
毎月3日は
見守り訪問の日

社会福祉法人 札幌市清田区社会福祉協議会｜札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目 清田区総合庁舎 3 階

〈社会福祉協議会ホームページ〉http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

『にこにこ花火』
村上　涼さん（北野小学校、2 年生）

『かぞくにこにこえがお』
西﨑 柚乃愛さん（三里塚小学校、2 年生）

『わたしのかぞく』
宇佐美 芙采さん（北野小学校、2 年生）

55 号
2022.3

★町内会探訪記　VOL.34   P2

★クイズ『清田区で活動している団体から』VOL.3   P3

★ 「学生！！ちょい× 2 ボランティアの日」開催！！ 
～北星学園大学＆札幌国際大学～   P4

★ 福祉除雪事業～大雪の中、ありがとうございました～ 
・不登校に寄り添う親の会   P5

★見守りネットワークの推進を目指して！   P6

★ 赤い羽根共同募金 
～ご協力ありがとうございます～   P7

★愛情銀行への寄付のお礼、賛助会員のご紹介   P8

　清田区社会福祉協議会が主催する「第 12 回清田笑顔の絵コンクール」は、
年をとっても、病気になっても、障がいがあっても、みんなが笑顔でいられ
る「まち」になることを願って、区内の小学生が「笑顔」をテーマに素敵な
作品を描いてくれました。
　前号では、最優秀賞、優秀賞の 4 点をご紹介しました。今号では、その他
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お友達や
家族の笑顔が
たくさん集まり
ました！！



町内会探訪記
VOL.3

　民生委員は、みなさんと同じ清田区に住む住民のひとりです。民生委員法に基づいて、
厚生労働大臣から委嘱され、ボランティアとして活動しています。すべての民生委員は、
児童福祉法により児童委員も兼ねているため、「民生委員・児童委員」と呼ばれ、子ども
に関わる相談支援活動も行っています。

　近年、自然災害が増えることで、生活や住まいに不安を抱
える高齢者の日常生活のニーズが複雑化しています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、孤立＝認知
症への進行が心配されます。
　地域で高齢者の見守りをしていただいている関係者の皆
様に厚くお礼を申し上げます。
　今年は、12 月に 3 年に一度の改選期を控えています。新
しく委員になってくださる方を発掘するため、地域の方々
にお声掛けさせていただきます。その際は、ご協力をお願い
いたします。

清田区民生委員児童委員協議会からの出題

現在、ACジャパンの CMなどで、
『○○○に○○○○がいるように、あなたの町には
民生委員・児童委員がいます。』と、民生委員の
広報活動が展開されています。
さて、○○に入る言葉は何でしょうか？

【問題】

【メッセージ】

①クラスに学級委員　②学校に校長先生　③清田区にきよっち

清田区民生委員児童委員協議会
河本会長

クイズ

　ひとり暮らしの高齢者などのお宅を訪問し、
安否を確認するなどの見守り活動を行います。
お話し相手となって暮らしに関する相談にも
応じています。また、子どもに関する心配事の
相談にのり、健やかに育てるお手伝いもしてい
ます。必要な福祉情報を提供するほか、区役所
や関係機関との「つなぎ役」をします。

どんなことをしているの？どんなことをしているの？
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清田西町町内会館

VOL.34
清田中央地区

清田西町町内会
世帯数…370世帯

高島 会長（中央）と中塩 副会長（右）と

大和田 事務局長（左）

▲

町内会の概要
　昭和 53年 7月、清田団地町内会から分町独立し、清田西町町内会が創立されました。町内会が独立してから、バス
の延長、下水道、外灯、除雪など生活に必要な事は全て町内会負担でした。これまで環境整備改善のため努力してき
た諸先輩、役員、多くの会員の皆様の御苦労があった事でしょう。
　この地域は当時粗悪団地といわれた住宅地でしたが、そのため基盤整備に苦労してまいりましたが、今では環境の
良い緑の多い地域です。

