
 

 

 

 

平成３０年度 

 

事 業 報 告 書 
（4 月～３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２―１ 清田区総合庁舎３階） 

 



＜ 目   次 ＞ 

 

 

Ⅰ．地域福祉活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １頁 

１．地区社会福祉協議会への支援活動 

 ２．清田笑顔の絵コンクール表彰式の実施 

３．福祉のまち推進事業の推進 

 ４．福まちパワーアップ事業 

 ５．地域福祉推進バス事業 

 ６．清田区生活支援体制整備事業 

 

Ⅱ．ボランティア活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９頁 

 １．ボランティア活動の推進 

２．ボランティアの養成 

３．福祉教育の推進 

４．ボランティア連絡会の活動支援 

５．ボランティアの活用と地域貢献活動に関する会議 

 

Ⅲ．在宅福祉支援活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１頁 

１．ふれあい・いきいきサロン事業 

２．福祉除雪事業 

 ３．日常生活自立支援事業 

 ４．各種資金貸付事業 

 

Ⅳ．法人運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３頁 

 １．会務の運営 

２．監事監査の実施 

３．地域福祉関連情報の周知・提供 

４．社会福祉実習教育への協力 

５．正会員・賛助会員の加入状況 

６．各種表彰・顕彰の推薦 

７．研修の受講状況 

８．実地監査の状況 

 

Ⅴ．他団体との連携・活動支援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６頁 

 １．清田区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

２．清田区共同募金委員会事務局の運営 

３．清田区・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 

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 

５．札幌市自立支援協議会清田区地域部会との連携・協力 

 ６．各種団体への助成 

 

Ⅵ．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９頁 

 １．各種団体等への参加・出席（職員派遣を含む） 

 ２．名義後援の承認 

 

 

 



 
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 
地区合計 

基本活動 事業加算 

北 野 156,000 260,000 310,000 85,000 811,000 

清田中央 121,000 250,000 130,000 80,000 581,000 

平 岡 149,000 250,000 180,000 80,000 659,000 

清 田 138,000 250,000 180,000 80,000 648,000 

里塚・美しが丘 206,000 270,000 160,000 80,000 716,000 

合計 770,000 1,280,000 960,000 405,000 3,415,000 

 

 

２ 清田笑顔の絵コンクール表彰式の実施 

（１）表彰式   日時：平成３０年１１月１８日（日）11：00～ 

         場所：イオンモール札幌平岡 2 階ライトオン前催事場 

（２）審査会   日時：平成３０年１１月 ２日（金）14：00～ 

    場所   清田区役所 大会議室  応募数 ５６点 

    審査委員 清田区社協会長、清田区民児協会長、清田区福まち運営委員長 

         清田区青少年育成委員会連絡協議会議長 

    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、 

清田区青少年育成委員会連絡協議会議長賞）３名  

         佳作 ５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 ６月１３日（火） 

（区役所２A 会議室） 

・振り込め詐欺被害防止グッズの配布依頼 

・平成 30 年度区福まち活動交換会の開催 

・地区福まちコーディネート機能を考える講座 

・生活支援体制整備事業の取り組みについて 

・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の連携等 

・福まち写真・広報紙コンクールの応募       

・福まちパワーアップ事業について             

・各地区福まち活動状況について 

第２回 １０月１１日（木） 

（区役所中会議室） 

・清田区福まち活動交換会の開催について 

・清田区生活支援体制整備事業について 

・清田区見守りネットワーク会議について 

・各地区福まち活動状況について 

Ⅰ 地域福祉活動の推進 
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第３回 ３月４日（木） 

（区役所2A会議室） 

・2019 年度区福まち事業について 

①区福まちの事業方針について              

 ②地区社協事業助成金及び地区福まち助成金について    

 ③区福まち活動交換会の開催時期等について        

④福まちパワーアップ事業について            

⑤地域福祉推進バス事業について             

⑥福まちの相談機能充実に向けて             

⑦地域見守りネットワーク事業について          

 ⑧福まち活動写真ｺﾝｸｰﾙ・広報誌作品展について    

・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）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」コットン巾着 

 

 （３）清田区地域見守りネットワーク推進会議の開催 

     日時：８月２９日（水）10：00～12：00 

     場所：清田区役所 中会議室 

     委員：区民児協、区福まち運営委員会、包括センター、介護予防センター、清 

田区保健福祉課、障がい相談支援事業所ノック、民間事業者（セブンイ 

レブンジャパン、セブンイレブン北野６条店、道新千田販売所）、豊平警 

察署、清田消防署、区社協 

 

（４）区福まち活動交換会の開催 

日時・場所 
１２月７日（金） １３：３０～１５：３０ 

清田区民センター 区民ホール 

テ ー マ 「単位町内会のつながり～見守り活動や集いの場（サロン）の活用～」 

内  容 

＜第Ⅰ部＞ 

【講 演】 

「見守り活動における福祉推進委員会の必要性と地域のつながり」 

講師 北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科  

准教授 伊藤 新一郎 氏 

＜第Ⅱ部＞ 

【実践報告①】 

「『ふれあい・いきいきサロン』開催による見守り活動と 

             福祉推進委員会の取り組みについて」 

里塚・美しが丘地区  

美里町内会福祉推進委員会 福祉推進委員長 中村 克己 氏 

【実践報告②】 

 「高齢化地域における自治会活動」 
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平 岡 地 区 

平岡第一自治会福祉推進委員会  事務局長 塩谷 正美 氏 

参 加 者 １８５名 

 

