
北野地区八望台町内会福祉推進
委員会の様子

ごみ出し支援の様子

清田中央地区清田団地元町町内会
福祉推進委員の訪問の様子
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団体紹介■福　祉

　区内5地区の福祉のまち推進センター（通称「福まち」）は、少子高齢社会となり、核家

族化が進行する中で、幅広い市民の参加により、地域ぐるみで互いに支え合う環境を整え、

誰もが安心して生活できることを目的に、地区社会福祉協議会（町内会連合会単位）が運営

しています。

　地区社会福祉協議会は、町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会、

老人クラブ、保護司会等地域の福祉活動を行う諸団体の集合体ですが、地区福祉のまち推進

センター事業は、この協議会の主要事業となっています。

○基本的な活動
・ 日ごろの見守り・安否確認等を通じて得た情報の共有、

課題解決、適切な機関へつなぐこと

・ 町内会等だけでは実践が困難な活動（研修、広報、子育

てサロン、介護予防教室の開催支援等）の実施

○実施体制
　活動にあたっては、原則運営委員会を設置して、基本的

な方針の決定を行うとともに、福祉推進員、住民協力員（い

ずれも地区で名称が異なる場合があり、上下関係はありま

せん。）を選出しています。

　また、清田区社会福祉協議会は、清田区福祉のまち推進

センターを設置し、各地区の活動の充実をめざし、さまざ

まな支援を行っています。

○福祉推進員
　民生委員・児童委員等と連携して、ひとり暮らし高齢者

や高齢者夫婦世帯、障がいをお持ちの方がいる世帯、子育

て中の世帯等で支援が必要な世帯に対して、定期的または

随時の見守り・訪問活動等を行って状況を把握、課題があ

る場合の連絡調整を行っています。

○住民協力員
　支援が必要な世帯に対して、ごみ捨て、軽易な買い物と

いった日常簡易な支援を行っています。

清田区社会福祉協議会　電話889－2491連絡先

概　要

主な活動

■ 地区福祉のまち推進センター



ポムポムタイム

配食サービス

きたのくらぶ

災害時要援護者避難支援

49

団体紹介■福　祉

　北野地区福祉のまち推進センターは、北野地区社会福祉協議会が平成8年3月に設置し

ました。17の町内会・自治会すべてに福祉推進委員会を設置しており、町内会・自治会単

位の活動が活発なだけでなく、地区内の中学生が福祉除雪やひとり暮らし高齢者等への配食

サービスに参加するなど、ボランティア活動への取り組みも盛んです。

○日常生活支援活動
・除雪支援

　　中学生も地域協力員となって福祉除雪に参加

・子育てサロン「ポムポムタイム」

　毎週金曜日（第5週は除く）午前10時～12時、北野

児童会館等。子育てボランティアや民生委員・児童委員も

多く参加。

○ふれあい交流活動
・配食サービス

　ひとり暮らし高齢者や障がいをお持ちの方を対象に年1

回お弁当や花を届けており、中学生がお弁当づくりから配

達まで参加。

・介護予防事業「きたのくらぶ」

　第4水曜日午後1時30分～、北野連合会館。その他町

内会ごとにも開催。

・ 北野ふれあい夏まつり、北野福祉まつり、北野音楽のひろば

○その他
・布絵本の作成、貸出（ゆめの会）

・防災ずきんの作成、各小学校卒業生等への配布（遊布の会）

・福祉相談室の運営

　毎週月曜日午後1時～4時、毎週水曜日午前9時～12時、

事務所にて福祉相談を実施

・災害時要援護者避難支援モデル事業への取り組み

　14～15ページ参照

北野地区福祉のまち推進センター　電話885－0294連絡先

概　要

主な活動

■ 北野地区福祉のまち推進センター

福祉除雪福祉除雪



町内会との交流会

火曜日研修会

友愛訪問

日帰りバス旅行
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団体紹介■福　祉

　平岡地区福祉のまち推進センターは、平岡地区社会福祉協議会が平成8年11月に設置し

ました。地区会館を会場とした子育てサロンだけでなく、中学校を活用した子育てサロンも

開設したり、高齢者を対象にした幅広い事業の実施に加えて、福祉推進員の活動の充実にも

力を入れています。

○日常生活支援活動
・子育てサロン「こうめちゃんサロン」

　　毎月第2水曜日午前10時～12時、平岡地区会館

・子育てサロン「プラムちゃんる－む」（16ページ参照）

　　月1回おおむね第1火曜日午前10時～12時、平岡中学校

○学習・研修活動
・平岡地区町内会と福祉推進員との交流会

　町内会・自治会、福祉推進員、民生委員・児童委員等と

の連携を強化するために実施

・火曜日研修会

　福祉推進員等を対象にした定期的な研修会

○ふれあい交流活動
・友愛訪問

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に手作り弁当と鉢

花を持って訪問

・日帰りバス旅行、茶話会・健康講座

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に実施

・高齢者と子育て家庭の交流事業

・ポーセラーツ教室（磁器絵付け）

・平岡すこやか倶楽部の運営支援

○その他
