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私たちが暮らす清田区では、2015（平成 27）年７月に初めて札幌市の高齢

化率を上回るとともに、直近５年間で平均６ポイントも上昇し、急速に高齢化が

進んでおります。さらに、５年後の 2020（平成 32）年には、少子化等の影響

により、清田区の全地区が高齢化率３０％を超える可能性がでてきました。 

これらの要因として考えられることは、団塊世代の居住者が多いことも考えら

れますが、緑が豊かで、ふれあいに満ちた、安らぎを感じる地域性があるとも言

えます。 

こうした中で、地域のご理解とご協力により、町内会・自治会における見守り

活動の取り組みが徐々に拡大しておりますが、それは同時に、日常生活に不安の

ある方や認知症の方など、地域で暮らしながら様々な課題を抱えている方々を早

期に発見する機会を増やすことにもつながってまいりました。 

本会は、地域福祉の推進役として、さっぽろ市民福祉活動計画（平成 24～29

年度）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、平成 28 年度においては、各地区社会福祉協議

会・地区福祉のまち推進センターをはじめとする関係機関・団体等との更なる連

携を進めるとともに、福祉の地域づくりと個別課題への対応の強化に向けて、各

種事業に取り組んでまいります。 

平成２８年度 事業報告（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 

 

「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２

８年度の計画事業については、概ね予定どおりに執行いたしました。 

主要事業である福祉のまち推進事業においては、関係機関・団体との連

携を図りながら、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

ました。特に、福まちパワーアップ事業や活動交換会といった事業を通じ

て、町内会・自治会圏域における見守り活動の理解促進とその実践のため

の仕組みづくりを拡充するとともに、住民の生活課題の解決に向けた取り

組み（情報共有）を推進する町内会の拡大を図ることができました。 

 一方、福祉除雪事業においては、実績数がほぼ横ばい状態である中、住

民による地域協力員数の増加を図ることができました。ボランティアの普

及・啓発では、小学生向けに開催したキッズカレッジが、先進的な取組み

として評価されています。 

 法人運営では、賛助会員加入促進という面で改善すべき点があるもの

の、社会福祉法人制度改革に適切に対応してまいりました。 

取組みの成果 
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１．地区社会福祉協議会（地区福祉のまち推進センター）の活動支援 

地域の福祉活動の中心である地区社会福祉協議会との連携をさらに進め、

活動の実践を担っている地区福祉のまち推進センターへ支援を継続して行っ

ていきます。 

また、福祉推進委員会等の設立より見守り活動を実施している町内会が拡

大している中で、個別課題を把握し解決する仕組みづくりに着手するために、

企業・団体との見守りネットワークを広げるとともに、地区福まち活動者の

コーディネート（調整機能）能力を高めるために、全市統一の養成研修会を

開催します。 

さらに、平成２７年度まで札幌市が主体となって取り組んできた「福まち

パワーアップ事業」を、本会が受託し、新たに地区を指定して町内会単位に

おける日常的な見守り活動の充実・強化を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．高齢者や障がい者などの日常生活支援活動の推進 

 認知症や障がいのある方など生活課題を抱えている方の権利を尊重し、住

み慣れた地域で、安心して暮らしていけるために支援・協力していきます。 

また、認知症や障がいのある方に対する住民への理解促進を図るために、

関係機関と連携した取組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点事業 

 

区役所をはじめ、地域包括支援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ました。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、各種懇談会の開催や見守

り活動促進のための地域福祉マップ作成研修の開催等のほか、単身高齢世

帯や認知症高齢者等を取り巻く日常生活課題に対する情報共有等を行い、

地域支援並びに個別支援の具体化を進めました。 

また、地区福まちのコーディネート機能の重要性を理解するための講座

を開催するとともに、清田地区（福まちパワーアップ事業指定地区）では、

ワークショップ等により見守り活動の理解促進が図られました。さらに、

「見守りの日（毎月３日）」にかかる啓発グッズ（まもりんバッチ、付箋等）

も作成するなど、見守り活動や福まち活動の周知強化に取組みました。 

そのほか、高齢者や子育て世帯の交流・仲間づくりに重要な役割を果た

している地域福祉推進バス事業については財源を確保し、継続支援を行い

ました。 

 

「障がいの理解」を図るために、地区福まちや単位町内会等での研修を

支援するとともに、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・

促進を図りました。 

そのほか、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」や自立支援協議会清田区地域部会等

の各種事業に参画し、障がい福祉の充実・強化に努めました。 
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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 163,000 310,000 230,000 90,000 20,000 813,000 

清田中央 127,000 300,000 70,000 80,000 12,300 589,300 

平 岡 154,000 300,000 210,000 80,000 0 744,000 

清 田 143,000 300,000 190,000 85,000 20,000 738,000 

里塚・美しが丘 213,000 300,000 150,000 80,000 20,000 763,000 

合計 800,000 1,510,000 850,000 415,000 72,300 3,647,300 

 

２ 清田笑顔の絵コンクールの実施 

（１）表彰式 

     日時   平成２８年１１月５日（土）１１：００～１１：３０ 

     場所   清田区役所大会議室 

 （２）審査会 

     日時   平成２８年１０月７日（金）１３：３０～１５：００ 

     場所   清田区役所大会議室 

     応募数  １０９点 

     審査委員 清田区社協正副会長、外部委員（元美術教諭） 

     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 

審査員特別賞 1 名 

佳作８名 

 

３ 福祉のまち推進事業の推進【財源：福まち補助金】 

（１）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 ９月３０日（金） 

（区役所２A会議室） 

・「振り込め詐欺被害防止手帳入れ」の配布依頼 

・平成 28 年度区福まち活動交換会の開催時期 

・地区福まちコーディネートを考える講座の開催内容 

・札幌市福まち推進事業補助金交付要綱の改正 

・札幌市 65 歳以上世帯名簿の不備とその取扱い 

・地区福まち活動協力ボランティアとの調整 

・地区福まちパネルの作成 

・賛助会費及び募金付バッジの協力依頼 

第２回 12 月 20 日（火） 

（区役所中会議室） 

・「認知症初期集中支援推進事業」の概要 

・「福祉食事サービス（食品衛生の手引き）」の概要 

・平成 28 年度区福まち活動交換会の内容について 

Ⅰ 地域福祉活動の推進 
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・平成 29 年度福まち推進事業助成金について 

