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団体紹介■安全・安心

　清田区内で災害が発生した際に復旧作業に協力し、地域住民の安全に寄与することを目的

に、区内に本社がある札幌市指定建設業者により平成9年に設立しました。平成23年3

月現在、会員数は37社です。平成18年には清田区と防災体制に関する協定を締結し、連

携強化を図っています。また、清田区や地域の行事、ボランティア活動にも積極的に参加し

ています。

・防災訓練への参加協力
　清田区防災訓練に毎年参加しています。また、平岡

地区防災訓練では、車両出動と土のう搬送の協力も

行っています。

・各種まちづくり活動への参加協力
　春の交通安全市民総ぐるみ運動の街頭啓発、北野地

区主催の厚別川河川敷草刈り・清掃には多くの会員企

業が参加しています。また、「北野防災研究会」や「清

田地区不法投棄合同巡回パトロール」に参加している

ほか、「清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議

会」の構成団体にもなっており、地域の美化活動など

にも参加しています。

概　要

主な活動

■ 清田区災害防止協力会

「札幌市清田区防災体制に関する協定」
　清田区内で災害・事故が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に清田区

民の生命、身体、及び財産を守るため、清田区と清田区災害防止協力会とが連携協

力して実施する事項について定めたものです。

〔主な内容〕
　災害時における情報連絡網及び協力実施体制の整備

　清田区災害防止協力会会員企業の資機材保有状況の把握・報告

　施設の被害状況の把握に関する業務の対応

　災害応急対策に関する業務対応

　協力体制が円滑に行われるための訓練の実施

事務局　共創技建株式会社　　電話886－6919連絡先
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団体紹介■安全・安心

　消防団の歴史は古く、江戸時代の8代将軍吉宗が「いろは四十八組」を設置させたのが始

まりといわれています。清田消防団は平成9年11月に豊平区からの分区に伴い豊平消防団

から分割され、1本部、4分団（北野、平岡、清田、里塚）で組織されました。多くの消防

団員は、普段は他に本業を持つ住民が「自分たちのまちは自分たちで守る」という郷土愛護

の精神に基づき、消防署の消防隊と連携・協力しながらさまざまな災害防ぎょ活動をしてい

ます。また、平常時は、訓練のほか火災予防の啓発、住民への応急手当や防火指導など地域

における防火、防災のリーダーとして日々活躍しています。

・災害時の出動
　火災の際には、消防隊の消火活動を支援したり現場の

交通整理を行ったりするほか、山林で遭難した人を救助

したり、安全のため現場付近に関係者以外の人を近付け

ないように警戒区域の設定といった活動も行っています。

また、地震や風水害の際には、被害を未然に防いだり、

被害を最小限に止める活動を行います。

・各種研修、訓練の実施
　あらゆる災害から地域を守るため、研修や訓練を行い

非常時に備えています。例年6月には、日ごろの訓練の

成果を確認するとともに、団員の士気を高めることを目

的に、清田消防団消防総合訓練大会を開催しています。

・グループホームの安全対策支援
　清田消防団では、区内のすべての認知症高齢者グループホーム（17施設）に対し、火

災などに備えた協力支援を行っています。平成22年3月に発生した北区の認知症高齢者

グループホーム火災を教訓にしたもので、有事の際の初期対応の支援など、安全対策の充

実を図っています。

・住宅用火災警報器の普及
　住宅防火アドバイザーとして、単身高齢者世帯を中心に住宅用火災警報器の普及活動等

を行っています。

　清田消防団では、区民の安全と安心を守る消防団員を募集しています。入団を希望する

方、興味がある方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

概　要

主な活動

■ 清田消防団

清田消防団（清田消防署内）　電話883－2100連絡先
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団体紹介■安全・安心

