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第 2部

〈〈〈団体紹介〉〉〉
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団体紹介■まちづくり

　清田区内には、100の町内会・自治会があります。

　各町内会では、個人や家族だけでは対応できないような問題を、同じ地域に住む人々が協

力しながら解決しています。ごみステーションの管理や防犯パトロール、生活道路の排雪な

どが代表的な取り組みです。このほかにも、お祭りなど住民同士の交流を深める活動や、子

どもたちの登下校時の見守り活動など、地域の状況に応じてさまざまな活動を行っています。

　町内会連合会は、一定の地区内の町内会が集まって組織されており、清田区内には、清田、

北野、清田中央、平岡、里塚・美しが丘の五つの町内会連合会があります。

　町内会連合会では、一つの町内会だけでなく地区全体で取り組む方が効果的なことや、複

数の町内会にかかわりがあること、各町内会の連絡調整などを行っています。

　各町内会連合会の概要や主な活動については、29～33ページをご覧ください。

【清田区町内会連合会連絡協議会】
　五つの町内会連合会相互の親睦を図るとともに、共通する諸問題について協議し連携を

深めることを目的に、清田区町内会連合会連絡協議会を組織し、以下の取り組みを行って

います。

・清田ふれあい区民まつりの主催
　清田区民まつり実行委員会の中心となり、毎年7月

に、清田区役所前の市民交流広場で開催しています。

・清田区新年交礼会
　毎年1月に開催しています。町内会や各種団体から

300人余りが参加し、新年のあいさつを交わします。

清田区町内会連合会連絡協議会事務局（清田区地域振興課）電話889－2400（内線227）連絡先

概　要

■ 町内会連合会



清田区民まつりでのトウキビ販売

区民センター前の道路への花植え

通学路の見守り
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団体紹介■まちづくり

　昭和40年の設立で、区内で最も歴史のある町内会連合会です。もともとは現在の清田区

の全域が清田地区町内会連合会の区域でした。現在は、町内会連合会が五つに分かれ、清田

地区町内会連合会の区域は、清田、真栄、有明、平岡の一部、美しが丘の一部で、11の町

内会・自治会があります。

・子どもの見守り、防犯パトロール
　子どもの安全を守るため、小学校の登下校時に地域

の防犯ボランティアの方々が通学路を中心に見守りを

行っています。4月の新入学時期は、強化月間として

特に注意深く実施しています。

・不法投棄パトロール
　清田地区不法投棄ボランティア監視員協議会と合同

で、有明地区などのパトロールを年に2回行っています。

・ 清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会の
　事業への参加
　区民センター前の道路への花植え（6月）、清田まち

