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私たちが暮らす清田区は、高齢化率が直近５年間で平均５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、今後は少子化等の影響により、高齢化

率はますます高くなっていくことが予想されます。現在は、全市で４番目に高い

高齢化とともに、認知症高齢者の増加が見込まれることから、地域の日常生活の

延長線上における生活支援の必要性が高まってきております。 

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２９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、各種事業に取組んでまい

りました。 

平成２９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

２９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、実績数が前年度より３３世帯増加し、

その担い手である住民による地域協力員数の増加も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により、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、引き続き、全市統

一した講座を開催します。 

さらに、札幌市の受託事業である「福まちパワーアップ事業」をはじめ、

地域ニーズや社会資源の情報把握、ネットワークの充実強化などを目指しな

がら、生活支援・介護予防の基盤整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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研修開催のほか、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、清田中央地区（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 

（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 162,000 260,000 310,000 85,000 20,000 837,000 

清田中央 127,000 250,000 120,000 80,000 10,700 587,700 

平 岡 155,000 250,000 180,000 80,000 0 665,000 

清 田 143,000 250,000 180,000 80,000 20,000 673,000 

里塚・美しが丘 213,000 250,000 160,000 80,000 20,000 723,000 

合計 800,000 1,260,000 950,000 405,000 70,700 3,485,700 

 

２ 清田笑顔の絵コンクールの実施 

（１）表彰式   日時：平成２９年１０月２８日（土）１０：００～１２：００ 

          場所：清田区民センター 区民ホール 

（２）審査会   日時：平成２９年 ９月１２日（火）１４：００～１５：３０ 

     場所   清田区役所大会議室  応募数  ８７点 

     審査委員 清田区社協正副会長、外部委員（造形作家）、清田区長、きよたまち

づくり区民会議議長 

     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、清田区 20 周年特別賞（清田区長賞、きよたまちづくり 

      区民会議長賞）各１名、佳作６名 

 

３ 福祉のまち推進事業の推進 

（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 ６月１３日（火） 

（区役所２A 会議室） 

・平成 2９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 

・ときめき大学受講生受入れに伴う地区情報の提供 

・ボランティア体験受入れメニュー表の提出依頼 

・登録ボランティアと地区福まちとの連携 

・福まち写真、広報誌コンクールの応募 

・福まちパワーアップ事業の進捗状況 

・地区福まちパネルの作成の進捗状況 

・賛助会費の協力依頼 

第２回 ９月２６日（火） 

（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 

・地区福まちコーディネートを考える講座の開催 

・平成 29 年度区福まち活動交換会の開催 

・福まちパワーアップ事業の進捗状況 

・清田区生活支援体制整備事業について 

・札幌市要配慮者避難支援事業に関する情報提供 

Ⅰ 地域福祉活動の推進 
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第３回 ３月１日（木） 

（区役所2A会議室） 

・平成３０年度区福まち運営方針（案）について 

①新たな区福まち事業「個別事業展開指針」 

②地区社協事業助成金及び地区福まち補助金 

③区福まち活動交換会の開催時期 

④福まちパワーアップ事業について 他 

・札幌市生活支援体制整備事業について 

・区保健福祉部から 

 

  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 
１２月５日（火） １３：３０～１５：３０ 

清田区民センター 区民ホール 

テ ー マ 
「ハイパー高齢社会（造語）の実態と地域支え合い活動の必要性 

～「少子・高齢化」の現実！ 町内会・自治会はどうなる?～」 

内  容 

〇第１部「実践報告」 

 ①（清田中央地区）清田南中央町内会 

      福祉厚生部長 相茶 幸夫 氏 

 ②（北野地区）北野団地自治会 

          福祉推進委員長 琴崎  猛 氏 

〇第２部「パネルディスカッション」 

 ・パネラー（実践報告者） 

 ・コーディネーター（清田区社会福祉協議会事務局長） 

参 加 者 ２１５名 

 

（３）福まち活動の周知・広報活動 

  ①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。 

②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、ポスターを作成し、公共機関や清田老人福

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。 

  ③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」バッチ、「まもりん」ポケットノート 

 

 （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 
１１月１日（水）１３：３０～１５：３０ 

清田区役所大会議室 

内  容 

〇研修「地区福まちにおけるコーディネート機能の強化に向けて」 

  清田区社会福祉協議会 職員 

〇実践発表「厚別区もみじ台地区における活動状況」 

  もみじ台地区福祉のまち推進センター 事務局 幸田 啓子 氏 

〇意見・情報交換 
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（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 ４日（火） ９：３０ 市下水道科学館 福祉除雪中学生ボランティア研修 

 ４月１７日（月）１３：００ まきばサロン 北野まきば町内会福祉推進委員会 

 ５月２２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 

 ７月 ３日（月）１３：３０ 北野連合会館 福まち研修会 

 ７月 ８日（土）１３：３０ 清幌園 陽だまりひろば認知症カフェ 

 ７月２２日（土）１３：００ 北野ふれあい橋 北野ふれあい夏まつり 

８月 ５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 ５日（土）１３：００ 北野台小グラウンド 東北野町内会夏祭り 

