議室 運営委員・専門機関との懇談会 

９月 ４日（金）１０：００ 壱番街集会室 壱番街桜クラブふれあいサロン 

９月２７日（日）１０：００ 里・美地区センター 里美町連秋祭り 

１０月 ９日（金） ９：００ さっぽろ湖・定山渓ダム ひとり暮らし「健康保持・日帰りバス旅行」事業 

１１月 ５日（木）１４：００ ライブヒルズ会館 ライブヒルズ町内会福祉除雪協力員打合せ会議 

１１月１３日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１１月１７日（火） ９：００ 市社会福祉総合センター 地区社協役員研修会 

１２月１０日（木）１１：００ 里塚緑ヶ丘会館 里塚緑ヶ丘町内会クリスマス会・役員懇談会 

１２月１２日（土）１０：００ 壱番街集会室 パシフィック美しが丘壱番街自治会もちつき交流会 

１２月１８日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１２月２１日（月）１０：００ 里・美地区センター 里美地区ふれあい・いきいきサロン‘１５ 

１２月２３日（水）１４：００ 桂台会館 桂台町内会福祉推進委員会訪問活動 

 １月１５日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１月１６日（土）１３：３０ コロナード集会室 コロナード美しが丘サロン 

１月２９日（金）１３：３０ 里・美地区センター 第２回福祉推進員・運営委員研修会 

２月１３日（土） ９：３０ 弐番街集会室 弐番街はまなすサロン 

２月１５日（月）１１：００ ライブヒルズ会館 ライブヒルズサロン 

 ２月１９日（金）１３：３０ 里・美地区福まち 福まち運営委員会 

 ２月２９日（月）１０：００ 里・美地区センター 福まち子育て支援事業「ひな祭り」 

３月１３日（金）１０：００ 里・美地区センター 「友愛訪問・おはぎ弁当」配布 

３月２５日（金）１６：００ ライブヒルズ会館 ライブヒルズ町内会福祉除雪反省会 

 

（２）地区福祉のまち推進センター活動の周知・広報活動 

  ①広報誌「清田区社協だより」で、特集記事を掲載。 

  ②清田区社協事務所・ホームページで、各地区の福まち事業の取組みを紹介。 

  ③見守り・訪問活動強化事業の推進【のぼりの配置・ポスター掲示】 

    「見守り・訪問の日（毎月３日）」にかかるのぼりやポスターを、札幌市清田老人

福祉センターや賛同していただいた薬局に掲示。セブイレブンやホーマックが期

間限定でポスターのみ掲示。 

  ④見守り啓発グッズの配布 

「まもりん」バッチ、お面、消しゴム（1,000 個）、ポケットティッシュ（6,000 個） 
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（３）福まち活動交換会の開催 

日時・場所 平成２７年１２月７日（月） 清田区民センター 区民ホール 

テ ー マ 
「孤立のない地域へ！ 町内会における地域内連携と地域に根づいた

企業との結びつき～第２弾 見守り・訪問活動の輪を広げるために～」 

内  容 

〇第１部「実践報告」 

 ①「『隣人を知り合おう』をスローガンに～会館建設で培った町内会

の結束力を次世代に！～」 

   （北野地区）朝日ヶ丘町内会福祉推進委員会 

 委員長 林 進一 氏 

 ②「支え合うまちづくり～住民同士の絆を活用して～」 

   （里塚・美しが丘地区）こもれびの街町内会福祉推進委員会 

     副委員長 田畑 正継 氏 

〇第２部「清田区内セブンイレブン５店舗との見守り連携について」 

  セブンイレブン札幌北野６条店 オーナー 山田 敏夫 氏 

  清田区社会福祉協議会 事務局長 佐藤 和人 

参加者数 
２８０名（地区福まち、町内会・自治会関係者、行政関係者、包括・予

防センター関係者等） 

 