・平成 29 年度地域福祉推進バス利用申込について 

・地区福まちパネルの作成について 

第３回 ３月７日（火） 

（区役所2A会議室） 

・平成 29 年度区福まち運営方針（案）について 

・札幌市生活支援体制整備事業について 

 

  ②運営委員の構成 

各地区福まち運営委員長ほか１名及び区保健福祉課長（全１１名） 

 

（２）区福まち活動交換会の開催 

日時・場所 
平成２９年２月２日（木） １３：３０～１５：３０ 

清田区民センター 区民ホール 

テ ー マ 
「地域における適切な個人情報の共有化を目指して 

～孤立のない地域へ！見守り活動の更なる充実に向けて～」 

内  容 

〇第１部「実践報告」 

 ①「地域の見守り活動と個人情報の共有」 

   （清田地区）新平岡町内会 

      総務部長 芳賀 正俊 氏 

 ②「災害時に備えた見守り活動と定期的な話し合い」 

   （平岡地区）平岡小学校前町内会 

          活動協力員 山口 時夫 氏 

〇第２部 

①講演「個人情報保護法」 

   弁護士法人札幌・石川法律事務所 弁護士 石川 和弘 氏 

 ②シンポジウム 

   ・新平岡町内会 総務部長 芳賀 正俊 氏 

   ・平岡小学校前町内会 活動協力員 山口 時夫 氏 

   ・弁護士法人札幌・石川法律事務所 弁護士 石川 和弘 氏 

   ・清田区社会福祉協議会 事務局長 佐藤 和人（進行） 

参加者数 
３１３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） 

 

（３）福まち活動の周知・広報活動 

  ①広報誌「清田区社協だより」で周知 

各地区の福まち活動状況をはじめ、活動者の特集記事を掲載。 

  ②清田区社協事務所パネルで周知 

各地区の福まち活動の取組みを紹介。 

③見守り・訪問活動強化事業（「見守り・訪問の日（毎月３日）」）の推進 

    見守り・訪問活動を推進するために、のぼりやポスターを作成し、清田老人福祉

センターをはじめ、セブンイレブン等の賛同企業において掲示。 

  ④見守り・訪問活動を推進するための啓発グッズ作成・配布 

「まもりん」ポケットティッシュ、「まもりん」バッチ、「まもりん」お面、 

「まもりん」付箋 
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 （４）地区福まちコーディネートを考える講座の開催 

日時・場所 
平成２８年１１月２４日（木）９：３０～１２：３０ 

清田区役所大会議室 

内  容 

〇講義１「地区社協（地区福まち）の歩み 

     ～社協創設から福まち 20 周年までを振り返る～」 

〇講義２「これからの地区福まちに必要とされる役割とは」 

〇情報・意見交換 

出席者 ２５名（１地区５名） 

 

（５）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 ５日（火） ９：３０ 市電営業所 福祉除雪中学生ボランティア研修 

 ５月２３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 ２日（木）１３：３０ 東北野会館 東北野町内会福祉推進委員会協議 

 ６月２３日（木）１８：３０ 北野連合会館 第２回福まち運営委員会 

６月２７日（月）１０：００ 東北野会館 東北野町内会福祉推進委員会 

 ６月３０日（木）１３：３０ 北野連合会館 福まち研修会 

 ７月１２日（火）１８：００ 北野連合会館 第３回福まち運営委員会 

８月 ４日（木）１８：００ 北野連合会館 第４回福まち運営委員会 

８月 ６日（土）１２：００ 北野ふれあい公園 上北野町内会・緑愛会合同夏祭り 

８月 ６日（土）１５：００ すずらん公園 西北野町内会親子夏祭り 

８月１０日（水）１４：００ 北野連合会館 陽だまりひろば認知症カフェ 

８月２８日（日）１３：００ 町内会館 北野朝日ヶ丘町内会夏祭り 

９月 ４日（日） ９：００ つつじ公園 北野第二団地自治会避難訓練 

９月 ４日（日）１１：００ まきば公園 北野まきば町内会秋まつり 

９月 ５日（月）１０：００ 北野連合会館 青葉地区社協との情報交換会 

９月１５日（木）１６：００ 北野連合会館 認知症高齢者徘徊訓練協議 

９月２１日（水）１８：００ 北野連合会館 第６回福まち運営委員会 

１０月２２日（土） ９：３０ 北野連合会館 認知症高齢者徘徊訓練 

１０月３０日（日）１０：００ 北野連合会館・児童会館 北野福祉まつり 

１１月１７日（木）１８：００ 北野連合会館 第７回福まち運営委員会 

１２月１３日（火）１３：３０ 北野連合会館 福まち研修会 

 ３月 ２日（木）１３：３０ 北野連合会館 陽だまりひろば認知症カフェ 

 ３月１５日（水）１３：３０ 北野連合会館 北野地区認知症研究発表 

 ３月１６日（木）１５：００ 北野連合会館 福まち研修会 

 ３月２５日（土）１０：００ 清田区民センター 配食サービス事業 

 

【平岡地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月２２日（金）１５：００ 寺院 平岡コープタウン町内会見守り隊定例会議（65 名簿研修） 

５月 ９日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第１回合同会議 

５月１２日（木）１３：００ 平岡地区会館 福まち総会 

５月１９日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第２回合同会議 

―５― 



５月２４日（火）１０：００ 平岡地区会館 第１回運営委員会 

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（月）１０：００ 社協ボラルーム 平岡コープタウン町内会地域福祉マップ作成研修 