８月 ５日（土）１５：００ すずらん公園 西北野町内会親子夏祭り 

８月 ６日（日）１２：３０ 町内会館 北野八望台町内会夏祭り 

８月１４日（月）１７：００ ホーマック北野店 北野四町内会納涼盆踊り 

８月１４日（月）１８：００ 北野西公園 北野町内会盆踊り 

８月２０日（日）１６：００ 北野グリーン公園 北野グリーンタウン自治会夏祭り 

８月２７日（日）１４：００ 町内会館 北野朝日ヶ丘町内会夏祭り 

８月２９日（火）１３：３０ 北野連合会館 陽だまりひろば認知症カフェ 

９月 ３日（日） ９：００ つつじ公園 北野第二団地自治会災害避難訓練 

９月 ３日（日）１１：００ まきば公園 北野まきば町内会秋まつり 

９月 ８日（金）１０：３０ 信用金庫会議室 北野双葉会「地域見守りサポ講座」 

９月３０日（土）１０：００ 北野中央公園 町連防災訓練 

１０月 ７日（土） ９：３０ 北野連合会館 認知症高齢者声かけ側索訓練 

１０月１０日（火）１３：３０ 清幌園 陽だまりひろば認知症カフェ 

１１月 ５日（日）１０：００ 北野連合会館 北野福祉まつり 

１１月 ９日（木）１３：３０ 北野連合会館 男性介護者の集い 

１２月１１日（月）１３：３０ 白石区民センター 白石区社協福まち活動交換会 

 ２月２０日（火）１３：００ 社協ボラルーム 子ども食堂打合せ（福まち） 

 ３月 ７日（水）１０：３０ 北野地区福まち 子ども食堂打合せ（福まち） 

 ３月１４日（水）１１：００ 北野地区内ｽｰﾊﾟｰ等 「あつまーる」買い物支援 

 ３月１８日（日）１１：００ 北野団地 北野団地自治会シルバー会定例会 

 ３月２４日（土） ９：００ 清田区民センター 北野福まち配食事業 

 ３月２８日（水）１１：００ 北野地区内ｽｰﾊﾟｰ等 「あつまーる」買い物支援 

 

【平岡地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月２４日（月）１７：００ 平岡地区会館 第１回運営委員会 

４月２７日（木）１３：３０ 平岡地区会館 福まち総会 

５月２３日（火）１８：００ 町内会館 パークシティ平岡町内会見守り勉強会 

６月 ２日（金）１３：３０ 平岡地区会館 第１回推進員定例会議 

６月２２日（木）１０：００ 平岡地区会館 独居高齢者茶話会 

７月 ６日（木）１０：００ 平岡地区会館 第１回咲かせよう’わ 

７月 ７日（金）１５：００ 真如院札幌分院 平岡コープタウン町内会見守り推進会議 

７月１２日（水）１８：００ わかば会館 平岡第一自治会懇談会 

７月１５日（土）１７：００ わかば会館 平岡第一自治会福祉推進委員会 

―５― 



７月２１日（金）１３：３０ 平岡地区会館 第４回合同会議 

７月２２日（土）１８：００ 町内会館 平岡公園町内会見守り活動者研修 

７月２３日（日）１１：００ GH 愛の家 平岡第三町内会夏祭り 

７月３０日（日）１１：３０ 町内会館 平岡東町内会夏祭り 

７月３０日（日）１６：００ ライラック公園 平岡小学校前町内会夏祭り 

８月 ５日（土）１１：３０ うめまつ公園 平岡梅ヶ岡町内会夏祭り 

８月 ５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 ５日（土）１６：００ きのこ公園 パークシティ平岡町内会夏祭り 

８月 ５日（土）１６：３０ なかよし公園 平岡コープタウン町内会夏祭り 

８月 ５日（土）１７：３０ はらっぱ公園 平岡公園町内会夏祭り子ども盆踊り 

８月 ５日（土）１８：３０ どろんこ公園 平岡しんたく自治会夏祭り 

８月 ６日（日）１１：３０ 平岡中央公園 平岡親和会町内会ふれあい祭り 

８月 ６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１１日（金）１６：３０ 平岡わかば公園 平岡三町内会合同夏祭り 

８月２２日（火）１３：３０ 平岡地区会館 平岡地区 SOSネットワーク捜索訓練実行委員会 

８月２７日（日）１０：００ 平岡小学校 平岡キッズ夏祭り 

９月 ７日（木）１０：００ 平岡地区会館 第２回咲かせよう’わ 

９月１４日（木）１０：００ 平岡地区会館 第６回合同会議 

９月１８日（月）１２：００ 平岡地区会館 平岡ふれあい祭り 

９月２６日（火）１３：３０ 平岡地区会館 第７回合同会議 

９月２８日（木）１８：３０ 平岡地区会館 平岡第三町内会懇談会 

９月３０日（土）１０：００ わかば会館 平岡第一自治会秋祭り 

１０月１４日（土）１３：００ 平岡地区会館 高齢者等 SOS ネットワーク徘徊模擬訓練 

１０月１９日（木）１６：００ 平岡地区会館 平岡中央町内会懇談会 

１０月２３日（月）１３：３０ 平岡地区会館 平岡梅ヶ岡町内会懇談会 

１０月２５日（水）１１：００ 平岡北町内会館 平岡北町内会福祉推進委員会５周年の集い 

１０月２６日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第 3 回推進員定例会議 

１０月３０日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第８回合同会議 

１１月 ２日（木）１０：００ 平岡地区会館 第３回咲かせよう’わ 

１１月 ８日（水）１３：３０ 平岡地区会館 福まち運営委員会 

１１月１３日（月）１８：３０ 平岡地区会館 平岡第二町内会懇談会 

１１月２４日（金）１５：３０ 真如寺 コープタウン平岡町内会見守り協力員会議 

１２月 １日（金）１１：００ 平岡地区会館 友愛訪問 

１２月 3 日（日）１４：００ パークシティ町内会館 パークシティ平岡町内会班長会議 

２月２２日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第１１回合同会議 

２月２３日（金）１０：００ 平岡小学校前町内会館 平岡小学校前町内会見守り研修会 

 ２月２８日（水）１８：３０ 平岡北町内会館 平岡北町内会見守り活動員研修会 

 ３月１２日（月） ９：３０ 平岡地区会館 平岡福まち役員会 

 ３月１９日（月） ９：３０ 平岡地区会館 平岡福まち合同会議 

３月２３日（金）１１：００ 平岡地区会館 平岡福まち推進員定例会議 

 