（４）区福まち運営委員会の開催 

  ①会務の状況 

開催日時（開催場所） 主な協議事項 

第１回 ７月３１日（金） 

（ボランティアルーム） 

・地域福祉推進バスの今後の取扱い 

・平成 27 年度区福まち活動交換会の開催時期 

・福祉推進員に対するボランティア活動保険の加入 

・平成 27 年度各地区福まち活動状況 

・見守り・訪問活動強化啓発グッズの活用 

・「わが家の防災メモ」の希望 

・平成 27 年度地域福祉市民活動フォーラムの日時 

・地域応援バッチによる募金活動の協力依頼 

・地区社協事業助成金の取扱い 

第２回 1０月８日（木） 

（ボランティアルーム） 

・弁当配布事業等における「振り込め詐欺被害防止メ

モ帳」の配布依頼 

・地区福まち補助金の見直しに係わるアンケート調査

依頼 

・セブンイレブン区内５店舗との見守り連携 

・平成 27 年度区福まち活動交換会の内容について 

・登録ボランティアと地区福まちとの連携等 

・地区福まち活動パネルの更新依頼 

・各地区の活動状況について 

第３回 ３月１０日（木） 

（区役所中会議室） 

・地区福まち助成金の見直し（行政説明） 

・平成 28 年度区福まち運営方針案 

・単町に対する見守り活動の確認様式 

・平成 28 年度区福まち運営委員会の持ち方と日程 

  ②運営委員の構成 

各地区福まち代表者、区保健福祉部、区社協（全７名） 
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（５）福祉情報の提供 

①広報誌「清田区社協だより」の発行 

発行部数 ５，０００部 （年３回発行） 

送 付 先 町内会回覧、福祉施設、関係機関等 

そ の 他 区社協ホームページで公開 

  ②区社協パンフレットコーナーに配置 

    「福まち活動の手引き（福祉推進員委員会の開設・活動編）」、「福まち活動の手引

き（地域福祉マップ編）」、「地域の福祉活動事例集」、「見守りのすすめ」など 

 

（６）清田笑顔のチャリティフェスティバル´１５ 

１ 北野地区社会福祉協議会（北野地区福祉のまち推進センター）主催の 

「北野福祉まつり」との併催 

開催日時 平成２７年１１月１日（日）１０：００～１５：００ 

場  所 北野連合会館・北野児童会館 

来場者数 延べ ７００名 

２ 笑顔の絵コンクール 

贈 呈 式 北野福祉まつり 

審査結果 

・最優秀賞（清田区社協会長賞）１名 

・優秀賞（清田区民児協会長賞、清田区福まち運営委員長賞）各１名 

・特別賞（審査員特別賞、北野地区社協会長賞、北野地区福まち運営 

委員長賞）各１名 

・佳作４名 

応 募 数 １５５点 

審 査 会 平成２７年１０月２日（金）１８：００～１９：００ 

審査委員 清田区社協正副会長、北野地区社協、外部委員（元美術教諭） 

 

 

 

 

１．ボランティア活動の推進【財源：市社協助成金＋福まち補助金＋賛助会費】 

（１）ボランティア登録者数 

区  分 人 数 

個人登録ボランティア ６７名 

 

（２）ボランティア相談件数 

区   分 件 数 

福祉情報提供 ４５９件 

寄附相談（物品等） １９件 

ボランティア活動希望相談 ３７件 

ボランティア要請相談 ２８件 

移送サービス相談（新規のみ） ２件 

合   計 ５４５件 

 

 

Ⅱ ボランティア活動の推進 
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（３）ボランティア活動の普及・啓発 

   ①日常的ボランティア活動メニュー数 

分   野 件 数 

高齢者分野 ３３件 

障がい者分野 ６件 

児童分野 ７件 

合   計 ４６件 

 

②ボランティア体験メニュー数 

分   野 件 数 

高齢者分野 １９件 

障がい者分野 ３件 

児童分野 ４件 

合   計 ２６件 

 

③ボランティア通信「ボラコミ」の発行 

発行回数 ９回 発行部数 ６２０部 

内  容 ボランティア要請、研修会、行事等の紹介、情報提供 

配 布 先 
ボランティア登録者、ボランティア連絡会会員、福祉

除雪協力員、移送サービス運転ボランティア等 

発送作業 毎回５～６名のボランティアにより作業 

 

④ボランティア活動機材の貸出 

機材名（保有数） 件数 貸出数 貸 出 先 

車いす（10） ３８ １１９ 小学校、個人、高齢者施設等 

疑似体験セット（８） １２ ８５ 小学校、企業、行政、高齢者施設等 

アイマスク（48） ６ １８３ 小学校、福まち 

プロジェクター＆スクリーン（各１） ２ ４ 町内会、ボランティア団体等 

合   計 ５８ ３９１  

 

（４）ボランティア活動保険の取扱件数 

種 類 件 数 加入者数 

活動保険 
個人 ５９件 ５９名  

団体 ８８件 １，１０８名 

行事用保険 １０４件 ７，１７６名 

 

２．ボランティアの養成【財源：市社協助成金＋福まち補助金＋賛助会費】 

（１）ボランティア初級講座 

開 催 日 ２月８日（月）１３：３０～１５：３０ 

参 加 者 ５３名 

内  容 

〇「ボランティア活動に役立つ～傾聴ボランティアとは」 

  特定非営利活動法人北海道総合福祉研究センター 

   事務局長 池田 ひろみ 氏 

〇清田区のボランティアの状況 

  清田区社協 職員 
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（２）「素敵なシニア人生を送るためのセミナー」【清田老人福祉センターと共催】 