▲

清田西町町内会福祉委員会と町内活動
　「新型コロナウイルス感染症」拡大のため、2年間町内活
動は滞っていますが、早い時期に収束することを願っていま
す。
　町内会の世帯数は 370 世帯で、そのうち 65 パーセントが
65 歳以上の高齢者世帯なので、民生委員・児童委員・町内
会役員とで、見守り体制作りの勉強会を重ね、令和 4年 1月
29 日に福祉委員会を立ち上げました。今後は 70 歳以上の単
身高齢者世帯、80 歳以上の高齢者夫婦世帯、従前からある
「災害時助け合いの会」の対象となっている方々の見守り等
を進めていくことになりました。
　町内会の組織は、総務部・福祉厚生部・女性文化部・環境衛生部・子ども育成部・福祉委員会と老人クラブ「緑寿
会」で活動しています。
　「コロナ禍」がなければ、例年の行事（夏祭り盆踊り大会・日帰りバス旅行・新年会など、また子ども会の多数の行
事）を担当の部が中心となり屋外や町内会館を利用して行い、多数の会員の方が参加してくれましたが、令和 3年度
の事業は「コロナ禍」で 60 パーセント近くが中止となりました。
　令和 4年度は心置きなく町内行事が行われることを願っています。

▲

今後について
　高齢化で役員の担い手がなかなか見つけることが難しく、若い方にお願いしても仕事のせいで断られます。これか
らは役員の担い手が心配です。
　ここ 5年程前から、次の世代の若い家族が入居され町内に子どもの声が聞こえる町に変わりつつあります。この世
代のお父さんお母さんが担い手になってくれることを期待したいと思います。

西町町内会館の前には、毎週月曜日
と木曜日に移動販売車が来ています。
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　清田区初試み！！　1 日限りの学生ボランティア活動「学生！！ちょいちょいボラ
ンティア」を令和 3 年 9 月 29 日（水）に開催いたしました。

　今回は初回という事もあり、2 地区（北野地区と清田中央地
区）限定で開催し、依頼宅 6 件・学生ボランティア活動者総勢
13 名が担当依頼者宅に分かれ、日常生活の困り事解決隊とし
て活躍されました！！　参加された学生の中には、初めての
草取り、窓掃除等を体験した学生もいましたが一生懸命に汗
を流し活動に挑みました。

学生ボランティア活動の取組み学生ボランティア活動の取組み

～北星学園大学＆札幌国際大学～

1日限りの！！

地域と学生が繋がり、そこにまたひとつ
笑顔の花が清田区に咲きました。

新年度は清田区内での活動を予定しています！
次は、あなたの地域に、学生ボランティアが

やってきますよ！

　今回の活動中に、網戸を外して置いていた所に風
が吹き、網戸が倒れ穴があいてしまう事がありました。
　しかし、「学生！！ちょい×2ボ
ランティア活動」行事に、ボラン
ティア活動等行事保険を加入し
ていた為、保険対応で元通りに
なりました。ボランティア活動を
行う時 に は、是 非！！　 ボラン
ティア活動保険の加入をお勧め
いたします。

【ボランティア活動保険の重要性】

例） 家具移動、玄関掃除、物置の整理、話し相手、
 高い所の物をおろす、草取り　など

日常生活のちょっとした困り事って？？

☆依頼者の声☆
・とても丁寧にやって頂き助かりました。
・このような機会があれば、再度依頼したい。

★学生の声★
・自分の力が地域、地域住民の人の生活を支え

ていると実感した。
・人の役に立つ事が出来た。
・色々な人と交流をもつ事でコミュニケーション

能力を培う事ができた。
・「ありがとう」の感謝の言葉をかけられ嬉しかった。

活動を終えて

・ボランティアに興味はあるが、やった事がない。
・活動に慣れていない人が多く、受動的で控えめな

一面もある。
・活動には緊張が伴う。など……。

活動にあたっての思い／学生の視点

・シルバー人材センターや有償ボランティアに依頼しようと
したが、ケアマネジャーからこの取組みを教えてもらい、
普段なかなか接する機会のない学生に依頼する事にした。