【清田中央地区】＜「福まちパワーアップ事業」指定地区＞ 

月  日 場 所 内  容 

４月２５日（火）１０：００ 福まち事務室 福まち運営委員会 

―６― 



４月２７日（木）１４：００ 清田中央総合会館 地区社協総会 

５月１２日（金）１３：００ 清田中央会館 清田第２町内会福祉推進委員会 

６月 ２日（金）１０：００ 町内会館 清田団地元町福祉推進委員会懇談会 

６月１０日（土）１０：００ 町内会館 清田東町福祉推進委員会懇談会 

６月２２日（木）１８：００ 清田中央総合会館 第１回福まちパワーアップワークショップ 

６月２４日（土）１８：００ 清田中央会館 清田第四福祉推進委員会懇談会 

６月３０日（金）１３：３０ 清田中央総合会館 福まち・老福共催認知症研修 

７月 ９日（日）１８：３０ 町内会館 しんえい西自治会勉強会 

７月１３日（木）１０：００ 清田中央総合会館 健康フェア 

７月２３日（日）１６：００ 清田南公園 町連夏祭り 

７月３０日（日）１１：００ 清田６条３丁目空地 清田団地北町町内会夏祭り 

８月１６日（水） ９：００ 区社協ボラルーム 清田西町町内会（65 名簿研修） 

８月２４日（木）１８：３０ 清田中央総合会館 町連福祉厚生部研修会 

９月 ２日（土）１０：００ 清田中央総合会館 ふれあい広場 

 ９月 ６日（水）１０：００ 区社協ボラルーム 清田第四町内会（65 名簿研修） 

１０月 ５日（木）１０：００ 清田緑町内会館 清田緑町内会福祉推進委員会懇談会 

１０月１７日（火）１０：３０ 区社協ボラルーム 清田緑町内会（65 名簿研修） 

１１月 ９日（木）１３：３０ 老人福祉センター 福まち・老福認知症研修会 

１１月１０日（金）１８：００ 清田中央会館 清田第３町内会福祉推進委員会懇談会 

１１月１５日（水）１０：００ 清田南町町内会館 清田南町町内会福祉推進委員会懇談会 

１１月２６日（日）１６：００ 清田南中央町内会館 清田南中央町内会福祉推進委員会懇談会 

１２月 ７日（木）１３：００ 清田中央会館 清田第２町内会福祉推進委員会懇談会 

１２月１１日（月）１３：３０ 清田中央総合会館 福まち災害時支え合い研修 

１２月１９日（火）１８：３０ 清田中央総合会館 町連福祉厚生部長会議 

 ２月 ３日（土）１８：００ 清田中央総合会館 買い物支援（ﾊﾚﾙﾔ号）事業打合せ 

２月 ３日（土）１８：３０ 清田中央総合会館 清田北町町内会懇談会(ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ) 

２月１８日（日）１８：３０ しんえい西自治会館 しんえい西自治会懇談会(ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ) 

２月２２日（木）１８：００ 清田中央総合会館 福まちパワーアップワークショップ 

３月 ８日（木）１４：００ 清田中央総合会館 清田中央地区福まち運営委員会 

 

【清田地区】 

月  日 場 所 内  容 

 ４月２０日（木）１０：００ 町内会館 真栄第四町内会福祉推進委員会 

４月２５日（火）１０：００ 区社協ボラルーム 新平岡町内会見守り情報交換会 

５月１０日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

５月１２日（金）１８：３０ 区会議室 新平岡町内会班長勉強会 

５月１８日（木）１３：３０ 清田区民センター 地区社協総会 

５月２９日（月）１０：００ 清田まちづくり会議室 新福まち運営委員勉強会 

６月 ８日（木）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

６月１４日（水）１５：００ 区社協ボラルーム 65 名簿研修（各町内会） 

７月 ３日（月） ９：３０ 小樽方面 福まちバス交流会 

７月 ５日（水）１０：００ 区社協ボラルーム 新平岡町内会高齢者見守り会議 

７月１３日（木） ９：３０ 円山動物園 こがもちゃん交流会バス遠足 

７月２７日（木）１０：００ 区会議室 地域福祉に関する地区意見交換会 

―７― 



８月１７日（木）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

９月１５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１６日（土）１１：００ 真栄第一公園 真栄第三町内会・ハローエンジョイふれあい祭り 

９月２３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 ３日（火）１０：００ 区社協ボラルーム 新平岡町内会高齢者見守り会議 

１０月１８日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

１１月１５日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

１１月１５日（水）１０：３０ 清田区民センター 友愛弁当 

１２月１５日（金）１１：３０ 清田区民センター 三世代交流福まちお楽しみ会 

１２月２１日（木）１０：００ 清田まちづくり会議室 地区民児協勉強会 

１月１６日（火）１０：００ 区社協ボラルーム 新平岡町内会見守り情報交換会 

１月２５日（木）１０：００ 清田区民センター 福まち運営委員会 

２月１４日（水）１５：３０ 清田区民センター 福まち認知症講話打合せ会議 

３月１４日（水）１４：００ 清田区民センター 清田地区認知症研修会 

３月２３日（金）１０：００ 清田区民センター 福まち運営委員会 

 

【里塚・美しが丘地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月２１日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月１１日（木）１８：００ 里・美地区センター 町連理事会 

５月１９日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月２８日（日）１７：００ 里・美地区センター 町連創立 20 周年記念祝賀会 

５月２９日（月）１３：３０ 里・美地区センター 福まち定期総会 

５月２９日（月）１４：３０ 里・美地区センター 臨時福まち運営委員会 

６月２２日（木）１０：００ 町内会館 里塚緑ヶ丘ひまわりサロン 

６月２６日（月）１３：３０ 里・美地区センター ６５名簿研修 

６月２８日（水）１３：３０ 里・美地区センター 地区民児協情報交換会 

７月１１日（火）１０：００ 里・美地区センター 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 ５日（土）１４：００ 美しが丘西公園 羊ヶ丘通り地区ふれあい夏祭り 