６月 ２日（木）１０：００ 町内会館 パークシティ平岡町内会懇談会

（65 名簿研修・マップ作成研修） 

６月 ８日（水）１３：３０ 集会室 シュヴァービング９番館町内会 65名簿研修 

６月 ９日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡ミサワ町内会懇談会（65 名簿

研修・マップ作成研修） 

６月１６日（木）１０：００ 町内会館 平岡春風台町内会懇談会（65名簿研修） 

６月１６日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第３回合同会議 

６月２３日（木）１０：００ 平岡地区会館 独居高齢者茶話会 

６月２４日（金）１４：００ 平岡北町内会館 平岡北町内会第１回ふれあいサロン 

６月２５日（土）１９：００ 町内会館 平岡公園町内会・平岡コープタウン町

内会合同座談会 

７月 ２日（土） ９：３０ 町内会館 平岡北町内会福祉マップ更新研修会 

７月 ２日（土）１４：００ 町内会館 平岡第一自治会福祉勉強会 

７月１２日（火）１３：３０ 平岡地区会館 第４回合同会議 

７月１４日（木）１０：００ 集会室 シュヴァービング２番館自治会懇談会

（65 名簿研修・マップ作成研修） 

７月１５日（金）１０：００ 社協ボラルーム 平岡公園町内会 65 名簿研修 

７月１６日（土）１０：００ 町内会館 平岡第三町内会ふれあい会研修会 

７月２４日（日）１１：００ GH 愛の家 平岡第三町内会夏祭り 

７月３１日（日）１１：３０ 町内会館 平岡東町内会夏祭り 

８月 ６日（土）１１：００ 集会室 シュヴァービング８番館自治会サロン 

８月 ６日（土）１１：３０ うめがおか公園 平岡梅ヶ岡町内会夏祭り 

８月 ６日（土）１３：００ つぼみ公園 アリアパーク平岡町内会夏祭り 

８月 ６日（土）１５：３０ 町内会館 平岡春風台町内会夏祭り 

８月 ６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 ６日（土）１７：００ きのこ公園 パークシティ平岡町内会夏祭り 

８月 ６日（土）１８：００ はらっぱ公園 平岡公園町内会夏祭り子ども盆踊り 

８月 ６日（土）１９：００ どろんこ公園 平岡しんたく自治会夏祭り 

８月 ７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 ７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 ９日（火）１０：００ 平岡地区会館 第５回合同会議 

８月２４日（水）１９：００ 町内会館 平岡小学校前町内会推進員定例会 

８月２８日（日）１２：００ 集会室 シュヴァービング１番館町内会夏祭り 

９月 ２日（金）１０：００ 平岡地区会館 第６回合同会議 

９月 ３日（土）１８：００ 町内会館 平岡南町内会懇談会 

９月 ７日（水）１０：００ 平岡地区会館 第２回咲かせよう’わ 

９月１８日（日）１０：００ 集会室 シュヴァービング８番館自治会サロン 

９月２３日（金）１３：３０ 平岡地区会館 第７回合同会議 

９月３０日（金）１４：００ 町内会館 平岡北町内会第２回ふれあいサロン 

１１月２２日（火）１３：３０ 平岡地区会館 第２回推進員定例会議 

１１月２５日（金）１４：３０ 集会室 平岡南団地自治会懇談会（65名簿研修） 

１１月２８日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第９回合同会議 

―６― 



１２月 ２日（金） ９：００ 平岡地区会館 ふれあい友愛訪問 

１２月 ３日（土）１３：００ 町内会館 平岡公園町内会見守り活動員研修 

１２月 ８日（木）１５：００ 社協ボラルーム 平岡親和会町内会 65 名簿研修 

１２月１４日（水）１４：３０ 町内会館 平岡北町内会懇談会 

１２月２３日（金）１０：００ 集会室 シュヴァービング８番館自治会サロン 

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（金）１０：００ 平岡地区会館 第４回咲かせよう！わ～ 

１月３１日（火）１３：３０ 平岡地区会館 平岡地区サロン・茶話会活動交流会 

２月１２日（日）１８：００ 集会室 シュヴァービング１番館自治会懇談会 

２月２２日（水）１８：３０ 町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会研修会 

２月２２日（水）１９：００ 町内会館 平岡小学校前町内会推進員研修会 

３月 ８日（水）１０：３０ 町内会館 平岡春風台町内会推進員研修会 

３月１５日（水）１０：００ 平岡地区会館 平岡町内会懇談会 

３月１５日（水）１１：３０ 平岡地区会館 臨時合同会議 

 

【清田中央地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月 ４日（月）１４：００ 福まち事務室 福まち運営委員会 

４月１１日（月）１４：００ 清田中央総合会館 地区社協・福まち会議 

４月２６日（火）１４：００ 清田中央総合会館 地区社協総会 

５月１３日（金）１３：３０ 福まち事務室 ６５名簿研修 

５月１３日（金）１４：００ 福まち事務室 福まち運営委員会 

６月１１日（土）１０：００ 町内会館 清田東町福祉推進委員会研修会 

６月２３日（木）１８：００ 清田中央総合会館 地区福まち福祉推進員研修会 

７月 ２日（土）１１：００ 清武館 清田団地元町町内会ふれあい交流会 

７月 ５日（火）１０：００ 福まち事務室 健康フェア第１回実行委員会 

８月 ９日（火）１０：００ 福まち事務室 健康フェア第３回実行委員会 

８月２４日（水）１０：００ 社協ボラルーム 清田第４町内会６５歳名簿研修 

９月 ８日（木）１０：００ 清田中央総合会館 健康フェア 

９月１７日（土）１０：００ 町内会館 清田東町町内会福祉推進委員会６５名簿研修 

９月２８日（水） ９：３０ 福まち事務室 ふれあい広場実行委員会 

１０月２２日（土）１０：００ 清田中央総合会館 ふれあい広場 

１０月２７日（木）１０：００ 町内会館 清田緑町内会福祉推進委員会交流会 

２月２３日（木）１３：００ 清田中央会館 清田第２町内会福祉推進委員会 

３月 ９日（木）１３：００ 清田中央総合会館 地区社協役員会 

３月 ９日（木）１４：００ 清田中央総合会館 福まち運営委員会 

 ３月２８日（火）１４：３０ 福まち事務室 福まち役員会 

 