 （５）地区福まちコーディネート機能強化事業 区別研修会の開催 

日時・場所 
１０月１１日（木）１１：００～１２：３０ 

清田消防署 講堂 

内  容 

〇講義「地区福まちにおけるコーディネート機能の強化について」 

 講師：北星学園大学 社会福祉学部 福祉臨床学科 

                    准教授 畑 亮輔 氏 

〇説明「今後の福まちコーディネート機能強化事業について」 

 説明者：札幌市社会福祉協議会 地域福祉課 課長 柏 浩文 

参 加 者 ３８名 

 

（６）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 ３日（火） ９：３０ 道立貯蔵文化財ｾﾝﾀｰ 福祉除雪中学生ボランティア研修 

 ５月 ８日（火）１３：３０ 清幌園 陽だまりひろば認知症カフェ 

 ５月２８日（月）１８：００ 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１２日（木）１８：００ 北野連合会館 第３回福まち運営委員会 

 ７月２１日（土）１３：００ 北野ふれあい橋 北野ふれあい夏まつり 

８月１０日（金）１０：００ 北野連合会館 北野福まち子育てサロンポムポムタイム 

８月２１日（火）１３：３０ 北野連合会館 陽だまりひろば認知症カフェ 

８月２７日（月）１８：００ 北野連合会館 北野地区福祉推進員研修会 

９月 ２日（日） ９：００ つつじ公園 北野第二団地自治会防災避難訓練 

９月 ２日（日）１１：００ まきば公園 北野まきば町内会秋まつり 

１０月 9 日（火）１５：００ 北野連合会館 北野サンタウン自治会ふれあいサロン説明 

１０月１６日（火）１５：００ 北野連合会館 北野地区個別支援ケース検討会議 

１０月１７日（水）１３：３０ 北野連合会館 北野地区 SOS ネットワーク捜索訓練打合せ 

１０月２０日（土）１０：００ 東北野会館 北野地区 SOS ネットワーク捜索訓練 

１０月２８日（日）１０：００ 北野連合会館 第１８回北野福祉まつり 

１１月 ９日（金）１３：３０ 北野連合会館 北野地区介護のつどい打合せ会議 

１１月１５日（木）１３：３０ 北野連合会館 北野地区介護のつどい 

１２月１１日（火）１０：００ 北野サンタウン 北野サンタウン自治会ふれあいサロン訪問 

 ２月 8 日（金）１３：３０ 北野連合会館 福まち事務局訪問 

 ３月 ７日（水）１５：００ 北野連合会館 北野地区生活支援推進連絡会議 

 ３月１５日（金）１３：３０ 北野連合会館 北野地区生活応援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 

 ３月２６日（火）１３：１５ 北野連合会館 北野サンタウン町内会広報誌取材 

 ３月２６日（火）１３：３０ 北野連合会館 北野団地自治会広報誌取材 

 

【平岡地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月 ９日（月）１３：３０ 平岡地区会館 第１回福まち運営委員会 