８月 ５日（土）１６：００ 町内会館 里美町内会夏祭り 

８月 ５日（土）１７：３０ 里塚中央ぽぷら公園 里塚中央町内会夏祭り 

８月 ６日（土）１７：００ 東里塚みどり公園 里塚緑ヶ丘町内会夏祭り 

８月１５日（火）１８：３０ 三里塚神社 里塚５地区合同盆踊り 

８月１８日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

８月２６日（土）１１：００ 町内会館 こもれび緑優会「地域見守りサポ研修」 

８月２８日（月） ９：００ 苫小牧近隣 ひとり暮らし「健康保持・日帰りバス旅行」事業 

９月１５日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

９月２４日（日）１０：００ 里・美地区センター 里美秋まつり 

１０月２０日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１１月１６日（木）１４：００ 里・美地区センター 福まちブロック研修会（平岡中学校区） 

１１月２４日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１１月２９日（水）１３：３０ 里・美地区センター 地区民児協情報交換会 

１２月 ７日（木）１０：００ 美里町内会館 美里町内会ふれあい・いきいきサロン 

１２月１５日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

―８― 



１２月１８日（月）１０：００ 里・美地区センター ふれあい・いきいきサロン’17 

２月１６日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まちﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業打合せ会議 

２月１９日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

２月２２日（木）１０：００ 美里町内会館 美里町内会ふれあい・いきいきサロン 

３月１６日（金）１３：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

３月２９日（木）１０：３０ 里・美地区センター 里美地区福まち打合せ会議 

 

４ 地域福祉推進バス事業 

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 ４日 市下水道科学館 

清田中央 動物園へ GO（子育てサロン事業） ６月２９日 円山動物園 

平 岡 親子バス遠足  ７月１９日 円山動物園 

清 田 こがもちゃん交流会バス遠足 ７月１３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２８日 苫小牧方面散策 

 

５ 福まちパワーアップ事業 

月  日 内  容 

４月２７日（木） 清田中央地区社会福祉協議会総会（概要説明） 

６月 ２日（金） 清田団地元町福祉推進委員会懇談会 

６月１０日（土） 清田東町福祉推進委員会懇談会 

６月２２日（木） 第１回ワークショップ 

６月２４日（土） 清田第四福祉推進委員会懇談会 

１０月 ５日（木） 清田緑町内会福祉推進委員会懇談会 

１１月１０日（金） 清田第３町内会福祉推進委員会懇談会 

１１月１５日（水） 清田南町町内会福祉推進委員会懇談会 

１１月２６日（日） 清田南中央町内会福祉推進委員会懇談会 

１２月 ７日（木） 清田第２町内会福祉推進委員会懇談会 

  ２月 ３日（土） 清田北町町内会福祉推進委員会懇談会 

  ２月１８日（日） しんえい西自治会福祉推進委員会懇談会 

  ２月２２日（木） 第２回ワークショップ 

             ※単位町内会の懇談会は、１９か所のうち１０ヵ所で実施済。 

 

６ 清田区生活支援体制整備事業 

（１）社会資源の把握 

     「生活支援等サービス情報一覧」（本会ホームページに掲載） 

 （２）生活支援ニーズの把握 

     ８月２９日（火） 地域包括支援センターとアンケート調査の協議 

     ９月２１日（木） 地域包括支援センターにアンケート調査依頼 

 （３）清田区生活支援推進連絡会の開催 

【第１回】日時：９月２７日（水）10：00～12：00 

     場所：清田区役所 大会議室 

     委員：住民等組織（区社協・区民児協・区福まち運営委員会・区老連）、包括、 

        CM 連協、NPO 法人、在宅福祉活動団体連絡会、シルバー人材センター、 

介護予防センター、清田区保健福祉課 
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【第２回】日時：３月２３日（金）13：30～15：30 

     場所：清田区役所 大会議室 

     委員：住民等組織（区社協・区民児協・区福まち運営委員会・区老連）、包括、 

        CM 連協、NPO 法人、在宅福祉活動団体連絡会、シルバー人材センター、 

老人福祉センター、介護予防センター、清田区保健福祉課 

 

 （４）生活応援ボランティア養成講座の開催 

日時：１１月３０日（木）13：30～16：30 

     場所：清田区役所 大会議室 

人数：１３名 

 （５）社会福祉法人社会貢献事業（買物支援事業）への協力支援 

    ①北野地区町連・福まちと協議 

      １２月７日（木） 

    ②エリア単町会長及び民生委員説明会 

      １２月１８日（月） 

    ③清田中央地区町連・三役会・役員会での説明会 

       ２月１９日（月） 

 （６）札幌市協議体への出席 

      １０月２３日（月） 

 （７）子ども食堂打合せ会議（厚仁会） 

      ２月２０日（火）、３月７日（水） 

 （８）買い物支援事業打合せ会議（神愛園清田） 

      ２月３日（土） 

 （９）あつまーる買い物支援（厚仁会） 

      ３月１４日（水）、２８日（水） 

 

 

 

 

１．ボランティア活動の推進 

（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 ８０名（前年度： ６４名） 

 

（２）ボランティア相談件数 

区   分 件 数 

福祉情報提供 ６１０件（前年度：５１４件） 

寄附相談（物品等） ２２件（前年度： ２０件） 

ボランティア活動希望相談 ４７件（前年度： ７６件） 

ボランティア要請相談 ３４件（前年度： ４９件） 

合   計 ７１３件（前年度：６５９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 ７３件（前年度：３１件） 

障がい者分野 １５件（前年度： ７件） 

児童分野 ２３件（前年度： ９件） 

その他 ７件（前年度： ３件） 

合   計 １１８件（前年度：５０件） 

 

②ボランティア体験メニュー数 

分   野 件 数 

高齢者分野 ３５件（前年度：１８件） 

障がい者分野 ６件（前年度： ３件） 

児童分野 １件（前年度： ３件） 

その他 ４件（前年度： ３件） 

合   計 ４６件（前年度：２７件） 

 