第１回 

開催日 ７月２８日（火）１３：００～１４：００ 

参加者 ５名 

内 容 
地域の安心安全を守るサポーターになろう 

～地域見守りサポーター養成講座～ 

第２回 

開催日 １０月１６日（金）１３：００～１４：００ 

参加者 ９名 

内 容 
高齢者の金銭管理 

 ～成年後見制度と日常生活自立支援事業～ 

第３回 

開催日 ２月２３日（火）１３：００～１４：００ 

参加者 ７名 

内 容 清田区社会福祉協議会の活動について 

 

（３）ボランティア活動の啓発・推進 

開催日 内  容 

 ６月２４日（水） 清田区民シニアスクール（NPO法人ワーカーズコープ） 

 ７月１４日（火） 清田区高齢者教室（清田区民センター運営委員会） 

 

３．福祉教育の推進 

開催日 内  容 

６月１１日（木） 北野小学校５年生の総合学習支援 

８月２４日（月） 清田緑小学校４年生の総合学習支援 

９月 ３日（木） 平岡小学校５年生の総合学習支援 

１０月２８日（水） 平岡中央中学校１年生の職場体験支援 

１２月１６日（水） 北野小学校４年生の総合学習支援 

 

４．ボランティア連絡会の活動支援【財源：福まち補助金】 

登録状況 団体：１４  個人：６0 名 

会  務 ①総会 

  ４月１８日（土） 

②役員会 

  ４月９日（木）、５月１４日（木）、７月９日（木）、 

１０月２０日（木）、１２月１０日（木）、２月１日（木） 

活動内容 ①交流会（総会後） 

  日時：４月１８日（土） 

内容：「認知症って病気なの？」 

  講師：清田区第１地域包括支援センター 

センター長 髙谷 公子 氏 

②ボランティアサロン「陽だまり」 

  日時：１０月２４日（土） 

内容：「健康寿命と食事」 

  講師：南青州病院 管理栄養士 澤田 千恵 氏 
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③研修交流会 

  日時：８月２９日（土） 

研修：サービス付き高齢者向け住宅美しが丘テラス 

交流：定山渓鶴舞リゾートスパ森の嘔 

  見学：アイヌ資料館、八剣山ワイナリ－ 

④その他の支援活動 

清田ふれあい区民まつり、赤い羽根街頭募金など 

 

 

 
１．ふれあい・いきいきサロン事業【財源：市社協助成金＋愛情銀行】 

（１）登録数・助成状況 

地 区 名 
登 録 数（内数：新規） 

助成継続 
 高齢者 高齢・障がい 子育て 

北  野  ５ ３ １ １ ２ 

清田中央  ３ ２ － １ ２ 

平  岡  ９（２） ６ － ３ ４ 

清  田  １ １ － － ０ 

里塚・美しが丘  ６ ４ － ２ ５ 

合  計 ２４（２） １６ １ ７ １３ 

     ※延べ実施回数…432 回（参加者数…7,442 名、ボランティア数…1,191 名） 

 

（２）サロン・茶話会活動交流会（平岡地区版） 

開 催 日 平成２８年３月２日（水）１３：３０～１５：００ 

場  所 平岡地区会館 

参 加 者 登録サロン、茶話会実施町内会、専門機関、計２６名 

内  容 

①活動発表 

②関係機関からの情報提供 

 （外部機関の活用方法、活用できるメニュー紹介と実演） 

③グループ交流 

 

２．移送サービス事業【財源：共同募金助成金＋賛助会費＋利用料】 

（１）登録会員の状況 

利用会員 １７名（うち、新規登録者 ２名） 

特別会員（運転ボランティア） １６名（うち、新規登録者 ０名） 

 

 （２）運行状況 

運行件数 ９２件（総走行距離 3,41７km） 

行き先別 （市内）８５か所 （市外）７か所 

用  務 通院、リハビリ、買物など 

 

 （３）運転ボランティアお疲れさま会 

     平成２８年３月２８日（月）区役所大会議室において開催。 

 

Ⅲ 在宅福祉支援活動の推進 
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 （４）移送車両の活用内容 

     事業廃止に伴い、札幌市中央老人福祉センター（札幌市社会福祉協議会施設福

祉課）に車両を移管。 

 