４月１７日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第１回福まち合同会議 

５月１４日（月）１０：００ 平岡地区会館 福まち総会 

―３― 



５月２１日（月）１０：００ 平岡地区会館 第２回福まち合同会議 

５月２５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活動者研修 

６月 ６日（水）１０：００ 真如院札幌分院 地域限定 咲かせよう’わ 

６月１８日（月）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区第１回福祉推進員定例会議 

６月２２日（金）１０：００ 平岡地区会館 第３回福まち合同会議 

７月 １日（日）１４：００ 平岡公園町内会館 平岡公園町内会協力員活動推進会議 

７月 ５日（木）１０：００ 平岡地区会館 第１回咲かせよう’わ 

７月 ９日（月）１０：００ 平岡北町内会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練打合せ 

７月１４日（土）１６：３０ 平岡わかば会館 平岡第一自治会見守り研修会 

７月２４日（火）１０：００ 平岡地区会館 第４回福まち合同会議 

７月２４日（火）１１：００ 平岡地区会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練打合せ 

８月 ３日（金）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区第２回福祉推進員定例会議 

８月 ４日（土）１６：００ 平岡春風台会館 平岡春風台町内会夏祭り 

８月 ４日（土）１７：００ 平岡はらっぱ公園 平岡公園町内会夏祭り 

８月２１日（火）１０：００ 平岡地区会館 第５回福まち合同会議 

８月２２日（水）１９：００ 平岡地区会館 梅の実交流 平岡南団地自治会 

８月２４日（金）１８：００ 平岡小学校前町内会館 平岡小学校前町内会見守り活動者研修 

８月２６日（日） ９：００ 平岡小学校 平岡キッズまつり 

８月３０日（木）１８：３０ 平岡東町内会館 梅の実交流 平岡東町内会 

９月 ３日（月）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練打合せ 

９月１８日（火）１３：００ 平岡地区会館 平岡地区第６回合同会議・SOS ネットワーク打合せ 

９月２７日（木）１０：００ 平岡地区会館 第６回福まち合同会議 

１０月 ４日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区福まち茶話会 

１０月 ４日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練打合せ 

１０月 ６日（土）１３：００ 平岡わかば会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練 

１０月１１日（木）１４：００ 平岡地区会館 梅の実交流 平岡ミサワ町内会 

１０月１5 日（月）１３：００ 平岡地区会館 平岡地区 SOS ネットワーク捜索訓練反省会 

１０月１８日（木）１３：３０ 平岡地区会館 第７回福まち合同会議 

１０月２５日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区第３回福祉推進員定例会議 

１１月 ８日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区福まち役員会議 

１１月１３日（火） ９：００ 平岡地区会館 平岡地区福まち一斉友愛訪問 

１１月１９日（月）１０：００ 平岡地区会館 第８回福まち合同会議 

１１月２１日（水）１０：００ 平岡地区会館 第３回咲かせよう’～わ 

１１月２２日（木）１８：３０ 平岡公園町内会館 平岡公園町内会見守り活動協力員活動推進会議 

１１月２７日（火）１３：３０ 平岡地区会館 平岡地区福まち役員会議 

１１月２９日（木）１６：００ 平岡地区会館 梅の実交流 パークシティ平岡町内会 

１２月 ６日（木） ９：３０ 平岡地区会館 第９回福まち合同会議 

１月１０日（木） ９：３０ 平岡地区会館 第４回咲かせよう’～わ 

１月１３日（日）１２：３０ 平岡公園町内会会館 平岡公園町内会新春の集い 

 １月２２日（火）１０：００ 平岡地区会館 第１０回福まち合同会議 

 １月２８日（月）１３：００ 平岡地区会館 平岡福まち役員会 

 ２月 ６日（水）１３：００ 平岡地区会館 平岡福まち役員会 

２月２２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２７日（水）１８：３０ 平岡北会館 平岡北町内会福祉推進員研修会 

３月 ４日（月）１０：００ 平岡地区会館 第１１回福まち合同会議 

３月２８日（木）１０：００ 平岡地区会館 平岡地区福まち総会 

 ―４― 



【清田中央地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月 ５日（木）１３：３０ 福まち事務室 福まち運営委員会 

４月２６日（木）１４：００ 清田中央総合会館 地区社協総会 

５月１１日（金）１３：３０ 老人福祉センター 福まち運営委員会 

６月 ９日（土）１０：００ 清田中央総合会館 清田東町町内会福祉推進委員会研修 

６月２９日（金）１３：３０ 老人福祉センター 福まち研修会 

７月 １日（日）１１：００ 町内会館 清田団地元町町内会交流会 

７月 ９日（月）１５：００ 区社協ボラルーム 清田高台町内会６５歳名簿研修 

７月２１日（土）１０：００ 清田中央総合会館 健康フェア 

９月 １日（土）１０：００ 清田中央総合会館 ふれあい広場 

１１月１５日（金）１３：００ 福まち事務室 福まち役員会 

１１月２９日（木）１３：３０ 老人福祉センター 福まち研修会 

１２月１７日（月）１４：００ 町内会館 清田南町町内会見守り研修会 

 ２月 ７日（木）１０：３０ 福まち事務室 福まち打ち合わせ 

 ２月２６日（火）１０：００ 区社協ボラルーム 清田第五町内会６５歳名簿研修 

３月 ７日（木）１３：３０ 清田中央総合会館 清田中央地区福まち運営委員会 

３月１４日（木）１０：００ 福まち事務室 福まち役員会 

 

【清田地区】 

月  日 場 所 内  容 

４月１７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 ９日（水）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

５月１７日（木）１４：００ 清田区民センター 地区社協総会 

５月２３日（水）１８：００ 区社協ボラルーム 美しが丘町内会６５歳名簿研修 

５月２８日（月）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち新運営委員研修会 

５月３１日（木） ９：００ 区社協ボラルーム 真栄団地町内会６５歳名簿研修 

６月 ８日（金）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

６月１３日（水）１０：００ 区社協ボラルーム 福まち打ち合わせ 

７月 ６日（金）１０：００ 区社協ボラルーム 新平岡町内会見守り情報交換会 

７月 ８日（日）１８：００ 町内会館 真栄団地町内会６５歳名簿研修 

７月１７日（火） ９：３０ 千歳方面 福まちバス交流会 

８月１７日（金）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

９月１４日（金）１１：００ 清田児童会館 こがもちゃんミニオリンピック 

９月２２日（土）１０：００ 清田区民センター ふれあいまつり 

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

１０月１９日（金）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

１０月２１日（日）１０：００ 真栄中学校 美しが丘町内会見守り研修会 

１０月２８日（日）１０：００ 町内会館 真栄団地町内会見守り研修会 

１１月２２日（木）１１：００ 清田まちづくり会議室 清田地区民児協勉強会 

１２月１４日（金）１１：００ 区民センター 福まちお楽しみ会 

１月１８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２４日（木）１５：３０ 福まち事務所 福まち打ち合わせ 

１月２５日（金）１０：００ 清田まちづくり会議室 福まち運営委員会 

２月 ８日（金）１１：００ 福まち事務所 福まち打ち合わせ 

３月 ７日（木）１０：００ 清田区民センター 福まち運営委員会 

―５― 



３月 ７日（木）１０：００ 清田区民センター 福まち友愛訪問出発式 

３月２９日（金）１０：００ 福まち事務所 福まち打ち合わせ 

 