③ボランティア通信「ボラコミ」の発行 

発行回数 １２回 発行部数 ７２０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、地区福まち等 

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） 25 104 小学校、個人、高齢者施設等 

疑似体験セット（８） 7 41 小学校、企業、行政、高齢者施設等 

アイマスク（48） 6 146 小学校 

プロジェクター＆スクリーン（各１） 7 7 ボランティア団体等 

合   計 45 298  

 

（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 ８６件 ８６名   

団体 ８９件 １，０７６名 

行事用保険 １３２件 １３，４０８名  

２．ボランティアの養成 

（１）ボランティア初級講座 

日時・場所 
７月１４日（金）１３：３０～１５：３０ 

清田区役所３階 大会議室 

参 加 者 ３１名 

内  容 

講話「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 
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（２）ボランティア中級講座 

日時・場所 

①１月２３日（火）１３：３０～１５：３０ 

②１月３１日（水）１０：００～１２：００ 

清田区役所３階 大会議室 ※①②ともに同一内容で実施 

参 加 者 
①１月２３日（火）３０名 

②１月３１日（水）３４名  合計 ６４名 

内  容 

講話「傾聴ボランティア」ってどんなもの？～中級編～ 

  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 

 

（３）「やってみよう!ボランティア活動～認サポ実践編～」 

日 時 １２月６日（水）１０：００～１２：００ 

場 所 清田区役所３階 大会議室 

 

 （４）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 
７月２６日（水）～２７日（木）９：４５～１４：００ 

清田区役所３階 大会議室 

延べ参加者 ８名（小学生４年生～６年生） 

内  容 

〇講話「認知症ってなんだろう？ 

～認知症を知って認知症サポーターになろう～」 

  清田区第１地域包括支援センター 金山 真紀 氏 

  清田区第２地域包括支援センター 斉藤 麻里 氏 

〇体験「車いす・アイマスク」 

〇講話「車いす・目の不自由な方の暮らしを知る」 

  当事者講師 

〇まとめ 

 

（５）「シニア世代のためのボランティア講座」【清田老人福祉センターと共催】 

第１回 

開催日 ７月１３日（木）１３：３０～１４：３０ 

内 容 社会福祉協議会の概要について 

参加者 １１名 

第２回 

開催日 ９月２８日（木）１３：３０～１４：３０ 

内 容 地域見守りサポーター養成講座 

参加者 ９名 

 

（６）ボランティア活動の啓発・推進 

開催日 内  容 

 ７月１８日（火） 清田区高齢者教室（清田区民センター運営委員会） 

１１月 １日（水） 清田区民シニアスクール（NPO法人ワーカーズコープ） 
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３．福祉教育の推進 

開催日 内  容 

６月２３日（金） 北野小学校４年生の総合学習支援 

７月 ５日（水） 

７月 ６日（木） 

７月１０日（月） 

７月１２日（水） 

清田緑小学校４年生の総合学習支援 

１０月２０日（金） 

１１月 ９日（木） 
平岡公園小学校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 

会  務 ①総会 

  ４月２２日（土） 

②役員会 

  ４月１３日（木）、５月１１日（木）、７月６日（木）、 

９月１４日（木）、１２月７日（木）、２月８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研修交流会 

  日時：８月２６日（土） 

見学：由仁ガーデン 

③連絡会だより「陽だまり」 

  ２回発行（第 76 号・第 77 号） 

④ボラ連サロン「陽だまり」 

  日時：１１月２５日（土） 

  講師：北清企業 

     遺品整理士・整理収納アドバイザー 平野 由美 氏 

⑤その他の支援活動 

清田ふれあい区民まつり、赤い羽根街頭募金への協力など 

 

 

 
１．ふれあい・いきいきサロン事業 

（１）登録数・助成状況 

地 区 名 
登  録  数 

助成継続 
 高齢者 高齢・障がい 子育て 

北  野 ４ ２ １ １ － 

清田中央 ７ ５ － ２ ２ 

平  岡 ９ ６ － ３ ６ 

清  田 ― ― － － ― 

里塚・美しが丘 ７ ５ － ２ ３ 

合  計 ２７ １８ １ ８ １１ 

     ※延べ実施回数…209 回（参加者数…4,026 名、ボランティア数…780 名） 

Ⅲ 在宅福祉支援活動の推進 
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（２）サロン活動者研修交流会 

開 催 日 平成３０年３月８日（木）１３：３０～１５：００ 

場  所 清田区役所 大会議室 

参 加 者 登録サロン活動者 １６名 

内  容 

①講演・体操「健康のための身体づくり」 

  BiNI リハビリセンター札幌 施設長 小松原 直矢 氏 

②座談会・情報交換 

 

２．福祉除雪事業 

（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 132【128】 （※）152【159】 ①福祉施設 

1 施設（10 名）【１施設（ 9 名）】 

②地域企業 

4 企業（24 名）【5 企業（27 名）】 

③災防協加盟企業 

4 業者（32 名）【4 業者（26 名）】 

平  岡 68【 67】    45【 43】 

清田中央 89【 70】    29【 23】 

清  田 74【 79】    32【 33】 

里塚・美しが丘 66【 52】    23【 18】 

合  計 429【396】   281【276】 

                   （※）中学生ボランティア 67 名含む【69 名】 

  ①総除雪回数 

10,893 回（１世帯平均 約 25 回）【前年度：9,386 回（１世帯平均 約 24 回）】 

 ②参考資料＜全市の利用世帯の推移＞ 

区 名 平成２９年度 平成２８年度 増▲減 

中央区 ２６４ ２７５ ▲ １１ 

北 区 ８４２ ８４２ ０ 

東 区 ６１０ ６１１ ▲  １ 

白石区 ３４８ ３３６  １２ 

厚別区 ４１１ ３８９ ２２ 

豊平区 ４５９ ４３５   ２４ 

清田区 ４２９ ３９６ ３３ 

南 区 ６９２ ６８１ １１ 

西 区 ６５７ ６４１ １６ 

手稲区 ６０９ ５７０ ３９ 

合計 ５，３２１ ５，１７６ １４５ 

 

