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＜はじめに＞ 

～ 将来予測：社会情勢の大きな変化 ～ 

★人口減少、高齢化の大幅な進展 

★75 歳以上人口の伸び率が市内最高との予測 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した、地域別の将来

推計人口によると、平成 22 年から 52 年にかけて、清田区の

総人口は 6.9％の減少、高齢化率(65 歳以上割合)をみると

19.4％から 40.4％になると見込まれています。 

また、そのうち 75歳以上が 9.0％から 25.8％に増加するな

ど、高齢化の伸び率は、札幌市 10区のうち最も高くなってい

ます。 

このような将来予測を踏まえ、超高齢社会にあっても誰も

が安心して暮らせる地域づくりを実施するため、つながりや

支え合いによる地域コミュニティをより一層強固なものとし

ていくことが求められます。 (平成 25年 3 月 国立社会保障・人口問題研究所推計)

 

１ 清田区の使命 
 

 

          

 
 

今後の高齢者人口の急激な増加に伴う高齢単身者世帯や社会的孤立の増加などに対応するため、“自然

と調和した居住環境”の中で、“区民同士がともにつながって支え合い”ながら“安全に安心して暮らせ

る”まちづくりを目指して、区民の皆さんとともに清田区の将来像として定めた『きよたまちづくりビジ

ョン 2020』の推進を使命として取り組んでいきます。 

 

２ 目標・運営方針 
   区の使命を踏まえ、目標・運営方針を定めます。 

 

目標１ ｢市民参加によるまちづくり｣を実現します 

区民と区役所が協働してまちづくりを進めるために、町内会をはじめ地域のさまざまな団体からなる

「きよたまちづくり区民会議」を中心に、必要な情報を分かりやすく積極的に提供するとともに、提案

や話し合いができる市民参加の場の充実を図り、区の取り組みに反映させていきます。 

また、各地区のまちづくりセンターを拠点とした、地域の課題解決やコミュニティの活性化、ネット

ワークづくりに向けた取り組みを支援していきます。 
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目標２ 行動します！「笑顔あふれる清田区役所｣ 

より身近で笑顔あふれる区役所を目指すために、職員相互の情報共有やコミュニケーションの活性化

を図り、接遇向上・サービスアップに対する意識をより一層高めていきます。 

また、職場内研修や区民との積極的なコミュニケーションを通じて、区民の視点に立った職員の育成

を進めるとともに、信頼され、行動する区役所づくりを目指していきます。 

 

３ 重点取り組み項目 
   目標を達成するために取り組みます。 

 

１ 「市民参加によるまちづくり｣の実現 

区の使命を象徴する「みどり」「ふれあい」「やすらぎ」に関連する事業を選定しました。各

事業の実施に当たっては、札幌市自治基本条例の趣旨に沿って「情報共有」を十分に行い、「市民参

加」を積極的に取り入れていきます。また、進行管理のための数値目標も設定しました。 

 

１ みどり豊かなまちづくりの推進 7事業＋報告 P 3

豊かな自然環境の保全・活用を図るとともに自然と調和した居住環境を確保し引き継ぐ取り組み。 

（1）自然環境を生かしたまちづくり 

（2）自然と調和した都市環境づくり 

 

２ ふれあいあふれるまちづくりの推進 14 事業＋報告 P 9

区民同士の交流により顔が見えてつながり、支え合う地域づくりの取り組み。 

（1）つながるきっかけづくり 

（2）支え合う仕組みづくり 

（3）豊かな暮らしづくり 

 

３ やすらぎを感じるまちづくりの推進 5事業＋報告 P17

健康で安全に安心して暮らせる地域づくりの取り組み。 

（1）防災・減災 

（2）暮らしの安全 

（3）健康づくり 

 

２ 行動します！「笑顔あふれる清田区役所｣を目指して 

区民との情報共有や対話による協働を進めるとともに、接遇やサービスのより一層の向上を図る

ことで、まちづくりを支える区役所運営の充実を図ります。 

 

１ 区民との情報共有の推進 取り組み＋報告 P24

 

２ 接遇・サービスの向上 取り組み＋報告 P25
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具体的な取り組み 
 

目標１ ｢市民参加によるまちづくり｣の実現 

 

１ みどり豊かなまちづくりの推進 

豊かな自然環境の保全・活用を図るとともに自然と調和した居住環境を確保し引き継ぐ取り組みで

す。 

 