　少年消防クラブは、小学生から中学生までの少年・少女で構成されており、BFC（Boys 

and girls Fire Club）とも呼ばれています。少年・少女が団体行動を通して規律や礼儀を学ぶ

とともに、防火防災に関する知識や技術を身につけ、地域の防火安全を目的としてさまざま

な活動を行っています。清田区では、町内会連合会ごとに5つのクラブがあり、全地区で

98人（平成23年3月1日現在）のクラブ員がいます。防火啓発行事や清田消防団との合

同防火防災研修会を行うなど、地域の子ども防災リーダーとして活動しています。

【清田少年消防クラブ】
・着衣水泳
　服を着たまま、過って川に転落した時のために訓練しています。

・防火キャンプ
・ロープ結びなどを学ぶ結索訓練　等

【北野少年消防クラブ】
・防火書き初め
　防火に関する標語の書き初めを通して、一年の決意を表明す

るとともに、作品を展示して地域住民に火災予防を呼びかけて

います。

・消火栓除雪
　緊急時にすぐに使えるように、降雪等に

より埋もれた消火栓の除雪を行っています。

・社会福祉施設慰問　等

【平岡少年消防クラブ】
・防火雪だるま作成
　火災のないまちを願うとともに、地域住

民への防火を呼びかけるため、防火雪だる

まを作成しています。

・平岡地区防火防災訓練に参加
・消火栓除雪　等

清田消防署　電話 883－2100　連絡先

概　要

主な活動（クラブ結成順）

■ 地区少年消防クラブ

【里塚・美しが丘少年消防クラブ】
・三里塚神社例大祭の訓練展示
　毎年9月に行われる三里塚神社例大祭

で、結索や規律訓練を披露しています。

・防火研修会・消防体験研修　等

【清田中央少年消防クラブ】
・「まちの灯り」への参加・協力
　地域とともに、キャンドルづくりのお

手伝いをしています。

・防火キャンプ・視察研修　等

防火書き初め

防火雪だるま作成
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団体紹介■安全・安心

　少年補導員とは、地域の少年の健全育成のために活動しているボランティアです。①少年

の非行防止と健全な育成に熱意を有すること、②少年警察活動に理解を有すること、③地域

の実情に精通しており、かつ、地域住民の信頼があってその協力を得ることが期待できるこ

と、これらの要件を備えている満70歳以下の方が、地域の団体等からの推薦により、少年

補導員として警察署長から委嘱されています。

　任期は3年間で、委嘱されるとそれぞれの地域の「支部」の構成員となります。豊平警察

署管内では14の支部があり、その中に清田区の5支部（北野支部、清田中央支部、平岡支

部、清田支部、里塚・美しが丘支部）も含まれています。

　「清田区少年補導委員会」は、豊平警察署管内では範囲が広すぎること、また、将来の清

田警察署設置に向けて結束を高めていこうと、清田区の5支部が集まり、平成13年12月

に設立しました。平成23年3月現在、48人の少年補導員で組織されています。委員会では、

毎年、総会や研修会を通して活動を行っています。

・小学校児童の登下校見守り
・日中・夜間パトロール
・夏休み・冬休み期間中のパトロール
・地域イベント時のパトロール
（清田ふれあい区民まつり、各地区町内会連合会の行事、厚別