（２）新規地域協力員説明会 

開 催 日 平成２９年１１月２０日（月）１０：００～１１：００ 

場  所 清田区役所 ３階 大会議室 

参 加 者 １８名 

 

３．日常生活自立支援事業 

契約件数 
５件 

【うち、通帳預かり５件】 

平成２９年度 新規：５件、解約：４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 １３７件（前年度： ８９件） 

生活福祉資金 ５５０件（前年度：７５１件） 

そ  の  他 ８６件（前年度： ５８件） 

 

（２）貸付件数 

資金種別 件数 貸付金額 

応急援護資金 １件 100,000 円 

生活福祉資金 １０件 15,487,000 円 

 
内 

訳 

教育支援資金 ８件 15,314,000 円 

福祉費 ０件 0 円 

緊急小口資金 ２件 173,000 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15日（月） 

（ボラルーム） 

・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度収支決算報告について 

・規則、規程の一部改正（案） 

・評議員選任・解任委員会の委員選任（案） 

・評議員の候補者（案） 

・評議員会の開催日程（案） 

・社会福祉充実残額の算定結果 

第２回 
３月21日（火） 
（ボラルーム） 

・平成 29 年度資金収支予算補正について 

・平成 29 年度事業進捗状況について 

・平成 29 年度資金収支予算執行状況 

・平成３０年度事業計画（案） 
・平成３０年度資金収支予算（案） 

・育児休業規程の一部改正（案） 

・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（金） 
（区役所大会議室） 

・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度収支決算報告について 

・平成２８年度監事監査報告（1 月～3 月） 

・規則、規程の一部改正（案） 

・評議員選任・解任委員会の委員選任 

理事 10 名 
監事 1 名 

Ⅳ 法人運営 
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・評議員候補者の推薦 

・評議員会の開催日程 

・社会福祉充実残額の算定結果 

第２回 
６月 20 日（火） 
（区役所大会議室） 

・会長、副会長、常務理事の選定 

・諸規程の一部改正（案） 
理事 10 名 
監事 1 名 

第3回 
11月21日（火） 

（区役所大会議室） 

・平成 29 年度上半期事業報告について 

・平成 29 年度上半期収支決算報告について 

・平成 29 年度上半期監事監査報告について 

・評議員候補者の推薦 

・第２回評議員会の開催日程 

理事 12 名 
監事 1 名 

第４回 
 ３月 27 日（火） 

（区役所大会議室） 

・平成 29 年度資金収支予算補正について 

・平成 29 年度事業進捗状況について 

・平成 29 年度資金収支予算執行状況 

・平成 29 年度監事監査報告(10 月～12 月) 

・平成 30 年度事業計画（案）について 

・平成 30 年度資金収支予算(案)について 

・育児休業規程の一部改正（案） 

・平成 30 年度第１回評議員会について 

・評議員選任・解任委員会の委員選任 

・評議員候補者の推薦について 

理事 1１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 
６月２0日（火） 
（区役所大会議室） 

・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度収支決算報告について 

・平成２８年度監事監査報告 

・規則、規程の一部改正（案） 

・理事、監事の選任 

・社会福祉充実残額の算定結果 

評議員 17 名 
理事 3 名 
監事 1 名 

第２回 
 ３月 27 日（火） 

（区役所大会議室） 

・平成 29 年度資金収支予算補正について 

・平成 29 年度事業進捗状況について 

・平成 29 年度資金収支予算執行状況 

・平成 29 年度監事監査報告(10 月～12 月) 

・平成 30 年度事業計画（案）について 

・平成 30 年度資金収支予算(案)について 

・理事の選任について 

評議員 1６名 
理事 ５名 
監事 1 名 

 

（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 
6 月 12 日(月) 
（ボラルーム） 

・評議員の選任案 
（平成 29 年 6 月 12 日委嘱） 

委員 3 名 

第２回 
３月２３日(金) 
（ボラルーム） 

・評議員の選任案 
（平成 30 年 3 月 23 日委嘱） 

委員 3 名 
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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 23 日（火） 
（ボラルーム） 

・平成２8 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13日（月） 
（ボラルーム） 

・平成２9 年度上半期事業及び決算報告 
・各種経理関係書類の確認 
・監査報告書の作成 

監事２名 

第３回 
３月１４日（水） 
（ボラルーム） 

・平成２９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）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．社会福祉実習教育への協力 

（１）相談援助実習指導Ⅱ（事前教育） 

     ７月１１日（火）16:20～17:50 北星学園大学 

（２）相談援助実習生の受入れ 

     受入人数：１名（北星学園大学３年生） 

     受入期間：８月９日（水）～９月１１日（月）２３日間 

 

５．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 ２９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  １７９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   １団体 

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 ７１口【７９口】 

法人・団体  ８口【 ０口】 

 

６．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２9 年７月】 

     ＜福祉ボランティアの分野＞佐藤 洋氏 
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７．研修の受講状況 

月  日 研修名 参加者 

４月２１日（金） 新任職員研修 職員 

５月２２日（月） 生活支援体制整備事業説明会 局長・職員 

７月 ６日（木） 清田区災害時要配慮者避難支援研修会 次長 

 ７月１２日（水） 地域創生研修 局長・次長 

１０月３０日（月） ファンドレイジング研修 局長 

 ２月２０日（火） クレーム対応研修 職員 

 ２月２２日（木） ケアマネ連協能力向上研修 次長 

 