１-(1) 自然環境を生かしたまちづくり 

区のシンボル（白旗山、あしりべつ川、平岡梅林）をはじめとする自然環境に恵まれた清田区に

あって、豊かな自然の保全・活用し、うるおいのあるまちづくりを進めます。 

 

最重点 
花とみどりのネットワーク事業 

(総務企画課、地域振興課、平岡・清田まちづくりセンター、維持管理課) 

環境負荷の低減や、清田区の地域特性である豊かなみどりと自然環境をより一層生かしたまち

づくりを進めるための取り組みを実現します。 

 

みどりのカーテン 

区役所、土木センター、まちづくりセンターおよび児童会館

の一部をツル性植物のカーテンで覆うことで、施設利用者が見

て・触れて・楽しい、ふれあいスポットを目指すとともに、実

際にカーテンの効果を体験してもらうことで、区民の地球環境

保護に対する意識啓発を図っていきます。 

また、区民に対してモニターを募集して、各家庭におけるみ

どりのカーテンの普及を図ります。 

 

【目標】・みどりのカーテン区民モニター応募数 50 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・6月から区役所、土木センター、まちづくりセンター（2か所）、

児童会館（6か所）にみどりのカーテンを設置し、生育の様子を

ましたホームページで公開しました。 

・きよっちの顔の形にも挑戦し、来庁者の話題になったり、ゴー

ヤやきゅうりなどの収穫物を提供したり、ふれあいの機会を設け

ました。 

・53 人の区民モニターに資材と苗を提供、生育状況の報告を受け

ました。  

【来年度以降の予定】 

環境活動の継続のため、引き続き区内関係各施設でのカーテン設置に取り組みます。 

達成状況を 5段階で

表示しています。 

★★★★ 
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ガーデニングの普及啓発 

地域におけるふれあいの場を創出するためのガーデニングの

普及促進として、「清田区ガーデニングネットワーク」を構築し、

区役所前に花プランターの設置やオープンガーデンの見学会な

どを実施します。 

また、本年度もガーデニング・フォトコンテストを開催し、

個人を対象とした「ガーデン部門」、「プランター・鉢植え部門」

に加え、団体を対象とした「地域緑化部門(仮称)」を新設します。 

 

【目標】・ガーデニング・フォトコンテストの応募作品数 60 点 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
＜ガーデニングネットワーク＞ 

 コンテナガーデン体験会 

7 月に実施。20 人の参加者が講師の指導のもと、大型プランター

への寄せ植えを行いました。作成したプランター10 基は、区役所

前に設置しました。 

 ガーデニング見学会 

7 月に実施し、参加者 18人。区内のガーデニングフォトコンテス

ト受賞者などの庭の見学と交流会を行いました。 

 ガーデニング講演会 

11 月に行われた、恵庭市㈱サンガーデンの土谷講師による「寄せ

植えデモンストレーション」の見学と「春からの庭づくりのポイ

ント」に関する講話に、69 人が参加しました。 

 

＜清田区ガーデニング・フォトコンテスト＞ 

6 月～8月に写真を募集したところ、新たに創設した地域緑化部門

への 27 作品を含む全 58 作品の応募がありました。それぞれの部

門において、区民審査、委員審査を行い、各賞の決定と、応募作

品を区役所ロビーなどで展示しました。 

コンテナガーデン体験会 

ガーデニング見学会 

ガーデニング・フォトコンテスト 

ガーデン部門最優秀賞作品 

【来年度以降の予定】 

講習会、見学会、講演会およびフォトコンテストを実施し、ガーデニングの普及と区民の交流を

図ります。 

 

地域緑化支援 

歩道の植樹桝などに花植えを行う団体に花苗を配布し、地域

による花を用いたまちづくり活動の支援を行います。 

また、区と環境美化活動実施団体が役割を分担しながら、地

域の美化活動を行う「アダプト・プログラム」に取り組みます。

 

【目標】・花苗の配布数 32,000 株 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 
・81 の町内会などの団体に約 28,000 株の花苗を配布し、2,500 人

以上の参加を得て植樹桝などでの花壇づくりを行いました。 

・「アダプト・プログラム制度」に新たに 2団体が加わり、計 15 

団体が区と連携し、地域の環境美化活動に取り組んでいます。

・「公益法人食品容器環境美化協会」と連携し、「環境広場さっぽ

ろ 2014」でアダプト・プログラム参加団体のＰＲを行いました。

【来年度以降の予定】 

・引き続き花苗の助成を行い、区民による花のまちづくりを支援していきます。 

・モデル地域において、花苗の助成に加えて研修会の開催や花床づくりなどの支援を行い、景

観のレベルアップに取り組みます。 

・区民の参加による環境美化活動を継続実施し、区内の環境美化推進に努めていきます。 

 