【里塚・美しが丘地区】＜「福まちパワーアップ事業」指定地区＞ 

月  日 場 所 内  容 

４月２０日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

５月 ８日（木）１８：００ 里・美地区センター 町連理事会 

５月１８日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち定期総会 

５月１８日（金）１４：３０ 里・美地区センター 臨時福まち運営委員会 

５月２０日（日）１９：００ 町内会館 美里町内会福祉推進委員会懇談会 

５月２４日（木）１０：００ 町内会館 美里サロン 

５月３１日（木）１３：３０ 里・美地区センター 里・美サロン交流会 

６月 ７日（水）１３：３０ 里・美地区センター ６５歳名簿研修 

６月１５日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

６月１６日（土）１４：００ 里塚市住集会室 里塚団地自治会懇談会 

６月２２日（金）１０：００ 里・美地区センター いきいき健康講座 

６月２７日（水）１０：３０ 里・美地区センター ６５歳名簿研修 

７月 １日（日）１０：００ 里・美地区センター 里・美つながるフェスタ 

７月 ３日（水）１０：００ 里・美地区センター ふれあい昼食交流会 

７月２０日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

７月２７日（金）１１：００ 町内会館 里塚緑ヶ丘町内会昼食交流会 

７月２９日（日）１７：００ 町内会館 里塚第二町内会等懇談会 

８月１０日（金）１３：３０ 里・美地区センター 地区民児協打ち合わせ 

８月１７日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

８月２４日（金）１０：００ 里・美地区センター いきいき健康講座 

９月２１日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

９月２６日（水）１３：３０ 里・美地区センター 地区民児協勉強会 

９月２７日（木）１０：００ 町内会館 美里サロン 

１０月 ２日（火）１０：３０ 里・美地区センター パワーアップ事業打ち合わせ 

１０月１９日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１０月２６日（金）１０：００ 里・美地区センター いきいき健康講座 

１０月２９日（月）１０：００ 里・美地区センター パワーアップ第１回見守り研修会 

１１月１６日（金）１０：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

１１月２１日（水）１０：３０ 町内会館 日の丸団地町内会見守り研修会 

１１月２２日（木）１１：００ 町内会館 美里サロン 

１２月１７日（月）１０：００ 里・美地区センター 三世代交流会 

１２月２１日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

 １月１８日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

 １月２５日（金）１４：００ 里・美地区センター 福まち打ち合わせ 

 １月２９日（火）１５：３０ コロナード美しが丘 福まちの手引き取材 

２月１２日（火）１０：００ 里・美地区センター 福まちパワーアップ打合せ 

２月１６日（土）１６：００ 里・美地区センター 福まち運営委員会 

２月１６日（土）１８：３０ 里・美地区センター 福まちパワーアップ研修会 

３月１２日（火）１１：００ 里・美地区センター 福まち友愛弁当 

３月２２日（金）１３：３０ 里・美地区センター 福まち運営委員会 
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４ 福まちパワーアップ事業【財源：委託費】 

月  日 内  容 

５月 ８日（火） 里・美地区町連理事会（概要説明） 

５月１８日（金） 里・美地区福まち定期総会 

５月２０日（日） 美里町内会福祉推進委員会懇談会 

６月１６日（土） 里塚団地自治会懇談会 

７月２９日（日） 里塚第二町内会等懇談会 

１０月２９日（月） 第１回見守り研修会 

１１月２１日（水） 日の丸団地町内会見守り研修会 

 ２月１６日（土） 第２回見守り研修会 

※単位町内会の懇談会等は、２６か所のうち４ヵ所で実施済。 

 

 

５ 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 ３日 道立貯蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

平 岡 親子バス遠足  ７月１８日 円山動物園 

清 田 こがもちゃん交流会バス遠足 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 ５月２１日 円山動物園 

 

 

６ 清田区生活支援体制整備事業【財源：委託費】 

（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） 

     「暮らしのお役立ちガイド～高齢者のための知っ得情報～」 

（本会ホームページに掲載） 

 （２）清田区生活支援推進連絡会の開催 

 《第１層》 

 【第１回】日時：９月４日（火）10：00～12：00 

      内容：札幌市における高齢者の生活支援体制整備事業について 等 

      場所：清田区役所 中会議室 

      委員：区民児協、区福まち運営委員会、区老連、包括支援ｾﾝﾀｰ、介護予防ｾﾝ

ﾀｰ、ケアマネ連協、NPO 法人、在宅福祉活動団体連絡会、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、

清田区保健福祉課 

 【第２回】日時：３月１８日（月）13：30～15：30 

      内容：平成３１年度の取り組み(計画)について 等 

      場所：清田区役所 ２階２A 会議室 

      委員：区民児協、区福まち運営委員会、区老連、包括支援ｾﾝﾀｰ、介護予防ｾﾝ

ﾀｰ、ケアマネ連協、NPO 法人、在宅福祉活動団体連絡会、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、

清田区保健福祉課 

《第 2 層》 

【第２ｴﾘｱ】日時：３月 １日（金）10：00～11：00 

      内容：札幌市における高齢者の生活支援体制整備事業について 

         これまでの活動について 等 

       場所：清田消防署 １階講堂 
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     委員：地区社協、連町女性部、福まち、民児協、区老連、包括支援ｾﾝﾀｰ、介