・学生とお喋りしたいかも……　などなど……

依頼のきっかけ

・地域行事のお手伝いに来て欲しい
  （お祭りなどのイベント事）
・日常生活の中でのちょっとした
　困り事のお手伝い（活動の継続）

地域の声♪

学生が高齢者宅を訪問し、日常生活での困り事を支援する
取組みを実施する事で、高齢者にボランティアによる
生活支援を体験していただく。

目的？？目的？？

大雪の中、
ありがとうございました

ご協力いただいた、福祉除雪協力員の皆さんのご紹介（順不同・敬称略）

　福祉除雪は、高齢の方や障がいのある方が、外出時に支障となる、道路に面した出入口部分（間口）
と玄関先までの通路部分（敷地内）の雪を地域の協力員が除雪する事業です。
　地域協力員には、町内会、ご近所の方々をはじめ、企業・団体など幅広い市民のみなさんが、地域
の支え合いとしてご協力いただいています。
　清田区では、令和 3年 12 月 1日から令和 4年 3月 25 日までの間、自力で除雪が困難な高齢者や
障がい者世帯 444 世帯に対し、266 人の地域協力員の皆さんにご協力をいただきました。
　とくに今年は、大雪でたいへんご苦労されたかと存じます。心よりお礼を申し上げます。

不登校に寄り添う親の会不登校に寄り添う親の会

●企業の皆さん●
㈲森島緑成園　　せいとん　　マルコー開発㈱　　㈱真成ロード　㈱マルナカ・ナカノ工業
ノースロード㈱　　晃亜興業㈱　　㈱ゴッドスペース　　㈱水章工業

●施設の皆さん●
ハロー ENJOY 札幌Ⅱ

●地域組織・個人協力員の皆さん●
北野地区福祉のまち推進センター、清田中央地区福祉のまち推進センター、
平岡地区福祉のまち推進センター、清田地区福祉のまち推進センター、
里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センターなど　全 266 名！

～福祉除雪事業～

【日時】隔月（偶数月）第 1 金曜日（4 月は第 3 金曜日です。）
【時間】10：00 ～ 11：30（入退室自由）
【場所】清田区役所（2 階会議室）
※申込不要／参加無料　※不明な点など、遠慮なくお問い合わせください。

最近欠席が続いている、この先どうしたらよいのかな…
このままで良いのかな…等

誰にも相談できず、悩んでいませんか？
同じ悩みを持つ親同士でお話ししてみませんか？

気軽にご参加ください。

問い合せ：札幌市清田区社会福祉協議会  011-889-2491

令和4年 4月 15日（金）

令和4年 6月 3日（金）

令和4年 8月 5日（金）

令和4年 10月 7日（金）

令和4年 12月 2日（金）

令和5年 2月 3日（金）

開催日程
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平岡地区福祉のまち推進センター、清田地区福祉のまち推進センター、
里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センターなど　全 266 名！

～福祉除雪事業～

【日時】隔月（偶数月）第 1 金曜日（4 月は第 3 金曜日です。）
【時間】10：00 ～ 11：30（入退室自由）
【場所】清田区役所（2 階会議室）
※申込不要／参加無料　※不明な点など、遠慮なくお問い合わせください。

最近欠席が続いている、この先どうしたらよいのかな…
このままで良いのかな…等

誰にも相談できず、悩んでいませんか？
同じ悩みを持つ親同士でお話ししてみませんか？

気軽にご参加ください。

問い合せ：札幌市清田区社会福祉協議会  011-889-2491

令和4年 4月 15日（金）

令和4年 6月 3日（金）

令和4年 8月 5日（金）

令和4年 10月 7日（金）

令和4年 12月 2日（金）

令和5年 2月 3日（金）

開催日程

5
毎月3日は 見守り訪問の日
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見守りネットワークの拡大を目指して