みどりのリサイクル推進事業(維持管理課) 新規

公園の樹木や街路樹から出る落ち葉を各地域内の公園に設置するヤードに堆積して堆肥を造

ります。 

また、次年度以降は、堆肥を公園や道路、小学校の花壇やコミュニティーガーデンなど、花と

みどりのネットワーク事業のほか地域のみどりづくりの場面で活用していきます。 

【目標】・落ち葉ヤードの設置 4 カ所 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
区内 5か所の公園に落ち葉ヤード設置し、落ち葉の堆肥化に取り組みました。 

【来年度以降の予定】 

地域におけるみどりづくりに活用できるよう、ヤードの増設とＰＲを行います。 

 

あしりべつ桜並木通りの魅力アップ（旧国道 36 号魅力アップ事業）(地域振興課) 

旧国道 36号（旧道）の桜並木や広い遊歩道スペースを生かし、

歩行者が心地よく利用できることを目指して策定された「やすら

ぎ歩行空間プラン」に基づき、対象区間（愛称：あしりべつ桜並

木通り）を舞台として、ウォーキング、草刈り清掃、花壇作りな

どの取り組みを行います。 

旧道歴史ＤＶＤの制作など、旧道の魅力アップに向けた活動に

ついて、区民による「旧国道 36 号魅力アップワークショップ」のメンバーと検討を進め、実施

していきます。 

 

【目標】・ウォーキング、清掃活動などの参加者 250 人 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 
＜歴史・文化グループ＞ 

後世に旧道の歴史を伝えるため、ワークショップで内容を検討し、

関係各所を取材・収録したＤＶＤを作成しました。 

＜環境グループ＞ 

・6月にあしりべつ桜並木通り沿いの花壇 10カ所へ約 900 株の花

苗を植栽。ワークショップ関係者約 50人が参加しました。 

・9月に「旧道の日 景観アップ活動」を実施。ワークショップ関

係者や清田小学校の児童、沿線企業の従業員など約 130 人が参

加し、歩道の清掃活動、花壇の手入れ、植樹桝への花植えを行

いました。 

＜健康・福祉グループ＞ 

・昨年度に完成した「旧道みどころマップ」を旧道関係イベント

で配布し、周知を図りました。 

＜桜ウオーキング実行委員会＞ 

旧道の日 景観アップ活動 

旧道 桜ウオーキング・花見会 

・各ワークショップグループの代表者で構成される桜ウオーキング実行委員会を組織し、5月

に「旧道桜ウオーキング・花見会」を実施。区民やワークショップ関係者約 200 人が春のウ

オーキングとジンギスカンを楽しみました。 

【来年度以降の予定】 

「旧国道 36 号魅力アップワークショップ」は、26 年度で終了。作成したＤＶＤの活用や花壇

の管理、「旧道の日 景観アップ活動」「旧道 桜ウオーキング・花見会」については、関係団体

と連携し、取り組みを続けます。 

 

白旗山・あしりべつ川自然体験事業(地域振興課) 

自然案内人から野鳥や草花などの説明を聞きながら札幌ふれあ

いの森を散策する「白旗山自然探検隊」を開催します。 

また、魚捕りを楽しみながら小学生に自然の大切さを学んでもら

う「あしりべつ川体験塾」を、ＮＰＯ法人あしりべつ川の会、札幌

市子ども会育成連合会清田区支部、札幌国際大学の学生などの協力

により開催します。 

【目標】・白旗山自然探検隊の参加者 50 人 

・あしりべつ川体験塾の参加児童 50 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
＜白旗山自然探検隊＞ 

高校生以上を対象として 6月に開催。19人の参加者がガイド 2人

から野鳥や草花などの説明を受けながら、白旗山の自然への理解

を深めました。 

＜あしりべつ川体験塾＞ 

区内小学生 50人が参加し 8月に開催。厚別川に生息する魚類を捕

獲・観察することで、自然の貴重さ、生命の尊さを実感するとと  
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もに、川への親しみを持つことができました。 

【来年度以降の予定】 

今年度の内容をふまえ、実施に向けた検討を進めます。 

 