３．福祉除雪事業【財源：市社協助成金＋利用料】 

（１）実績状況                        ※【 】は前年度 

地 区 名 利用数（世帯） 
協力員の内訳 

地域協力員（名） その他協力員 

北  野 126【116】 （※）151【174】 ①福祉施設 

１施設（11 名）【１施設（９名）】 

②地域企業 

３企業（2０名）【3 企業（24 名）】 

③災防協加盟企業 

３業者（2３名）【３業者（25 名）】 

清田中央 70【 78】    24【 23】 

平  岡 66【 62】    37【 34】 

清  田 82【 89】    24【 26】 

里塚・美しが丘 54【 54】    16【 13】 

合  計 398【399】   252【270】 

                   （※）中学生ボランティア 61 名含む【85 名】 

 

  ①総除雪回数 

8,827 回（１世帯平均 約 22 回）【前年度：7,666 回（１世帯平均 約 20 回）】 

 

 ②参考資料＜全市の利用世帯の推移＞ 

区 名 平成２７年度 平成２６年度 増▲減 

中央区 ２７７ ２７８ ▲  １ 

北 区 ８７４ ８６８ ６ 

東 区 ６３１ ６４９ ▲ １８ 

白石区 ３４１ ３３４ ７ 

厚別区 ４０１ ３８２ １９ 

豊平区 ４３７ ４４１ ▲  ４ 

清田区 ３９８ ３９９ ▲  １ 

南 区 ６８１ ６４７ ３４ 

西 区 ６３２ ６４８ ▲ １６ 

手稲区 ５７０ ５６２ ８ 

合計 ５，２４２ ５，２０８ ２５ 

 

（２）新規地域協力員説明会 

開 催 日 平成２７年１１月２０日（金）１０：３０～１１：３０ 

場  所 清田区役所 ３階 大会議室 

参 加 者 ９名 

 

４．日常生活自立支援事業【財源：市社協助成金】 

契約件数 
５件 

【うち、通帳預かり５件】 

平成２7 年度 新規：１件、解約：２件 
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５．各種資金貸付事業 

（１）相談・調整件数 

資金種別 件 数 

応急援護資金 １０８件 

生活福祉資金 ４３１件 

そ  の  他 ６５件 

 

（２）貸付件数 

資金種別 件数 貸付金額 

応急援護資金 ３件 300,000 円 

生活福祉資金 １０件 12,328,000 円 

 

内 

  

訳 

教育支援資金 ８件 9,958,000 円 

福祉資金 
福祉費 １件 2,270,000 円 

緊急小口資金 １件 100,000 円 

不動産担保型（要保護世帯向け） ０件 ０円 

特別生活資金（冬期生活資金） １件 50,000 円 

 

 

 

 
１．正会員・賛助会員の加入状況 

（１）正会員 

区 分 種      別 会員数 

第１種会員 公私社会福祉事業施設 
公 立 １団体 

私 立 ２８団体 

第２種会員 民生委員児童委員、保護司等社会福祉奉仕者 １７４名 

第３種会員 地区社会福祉協議会及び住民組織 １０団体 

第４種会員 社会福祉等関係行政機関職員 ３名 

第５種会員 
社会福祉、保健、医療、教育、ボランティア等

関係団体、ＮＰＯ団体、労働等関係団体・機関 
１８団体 

  

 （２）賛助会員 

区 分 加入数【前年度】 

個    人 ６２口【７２口】 

法人・団体  ０口【１５口】 

 

２．会務の運営 

（１）三役会 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 

第１回 
10 月２日（金） 

（ボラルーム） 

・理事会及び評議員会の開催日時について 

・任期満了に伴う役員改選について 

・平成２７年度事業報告（上半期）について 

・平成２７年度収支決算報告（上半期）について 

Ⅳ 法人運営 
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・監事監査報告（上半期）について 

・セブンイレブン区内５店舗との見守り連携について 

第２回 
３月 23 日（水） 

（ボラルーム） 

・３月３０日開催の理事会・評議員会資料の協議について 

・札幌市生活支援体制整備事業について 

・障害者差別解消法について 

・札幌市社協の機構について 

・札幌市保養センター駒岡リニューアルオープンについて 

・その他 

 

（２）理事会 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

第１回 
５月２1 日（木） 

（区役所大会議室） 

・平成２６年度事業報告 

・平成２６年度収支決算報告 

・平成２６年度監事監査報告 

・評議員の選任 

理事 14 名 

監事 1 名 

第２回 
１1月6日（金） 

（区役所中会議室） 

・平成２７年度上半期事業進捗状況 

・平成２７年度上半期予算執行状況 

・平成２７年度上半期監事監査報告 

・セブンイレブン区内５店舗との見守り連携 

・評議員の選任 

理事 11 名 

監事 1 名 

第３回 
１1 月 14 日（土） 

（区役所中会議室） 

・会長、副会長の選任 

・会長職務代理順位の指名 

・常務理事の指名 

理事 11 名 

監事 1 名 

第４回 
３月３０日（水） 

（保健センター講堂） 

・平成２７年度監事監査報告【10 月～２月】 

・平成２８年度事業計画（案） 

・平成２８年度資金収支予算（案） 

・諸規程等の制定及び一部改正（案） 

・評議員の選任 

理事 14 名 

監事 １名 

 