護予防ｾﾝﾀｰ、福祉施設、地域企業、行政関係機関 

【第１ｴﾘｱ】日時：３月 ７日（木）15：00～16：00 

      内容：生活支援体制整備事業について 

         買い物支援について 等 

       場所：北野連合会館 １階第集会室 

       委員：地区社協、連町女性部、福まち、民児協、区老連、包括支援ｾﾝﾀｰ、介

護予防ｾﾝﾀｰ、福祉施設、地域企業、行政関係機関 

 

（３）住民に対する意識啓発 

Ｈ30.5.25：平岡小学校前町内会定例会議で研修講話 

    Ｈ30.6.18：平岡福まち第１回福祉推進員定例会議で研修講話                            

Ｈ30.6.28：清田老人福祉センターで研修講話                                

Ｈ30.7.12：北野町連・北野地区福まち運営委員会で研修講話                       

Ｈ30.7.29：平岡地区民児協研修会で研修講話 

Ｈ30.9.27：美里町内会定例会議で研修講話 

Ｈ30.12.1：清田中央地区老人クラブ協議会役員研修会で研修講話 

 

（４）生活応援ボランティア養成講座の開催 

《第１層》 ※ボランティアえらべる講座として開催 

日時：２月 26 日（火）13：30 ～ 16：30  

    場所：清田区総合庁舎２階 保健センター講堂 

    内容：はじめようボランティア 

災害時に備えた整理術 

    人数： ８名 

《第２層》 

【第 1 ｴﾘｱ・北野地区】 

日時：３月 15 日（金）13：30～15：30 

    場所：北野連合会館 大集会室 

    内容：高齢社会における北野地区の現状と今後の介護保険制度について 

       高齢者への接し方と誰でもできる簡単な介助について 等 

人数：１６名 

【第 2 ｴﾘｱ・清田、清田中央、里美地区】 

日時：6 月 28 日（木）13：30～15：30 

    場所：清田老人福祉ｾﾝﾀｰ 

内容：ボランティア活動とその魅力 

人数：５名 

 

（５） 区民向けシンポジウム 

日時：３月６日（水）13：30～15：30 

    場所：清田区役所 大会議室 

    内容：考えよう。シニア世代に必要なこと？～終活について 

          介護保険と支え合い活動について 

         事例発表 

人数：５９名 
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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）ボランティア相談件数 

区   分 件 数 

ボランティア活動希望相談 ４４件 

ボランティア要請相談 ３１件 

合   計 ７５件 

 

（２）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 ８６件 

障がい者分野 １６件 

児童分野 １９件 

その他 ４件 

合   計 １２５件 

②ボランティア体験メニュー数 

分   野 件 数 

高齢者分野 ４９件 

障がい者分野 ４件 

児童分野 ３件 

その他 ３件 

合   計 ５９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 ７００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） 14 74 小学校、個人、高齢者施設等 

疑似体験セット（８） 6 31 小学校、企業、行政、高齢者施設等 

アイマスク（48） 2 83 小学校 

プロジェクター＆スクリーン（各１） 2 2 ボランティア団体等 

合   計 17 117  

 

（３）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 149 件 149 名 

団体 77 件 1,041 名 

行事用保険 149 件 9,078 名 

 

 

 

 

Ⅱ ボランティア活動の推進 

―９― 



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 １１月２日（金）１０：００～１２：００ 

場 所 清田区役所３階 大会議室 

参加者 ２７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 

 

（２）ボランティアえらべる講座 

日時・場所 

①２月２６日（火）１３：００～１４：３０ 

②２月２６日（火）１４：４５～１６：１５ 

③２月２７日（水） ９：３０～１０：３０ 

④２月２７日（水）１０：４５～１１：４５ 

⑤２月２８日（木）１３：００～１４：３０ 

⑥２月２８日（木）１４：４５～１６：１５ 

清田区総合庁２階 保健センター講堂  

⑦希望日時 希望施設での活動 

参 加 者 
①８名 ②９名 ③６名 ④５名 ⑤７名 ⑥９名 ⑦３名 

のべ合計 ４７名 

内  容 

①、⑤はじめよう！ボランティア講座、認知症サポーター養成講座 

②災害時に備えた整理整頓術 

③バルーンアートで人気者！ 

④介護サポーター養成講座 

⑥楽しく実践！レクリェーション 

⑦やってみよう!ボランティア活動【体験編】 

 

（３）ボランティア活動の啓発・推進 

開催日 内  容 

９月２６日（水） 清田区民シニアスクール（NPO法人ワーカーズコープ） 

 

 

３．福祉教育の推進 

開催日 内  容 

６月２９日（金） 北野小学校４年生の総合学習支援 

９月１８日（火） 

９月２０日（木） 
清田緑小学校４年生の総合学習支援 

１０月１７日（水） 平岡公園小学校４年生の総合学習支援 

１１月２０日（火） 平岡小学校５年生の総合学習支援 

 ２月 ５日（火） 

 ２月１５日（金） 

真栄小学校５年生の総合学習支援 

当事者講師の派遣 
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 ２月１６日（土） 

清田中学校除雪ボランティア活動支援 

・清田中央地区内高齢者宅：８世帯 

・ファミリータウン町内会 ゴミステーション 

 

 