・福祉相談窓口「梅の実交流茶房」

　毎週火曜日午前

平岡地区福祉のまち推進センター　電話883－7100連絡先

概　要

主な活動

■ 平岡地区福祉のまち推進センター

こうめちゃんサロンこうめちゃんサロン

町内会との交流会

火曜日研修会

友愛訪問

日帰りバス旅行



ほほえみ交流会

友愛訪問

福まちお楽しみ会

こがもちゃんバス遠足
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団体紹介■福　祉

　清田地区福祉のまち推進センターは、清田地区社会福祉協議会が平成9年12月に設置し

ました。高齢者や子育て家庭を対象にした幅広い事業を実施するだけでなく、各単位町内会・

自治会における日常生活支援活動の調査や、障がいをお持ちの方に関する知識を深めるため

の研修を企画するなど、活動のあり方を振り返りながら事業の実施に取り組んでいます。

○調査・点検活動
・各単位町内会・自治会における日常生活支援活動の調査

○学習・研修活動
・障がい理解研修会

　障がいのある方への理解を深める研修

・福祉関係施設等見学会

○ふれあい交流活動
・ふれあいバス見学小旅行、ほほえみ交流会

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に実施。ほほえみ

交流会では、区役所職員などによる講話の後、昼食は手作

りのカレーライスを一緒にいただく。

・友愛訪問

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、手作り弁当を

持って訪問

・福まちお楽しみ会

　70歳以上のひとり暮らし高齢者と子育て家庭の三世代

が、レクリエーションゲームやもちつき等をとおして交流

を深める。

○その他
・こがもちゃんバス遠足

　子育て家庭を対象に、親子で楽しめるバス遠足

・こがもちゃんミニオリンピック大会

　清田児童会館を会場に、子育て家庭が親子で楽しめる種

目を実施

清田地区福祉のまち推進センター　電話883－7600連絡先

概　要

主な活動

■ 清田地区福祉のまち推進センター

障がい理解研修会障がい理解研修会

ほほえみ交流会

友愛訪問

福まちお楽しみ会

こがもちゃんバス遠足



友愛訪問（おはぎ弁当）

昼食交流会

異世代交流会

マップ研修
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団体紹介■福　祉

　里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センターは、里塚・美しが丘地区社会福祉協議会が平

成10年4月に設置しました。高齢者を中心とした交流事業に加えて、高齢者や子育て家庭

を対象とした各町内会・自治会単位での見守り活動の推進のため、「里美気にかける運動」

を開始するなど、よりきめ細かな事業に取り組んでいます。

○学習・研修活動
・運営委員・福祉推進員研修

　視察研修や福祉推進員に必要なコミュニケーション技術

の上達をめざした研修等を実施

○ふれあい交流活動
・友愛訪問

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に手作りおはぎ弁

当と手作り防災ずきんを持って訪問

・昼食交流会、茶話交流会

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に健康体操等をし

ながら会食、保健師による健康相談

・日帰りバス旅行

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に実施

・子育て支援交流会

・ふれあい・いきいきサロン（異世代交流会）

　70歳以上のひとり暮らし高齢者と子育て家庭の異世代

が、人形劇を鑑賞したり、健康体操、もちつきなどをしなが

ら会食

○その他
・「里美気にかける運動」の実施

・各町内会・自治会の福祉マップ作成の支援

　福祉マップの作成をしながら情報共有を図る

・防災ずきんの作成

・すこやか倶楽部の参加協力

・福祉相談室の運営

里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センター　電話886－2940連絡先

概　要

主な活動

■ 里塚・美しが丘地区福祉のまち推進センター

コミュニケーション上達研修コミュニケーション上達研修

友愛訪問（おはぎ弁当）

昼食交流会

異世代交流会

マップ研修



さくらキッズ

運営委員・推進員研修

ふれあい広場

親子ふれあいバス旅行
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団体紹介■福　祉

　清田中央地区福祉のまち推進センターは、清田中央地区社会福祉協議会が平成11年6月

に設置しました。子育てサロンの運営や支援、介護予防センター清田中央との連携による一

般住民も対象にした介護予防教室の開催など、高齢者から子どもまで、地域住民を幅広く対

象にした事業に取り組んでいます。

○日常生活支援活動
・子育てサロン「清ちっちクラブ」

　月1回おおむね第3または第4木曜日午前10時～11時

30分、清田中央児童会館

・子育てサロン「さくらキッズ」