（３）評議員会 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

第１回 
５月２1 日（木） 

（区役所大会議室） 

・平成２６年度事業報告 

・平成２６年度収支決算報告 

・平成２６年度監事監査報告 

・理事の選任 

評議員 24 名 

理事 3 名 

監事 1 名 

第２回 
１1月6日（金） 

（区役所大会議室） 

・平成２７年度上半期事業進捗状況 

・平成２７年度上半期予算執行状況 

・平成２７年度上半期監事監査報告 

・セブンイレブン区内５店舗との見守り連携 

・理事、監事の選任 

評議員 24 名 

理事 3 名 

監事 1 名 

第３回 
３月 30 日（水） 

（保健センター講堂） 

・平成２７年度監事監査報告【10 月～２月】 

・平成２８年度事業計画（案） 

・平成２８年度資金収支予算（案） 

・諸規程等の制定及び一部改正（案） 

・理事の選任 

評議員 25 名 

理事 3 名 

監事 １名 
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３．監事監査 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
監 査 内 容 出席者 

第１回 
５月１４日（木） 

（ボラルーム） 

・平成２6 年度事業及び決算報告 

・各種経理関係書類の確認 

・監査報告書の作成 

監事２名 

第２回 
１１月５日（木） 

（ボラルーム） 

・平成２7 年度上期事業進捗状況及び予算 

執行状況報告 

・各種経理関係書類の確認 

・監査報告書の作成 

監事２名 

第３回 
３月２8 日（月） 

（ボラルーム） 

・平成２7 年度下期事業進捗状況及び予算 

執行状況報告 

・各種経理関係書類の確認 

・監査報告書の作成 

監事２名 

 

４．各種表彰・顕彰の推薦 

（１）札幌市社会福祉協議会会長表彰【平成２７年７月】 

     ＜社会福祉協議会役員の分野＞猪野毛昭男副会長理事、長谷川 俊評議員 

     ＜福祉ボランティアの分野＞齋藤 道夫氏 

 

５．研修の受講状況 

（１）役員 

開 催 日 平成２７年１１月１１日（水） 

場  所 かでる２・７ 

内  容 法人役員研修（社会福祉協議会）【主催：北海道社協】 

受 講 者 菊池理事、長岡評議員、小野評議員 

 

（２）事務局職員 

月  日 研修名 参加者 

６月 ２日（火） 全道市町村社協新任会長・事務局長会議 局長 

 ９月 ７日（月） ファンドレイジング研修会 次長 

１０月２６日（月） 

  ～２７日（火） 

コミュニティソーシャルワーカー研修会 担当職員 

１月１４日（木） サービスシステム検討部会接遇研修 担当職員 

１月２５日（月） 女性活躍促進法勉強会 担当職員 

社会福祉法人会計基準等研修会 次長 

２月１０日（水） 管理職研修 局長・次長 

２月２５日（木） 職員専門研修 局長・次長 

 

６．実地監査の状況 

 （１）法人監査指導（札幌市） 

     平成２８年３月２日（水） 

 （２）内部監査（札幌市社会福祉協議会） 

     【前期】７月２２日（水）  【後期】１月１８日（月） 
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１．清田区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

（１）代議員会の開催 

月  日 月  日 

４月１６日（木） １０月２０日（火） 

 ５月１４日（木） １１月１２日（木） 

６月１８日（木） １２月１７日（木） 

７月１６日（木） １月１４日（木） 

８月１３日（木） ２月１８日（木） 

９月１７日（木） ３月１７日（木） 

 

（２）新任民生委員児童委員研修（区保健福祉部主催）への協力 

月  日 人数 内 容 

４月１日（水） ２名 社協事業の概要 

８月３日（月） １名 社協事業の概要 

 

（３）全体研修会（区保健福祉部との共催） 

開催日 平成２８年３月１５日（火）１３:３０～１５:００ 

場 所 清田区民センター 区民ホール 

内 容 

・講義「個人情報の取扱いについて」 

  清田区保健福祉課長 増田 到 氏 

・説明「小規模多機能施設の機能と民生委員・児童委員による活用について」 

小規模多機能型居宅介護「ごきげん」清田 

 管理者 藤本 昌子 氏 

 