８．実地監査の状況 

 （１）外部監査（税理士法人） 

     ５月８日（月）、８月８日（火） 

 （２）内部監査（札幌市社会福祉協議会） 

     【前期】７月３１日（月）  【後期】１月１９日（金） 

 

 

 

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１３日（木） ５月１８日（木） ６月１５日（木） 

 ７月１３日（木） ８月１０日（木） ９月１４日（木） 

１０月１９日（木） １１月１６日（木） １２月１４日（木） 

１月１８日（木） ２月１９日（月） ３月１９日（月） 

 

（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（月） ２名 社協事業の概要 

８月 １日（火） １名 社協事業の概要 

３月２９日（木） ２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３０年３月５日（月）１３:３０～１５:００ 

場 所 清田区民センター 区民ホール 

内 容 

グループワーク 

テーマ①：札幌市６５歳以上名簿調査について 

テーマ②：一人暮らし高齢者等巡回相談事業について 

テーマ③：児童委員活動について 

グループワークの発表 

 

 

 

Ⅴ 他団体との連携・活動支援等 
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（４）主任児童委員連絡会への協力 

月  日 内  容 

４月 ６日（木） 監事監査 

５月１７日（水） 第１回定例会 

 ７月２５日（火） 第２回定例会 

９月２０日（水） 第３回定例会 

１１月１５日（水） 第４回定例会 

１月１７日（水） 第５回定例会 

３月１６日（金） 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 １月２４日（水） 新年交礼会 

清 田 １月２５日（木） 新年交礼会 

里塚・美しが丘 1 月 11 日（木） 新年交礼会 

 

（６）民生委員・児童委員パネル展 

     １０月２３日（月）～２７日（金） 区役所１階 

 

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・場所 主 な 議 題 出席者 

８月２4 日（木） 
（区役所大会議室） 

・理事の選任（会長専決処分報告） 
・平成２８年度事業報告 

・平成２８年度事務費収支決算報告 
・監事監査報告 
・平成２９年度事業計画（案） 

・平成２９年度事務費収支予算（案） 

理事 20 名 
監事 2 名 

 

   ②監事監査 

開催日・場所 主 な 議 題 出席者 

８月 17 日（木） 
（ボラルーム） 

・平成２８年度事業報告 
・平成２８年度事務費収支決算報告 
・監査報告書の作成 

監事 ２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―１９― 



（２）街頭募金の実施 

     日時：１０月１日（日）～７日（土） 

     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 ３５団体（２１２名） 

②地区民児協  ３団体（ ３９名） 

③保護司会 １団体（ １７名） 

④ボラ団体 １団体（  ９名） 

⑤作業所 ２団体（ １２名） 

④学校 １学校（ １４名） 

合 計 ４３団体・学校（３０３名） 

 （３）平成２９年度募金実績額 

戸別募金 地域法人募金 街頭募金 合 計 

2,895,458円 926,129 円 228,331 円 4,049,918円 

 

◎参考資料＜全市の募金実績額＞ 

区 分 平成２９年度 平成２８年度 増▲減 

区

共

募 

中央区 15,823,420 円 15,951,276 円 ▲  127,856 円 

北 区 9,523,711 円 9,800,765 円 ▲   277,054 円 

東 区 11,100,538 円 11,273,135 円 ▲   172,597 円 

白石区 8,008,960 円 8,497,545 円 ▲   488,585 円 

厚別区 4,397,470 円 4,689,176 円 ▲  291,706 円 

豊平区 7,137,042 円 7,186,892 円 ▲    49,850円 

清田区 4,049,918 円 3,995,883 円    54,035 円 

南 区 7,963,136 円 8,208,534 円 ▲   245,398 円 

西 区 10,958,431 円 11,482,665 円 ▲   524,234 円 

手稲区 6,455,577 円 6,621,356 円 ▲  165,779 円 

合計（①） 85,418,203 円 87,707,227 円 ▲ 2,289,024 円 

市共募（②） 8,124,584 円 8,798,863 円  ▲ 674,279 円 

合計（①＋②） 93,542,787 円 96,506,090 円 ▲ 2,963,303 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 月  日 

４月２０日（木） ５月１７日（水） ６月２１日（水） 

 ７月１９日（水） ８月１７日（木） ９月２０日（水） 

１０月１８日（水） １１月１５日（水） １２月２０日（水） 

１月１７日（水） ２月２１日（水） ３月２２日（木） 

―２０― 



 

 （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 
１０月２日（月） 

（区役所大会議室） 

・「住み慣れた地域で安心して暮らすために 

～地域に根差した介護予防としての運動・交

流の場の充実を目指して～」 

（実践発表・グループワーク・発表） 

第２回 
３月２６日（月） 

（区役所大会議室） 

・各地区地域ケア会議の報告（共有） 

・区内５地区の集いの場の現状・課題・取組等

の共有 

・グループワーク（KJ 法） 

「運動・交流・集いの場の充実のために」 

・清田区の生活支援体制整備事業について 

 

（３）清田区地区地域ケア会議 

地 区 開催日・場所 

北 野 １月１８日（木） 北野連合会館 

平 岡  １月２６日（金） 平岡地区会館 

清田中央 １２月１３日（水） 清田中央総合会館 

清 田  １月３０日（火） 清田区民センター 

里塚・美しが丘 １月２６日（金） 里美地区センター 

 

 （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（水）  11 日（火）  25 日（火） 

５月  10 日（水）  11日（木） 16 日（火） 

６月 14 日（水）  
14 日（水） 

29 日（木） 
 27 日（火） 

７月  12 日（水）  11日（火）  

８月 ９日（水）  ８日（火）  30 日（水） 

９月  14 日（水）  12日（火）  

１０月 1１日（水） 24 日（火） 11 日（水） ４日（水） 
3 日（火） 

24 日（火） 

１１月  7 日（火）  24日（金）  

１２月 13 日（水） 12 日（火） 12 日（火）  26 日（金） 

１月 1１日（木） 1０日（水）  
９日（火） 

29日（月） 
 

２月 14 日（水） ９日（金） 23 日（金）  27 日（火） 

３月  14 日（水）  13日（火） 13 日（火） 
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（５）認知症家族の孤立防止事業 