の灯り in真栄中学校（1月）などの活動に積極的に参

加しています。

・パークゴルフ大会

・歩く運動

・親子もちつき大会

・交通安全街頭啓発

・厚別神社祭典見回り

・清田ふれあい区民まつりでのトウキビの販売

・ふれあいの森親子レク

・防災・防犯講習会　　他

清田まちづくりセンター　電話883－7600連絡先

概　要

主な活動

このほかの主な活動

■ 清田地区町内会連合会
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団体紹介■まちづくり

　昭和58年、清田地区から分町し、区内で2番目の町内会連合会として誕生しました。現

在は17の町内会・自治会により構成されています。

　北野地区は、緑豊かな自然と厚別川の清流に恵まれた環境にあり、また、そこに住む人々

は、子どもから高齢の方までが心を一つにして、ふれあいに満ち、人情味あふれ、安心して

住み続けることのできるまちづくりに取り組んでいます。

・厚別川ヤマベの稚魚放流
　厚別川をたくさんのヤマベがすむ清流にしたいとい

う願いを込め、昭和58年に始めたもので、毎年たく

さんの子どもたちや地域住民が参加して行われていま

す。

・吉田川・厚別川の草刈り清掃
　毎年恒例の行事であり、全町内会の多くの地域住民

が集まって川の清掃に汗を流しています。草刈りやご

み拾いなどを行い、地域住民自らの手で、川の自然を

大切に守っています。

・北野ふれあい夏まつり
　北野地区の中央を流れ、地域住民のさまざまな活動の場となってい

る厚別川の河川敷で毎年開催しています。地域団体の出店や催し物で

大いに盛り上がり、フィナーレの花火大会は、多くの観客を魅了して

います。

・北野福祉まつり

・北野防災研究会

・パークゴルフ大会

・北野地区青少年音楽のひろば

・交通安全街頭啓発　　他

北野まちづくりセンター　電話883－0373連絡先

概　要

主な活動

このほかの主な活動

■ 北野地区町内会連合会
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団体紹介■まちづくり

　平成2年、清田地区から分町し、区内で3番目の町内会連合会として誕生しました。現

在は19の町内会・自治会により構成されています。

　基本理念である「安全・安心そして明るく住みよい、心のかよい合う街づくり」を目標に、

地区内の各団体との協力関係を深め、各種活動に取り組んでいます。

・安全安心なまちづくりへの取り組み
　清田中央地区は、地域一丸となって安全安心なまち

づくりに積極的に取り組んでおり、市内で最初に取り

組んだ「こども110番の家」の看板設置や、登下校

時の見守り活動など、さまざまな活動を行っています

（18ページ「地域安全パトロール隊」参照）。

・ごみゼロの日クリーン大作戦
　5月30日の「ごみゼロの日」に合わせ、「自分たち

のまちは自分たちできれいにする」をモットーに、子

どもからお年寄りまで幅広い年齢層の地域住民が、世

代間交流を深めながらごみ拾いを行っています。

・文化展示会
　絵画、書道、生け花などさまざまな文化芸術活動を

楽しまれている地域の方々の作品を多くの方に鑑賞し

ていただこうと、毎年10月に開催しています。

・清田南小学校「みんなであそんじゃおう国」 ・歩く運動

・清田緑小学校「輪っと集まれ！緑ランド」 ・子ども会合同ラジオ体操

・パークゴルフ大会 ・玉入れ大会　　他

・成人野球大会

清田中央まちづくりセンター　電話884－7187連絡先

概　要

主な活動

このほかの主な活動

■ 清田中央地区町内会連合会
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団体紹介■まちづくり

　平成5年、清田地区から分町し、区内で4番目の町内会連合会として誕生しました。現

在は26の町内会・自治会により構成されています。

　平岡地区は、平らな丘（岡）という意味で「平岡」と名付けられ、昭和49年に東部地域

開発が始まったことを契機に、高層マンションも立ち並ぶ住宅地となりました。また、区内

唯一の総合公園である平岡公園は、約1,200本の梅の木が植林され、梅の名所として親し

まれています。

・平岡防災訓練
　万一の場合の心構えと技術を地域が一体となって身

につけようと、毎年多くの地域住民が参加しており、

訓練を通して、住民同士の連携を深めることの大切さ

を実感しています。

・平岡フリーマーケット
　平岡地区で取り組んでいるごみ減量化事業の一環と

して、地域住民がリサイクル活動に取り組むきっかけ