（４）主任児童委員連絡会への協力 

月  日 内  容 

５月２１日（木） 第１回定例会 

 ７月２８日（火） 第２回定例会 

９月１０日（木） 第３回定例会 

１１月 ４日（水） 第４回定例会 

１１月１６日（月） 研修会 

・講義「保健師業務における親子を見る視点とその対応」 

  健康・子ども課 保健師 田名部 佳子 氏 

・グループ協議 

１月１５日（金） 第５回定例会 

３月２５日（金） 第６回定例会 

 

Ⅴ 他団体との連携・活動支援等 
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（５）地区民生委員児童委員協議会主催の各種研修等への参加 

地区名 月  日 内 容 

平 岡 ７月１２日（日）～１３日（月） 一泊研修 

１月２７日（水） 新年交礼会 

清 田 １０月４日（日）～５日（月） 一泊研修 

１月１９日（火） 新年交礼会 

里塚・美しが丘 １月１４日（木） 新年交礼会 

 

２．清田区共同募金委員会事務局の運営 

（１）会務の運営 

①理事会 

開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

８月２5 日（火） 

（保健センター講堂） 

・理事の選任（会長専決処分報告） 

・平成２６年度事業報告 

・平成２６年度事務費収支決算報告 

・監事監査報告 

・平成２７年度事業計画（案） 

・平成２７年度事務費収支予算（案） 

理事 26 名 

監事 ２名 

 

   ②監事監査 

開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

８月 13 日（木） 

（ボラルーム） 

・平成２６年度事業報告 

・平成２６年度事務費収支決算報告 

・監査報告書の作成 

監事 ２名 

 

 （２）街頭募金の実施 

     日時：平成２７年１０月１日（木）～４日（日） ※２日（金）雨天中止 

     場所：９か所（区内のスーパー等） 

     参加協力団体： 

種別名 団体数 

①老人クラブ ２０団体（１１６名） 

②地区民児協  ３団体（ １５名） 

③保護司会 ３団体（ １９名） 

④学校 １学校（  ７名） 

合 計 ２７団体・学校（１５７名） 

 

 （３）平成２７年度募金実績額 

戸別募金 地域法人募金 街頭募金 合 計 

3,208,043 円 868,054 円 134,830 円 4,210,927 円 
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◎参考資料＜全市の募金実績額＞ 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 増▲減 

区共募 

中央区 16,338,477 円 16,192,151 円 146,326 円 

北 区 10,088,223 円 10,776,993 円 ▲   688,770 円 

東 区 11,585,550 円 12,095,058 円 ▲   509,508 円 

白石区 8,866,290 円 8,946,825 円 ▲   80,535 円 

厚別区 4,813,258 円 4,963,549 円 ▲  150,291 円 

豊平区 7,598,205 円 7,748,580 円 ▲   150,375 円 

清田区 4,210,927 円 4,506,782 円 ▲  295,855 円 

南 区 8,436,885 円 8,515,054 円 ▲    78,169 円 

西 区 11,667,876 円 11,959,242 円 ▲   291,366 円 

手稲区 6,819,739 円 7,213,848 円 ▲  394,109 円 

合計（①） 90,425,430 円 92,918,082 円 ▲ 2,492,652 円 

市共募（②） 8,611,939 円 10,842,016 円 ▲ 2,230,077 円 

合計（①＋②） 99,037,369 円 103,760,098 円 ▲ 4,722,729 円 

 

３．清田区地域包括支援センター・介護予防センターとの連携・協力 

（１）定例連絡会議 

月  日 月  日 

４月１５日（水） １０月２１日（水） 

 ５月２０日（水） １１月１８日（水） 

６月１７日（水） １２月１６日（水） 

７月１５日（水） １月２０日（水） 

８月１９日（水） ２月１７日（水） 

９月１６日（木） ３月１６日（水） 

 

 （２）清田区地域ケア推進会議 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
 内 容 

第１回 
８月２５日（火） 

（清田区民センター） 

・平成２６年度事業報告 

・情報交換、意見交換 

「住み慣れた地域で安心して暮らすために」 

第２回 
３月３日（木） 

（清田区民センター） 

・平成２７年度事業報告（４月～１月） 

・情報交換、意見交換 

「住み慣れた地域で安心して暮らすために」 
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（３）清田区地区地域ケア会議 

地 区 開催日・場所 

北 野 ２月 ２日（火） 北野連合会館 

平 岡  ２月 ５日（金） 平岡地区会館 

清田中央 １２月 ２日（水） 清田中央総合会館 

清 田  １月２２日（水） 清田区民センター 

里塚・美しが丘 １２月１１日（金） 里・美地区センター 

 