【清田地区】＜「福まちパワーアップ事業」指定地区＞ 

月  日 場 所 内  容 

４月 ３日（日）１０：３０ 町内会館 有明町内会懇談会 

 ４月１２日（火）１３：３０ 清田まちづくり会議室 清田町内会懇談会 

５月１０日（火）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

―７― 



５月１１日（水）１９：００ 社協ボラルーム 美しが丘町内会 65 名簿研修 

５月１２日（水）１０：００ 町内会館 真栄第四町内会福祉推進委員会懇談会 

５月１４日（土）１３：００ 区会議室 新平岡町内会班長会議 

５月１９日（木）１３：３０ 清田区民センター 清田地区社協総会 

６月 ８日（水）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

６月１６日（木）１３：３０ 社協ボラルーム 真栄団地自治会６５名簿研修 

６月１６日（木）１３：３０ 社協ボラルーム 新平岡町内会福祉マップ更新研修 

６月１８日（土）１３：００ 清田区民センター 徘徊高齢者等模擬操作訓練 

７月 ４日（月）１０：３０ 町内会館 真栄第三町内会懇談会・マップ作成研修 

７月 ７日（木） ９：３０ 社協ボラルーム 新平岡町内会見守り活動状況報告会 

７月１２日（火） ９：３０ 円山動物園 こがもちゃん交流会バス遠足 

７月２５日（月） ９：３０ 円山動物園 ほほえみ行楽事業 

８月１８日（木）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

９月 ３日（土）１１：００ 町内会館 真栄第三町内会あれふい祭り 

９月１６日（金）１１：００ 清田区民センター こがもちゃんミニオリンピック 

９月２４日（土）１０：００ 清田区民センター 清田地区ふれあいまつり 

１０月 ６日（木）１０：００ 社協ボラルーム 新平岡町内会見守り活動状況報告会 

１０月 ８日（土）１０：００ 真栄小学校 美しが丘クラブ懇談会 

１０月１５日（土）１８：３０ 区役所会議室 新平岡町内会高齢者見守り活動研修会 

１０月１７日（月）１０：３０ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

１１月１１日（金）１０：００ 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１５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（金）１０：００ 社協ボラルーム 新平岡町内会見守り活動状況報告会 

１月１９日（木）１３：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

３月２８日（火）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１５日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月３０日（月）１４：００ 里・美地区センター 福まち定期総会 

５月３０日（月）１３：３０ 里・美地区センター 臨時福まち運営委員会 

６月１７日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

７月 ４日（月）１３：３０ 里・美地区センター 地区福まち６５名研修 

７月１０日（日）１０：００ 町内会館 こもれび緑友会役員会 

７月１５日（金）１０：００ 里・美地区センター いきいき健康講座 

７月１９日（火）１０：００ 里・美地区センター 福まちふれあい昼食交流会 

７月２２日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

８月 ６日（土）１６：３０ 東里塚みどり公園 里塚緑ヶ丘町内会夏祭り 

８月１９日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

８月２４日（水） ９：００ 仁木町近隣 ひとり暮らし「健康保持・日帰りバス旅行」事業 

９月 ７日（水）１３：００ 町内会館 里塚中央友の会研修会 

９月１６日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会・研修会 

１０月２０日（木）１０：００ 町内会館 里塚緑ヶ丘ひまわりサロン 

１０月２１日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１１月１８日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

―８― 



１２月１６日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１２月１９日（月）１０：００ 里・美地区センター ふれあい・いきいきサロン（三世代交流） 

 １月２０日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

 ２月１７日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

 ２月２７日（月）１０：３０ 里・美地区センター 福まち子育て支援事業「ひな祭り」 

３月１７日（金）１２：００ 里・美地区センター 「友愛訪問・おはぎ弁当」配布 

３月１７日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

 

４ 地域福祉推進バス事業【財源：自主財源＋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 ５日 札幌市電営業所 

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２０日 円山動物園 

清 田 子育てサロン交流会バス遠足 ７月１２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 ８月２４日 小樽方面散策 
 

５ 福まちパワーアップ事業【財源：委託費】 

月  日 内  容 

３月２５日（金） 清田地区福まち運営委員会（概要説明） 

４月 ３日（日） 有明町内会懇談会 

４月１２日（火） 清田町内会懇談会 

５月１２日（水） 真栄第四町内会懇談会 

５月１９日（木） 清田地区社会福祉協議会総会（概要説明） 

７月 ４日（月） 真栄第三町内会懇談会 

９月 １日（木） 第１回ワークショップ（見守り情報交換会） 

２月１０日（金） 地域福祉マップ研修会 

３月 １日（水） 第２回ワークショップ（見守り情報交換会） 

              ※単位町内会の懇談会は、１１か所のうち９ヵ所で実施済。 

 

 

 

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 ６４名（前年度： ６７名） 

 

（２）ボランティア相談件数 

区   分 件 数 

福祉情報提供 ５１４件（前年度：４５９名） 

寄附相談（物品等） ２０件（前年度： １９名） 

ボランティア活動希望相談 ７６件（前年度： ３７名） 

ボランティア要請相談 ４９件（前年度： ２８名） 

移送サービス相談 ―（前年度：  ２名） 

合   計 ６５９件（前年度：５４５名） 

 

Ⅱ ボランティア活動の推進 

―９― 



（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 ３１件（前年度：３３件） 

障がい者分野 ７件（前年度： ６件） 

児童分野 ９件（前年度： ７件） 

その他 ３件（前年度： ０件） 

合   計 ５０件（前年度：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 １８件（前年度：１９件） 

障がい者分野 ３件（前年度： ３件） 

児童分野 ３件（前年度： ４件） 

その他 ３件（前年度： ０件） 

合   計 ２７件（前年度：２６件） 

③ボランティア通信「ボラコミ」の発行 

発行回数 １１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） 34 106 小学校、個人、高齢者施設等 

疑似体験セット（８） 6 35 小学校、企業、行政、高齢者施設等 

アイマスク（48） 3 85 小学校 

プロジェクター＆スクリーン（各１） 1 1 ボランティア団体等 

合   計 44 227  

 