神社・三里塚神社の各祭典時　等）

・警察が行う事業（少年の居場所づくり事業）への協力
　少年の居場所づくり事業（通称 JUMPプラン）とは、平成

16年度から、家庭・学校・地域及び各関係機関・ボランティ

ア団体と提携により少年のさまざまな居場所づくりを推進し、

人を思いやる心や規範意識の醸成をめざしています。今までに、

「少年スポーツ教室」や「環境美化活動」などを実施しています。

※ 活動時には、緑色の「少年補導員ジャンパー」または「ベスト」

を着用して、目立つようにしています。

清田区少年補導委員会委員長　後藤　電話 881－3724　連絡先

概　要

少年補導員の主な活動

■ 清田区少年補導委員会

清田ふれあい区民まつりの
パトロール

環境美化活動（美しが丘
西公園の水遊び場の清掃）

環境美化活動（はじまりの
少年補導員のあいさつ風景）



夏休み合同パトロール
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団体紹介■安全・安心

　平岡地区児童・生徒事故防止合同対策協議会は、近年多発している犯罪や事故から子ども

たちを守るため、地域ぐるみで未然に防止することをめざして、平成14年に発足しました。

平岡地区町内会連合会を中心に、平岡地区で活動している多くの団体と連携を図りながら活

動しています。

主な構成団体
　平岡地区町内会連合会、平岡地区民生委員児童委員協議会、平岡地区青少年育成委員会、地

区内各小中学校・高校、各PTA、豊平警察署少年補導員協議会平岡支部、平岡地区老人クラブ

連絡協議会、清田地区商工振興会、平岡児童会館、豊平警察署、スクールガードリーダー　等

・夏休み合同パトロール
　夏休み期間中に、子どもたちの安全を確保するため、地域内を巡回し、声かけなどによ

り子どもたちの行動を見守るとともに、危険箇所の発見など青少年に関するさまざまな情

報を把握することを目的として、夜間のパトロールを年8回程度実施しています。

　平岡地区を3ブロックに分け、1地区10人体制で公園や大型ショッピングセンター等を巡

回しています。毎年、延べ200人程度が参加し、地域ぐるみで子どもたちの安全を守ってい

ます。

・「こども 110番の家」の加入促進
　黄色いプレートを掲げた「こども110番の家」は、不審者（犯人）

から逃れるために駆け込んできた子どもたちの安全を確保する場所と

なるほか、犯行を思いとどまらせる抑止効果もあります。

　平岡地区では、平成22年度現在で600世帯余りが登録しています

が、目標を大きく持ち、3年計画で約5,500世帯の加入をめざしてい

ます。

平岡まちづくりセンター　電話883－7100　連絡先

概　要

主な活動

■ 平岡地区児童・生徒事故防止合同対策協議会
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団体紹介■安全・安心

　清田中央地区交通少年団は、正しい交通マナーと交通ルールを習得し、地域の交通安全に

寄与することなどを目的に、平成3年3月に結成されました。

　本少年団は区内唯一の交通少年団で、清田南小学校と清田緑小学校の5・6年生の有志

109人（平成22年度）が活動しており、毎年3月に入退団式が行われています。

　また、少年団の育成を行う交通少年団世話人会は、清田中央地区子ども会の育成者、交通

安全指導員会清田中央支部の方々が中心となって構成されています。

・清田南小学校、清田緑小学校の合同交通安全パレードへの参加
　新入生を迎える毎年4月初め、地域の交通安全意識を高め、子どもたちの交通事故を

防ごうと、小学校や地域が連携して実施する合同交通安全パレードに参加しています。

・新 1年生のための交通安全指導
　春の新学期が始まると、団員が登校時間に通学路に分担して立ち並び、新1年生のた

めの交通安全指導を実施しています。

・羊ヶ丘通での街頭啓発
　夏休み中の毎年8月初旬には、交通少年団を中心に、保護者、世話人、各町内会の方々

など多くの皆さんの参加をいただき、羊ヶ丘通沿いで街頭啓発を行い、歩行者やドライバー

に交通安全を呼びかけています。

　このほか、札幌清田ライオンズクラブの交通安全運動への参加や、地域の民生委員を通じて、

交通安全を呼びかける手づくりカードをお年寄りへプレゼントする活動なども行っています。

概　要

主な活動

■ 清田中央地区交通少年団

清田中央まちづくりセンター　電話 884－7187連絡先
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団体紹介■安全・安心