　月1回月曜日午前10時～11時30分、清田南町町内会館

・子育てサロン「きらきらキッズ」（運営助成）

　月1～2回おおむね第2または第4火曜日午前10時～

11時30分、清田第五町内会館。運営は「きらきらキッズ

ママの会」。

○学習・研修活動
・運営委員・推進員研修（年1回）

　福まち活動の一層の充実と理解を深めるために実施

・一般住民向け研修会（年7回）

○ふれあい交流活動
・ふれあい広場

　75歳以上の高齢者が親睦を深められるよう、年1回実施

・親子ふれあいバス旅行

　好評につき、平成22年度も「動物園にGO！」（円山動

物園へのバス遠足）を実施

○その他
・PR用ポケットティッシュの全戸配布

・町内会・自治会に設置されている「福祉推進委員会」の活

動支援

清田中央地区福祉のまち推進センター　電話886－2270連絡先

概　要

主な活動

■ 清田中央地区福祉のまち推進センター

緊急連絡カードの配布緊急連絡カードの配布

さくらキッズ

運営委員・推進員研修

ふれあい広場

親子ふれあいバス旅行



委嘱状伝達式

研修会

平岡キッズまつり
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団体紹介■福　祉

　民生委員・児童委員は、地区での選考をもとに札幌市長から

の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱されています。それぞれ

の地域で常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行

い、社会福祉の増進に努める方々です。身分は特別職の公務員で、

守秘義務が課せられています。

　札幌市全体では2,839人、清田区は131人の定員となって

います。また、清田区の131人の民生委員・児童委員のうち10人は、児童に関すること

を専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

　清田区民生委員児童委員協議会は、区内の民生委員・児童委員で組織され、区社会福祉協

議会が事務局を担っています。委員間の連絡・協調を図るとともに、区保健福祉課をはじめ

とした関係行政機関と連携して、民生委員・児童委員活動が発展することを目的としており、

各地区民生委員児童委員協議会の会長からなる代議員会で各地区の連絡調整や関係機関との

連絡などを行ったり、民生委員・児童委員の資質向上のための研修などを行っています。

　高齢者や障がい者、子育て家庭などが日常抱えている心配ご

とに関する相談や解決のお手伝いを行います。

　また、ひとり暮らし高齢者への声かけ、安否確認などの見守

り活動といった地域に密着したさまざまな活動をしたり、地区

福祉のまち推進センターが行う事業に参加したりして、地域ぐ

るみで互いに支え合い、誰もが安心して生活できるように努め

ています。

〔主任児童委員の主な活動〕
　乳幼児から18歳までの子どもに関することを専門に担当

しています。児童相談所や学校、保育所・幼稚園などの関係

機関と連携し、いじめや不登校、児童虐待などの早期発見や

問題解決に取り組んでいます。

　また、子育てサロンの運営や協力、妊娠中や子育て中の方

の悩みごとに関する相談、支援なども行っています。

概　要

民生委員・児童委員の主な活動

■ 清田区民生委員児童委員協議会

清田区社会福祉協議会　電話 889－2491連絡先
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団体紹介■福　祉

　老人クラブは、おおむね60歳以上の方々で構成される、地域の自主的な高齢者活動グルー

プです。歩いて集まることができる程度の範囲での活動が基本で、おおむね町内会・自治会

単位で組織されています。各クラブでは「健康・友愛・奉仕」を基本にさまざまな活動を行っ

ています。清田区老人クラブ連合会は、各老人クラブが自主的に相互の連絡調整をし、活動

の活発な推進を図ることを目的に設置され、現在、50クラブが加盟しクラブ間の交流・親

睦を図る行事を多数行っています。

・友愛活動
　お互いに語り合って交流したり、ひとり暮らし高齢者や施設の訪問などを行ったりして

います。

・奉仕活動
　公園などの清掃活動、乳幼児や小学生などとの世代間交流、町内の見守りパトロールな

どを行っています。

・健康・仲間づくり
　パークゴルフ、ゲートボール、輪投げなどのスポーツ・レクリエーション大会、カラオ

ケ、踊り、手芸などの趣味や文化活動、旅行会、誕生会などの交流活動を行っています。

・パークゴルフ大会
　春と秋の2回開催しています。各回約150人の参加が

あり大いに盛り上がっています。

・演芸大会
　日ごろの練習の成果と各クラブの相互の親睦・交流を目

的に、演芸大会を区民センターで開催しています。

　このほかにも、社会見学会、研修会など、さまざまな活動

を行っています。

　また、各地区では別途地区老人クラブ連絡協議会を組織し、

地区単位での親睦・交流を促進する催しを行っています。

概　要

各老人クラブの主な活動

清田区老人クラブ連合会の主な活動

■ 清田区老人クラブ連合会

清田区保健福祉部保健福祉課　電話 889－2400（内線349）連絡先