 （４）地区連絡会議 

地 区 開催日 

北 野 
５月１２日（火）、５月１８日（月）、７月２７日（月）、 

９月２日（水）、２月８日（月） 

平 岡 

６月９日（火）、８月１０日（月）、９月１８日（金）、 

１２月１４日（月）、１２月２４日（木）、１月１４日（木）、 

２月１０日（水）、２月２９日（月）、３月１４日（月） 

清田中央 
４月３０日（木）、6 月１２日（金）、８月１０日（月）、 

１０月１３日（火）、１２月８日（火）、２月９日（火） 

清 田 
５月１３日（水）、７月１４日（火）、９月１５日（火）、 

１１月２４日（火）、１月１２日（火）、３月９日（水） 

里塚・美しが丘 
５月８日（金）、６月１７日（水）、７月２８日（火）、 

８月２５日（火）、１０月１４日（水）、３月１日（火） 

 

（５）その他 

地区福まち会議、研修等での連携支援 

 

４．清田区障がい福祉関係者等ネットワーク会議との連携・協力 

（１）各種会議 

会議名 開催日 

全体会 ４月２３日（木）、６月４日（木）、１１月１２日（木） 

幹事会 ５月２１日（木）、９月３日（木）、１０月２２日（木）、３月３日（木） 

 

（２）障がい者週間記念事業「もちつき交流会」への参加協力 

    日時 平成 2７年１２月１３日（日）１０：００～１２：００ 

    場所 里・美地区センター 

 

（３）研修「発達障がいって？～事例を通して～」 

    日時 平成 2７年１１月１７日（火）１８：３０～２０：００ 

    場所 清田区役所大会議室 

    講師 札幌市自閉症・発達障害支援センターおがる 

 副所長 西尾 大輔 氏 

 

—２０— 



５．札幌市自立支援協議会清田区地域部会との連携・協力 

（１）各種会議 

会議名 開催日 

全体会 ９月８日（火）、２月９日（火） 

幹事会 ７月１５日（水）、１１月２５日（水） 

事務局

会議 

４月２７日（月）、６月５日（金）、８月１２日（水）、９月１５日（火）

１１月４日（水） 

 

（２）研修「災害・危機に備えて～地震・風水害・土砂災害など」 

    日時 平成 2８年２月９日（火）１８：３０～２０：００ 

    場所 清田区役所大会議室 

    講師 札幌市危機管理対策室 危機管理対策課長 村井 広樹 氏 

 

６．清田区地域精神保健福祉連絡協議会との連携・協力 

開催日 内容 

１０月２８日（水） 
「障がい者支援者研修会～いのちの問題を考える」 

 札幌市立大学看護学部 准教授 守村 洋 氏 

 

７．地域団体・単位老人クラブ等への支援・協力 

開催日 内 容 

 ７月１３日（月） 「高齢者の金銭管理」（主催：西北野老人クラブ） 

１０月２８日（水） 「見守り活動勉強会」（主催：美しが丘クラブ） 

 １月１８日（月） 
「街のあかり事業に伴う真栄中学校での講話」 

（主催：清田まちづくり協議会） 

 

８．各種団体への助成 

助成先（助成内容） 助成額 

清田区母子寡婦福祉連合会（親子収穫体験事業：８月 23 日） 50,000 円 

 

 

 
１．各種団体等への参加・出席（職員派遣を含む） 

月  日 内  容 

  ４月１５日（金） 第１回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

 ２２日（水） 懇親会（清田区保護司会） 

２３日（木） 定期総会（清田更生保護女性会） 

５月１２日（火） 定期総会（清田区老人クラブ連合会） 

 １２日（火） 懇親会・歓送迎会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

２６日（火） 里塚・美しが丘地区懇談会（里塚・美しが丘地区町内会連合会） 

２８日（木） 全体会議・懇親会（清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会） 

２９日（金） 第１回実行委員会（清田区民まつり実行委員会） 

６月 ５日（金） 清田中央地区懇談会（清田中央地区町内会連合会） 

 １６日（火） 第１回企画・財務部会（清田区民まつり実行委員会） 

１９日（金） 平岡地区子育て支援推進ネットワーク会議（清田区） 

１９日（金） 北野地区懇談会（北野地区町内会連合会） 

Ⅵ その他 
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２４日（水） 清田区要保護児童対策地域協議会（清田区） 