（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 ８２件 ９３名   

団体 １０１件 １，１００名 

行事用保険 ９０件 ９，１１０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 

日時・場所 
１月２５日（水）１３：３０～１５：３０ 

保健センター講堂 

参 加 者 ４９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）夏休み特別企画「キッズカレッジ～体験して学ぼう！みんなが幸せに暮らせるた

めに～」 

日時・場所 

８月 ８日（月）９：４５～１４：００ 

８月１０日（水）９：４５～１４：００ 

区役所中会議室 

延べ参加者 ８名（小学生４年生～６年生） 

内  容 

〇講話「すべての人が幸せに暮らせるように 

～『かぎりなくやさしい花々より』～」 

   清田区第２地域包括支援センター 

    センター長 芦崎 祐公 氏 

〇体験「車いす・アイマスク」 

〇体験「実際の車いす・目の不自由な方の暮らしを知る」 

〇まとめ 

 

（３）「シニア世代のためのボランティア講座～地域見守りサポーター養成研修」 

【清田老人福祉センターと共催】 

第１回 
開催日 ９月１５日（木）１３：３０～１４：３０ 

参加者 １１名 

第２回 
開催日 ２月９日（木）１３：３０～１４：３０ 

参加者 ９名 

 

（４）ボランティア活動の啓発・推進 

開催日 内  容 

 ６月１５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２６日（火） 清田区高齢者教室（清田区民センター運営委員会） 

９月２８日（水） 出前講座（札幌国際大学） 

 

３．福祉教育の推進 

開催日 内  容 

６月１６日（木） 

７月 ４日（月） 

７月 ６日（水） 

７月 ７日（木） 

７月 ８日（金） 

７月２２日（金） 

清田緑小学校４年生の総合学習支援 

６月３０日（木） 平岡小学校５年生の総合学習支援 

９月２９日（木） 平岡公園小学校４年生の総合学習支援 
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４．ボランティア連絡会の活動支援【財源：福まち補助金】 

会  務 ①総会 

  ４月２６日（土） 

②役員会 

  ５月１７日（火）、７月７日（木）、１０月６日（木）、 

１２月８日（木）、２月９日（木） 

活動内容 ①交流会（総会後） 

  日時：４月２６日（土） 

内容：落語披露 

  講師：北海道大学落語研究会 

②ボランティアサロン「陽だまり」 

  日時：２月４日（土） 

内容：「風呂敷の活用法を学ぼう」 

  講師：市民団体結び屋ゆいく 齋藤 のり子氏 

③研修交流会 

  日時：８月２０日（土） 

見学：北海道盲導犬協会 

④学生ボランティアとの交流 

日時：１０月２７日（木） 

内容：北海道平岡高等学校ボランティア部 

⑤連絡会だより「陽だまり」 

  ４回発行 

⑥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 １ 

清田中央  ５（１） ４ － １ １ 

平  岡  ９ ６ － ３ ６ 

清  田  ― ― － － ― 

里塚・美しが丘  ６ ４ － ２ ３ 

合  計 ２５（１） １７ １ ７ １１ 

     ※延べ実施回数…341 回（参加者数…5,686 名、ボランティア数…1,215 名） 

 

（２）サロン活動者研修交流会 

開 催 日 平成２９年３月２８日（火）１３：３０～１５：００ 

場  所 区役所 大会議室 

参 加 者 登録サロン活動者１４名 

内  容 ①講演・体操「笑いヨガの効用と体験」 

Ⅲ 在宅福祉支援活動の推進 
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  笑いヨガインストラクター 葛西 美輪 氏 

②情報交換・意見交換 

 

２．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 128【126】 （※）159【151】 ①福祉施設 

1 施設（ 9 名）【１施設（11 名）】 

②地域企業 

5 企業（27 名）【3 企業（20 名）】 

③災防協加盟企業 

4 業者（26 名）【３業者（23 名）】 

平  岡 67【 66】    43【 37】 

清田中央 70【 70】    23【 24】 

清  田 79【 82】    33【 24】 

里塚・美しが丘 52【 54】    18【 16】 

合  計 396【398】   276【252】 

                   （※）中学生ボランティア 69 名含む【61 名】 

 

  ①総除雪回数 

9,386 回（１世帯平均 約 24 回）【前年度：8,827 回（１世帯平均 約 23 回）】 

 

 ②参考資料＜全市の利用世帯の推移＞ 

区 名 平成２８年度 平成２７年度 増▲減 

中央区 ２７５ ２７７ ▲  ２ 

北 区 ８４２ ８７４ ▲ ３２ 

東 区 ６１１ ６３１ ▲ ２０ 

白石区 ３３６ ３４１ ▲  ５ 

厚別区 ３８９ ４０１ ▲ １２ 

豊平区 ４３５ ４３７ ▲  ２ 

清田区 ３９６ ３９８ ▲  ２ 

南 区 ６８１ ６８１ ０ 

西 区 ６４１ ６３２ ９ 

手稲区 ５７０ ５７０ ０ 

合計 ５，１７６ ５，２４２ ▲ ６６ 

 

（２）新規地域協力員説明会 

開 催 日 平成２８年１１月１８日（金）１０：３０～１１：３０ 

場  所 清田区役所 ３階 大会議室 

参 加 者 ８名 

 

３．日常生活自立支援事業【財源：市社協助成金】 

契約件数 
３件 

【うち、通帳預かり３件】 

平成２８年度 新規：１件、解約：２件 
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４．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 ８９件（前年度：１０８件） 

生活福祉資金 ７５１件（前年度：４３１件） 

そ  の  他 ５８件（前年度： ６５件） 

 

（２）貸付件数 

資金種別 件数 貸付金額 

応急援護資金 ２件 200,000 円 

生活福祉資金 １４件 18,622,812 円 

 
内 

訳 

教育支援資金 ９件 16,243,000 円 

福祉費 ２件 2,159,812 円 

緊急小口資金 ３件 220,000 円 

特別生活資金（冬期生活資金） １件 50,000 円 

 

 

 