　交通安全指導員は、自ら交通ルールを遵守し他の模範となるよう努め、市民の交通マナー

を向上させるよう啓発するとともに、地域の自主的な交通安全運動を推進する奉仕活動を

行っています。札幌市交通安全運動推進委員会会長からの委嘱を受け、各区交通安全運動推

進委員会単位に置かれています。

　清田区交通安全指導員会は、約50人の指導員で組織し、清田、北野、清田中央、平岡、

里塚・美しが丘の5支部で構成されており、日々の活動を通して地域の交通安全を見守りつ

づけています。

・小学生の登下校見守り活動
　おおむね午前7時45分から8時半までと午後3時前後に、

学校近くの交差点や横断歩道などで、制服とヘルメットを着用

のうえ、児童たちの見守りと交通安全指導を実施しています。

特に4月には、通学路・交差点一斉交通指導として、交通安全

母の会やスクールゾーン実行委員会の皆さんとともに新入学児童への見守り活動を強化し

ています。

・交通安全市民総ぐるみ運動への参加
　春夏秋冬の4期40日の期別運動に合わせ、各地区で実施さ

れる街頭啓発に参加しています。

・清田南、清田緑小学校合同交通安全パレードへの参加・協力
　両小学校や地域が連携して例年4月に実施されるパレードに参加・協力しています。

・深夜特別啓発の実施
　赤色回転灯搭載車による深夜特別啓発（午後10時～11時）を、7月と8月に各2回

実施しています。

　このほか、区役所前市民交流広場周辺で開催される「清田ふれあい区民まつり」での歩行

者誘導、札幌清田ライオンズクラブ主催の交通安全街頭啓発への参加なども行っています。

概　要

主な活動

■ 清田区交通安全指導員会

清田区交通安全運動推進委員会（清田区役所内）　電話889－2400（内線274）連絡先
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団体紹介■安全・安心