　近年、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまち
をつくるため、民間事業者との連携を進めています。
　民間事業者の見守り活動を通じて、異変のある、また
は、何らかの支援を必要とする市民を早期に発見し、必
要な支援を行えるよう通報体制を整えています。
　民生委員・児童委員や福祉のまち推進センターなど地域住民の方々にも見守り活動に取組んで
いただいておりますが、それに加えて、事業の一環として世帯訪問を行う宅配業者などの民間事業
者にも高齢者や障がいがある方の見守りに参加していただくことで、重層的な見守り体制の充実
を図っています。

見守りネットワークの
推進を目指して！
見守りネットワークの
推進を目指して！
重層的な見守り活動

　清田区社会福祉協議会では、より効果的な見守り・訪問活動をすすめるため、見守り事業者と見
守り・訪問活動をしている地域組織の連携方法を検討する「地域見守りネットワーク推進会議」を
開催しました。

　清田区を担当する社員は、地域見守りサポーターの講座を
受講し、見守りストラップを携帯しています。
　契約者様の訪問時は、いつもと何か違った様子があった場
合に、緊急連絡先や関係機関へ連絡ができるような体制を整
えております。今後も、見守り事業に少しでも貢献していきた
いと考えています。

見守り協定締結事業者の活動紹介：明治安田生命

会場全体

明治安田生命

　見守り活動を兼ねて、地域の 70 歳以上のお一人暮らしと 80 歳
以上の夫婦世帯へ訪問活動を行いました。
　児童会館の子ども達から、高齢者へお手紙を書いてもらい、プレ
ゼントと一緒にお届けしました。高齢者からは、「嬉しかった！」と
大変好評の反応をいただいています。
　地道な活動ですが、地域の絆が途切れないよう継続していきたい
です。貴重な募金を寄せてくださった皆様へ、関係者一同より心か
ら感謝申し上げます。

清田中央地区社会福祉協議会 ふれあい広場清田中央地区社会福祉協議会 ふれあい広場

ご 協 力ありがとうござ います

　赤い羽根共同募金は、「自分の町を良くするしくみ」として、地元の子どもや高齢者、
障がい者などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。また、災害発生時に
は、募金の一部を災害等準備金として、被災地での災害ボランティアセンターの開設・
運営などにも役立てられています。
　令和 3 年度も、コロナ禍のなか戸別募金、街頭募金、法人募金などご協力いただき感
謝いたします。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
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この「清田区社協だより」は、赤い羽根共同募金の配分金の助成を受けて発行しています。

発行 札幌市清田区社会福祉協議会 〒 004-8613 札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目　清田区総合庁舎 3 階
TEL 889-2491   FAX 889-2492

社会福祉
法　　人

あたたかいご寄付ありがとうございました
〜令和3年度　愛情銀行への寄付金紹介〜（令和3年11月2日〜4年3月11日現在）

愛情銀行

　清田区社会福祉協議会では、様々な地域
活動を展開するために、賛助会員とご寄付
を募集しています。

令和 3 年度賛助会員へご加入いただきありがとうございます。

本会の賛助会員として加入いただきました皆さまをご紹介します。
この会費は、本会事業の財源として、清田区内の地域福祉活動に役立てています。

 安藤　英夫 様 横山　　勲 様 芳賀　正俊 様

「個人会員」〜1口：1,000 円から〜　（11月 2日〜2月 28日現在）

社協では賛助会員と ご寄付を募集しています

・清田区女性部連絡協議会　様
清田区の福祉活動推進のために 43,000 円（12/8）をご寄付いただきました。

・札幌南家庭教会　様
清田区内の方のために役立てて欲しいと、使い捨てマスクの寄付をいただきました。

・株式会社水章工業　様
清田区の福祉活動推進のためにと、抗原検査キットと血中酸素飽和度測定器をご寄付いた
だきました。

　加入を希望の方は、振込用紙を
送付いたしますのでお問い合わせ
ください。

★加入方法

★会　費 会員種別 会費（1 口）

個　人   1,000円
団　体 10,000円
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