１．会務の運営 

（１）三役会 

回 
開 催 日 
（開催場所） 

主 な 議 題 

第１回 
５月20日（金） 
（ボラルーム） 

・平成２７年度事業報告について 

・平成２７年度収支決算報告について 

・社会福祉法人「地域公益活動」について 

第２回 
12月 12日（月） 
（ボラルーム） 

・社会福祉法人制度改革に伴う清田区社協の体制整備 

・定款の全面改正と諸規程の制定及び一部改正 

・平成２８年度上半期事業進捗状況報告 

・平成２８年度上半期資金収支予算執行状況 

第３回 
２月１５日(水) 
(ボラルーム) 

・理事、監事、評議員候補者の選定 
・選任に伴うスケジュール日程協議 

第４回 
３月21日（火） 
（ボラルーム） 

・平成２９年度事業計画（案） 
・平成２９年度資金収支予算（案） 

・規則・規程等の一部改正（案） 

(職員就業規則、育児休業規程、会員規程、事務局規程、 

 資金運用規程) 

・新理事、監事、評議員候補者の状況 

 

（２）理事会 

回 
開 催 日 
（開催場所） 

主 な 議 題 出席者 

第１回 
５月２6日（木） 
（区役所大会議室） 

・平成２7 年度事業報告 
・平成２7 年度収支決算報告 
・平成２7 年度監事監査報告 
・評議員の選任 

理事 1３名 
監事 1 名 

Ⅳ 法人運営 
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第２回 
１2月19日（月） 
（区役所大会議室） 

・社会福祉法人制度改革に伴う清田区社協の

体制整備 

・平成28年度上半期事業進捗状況 

・平成28年度上半期資金収支予算執行状況 

・平成28年度上半期監事監査報告について 

・定款の全面改正について 

・諸規程の制定及び一部改正について 

・評議員の選任について 

・副会長理事の選任について 

・評議員選任・解任委員会委員の選任 

理事 11 名 
監事 1 名 

第３回 
３月２３日（木） 

（区役所大会議室） 

・平成 28 年度監事監査報告【10 月～1２月】 
・平成 29 年度事業計画（案） 
・平成 29 年度資金収支予算（案） 
・諸規程等の制定及び一部改正（案） 

・規則・規程等の一部改正（案） 

(職員就業規則、育児休業規程、会員規程、

事務局規程、資金運用規程) 

・評議員候補者の推薦 

理事 13 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２6日（木） 
（区役所大会議室） 

・平成２７年度事業報告 
・平成２７年度収支決算報告 
・平成２７年度監事監査報告 
・理事の選任 

評議員 27名 
理事 3 名 
監事 1 名 

第２回 
１2月19日（月） 
（区役所大会議室） 

・社会福祉法人制度改革に伴う清田区社協の

体制整備 

・平成28年度上半期事業進捗状況 

・平成28年度上半期資金収支予算執行状況 

・平成28年度上半期監事監査報告について 

・定款の全面改正について 

・諸規程の制定及び一部改正について 

・評議員の選任について 

・副会長理事の選任について 

・評議員選任・解任委員会委員の選任 

評議員 2６名 
理事 3 名 
監事 1 名 

第３回 
３月 23日（木） 
（区役所大会議室） 

・平成 28 年度監事監査報告【10 月～1２月】 
・平成 29 年度事業計画（案） 
・平成 29 年度資金収支予算（案） 

・諸規程等の制定及び一部改正（案） 
・規則・規程等の一部改正（案） 

(職員就業規則、育児休業規程、会員規程、
事務局規程、資金運用規程) 

・理事の選任 

評議員 20名 
理事 3 名 
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（４）評議員選任・解任委員会 

回 
開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

第１回 
３月 27日（月） 
（ボラルーム） 

・評議員の選任案（平成２９年４月１日委嘱） 委員 3 名 

 

２．監事監査の実施 

回 
開 催 日 
（開催場所） 

監 査 内 容 出席者 

第１回 
５月 24 日（火） 
（ボラルーム） 

・平成２7 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 
１2月 1５日（木） 

（ボラルーム） 

・平成２8 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２1 日（火） 
（ボラルーム） 

・平成２8 年度事業進捗状況及び予算執行
状況報告(10 月～12 月) 

・各種経理関係書類の確認 
・監査報告書の作成 

監事２名 

 

３．地域福祉関連情報の周知・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 

 

４．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 ７９口【６２口】 

法人・団体  ０口【 ０口】 
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５．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２8 年７月】 

     ＜社会福祉協議会役員の分野＞森岡三恵子評議員 

     ＜福祉ボランティアの分野＞武田賢三氏、會田正成氏、長嶺増男氏 

 

６．研修の受講状況 

月  日 研修名 参加者 

６月２４日（金） 

８月２４日（水） 

中堅職員研修 次長 

６月３０日（木） 広報ゼミ 局長 

 ８月 ５日（金） 北海道町内会連合会活動実践者研修会 局長 

８月２９日（月） 社会福祉法人制度改革施行に向けた説明会 局長 

９月２８日（水） 大都市の福祉問題への取組を促進する社協セミナー 局長 

１２月１５日（木） 

   １６日（金） 

生活支援コーディネーター養成研修会 次長 

２月 ８日（水） 女性活躍促進法勉強会 局長 

３月 １日（水） 災害ボランティアセンター研修 次長 

３月 ３日（金） 地域の絆と支え合い活動石狩地区推進セミナー 局長・職員 

 

７．実地監査の状況 

 （１）法人監査指導（札幌市） 

     平成２８年度は実施無し 

 （２）内部監査（札幌市社会福祉協議会） 

     【前期】７月２８日（木）  【後期】１月２４日（火） 

 

 

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 月  日 

４月１４日（木） ５月１９日（木） ６月１６日（木） 

 ７月１５日（金） ８月１０日（木） ９月１５日（木） 

１０月１８日（火） １１月１７日（木） １２月 １日（木） 

１２月１５日（木） １月１９日（木） ２月１６日（木） 

３月１６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（金） ２名 社協事業の概要 

８月 １日（月） １名 社協事業の概要 

１２月 ６日（木） ３０名 社協事業の概要 

３月２９日（水） ２名 社協事業の概要 

Ⅴ 他団体との連携・活動支援等 
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（３）全体研修会（区保健福祉部との共催） 