①男性介護者のつどい 

  日時：７月７日（木）13：30～15：30 

  場所：区役所３階 大会議室 

②事務局会議 

月  日 月  日 月  日 

４月２０日（木） ５月１７日（水） ６月２１日（水） 

 ７月１９日（水） ８月１７日（木） ９月２０日（水） 

１０月１８日（水） １１月１５日（水） １２月２０日（水） 

 

（６）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２０日（木）、６月１日（木） 

幹事会 ４月５日（水）、５月１８日（木）、８月３１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 １１月２６日（日）１０：００～１２：００ 

    場所 平岡地区会館 

 

（３）研修「障がい者の高齢期の迎え方」 

    日時 平成３０年２月２０日（火）１８：００～１９：３０ 

    場所 清田区役所大会議室 

    講師 社会福祉法人 朔風 

 総合施設長 森本 千尋 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 ５月１６日（火）、６月２７日（火）、７月１９日（水） 

１１月７日（火） 

幹事会 ４月１８日（火）、８月１６日（火） 

事務局会議 ６月１３日（火）、８月２３日（火）、１０月１７日（火） 

３月１３日（火） 

 

 

（２）研修 

開催日 内容 

５月１６日（火） 

18:30～20:30 

若手の会設立準備勉強会 

  座談会「私の、とある１日」 

―２２― 



 

６．各種団体への助成 

助成先（助成内容） 助成額 

札幌清田更生保護女性会 

（平成２９年度札幌更生保護女性連盟 B ブロック研修会） 

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２５日（火） 定期総会（清田更生保護女性会） 

 ２６日（水） 区役所新採用・転入職員研修（清田区） 

２８日（金） 懇親会（清田区保護司会） 

５月１０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（金） 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（土） 定期総会（NPO 法人ぽっけ） 

６月 ６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） 

 ７日（水） 清田区要保護児童対策地域協議会（清田区） 

８日（木） 北野地区懇談会（北野地区町内会連合会） 

９日（金） 清田中央地区懇談会（清田中央地区町内会連合会） 

１３日（火） 平岡地区懇談会（平岡地区町内会連合会） 

２６日（月） 第１回清田老人福祉センター運営委員会 

７月 ４日（火） 第４０回札幌市社会福祉大会（札幌市社会福祉協議会） 

 １３日（木） 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） 

２９日（土） 清田区民まつり（清田区民まつり実行委員会） 

８月 ８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（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） 

３０日（水） 清田区女性大会（清田区女性部連絡協議会） 

９月 ３日（日） きよたの舞チャリティ大会（きよたの舞） 

 ３日（日） ノビロ祭り 

３日（日） 清幌園まつり 

３日（日） 栄和会まつり秋の集い 

９日（土） 清田区健康＆介護予防フェア（清田区） 

１３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） 

 １０月２６日（木） 運営委員会（清田訪問看護ステーション） 

 ３１日（火） 第３回区民まつり実行委員会（清田区） 

11 月 8 日（水） 

18:30～20:00 

障がい者施設における防犯体制の強化について 

  豊平警察署生活安全課 警部補 山﨑俊純 氏 

  オフィスイレブン 代表取締役 佐々木厚史 氏 

１２月 5 日（火） 

18:30～20:00 

ひきこもり支援について考える 

  ひきこもり地域支援センター 精神保健福祉士 

              三上雅幸氏 樋口正敏氏 

Ⅵ その他 
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１１月 ８日（水） 定例会（清田区在宅ケア連絡会） 

 ２８日（火） 要保護児童対策地域協議会（清田区） 

１２月１３日（水） 一円玉募金贈呈式（清田区女性部連絡協議会） 

 １３日（水） 懇親会（清田区町内会連絡協議会） 

１９日（火） 札幌豊平犯罪被害者支援連絡協議会（豊平警察署） 

  １月 ５日（金） 平成３０年新年交礼会（北野地区町内会連合会） 

 ６日（土） 平成３０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（日） 平成３０年新年交礼会（平岡地区町内会連合会） 

 ７日（日） 平成３０年新年交礼会（清田地区町内会連合会） 

 ８日（月） 平成３０年新年交礼会（清田中央地区町内会連合会） 

 １８日（木） 新年交礼会（清田区老人クラブ連合会） 

 １９日（金） 母子連２０周年記念祝賀・新年の集い（清田区母子寡婦福祉連合会） 

 ２０日（土） ボランティア連絡会活動者親睦交流会（清田区ボランティア連絡会） 

２月２３日（金） 第２回市・区社協会長会議（札幌市社会福祉協議会） 

３月１６日（金） 第３回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

 ２０日（火） 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 

 ７月 ４日（火） 第４０回札幌市社会福祉大会 

（主催：札幌市社会福祉協議会） 

 ７月２３日（日） Com.Fes2017 

（主催：リフレ・タウンプロジェクト） 

８月２６日（土） 子育て講演会 

 （主催：清田区民生委員児童委員協議会） 

９月 ３日（日） 第４回福祉チャリティー「きよたの舞」 

（主催：きよたの舞） 

９月１０日（土） 清田区健康＆介護予防フェア 

（主催：清田区） 

 ６月２８日（水） 

７月 ７日（金） 

９月 ５日（火） 

９月 ８日（金） 

９月２７日（水） 

１０月 ３日（火） 

１０月１０日（火） 

１１月 ７日（火） 

１１月２９日（水） 

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） 

１１月１１日（土） 講演会 

（主催：清田区保護司会） 

１１月２６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） 

３月２４日（土） 創立２０周年記念事業 

（主催：札幌聴覚障害者協会清田区支部） 

 ―２４― 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

『平成２９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 