２５日（木） 平岡地区懇談会（平岡地区町内会連合会） 

２６日（金） 第１回清田老人福祉センター運営委員会 

２６日（金） 北野地区子育て支援推進ネットワーク会議（清田区） 

２９日（月） 里塚・美しが丘地区子育て支援推進ネットワーク会議（清田区） 

３０日（火） 清田地区子育て支援推進ネットワーク会議（清田区） 

７月 ２日（木） 第３８回札幌市社会福祉大会（札幌市社会福祉協議会） 

 ３日（金） 第２回実行委員会（清田区民まつり実行委員会） 

１８日（土） 清田区民まつり（清田区民まつり実行委員会） 

２１日（火） 清田区健康＆介護予防フェア拡大実行委員会（清田区） 

２６日（土） 第２５回ふれあい夏まつり（北野地区町内会連合会） 

２６日（土） 第４回夏まつり（清田中央地区町内会連合会） 

２６日（日） 平岡キッズまつり（平岡地区民生委員児童委員協議会） 

８月 ４日（火） 札幌市民生委員児童委員大会（札幌市民生委員児童委員協議会） 

 １８日（火） 北海道被害者支援講演会（北海道被害者支援連絡協議会） 

２１日（金） 第２回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

９月 １日（火） 第１回市・区社協会長会議（札幌市社会福祉協議会） 

 ７日（月） 講演会（清田区保護司会） 

１３日（日） 第４回ふれあい祭り（平岡地区町内会連合会） 

１６日（水） 清田区健康＆介護予防フェア（清田区） 

１６日（水） 地域福祉市民活動フォーラム（札幌市社会福祉協議会） 

２６日（土） 町連５０周年協賛事業ふれあいまつり’15（清田地区町内会連合会） 

２７日（日） 里・美秋まつり（里塚・美しが丘地区町内会連合会） 

２８日（月） 「地域事例から学ぶ研修」（ボランティア活動センター） 

１０月 ５日（月） 運営委員会（札幌清田訪問看護ステーション） 

 １５日（木） 第３回実行委員会（清田区民まつり実行委員会） 

１７日（土） ふれあい広場（清田中央地区社会福祉協議会） 

１１月 １日（日） 北野福祉まつり（北野地区社会福祉協議会） 

 １６日（月） 地区福まち活動者研修交流会（札幌市社会福祉協議会） 

１８日（水） 研修会（清田区老人クラブ連合会） 

１８日（水） 清田区要保護児童対策地域協議会研修会（清田区） 

１２月 ９日（水） 第２回地域見守りネットワーク推進会議（札幌市社会福祉協議会） 

 ９日（水） 懇親会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

  １月 ５日（火） 平成２８年新年交礼会（北野地区町内会連合会） 

 ７日（水） 平成２８年清田区新年交礼会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

９日（土） 平成２８年新年交礼会（平岡地区町内会連合会） 

９日（土） 平成２８年新年交礼会（清田地区町内会連合会） 

１１日（月） 平成２８年新年交礼会（清田中央地区町内会連合会） 

２１日（木） 新年交礼会（清田区老人クラブ連合会） 

２２日（金） 新年の集い（清田区母子寡婦福祉連合会） 

２３日（土） 新年活動情報交換会（清田区ボランティア連絡会） 

２９日（金） 新年交礼会（清田区障がい者福祉関係者等ネットワーク会議） 

２月 ６日（土） 認知症シンポジウム（清田区） 

 １６日（火） 清田区要保護児童対策地域協議会研修会（清田区） 

３月 ４日（金） 第２回市・区社協会長会議（札幌市社会福祉協議会） 
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  ９日（水） 清田区地域防犯ネットワーク会議全体会議（清田区） 

１３日（日） 牧野晃清田地区町連会長札幌市自治振興受賞祝賀会 

１８日（金） 第３回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

１８日（金） 第２回清田老人福祉センター運営委員会 

 

２．名義後援の承認 

月  日 内  容 

 ６月２７日（土） 社会教育講演会 

（主催：未来輝く星の会） 

 ７月 ２日（木） 第３８回札幌市社会福祉大会 

（主催：札幌市社会福祉協議会） 

９月 ６日（日） 第２回福祉チャリティー「きよたの舞」 

（主催：きよたの舞） 

９月 ７日（月） 講演会 

（主催：清田区保護司会） 

 ９月１３日（日） 第４回平岡ふれあい祭り 

（主催：平岡地区町内会連合会） 

９月１６日（水） 清田区健康＆介護予防フェア 

（主催：清田区） 

１２月１３日（日） 障がい者週間記念事業「もちつき交流会」 

（主催：清田区障がい者福祉関係者等ネットワーク会議） 
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札幌市・区社会福祉協議会では「見守り・訪問活動」

の輪を、１９０万人の札幌市民に広げるキャンペーン

に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