開催日 平成２９年３月１０日（金）１３:３０～１５:００ 

場 所 清田区民センター 区民ホール 

内 容 

・説明①「介護保険制度（介護予防・日常生活支援総合事業）」 

  清田区介護障がい担当課長 澤田 さとみ 氏 

・説明②「障がいとは何か～障がいの種別と障がいのある方への接し方」 

障がい者相談支援事業所ノック 相談支援専門員 芦原 久子氏 

 

（４）主任児童委員連絡会への協力 

月  日 内  容 

４月１８日（月） 監事監査 

５月１８日（水） 第１回定例会 

 ７月２１日（木） 第２回定例会 

９月２０日（火） 第３回定例会 

１１月１０日（木） 第４回定例会 

１月１７日（火） 第５回定例会 

１月１７日（火） 新任主任児童委員と語る会 

３月２２日（水） 第６回定例会 

 

（５）地区民生委員児童委員協議会主催の各種会合等への参加 

地区名 月  日 会務内容 

平 岡 １１月２４日（木） 送別会 

１月２５日（水） 新年交礼会 

清 田 １２月２２日（木） 歓送迎会 

里塚・美しが丘 １月１１日（水） 新年交礼会 

 

 （６）退任民生委員・児童委員感謝状贈呈式 

     １２月２０日（火）10:30～12:00 区役所大会議室 

 

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２７年度事業報告 
・平成２７年度事務費収支決算報告 
・監事監査報告 
・平成２８年度事業計画（案） 
・平成２８年度事務費収支予算（案） 
・任期満了に伴う理事・監事の選任 
・会長及び副会長の選任 

理事 25 名 
監事 1 名 
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   ②監事監査 

開 催 日 

（開催場所） 
主 な 議 題 出席者 

８月 1９日（金） 
（ボラルーム） 

・平成２７年度事業報告 
・平成２７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２８年１０月１日（土）～５日（水） 

     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 ３０団体（１８７名） 

②地区民児協  ３団体（ １７名） 

③保護司会 ３団体（ ２２名） 

④ボラ団体 １団体（  ７名） 

⑤作業所 １団体（ １０名） 

④学校 １学校（ ２１名） 

合 計 ３９団体・学校（２６４名） 

 

 （３）平成２８年度募金実績額 

戸別募金 地域法人募金 街頭募金 合 計 

2,918,486円 885,267 円 192,130 円 3,995,883円 

 

◎参考資料＜全市の募金実績額＞ 

区 分 平成２８年度 平成２７年度 増▲減 

区

共

募 

中央区 15,951,276 円 16,338,477 円 ▲  387,201 円 

北 区 9,800,765 円 10,088,223 円 ▲   287,458 円 

東 区 11,273,135 円 11,585,550 円 ▲   312,415 円 

白石区 8,497,545 円 8,866,290 円 ▲   368,745 円 

厚別区 4,689,176 円 4,813,258 円 ▲  124,082 円 

豊平区 7,186,892 円 7,598,205 円 ▲   411,313 円 

清田区 3,995,883 円 4,210,927 円 ▲  215,044 円 

南 区 8,208,534 円 8,436,885 円 ▲   228,351 円 

西 区 11,482,665 円 11,667,876 円 ▲   185,211 円 

手稲区 6,621,356 円 6,819,739 円 ▲  198,383 円 

合計（①） 87,707,227 円 90,425,430 円 ▲ 2,718,203 円 

市共募（②） 8,798,863 円 8,611,939 円     186,924 円 

合計（①＋②） 96,506,090 円 99,037,369 円 ▲ 2,531,279 円 
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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２０日（水） ５月１８日（水） ６月１５日（水） 

 ７月２０日（水） ８月１７日（水） ９月２１日（水） 

１０月１９日（水） １１月１６日（水） １２月２１日（水） 

１月１８日（水） ２月１７日（水） ３月１５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 
９月２７日（火） 

（区役所大会議室） 

・情報交換、意見交換 

「認知症家族の孤立防止を通した認知症にや

さしい地域づくり」 

第２回 
３月１４日（火） 

（区役所大会議室） 

・情報交換、意見交換 

「認知症家族の孤立防止を通した認知症にや

さしい地域づくり」（各地区の地域ケア会議や

活動から見えたもの） 

 

（３）清田区地区地域ケア会議 

地 区 開催日・場所 

北 野 ２月 ８日（水） 北野連合会館 

平 岡  ２月 ３日（金） 平岡地区会館 

清田中央 １２月１５日（木） 清田中央総合会館 

清 田  １月２６日（木） 清田区民センター 

里塚・美しが丘 １月２１日（土） 桂台町内会館 

 

 （４）地区連絡会議 

期日／地区 北野 平岡 清田中央 清田 里塚・美しが丘 

４月 12 日（火）  12 日（火）   

５月  10 日（水）  12日（木） 17 日（火） 

６月 13 日（月）  14 日（火）   

７月  13 日（水）  12日（火） ４日（月） 

８月 
8 日（月） 

29 日（月） 
 9 日（火）  30 日（火） 

９月 7 日（水） 
16 日（金） 

23 日（金） 
 15日（木）  

１０月 
11 日（火） 

19 日（水） 
 17 日（月）  28 日（金） 

１１月 9 日（水）   8 日（火）  

１２月 13 日（火） 8 日（木） 13 日（火）  26 日（月） 
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22 日（木） 

１月 10 日（火） 
11 日（水） 

27 日（金） 
 11日（水）  

２月 8 日（水）  14 日（火）  14 日（火） 

３月 6 日（月） 14 日（火）  17日（金）  

 

（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２１日（木）、６月２日（木）、１１月１０日（木） 

幹事会 ５月１９日（木）、９月１日（木）、１０月２０日（木）、３月２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 2８年１２月４日（日）１０：００～１２：００ 

    場所 清田区民センター 

 

（３）研修「精神障がい者にとって合理的配慮とは？」 

    日時 平成 2８年１１月２２日（火）１８：３０～２０：００ 

    場所 清田区役所大会議室 

    講師 障がい者相談支援事業所ノック 

 相談員 塩谷 未来氏  ピアサポーター 池内 佐和子氏 

 