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２１日（土） 

②役員会 

  ４月５日（木）、５月１０日（木）、７月５日（木）、 

９月６日（木）、１１月８日（木）、３月７日（木） 

活動内容 ①交流会（総会後） 

  日時：４月２１日（土） 

内容：落語披露 

  講師：北海道大学落語研究会 

②設立 20 周年をお祝いする会 

  10 月 14 日（日） 

③連絡会だより「陽だまり」 

  ２回発行（第 80 号・第 81 号・第 82 号・第 83 号） 

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 

 

 
５．ボランティアの活用と地域貢献活動に関する会議【財源：福まち補助金】 

開催日 内  容 

日時・場所 
１月３１日（木）１３：３０～１５：００ 

 清田区総合庁舎２階 保健センター講堂 

開催内容 

福祉施設・事業所等における 

「ボランティアの活用と地域貢献活動に関する会議」 

①趣旨説明 

 ②ボランティア受入事例の紹介 

 ③地域貢献活動事例の紹介 

 ④名刺交換タイム 

 ⑤意見交換 

参加者 １７名 

 

 

 

 
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（1） ３（1） １ １ － 

清田中央  ６ ４ － ２ １ 

平  岡 １１（２） ８（２） － ３ ８ 

Ⅲ 在宅福祉支援活動の推進 
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清  田  ― ― － － ― 

里塚・美しが丘  ７ ５ － ２ ２ 

合  計 ２９（３） ２０（3） １ ８ １１ 

     ※延べ実施回数…280 回（参加者数…4,349 名、ボランティア数…895 名） 

 

（２）サロン活動者研修交流会 ※ボランティアえらべる講座として開催 

開 催 日 平成３０年２月２７日（水） ９：３０～１０：３０ 

場  所 清田区総合庁２階 保健センター講堂 

参 加 者  ６名 

内  容 
① レクリエーション講座「バルーンアートで人気者！」   

② 座談会・情報交換 

 

 

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 135【132】 127【152】 ①福祉施設 

 1 施設（10 名）【１施設（10 名）】 

②地域企業 

 4 企業（22 名）【4 企業（24 名）】 

③災防協加盟業者 

 4 企業（27 名）【4 業者（32 名）】 

平  岡 70【 68】 46【 45】 

清田中央 79【 89】 27【 29】 

清  田 69【 74】 29【 32】 

里塚・美しが丘 70【 66】 26【 23】 

合  計 423【429】 255【281】 

①総除雪回数 

9,470 回（１世帯平均 約 22 回）【前年度：10,893 回（１世帯平均 約 25 回）】 

 ②参考資料＜全市の利用世帯の推移＞ 

区 名 平成３０年度 平成２９年度 増▲減 

中央区 ２６６ ２６４ ▲ ２ 

北 区 ８５１ ８４２ ９ 

東 区 ５９９ ６１０ ▲ １１ 

白石区 ３６７ ３４８  １９ 

厚別区 ４１７ ４１１ ６ 

豊平区 ４５７ ４５９ ▲ ２   

清田区 ４２３ ４２９ ▲ ６ 

南 区 ６９４ ６９２ ２ 

西 区 ６５３ ６５７ ▲ ４ 

手稲区 ５７３ ６０９ ▲ ３６ 

合計 ５，３００ ５，３２１ ▲ ２１ 

 

（２）新規地域協力員説明会 

開 催 日 平成３０年１１月２０日（火）１３：３０～１４：３０ 

場  所 清田区役所 ３階 大会議室 

参 加 者 １６名 

 

 

 ―１２― 



３．日常生活自立支援事業【財源：市社協助成金】 

契約件数 
７件 

【うち、通帳預かり７件】 

平成３０年度 新規：３件、解約：２件 

 

 

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 １０９件 

生活福祉資金 ７０８件 

そ  の  他 １６０件 

 

（２）貸付件数 

資金種別 件数 貸付金額 

応急援護資金 ０件 0 円 

生活福祉資金 １６件 11,921,000 円 

 
内 

訳 

教育支援資金 6 件 10,421,000 円 

福祉費 ０件 0 円 

緊急小口資金 １０件 1,500,000 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）理事会 

回 
開 催 日 
（開催場所） 

主 な 議 題 出席者 

第１回 
５月２5日（金） 
（区役所大会議室） 

・平成２９年度事業報告について 

・平成２９年度収支決算報告について 

・平成２９年度監事監査報告 

・社会福祉基金の運用について 

・平成３０年度資金収支予算補正について 

・常務理事の選定について 

・平成３０年度第１回評議員会の開催日程 

・社会福祉充実残額の算定結果について 

理事 11 名 
監事 1 名 

第２回 
1 月２9 日（火） 
（区役所大会議室） 

・会長・常務理事の職務執行状況報告及び平

成３０年度事業進捗状況報告（上半期） 

・平成３０年度収支決算報告（上半期） 

・平成３０年度監事監査報告（上半期） 

・平成３０年度資金収支予算第２次補正につ

いて 

・職員就業規則の一部改正について 

・第２回評議員会の開催について 

理事 9 名 
監事 1 名 

Ⅳ 法人運営 
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第３回 
 ３月 27 日（水） 

（保健センター講
堂） 

・平成３０年度事業進捗状況について（10

月～12 月） 

・平成３０年度資金収支予算執行状況（１０

月～１２月） 

・平成３０年度監事監査報告(10 月～12 月) 