　交通安全母の会は、区内の各地区（清田、北野、清田中央、平岡、里塚・美しが丘）に設

置されており、「交通安全は家庭から」を合言葉に、同じ地区に住むお母さんたちが協力し、

家庭から交通事故の被害者も加害者も出さないよう、研修会や啓発活動などを行っています。

　清田区交通安全母の会連絡協議会は、各地区の交通安全母の会で構成され、各地区の連絡

協調を高めつつ、意見交換と協調の場を確保するとともに、区内の交通安全関係団体と協力

し、交通事故のない幸福な家庭と明るいまちをつくるための活動を行っています。

・交通安全市民総ぐるみ運動への参加
　春夏秋冬の4期40日の期別運動に合わせ、地区ごと

に実施される街頭啓発に参加しています。例年4月には、

新入学児童に対し、交通安全指導員会やスクールゾーン

実行委員会の皆さんと通学路・交差点で交通安全指導を

行っています。

・新入学児童への交通安全マスコットづくり
　新入学児童が登下校のときに交通事故にあわないようにとの願いを込めて、各地区で交

通安全のキーホルダーやしおりなどを手づくりし、新入学児童に贈呈しています。

　このほか、札幌清田ライオンズクラブ主催の交通安全街頭啓発への参加や、交通教育指導

員による研修会の開催、地域のお年寄りへの夜光反射材配布などの活動を行っています。ま

た、札幌市交通安全母の会連絡協議会の活動として、さっぽろライラックまつり特別啓発で

の夜光反射材などの配布、さっぽろ雪まつり雪輸送開始式での交通安全マスコットの贈呈な

どの活動を行っています。

概　要

主な活動

■ 清田区交通安全母の会連絡協議会

清田区交通安全運動推進委員会（清田区役所内）　電話889－2400（内線274）連絡先



清田区地区対抗壮年野球大会

清田区ミニバレー大会

スポーツフェスタ in白旗山
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団体紹介■スポーツ・健康

　「スポーツ振興法」に基づき札幌市から委嘱を受けている体育指導委員により、区ごとに

組織されています。

　体育指導委員は、地域のスポーツ振興をめざし、健康・体力づくりのためのスポーツ行事

の企画運営、実技指導、啓もう宣伝などを行っており、札幌市全体で定員281人、清田区

では、北野、清田中央、平岡、清田地区から各3人、里塚・美しが丘地区から4人の計16

人が委員となっています。

・市主催行事への運営協力
　はまなす全国車いすマラソン大会、札幌マラソン大会、

札幌国際スキーマラソンなど

・清田区地区対抗壮年野球大会
　40歳以上を対象とした親睦野球大会。区内5地区と区

役所の6チームで、トーナメント方式により優勝旗を争い

ます。毎年8月に開催しています。

・スポーツフェスタ in 白旗山
　スポーツフェスタ in白旗山実行委員会の一員として、企

画の検討・連絡調整を行うとともに、当日は各スポーツ部

門のリーダー役を担うなど、大会運営に力を注いでいます。

・清田区スポーツ講演会
　区役所と清田区スポーツネットの共催で、平成23年2

月に開催されました。運営・進行に協力しています。

・清田ふれあい区民まつりへの協力
　会場設営やステージイベントの進行などを行っています。

・清田区ミニバレー大会への協力
　企画運営、審判などの協力をしています。

概　要

主な活動

■ 清田区体育指導委員会

清田区地域振興課（事務局）　　電話889－2400（内線254～256）連絡先



ころばん体操
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団体紹介■スポーツ・健康

　清田Hi遊会は、清田区が毎年実施している区民の健康づくりを応援するボランティア養成

研修「健康づくりリーダー養成研修」の修了生有志が集まり、平成12年3月に設立しました。

　区が行う健康づくり事業への協力をはじめ、地域の方々の健康増進や会員の親睦を図るこ

とを目的に、平成23年3月現在、108人の会員が明るく楽しく前向きに活動しています。

・清田区歩こう会
　清田区、清田区健康づくりリーダーが主催する「清田区歩こ

う会」（年3回開催）に参加し、受付や準備体操、コース先導

などの協力をしています。

・地区ウオーキング
　各地区の健康づくりリーダーが主催する「地区ウオーキング」（4地区　4～11月まで

各月3回実施）に参加し、受付や準備体操、コース先導などの協力をしています。年間

参加者は4地区合計で延べ2,000人以上と、大勢の方々に参加いただいている行事です。

・清田区健康＆介護予防フェア
　区民に健康づくりと介護予防などについての知識普及・意識啓発を図るために清田区が

主催するイベントに協力しており、立位体前屈や垂直跳びなどを行う体力測定コーナーを

担当しています。

・スポーツフェスタ in 白旗山
　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イベントで、「白旗山ハイキング」

を担当し、多くの方々に白旗山の自然を体感していただいています。

　このほか、清田Hi遊会の事業として、清田歩こう会（年1回）、

気功を取り入れた「健康体操」、脚力強化とストレッチをメニュー

とする「ころばん体操」（それぞれ月1回　区役所3階　健康増進

フロアで実施）を開催しています。

　どなたでも気軽に行える内容ですので、ぜひご参加ください。

概　要

主な活動

■ 清田 H
ハ

 i
イ

遊会

清田区健康・子ども課　　電話889－2400（内線525）連絡先



健康行楽弁当＆ウオーキング

食生活改善展

親子クッキング教室
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団体紹介■スポーツ・健康

　区が毎年開催している「食生活改善推進員養成講座」の修了者により構成されているボラ

ンティア団体です。「わたしたちの健康はわたしたちの手で」という合言葉をもとに、自分の、

家族の、地域の、そしてみんなの「元気で長生き」をめざし、食を通した健康づくり活動を

進めています。（平成22年度会員数：117人）

・健康行楽弁当＆ウオーキング
　協議会では、毎年工夫を凝らしながら、栄養バランスのと

れたお弁当を作っています。そのお弁当を、区役所から平

岡公園までウオーキングをしたあと、梅の花見をしながら味

わいます。地区単位で開催し、毎年多くの方がおなかと心

を満たしています。

・食生活改善展
　栄養バランスのとれた食事のパネル展や、毎年大人気の試

食会を行っています。区主催の健康＆介護予防フェアと同時

開催で、区民の健康づくりに貢献しています。

・親子クッキング教室
　子どもたちの「食」に対する関心を高め、家庭でも「食」

について考えるきっかけにしてもらいたいと清田区が企画

しているイベントです。食のボランティアである食生活改

善推進員は、調理補助として参加しています。

・新年交流会
　食生活改善推進員が地区ごとに一品ずつ担当し、心を込めて作った料理を囲みながら、

町内会、区職員、会員が一堂に会し、交流を深めています。

　このほかにも、各地区での料理教室・講習会などを通して、良い食生活を進める活動を

行っています。また、協議会の活動には有明地区特産のホウレンソウ「ポーラスター」を

積極的に献立に取り入れ、地産地消を勧めています。

概　要

主な活動

■ 清田区食生活改善推進員協議会

清田区健康・子ども課　　電話889－2400（内線521）連絡先