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 ６月１４日（火）、１１月２２日（火）、２月９日（火） 

幹事会 ５月１０日（火）、８月１６日（火）、１１月１５日（火）、３月１３

日（月） 

事務局

会議 

４月２７日（月）、６月２２日（火）、７月２６日（火）、９月６日（火）

１０月２８日（金）、１１月２９日（火）、１月１７日（火） 

 

（２）研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 内容 

１０月１８日（火） 

18:30～20:30 

「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 

２月 ７日（火） 

18:00～20:00 

「刑事弁護の手続きと罪を犯した障がい者の支援」 

 大谷和広法律事務所 弁護士 大谷 和広 氏 

 相談支援事業所ノック 所長 荒川 倫代 氏 

３月 ２日（木） 

18:30～20:30 

「精神障がい者の障害福祉サービス」 

「座談会・グループワーク」 
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６．各種団体への助成 

助成先（助成内容） 助成額 

特定非営利活動法人ワーカーズ・ぽっけ（こども食堂事業） 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２２日（金） 定期総会（清田更生保護女性会） 

 ２８日（木） 懇親会（清田区保護司会） 

５月１１日（水） 懇親会・歓送迎会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

 １９日（木） 第１回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

２５日（水） 清田地区懇談会（清田地区町内会連合会） 

２７日（金） 北野地区懇談会（北野地区町内会連合会） 

６月 ２日（木） 第１回実行委員会（清田区民まつり実行委員会） 

 ３日（金） 清田中央地区懇談会（清田中央地区町内会連合会） 

７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） 

１４日（火） 平岡地区懇談会（平岡地区町内会連合会） 

１６日（火） 第１回企画・財務部会（清田区民まつり実行委員会） 

２３日（木） 第１回清田老人福祉センター運営委員会 

７月 ５日（火） 第３９回札幌市社会福祉大会（札幌市社会福祉協議会） 

  ７日（木） 男性介護者のつどい（清田区） 

１３日（水） 清田区健康＆介護予防フェア拡大実行委員会（清田区） 

２１日（木） 第１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） 

２３日（土） 第２６回ふれあい夏まつり（北野地区町内会連合会） 

２４日（日） 第５回夏まつり（清田中央地区町内会連合会） 

３０日（土） 清田区民まつり（清田区民まつり実行委員会） 

８月 ４日（木） 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） 

  ６日（土） 羊ヶ丘通り地区ふれあい夏祭り 

１８日（木） 第２回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

２３日（火） 第１回市・区社協会長会議（札幌市社会福祉協議会） 

２５日（木） 「地域事例から学ぶ研修」（ボランティア活動センター） 

２８日（日） 平岡キッズ祭り（平岡地区民生委員児童委員協議会） 

３１日（水） 清田区女性大会（清田区女性部連絡協議会） 

９月 ４日（日） きよたの舞チャリティ大会（きよたの舞） 

 ４日（日） ノビロ祭り 

４日（日） 清幌園まつり 

４日（日） 栄和会まつり秋の集い 

１０日（土） 清田区健康＆介護予防フェア（清田区） 

１２日（月） 運営委員会（札幌清田訪問看護ステーション） 

１４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） 

１９日（月） 第５回ふれあい祭り（平岡地区町内会連合会） 

２５日（日） 里・美秋まつり（里塚・美しが丘地区町内会連合会） 

１０月２５日（火） 講演会（清田区保護司会） 

Ⅵ その他 
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１１月 ８日（火） 第３回実行委員会（清田区民まつり実行委員会） 

 １０日（木） 清田区要保護児童対策地域協議会研修会（清田区） 

１６日（水） 研修会（清田区老人クラブ連合会） 

１２月 ５日（月） 札幌豊平犯罪被害者支援連絡協議会（豊平警察署） 

 ６日（火） 障害者週間区長表敬 

１４日（水） 清田区女性部連絡協議会一円玉募金贈呈式 

１４日（水） 懇親会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

１６日（金） 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） 

  １月 ５日（木） 平成２９年新年交礼会（北野地区町内会連合会） 

 ６日（金） 平成２９年清田区新年交礼会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

７日（土） 平成２９年新年交礼会（平岡地区町内会連合会） 

８日（日） 平成２９年新年交礼会（清田地区町内会連合会） 

９日（月） 平成２９年新年交礼会（清田中央地区町内会連合会） 

２０日（金） 新年交礼会（清田区老人クラブ連合会） 

２０日（金） 新年の集い（清田区母子寡婦福祉連合会） 

２１日（土） 新年活動情報交換会（清田区ボランティア連絡会） 

２８日（土） 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２０日（月） 第２回市・区社協会長会議（札幌市社会福祉協議会） 

 ２４日（金） 清田区認知症カフェフォーラム（清田区） 

２５日（月） 飯田淳二北野地区町連会長自治振興功労者表彰受賞記念祝賀会 

３月１４日（月） 清田区地域防犯ネットワーク会議全体会議（清田区） 

 １７日（金） 第３回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

１７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 

５月２１日（土） 第４回清田区矯正展 

 （主催：清田区保護司会、清田区更生保護女性会) 

 ７月 ５日（火） 第３９回札幌市社会福祉大会 

（主催：札幌市社会福祉協議会） 

 ８月２１日（日） Com.Fes2016 

（主催：超高齢社会の地域活性化を学ぶ学術的に推進する会） 

９月 ４日（日） 第３回福祉チャリティー「きよたの舞」 

（主催：きよたの舞） 

 ９月 28 日（水） 

10 月 11 日（火） 

10 月 18 日（火） 

10 月 25 日（火） 

11 月 8 日（火） 

11 月 18 日（金） 

シニアライフ活性化を目指す地域住民向け講習会 

（主催：特定非営利活動法人たすけ愛ふくろう清田） 

１０月２５日（火） 講演会（主催：清田区保護司会） 

９月１０日（土） 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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『平成２８年度社会福祉法人札幌市清田区社会福祉協議会事業報告書』 

 

住所 札幌市清田区平岡１条１丁目２－１ 札幌市清田区総合庁舎３階 

電話（011）889-2491   FAX（011）889-2492 