にしてもらうことを目的として実施しています。毎回

列をなすほどの盛況ぶりで、出店者も買物客も楽しみ

ながら参加しています。

・歩く運動
　住民が仲良く楽しく健康づくりに取り組む機会をつ

くろうと、毎年10月10日に開催しています。平岡

公園内の色づき始めた森や「コスモス畑」を散策し、

秋の訪れを感じながらウオーキングを楽しんでいます。

・パソコン講習会 ・交通安全街頭啓発

・三里川清掃 ・平岡ハーティー・マインド推進運動　　他

・夏休み合同パトロール

平岡まちづくりセンター　電話883－7100連絡先

概　要

主な活動

このほかの主な活動

■ 平岡地区町内会連合会
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団体紹介■まちづくり

　平成9年に清田地区から分町し、区内で5番目の町内会連合会として誕生しました。現在、

26の町内会・自治会により構成されています。

　里塚・美しが丘地区は、旧集落の「三里塚」と呼ばれた地区を中心とした、里塚、美しが丘、

里塚緑ヶ丘、平岡公園東、平岡の一部を区域としています。昭和40年代以降大規模な宅地

開発によって計画的な美しいまちづくりが進められ、住民の平均年齢も若く、子どもの多い

地区でもあります。

・子どもの見守り活動、防犯パトロール
　子どもの登下校時の見守り活動や青色回転灯搭載車

による防犯パトロールを実施しています。また、青少

年育成委員や町内会、学校など地域の関係者で「子ど

もを見守る会」を組織し、地域活動の取り組み報告や

情報交換を行っています（20ページ「子どもを見守

る会」参照）。

・ゲーム＆ウオーキング
　子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の方々が参加

し、平岡公園周辺を約2時間ウオーキングするほか、

休憩を兼ねたゲームなどで楽しい時間を過ごします。

・秋まつり
　地域住民が集い楽しみ、つながりを深めようと毎年

9月下旬に地区センターで開催しています。150人余

りのボランティアの皆さんが運営する各コーナーには、

例年多くの方々が訪れています。

・パークゴルフ大会 ・交通安全街頭啓発

・玉入れ大会  ・防火・防災講習会　　他

里塚・美しが丘まちづくりセンター　電話884－1210連絡先

概　要

主な活動

このほかの主な活動

■ 里塚・美しが丘地区町内会連合会



噴水付き記念時計

ゆめ田んぼあしりべつ

区内学生コンサート

献血
呼びかけ

薬物乱用
防止教室

交通安全
街頭啓発
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団体紹介■まちづくり

　ライオンズクラブは、世界で40,000以上、日本で3,000以上のクラブがある、世界最

大級の社会奉仕団体です。札幌清田ライオンズクラブは、1985年（昭和60年）4月に、

札幌で22番目のクラブとして結成しました。

　初代会長が掲げたスローガン「地域に捧げる奉仕の心」の精神を受け継ぎ、清田区を中心

とした地域型のクラブとして、会員全員が力を合わせ、地域の発展に向けた社会奉仕活動を

行っています。

・各種モニュメント等の寄贈
　清田公園内への太陽熱大型電子時計や、区役所前への噴水付き

の記念時計、清田区体育館前への時計塔、清田区役所へのイルミ

ネーション、清田ふるさと遺産プレートなど、各種モニュメント

等を寄贈しています。

・清田小学校「ゆめ田んぼあしりべつ」
　2004年、当クラブの結成20周年を記念し、清田に初めて水田

ができた辺りにある清田小学校に「ゆめ田んぼあしりべつ」を造

成して寄贈しました。

　以来毎年、教職員やPTAの方々のご協力のもと、子どもたちと

一緒に田植え、稲刈り、脱穀、もちつきを行っています。

・清田ふれあい区民まつり「区内学生コンサート」
　協賛のほか、まつりの前半に行われる「区内学生コンサート」

を主催しています。

・その他各種奉仕活動
　清田中央地区交通少年団や清田区少年消防クラブ協議会など地域団体への活動助成・寄

付や、少年野球大会、高校生への薬物乱用防止教室の開催など、青少年健全育成への願い

を込めた取り組みを行っています。このほか、献血の呼びかけ、交通安全街頭啓発、地域

の草刈り・清掃など、さまざまな奉仕活動を行っています。

概　要

主な活動

■ 札幌清田ライオンズクラブ

札幌清田ライオンズクラブ事務局　　電話882－2323連絡先
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団体紹介■まちづくり