・2019 年度事業計画（案）について 

・2019 年度資金収支予算(案)について 

・評議員選任・解任委員会の委員選任につい  

 て 

・2019 年度第１回評議員会について 

理事 1１名 
監事 1 名 

 

（２）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（水） 
（区役所大会議室） 

・平成２９年度事業報告について 

・平成２９年度収支決算報告について 

・平成２９年度監事監査報告 

・社会福祉基金の運用について 

・平成３０年度資金収支予算補正について 

・理事の選任について 

・社会福祉充実残額の算定結果について 

評議員 17 名 
理事 ４名 
監事 1 名 

第２回 
３月 27 日（水） 

（保健センター講堂） 

・平成３０年度事業進捗状況について（4 月

～12 月） 

・平成３０年度資金収支予算執行状況（4 月

～１２月） 

・平成３０年度監事監査報告(4 月～12 月) 

・2019 年度事業計画（案）について 

・2019 年度資金収支予算(案)について 

評議員 14 名 
理事 ２名 

 

（３）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 
４月1８日（水） 
（ボラルーム） 

・評議員の選任・解任について（平成 30 年
4 月 1 日～平成 33 年 6 月定時評議員会ま
で） 

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 2２日（火） 
（ボラルーム） 

・平成２９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 
1 月 21 日（月） 
（ボラルーム） 

・平成３０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 
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第３回 
３月２２日（金） 

（ボラルーム） 

・平成３０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１０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（木）～９月１３日（木）２４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  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   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 
１７団体 

 

（２）賛助会員 

区 分 加入数 

個    人 ９０ 口 

法人・団体  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３０年７月】 

     ＜社会福祉協議会役員＞大形理事、大宮評議員 

 

 

７．研修の受講状況 

月  日 研修名 参加者 

４月２５日（水） 新任係長研修 次長 

９月１９日（水）～２０日（木） 地域福祉コーディネーターリーダー研修会 次長 
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１１月 ２日（金） 第２層生活支援コーディネーター研修会 職員２名 

１１月１４日（水） メンタルヘルス研修 次長 

１１月３０日（金） 北海道生活支援コーディネーター研修 次長・職員２名 

１２月１２日（水）～１３日（木） 新任職員採用時研修 職員２名 

 

 

８．実地監査の状況 

 （１）外部監査（税理士法人） 

     ５月１４日（月）、８月２１日（火）、11 月 19 日（月）、2 月 20 日（水） 

（２）内部監査（札幌市社会福祉協議会） 

     １月１１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１２日（木） ５月１７日（木） ６月１４日（木） 

 ７月１９日（木） ８月１７日（金） ９月１３日（木） 

１０月１８日（木） １１月１５日（木） １２月１３日（木） 

１月１７日（木） ２月１４日（木） ３月１４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 

８月 １日（水） ２名 社協事業の概要 

１２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３１年２月１９日（火）１３:３０～１５:１５ 

場 所 清田区民センター 区民ホール 

内 容 

説明①「悩みを抱えている人にできること」 

～ゲートキーパーの役割から～ 

説明②「個人情報の取扱いについて」 

説明③「生活支援体制整備事業について」  

 

（４）主任児童委員連絡会への協力 

月  日 内  容 

４月 ９日（月） 監事監査 

５月１６日（水） 第１回定例会 

 ７月１７日（火） 第２回定例会 

９月１１日（火） 第３回定例会 

１１月 ７日（水） 第４回定例会 

１月１６日（水） 第５回定例会 

３月 ６日（水） 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会合等への参加 

地区名 月  日 会務内容 

平 岡 ７月２９日（日）～３０日（月） 一泊研修会 

平 岡 １月２３日（水） 新年交礼会 

清 田 １月２４日（木） 新年交礼会 

里塚・美しが丘 1 月 ９日（水） 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・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 

・平成２９年度事業報告 
・平成２９年度収支決算報告 
・監事監査報告 
・平成３０年度事業計画（案） 
・平成３０年度収支予算（案） 
・任期満了に伴う理事・監事の選任 
・会長・副会長の選任 

理事 24 名 
監事 2 名 

   ②監事監査 

開催日・場所 主 な 議 題 出席者 

８月 20 日（月） 
（ボラルーム） 

・平成２９年度事業報告 
・平成２９年度収支決算報告 
・監査報告書の作成 

監事 ２名 

 

 （２）街頭募金の実施 

     日時：１０月１日（月）～７日（日） 

     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 １８団体（１０２名） 

②地区民児協  ２団体（ ３５名） 

③ボラ団体 １団体（  ６名） 

④作業所 ２団体（ １３名） 

⑤学校 １学校（ １４名） 

合 計 ２４団体・学校（１７０名） 

 

（３）平成３０年度募金実績額 

戸別募金 地域法人募金 街頭募金 合 計 

2,833,879円 1,017,263円 187,413 円 4,038,555円 
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３．清田区・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１９日（木） ５月１６日（水） ７月２０日（金） 

 ８月１５日（水） ９月２１日（金） １０月１７日（水） 

１１月２１日（水） １２月１９日（水） 

１月１６日（水） ２月２０日（水） ３月２０日（水） 

 

 （２）清田区地域ケア推進会議 

回 開催日・場所  内 容 

第１回 
８月２０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 

～認知症の人が安心・安全に外出できる街づくり～」 

（事例紹介・グループワーク・発表） 

 

（３）清田区地域ケア会議 

    

地区 開催日・場所 

北 野 １１月２９日（木） 北野連合会館大集会室 

平 岡 １０月１５日（月） 平岡地区会館ホール 

清田中央 １２月１１日（火） 清田中央総合会館ホール 

清 田 １２月 ５日（水） 清田区民センター会議室 

里塚・美しが丘 １２月１０日（月） 清田区役所会議室 

 

 （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 1１日（水）  10 日（火）  11 日（水） 

５月 10 日（木） 9 日（水）  10日（木） 16 日（水） 

６月 13 日（水） 12 日（木） 12 日（火）  26 日（火） 

７月  1１日（水）  12日（木）  

８月 ８日（水）  21 日（火）  28 日（火） 

９月 13 日（木）   11日（火） 25 日（火） 

10 月 29 日（月）  15 日（月） 4 日（木） 23 日（火） 

11 月  14 日（水）  
9 日（金） 

19日（月） 
27 日（火） 

12 月 14 日（金）  3 日（月）  25 日（火） 

１月  ９日（金）  10日（木）  

２月 25 日（月）  12 日（火）  
5 日（火） 

25 日（月） 

３月  13 日（水）  14日（木） 26 日（火） 

 

（５）その他 

地区福まち会議、研修等での連携支援 
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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１９日（木）、６月７日（木）、１１月８日（木） 

幹事会 ５月１７日（木）、８月３０日（木）、１０月１８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２５日（日）１０：００～１２：００  場所 平岡地区会館 

 

 

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 

事務局会議 ４月１７日（火）、６月１２日（火）、９月４日（火） 

１０月３日（水）、１２月１１日（火） 

 

 

６．各種団体への助成 

助成先（助成内容） 助成額 

清田区ボランティア連絡会設立２０周年記念事業助成金 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２４日（火） 定期総会（清田更生保護女性会） 

５月 ９日（水） 懇親会・歓送迎会（清田区町内会連合会連絡協議会） 

 ２１日（月） 第１回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

２４日（木） 清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会全体会議 

（清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会） 

２６日（土） 定期総会（NPO 法人ぽっけ） 

６月 ４日（月） 清田中央地区懇談会（清田中央地区町内会連合会） 

 ５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） 

６日（水） 北野地区懇談会（北野地区町内会連合会） 

１３日（水） 平岡地区懇談会（平岡地区町内会連合会） 

１３日（水） 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） 

７月 ４日（水） 第４１回札幌市社会福祉大会（札幌市社会福祉協議会） 

 ２６日（木） 清田区健康＆介護予防フェア拡大実行委員会（清田区） 

２８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（水） 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） 

 ２３日（木） 第２回共募会長会議（札幌市共同募金委員会） 

９月 ２日（日） きよたの舞チャリティ大会（きよたの舞） 

 １９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） 

２５日（火） 北海道生活支援コーディネーター養成研修 

Ⅵ その他 
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１０月２４日（水） 運営委員会（清田訪問看護ステーション） 

１１月 ５日（月） 札幌豊平犯罪被害者支援連絡協議会総会（豊平警察署） 

１２月１２日（水） 一円玉募金贈呈式（清田区女性部連絡協議会） 

 １２日（水） 懇親会（清田区町内会連絡協議会） 

  １月 ５日（金） 平成３１年新年交礼会（北野地区町内会連合会） 

 5 日（金） 平成３１年新年交礼会（里塚・美しが丘地区町内会連合会） 

 6 日（日） 平成３1 年新年交礼会（平岡地区町内会連合会） 

 ６日（日） 平成３1 年新年交礼会（清田地区町内会連合会） 

 ８日（火） 平成３1 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（水） 平成 31 年新年交礼会（里塚・美しが丘地区民生委員児童委員協議会） 

 14 日（月） 平成３1 年新年交礼会（清田中央地区町内会連合会） 

 17 日（木） 新年交礼会（清田区老人クラブ連合会） 

 19 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） 

 20 日（日） 新年の集い（清田区母子寡婦福祉連合会） 

 22 日（火） 平成 31 年新年交礼会（清田地区商工振興会） 

 23 日（水） 平成 31 年新年会（平岡地区民生委員児童委員協議会） 

 24 日（木） 平成 31 年新年会（清田地区民生委員児童委員協議会） 

 

 

２．名義後援の承認 

月  日 内  容 

 ７月 ４日（水） 第４１回札幌市社会福祉大会 

（主催：札幌市社会福祉協議会） 

 ７月２２日（日） Com.Fes2018 

（主催：リフレ・タウンプロジェクト） 

９月 ４日（火） 

１０月 ５日（金） 

１１月 ２日（金） 

１２月 ５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） 

１０月１７日（火） 清田区保護司会公開講演会 

 （主催：清田区保護司会） 

１１月１０日（土） 介護保険制度セミナー 

 （主催：社会福祉法人北海道リハビリー美しの森） 

１１月２５日（日） ～障がい者週間記念事業～もちつき交流会 

 （主催：清田区障がい福祉関係者等ネットワーク会議） 

３月２３日（土） 地域開放イベントＴＶお天気キャスター菅井貴子さん講演会 

（主催：社会福祉法人 北海道リハビリ― 美しの森） 
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