　ロータリークラブは、社会奉仕の理想を掲げる世界的規模のクラブ団体です。1905年、

アメリカ・シカゴの弁護士ポール・ハリスら異業種4人が集まり、毎週、会員の事務所を持

ち回って会合場所にしたことから、ロータリー（回る）の名がつきました。

　現在、世界で約33,000、日本で約2,300のクラブがあり、札幌清田ロータリークラブは、

1997年（平成9年）10月、清田区の分区にあわせて札幌で14番目のクラブとして誕生

しました。

　以降、会員同士の調和を保ち、自己啓発を進めながら、自身の職業を生かして社会に奉仕

していくことを目的に活動しています。

・区役所前交流広場への花時計の寄贈と植花活動
　2007年、清田区の誕生10周年を記念して、清田区

に花時計を寄贈しました。以後毎年、地域の自然環境保

護活動の一環として、花時計の花植えを行っています。

・小中学生への出前授業・職業体験の実施
　小中学生の課外活動として、未知の世界に興味を持っ

てもらえるような授業や職業体験を経験してもらうこと

を目的に、小中学校からの要請を受け、会員の職業に応

じた多様なジャンルの出前授業、職業体験協力を行って

います。

・パークゴルフ大会の開催
　地域の方とのふれあい活動として、毎年8月、真栄ハ

イテクヒルパークゴルフ場で、清田地区内のパークゴル

フ同好会の皆さんとパークゴルフ大会を開催しています。

　このほか、清田ふれあい区民まつりへの協賛や「清田地区住みよい安心安全なまちづくり

協議会」の地域美化活動への参加、児童養護施設の子どもたちや職員の皆さんを野球観戦に

ご招待する取り組みなど、さまざまな活動を行っています。

札幌清田ロータリークラブ事務局　電話632－5303連絡先

概　要

主な活動

■ 札幌清田ロータリークラブ



清田ふれあい区民まつり

北野ふれあい夏まつり

スポーツフェスタ in白旗山

まちの灯り
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団体紹介■まちづくり

　清田地区商工振興会は、昭和55年、清田地区（現在の清田区域）で商工業を営む経営者

を中心に設立されました。

　清田区分区後は、地域諸団体との共催によるお祭りなどを通じ、地域の方々との親睦交流

への貢献と、さらなる地域の発展をめざしたまちづくりに取り組んでいます。

・清田ふれあい区民まつり（7月）
　まつりに欠かせない飲食物の出店のほか、商工振興会で行って

いるスタンプラリーの抽選会を実施しています。

・北野ふれあい夏まつり（7月）
　北野地区町内会連合会の主催により北野ふれあい橋付近で開催

されるふれあい夏まつりに協力し売店を出店しています。

・北野 4町合同盆踊り（8月）
　ホーマックスーパーデポ北野通店屋上で開催される、南北野・

上北野・北野中央・北野新和の4町内会合同盆踊りでビール販売

の協力をしています。

・スポーツフェスタ in 白旗山（10月）
　体育の日に白旗山競技場でスポーツを満喫しようと、区内関係

団体からなる実行委員会が主催する「スポーツフェスタ in白旗山」

で、たこ焼き、焼きそば、キノコ汁などの売店を出店しています。

・まちの灯り（1月）
　札幌市商店街振興組合連合会主催による地域のまちづくりの一

環として、市民の安全・安心の願いを込めた手作りのアイスキャ

ンドル・スノーキャンドルを各地域で灯す催しです。当会では、

平成20年から西友清田店前で行っており、地域住民やまちづくり

団体のご協力のもと、約400個のキャンドルに火を灯しています。

概　要

主な活動

■ 清田地区商工振興会

清田地区商工振興会事務局　　電話885－3133連絡先
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団体紹介■まちづくり

　清田団地商店街協同組合は、昭和57年9月、主に清田中央地区内で商工業を営む業者を

もって設立されました。

　当組合は、札幌市商店街振興組合連合会、豊平・清田商店街連絡協議会と連携し、地域活

性化のお役に立ちたいとの思いからイベントを開催・協賛しています。

　今後とも、地域との連携を深いものにし、住みよいまちづくりをめざしていきたいと思っ

ています。

・夏まつり（7月）
　毎年7月下旬に開催される、清田中央地区南連絡協議会主催の夏まつりに協賛してい

ます。昭和63年から開催している夏まつりは、今ではすっかり地域の皆さんに親しまれ、

多くの方々が夏のひとときを楽しまれています。

・まちの灯り（1月）
　市内の商店街がまちづくりの一環としてアイスキャンドルなどを作り、それぞれの地域

で点灯するもので、札幌市商店街振興組合連合会の主催で平成20年から行われています。

　当組合では、冬の身近なイベントとして地域の方々とのふれあいの場を創出し、安全で

安心できる暮らしへの願いを込め、清田中央まちづくりセンター付近を中心に開催してお

り、地区の少年消防クラブや地域住民の方々と一緒に作ったアイスキャンドルの温もりの

ある光が冬の夜を彩ります。

概　要

主な活動

■ 清田団地商店街協同組合

清田中央まちづくりセンター　　電話884－7187連絡先