自然・省エネルギー体験事業(北野まちづくりセンター) 新規

改築後の北野連合会館のサロンスペースに、地球温暖化防止を目指したバイオマスエネルギ

ーであるペレットストーブを設置します。冬季間にウォームシェアスポットとして開放し、地域

住民などが来所した際にペレットストーブを体感してもらうことで、環境保全の啓発を図りま

す。また、音楽会などのイベント開催を計画し、エネルギーの節約と地域の活性化を図ります。

 

【目標】・来場者 100 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・改築後の会館は、ペレットストーブ、太陽光発電設備が設置さ

れ、平成 27 年 1月からイベント・活動・相談などで来館する地

域住民のウォームシェアスポットとして開放しています。 

・新会館の見学者に対して、環境保全の啓発を図りました。（見学

来場者：約 300 人） 

【来年度以降の予定】 

・ペレットストーブのあるサロンを会場として、会館でサークル活動をしている団体による演

奏会などを企画しています。 

・来館者にエコエネルギーを体感してもらい、環境保全の啓発を行います。 

 

１-(2) 自然と調和した都市環境づくり 

交通対策も含めた区の顔にふさわしい拠点づくりや快適な居住環境の確保など、豊かな自然と調

和した都市環境づくりを進めます。 

 

最重点 「きよたまちづくり区民会議」の運営(地域振興課) 新規

「きよたまちづくり区民会議」において、「豊かな自然環境を生

かしたまちづくり」をテーマに検討を進めます。 

協議会の設立や利活用に関する提言書作成などあしりべつ川を

生かしたまちづくりについて具体的な取り組みを進めるととも

に、区の顔にふさわしい拠点づくりについても議論を進めていき

ます。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
「きよたまちづくり区民会議」を 4回開催し、以下 7点の取り組み・検討を行いました。 

＜あしりべつ川協議会＞ 

7 月、11 月、2月に協議会を開催。川の利活用や維持管理について提言書をとりまとめ、3月

10 日の区民会議で報告、解散しました。(提言書は区から関係機関へ送付） 
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＜まちの灯り in きよた＞ 

1 月から 2月にかけ区内各地で開催されたアイス・スノーキャンド

ルイベントをＰＲし、区内への広がりを呼びかけました。 

＜花とみどりのネットワークづくり＞ 

(1)コンテナガーデン体験会、(2)ガーデニング見学会、(3)ガーデ

ニング講演会を開催しました。 

＜にぎわい・コミュニティの場の創出＞ 

札幌国際大学およびマ・アル清田と区が連携し、清田区在住の女

性（「きよたネーゼ」）が地域の魅力を取材して情報発信するサイ

ト「きよたのｗｅｂ～きよたネーゼ情報局～」を開設しました。

＜マルシェの試験的実施＞ 

「きよたマルシェ」を 9月 6日、13日、20 日の 3週連続区役所前

で開催。清田区産の農産物やきよたスイーツの販売などを通じて

まちの灯り in きよた 

きよたマルシェ 

地産地消のＰＲや清田の魅力発信を行い、3 日間で延べ約 1,000 人が集まるなどにぎわいをみ

せました。 

＜清田区の拠点づくり（検討）＞ 

区全体の拠点と地域ごとの拠点のイメージを検討しました。 

＜清田区民フォーラム＞ 

11 月 3 日に「きよたの(KIYOTATANOSHII)ライフのつくり方」をテーマに開催。約 100 人が参加。

北広島市内コミュニティカフェ店主による基調講演と、区内店主らにより「きよたブランド」

や「北広島市との連携」、「きよたチャレンジ」についてのパネルディスカッションが行われま

した。 

【来年度以降の予定】 

27 年度も「きよたマルシェ」と「区民フォーラム」を開催します。きよたまちづくり区民会議

のテーマである、「豊かな自然環境を生かしたまちづくり」のもと、各取り組みに加え「区民フ

ォーラム」で議論された「北広島市との連携」も視野に、議論・検討を進めていきます。 

 

札幌新道および清田通の延伸関連事業 (建設局街路工事担当課) 

札幌新道（竣工予定平成 27 年度）お

よび清田通（同 30 年度）の延伸を計画

しており、工事などの状況については、

区からも適宜情報発信を行います。 

 

札幌新道            清田通 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
厚別東通～大曲通区間の工事がほぼ完了。平成 27年 4月 29 日から通行可能になります。 

【来年度以降の予定】 

清田通の工事状況について適宜情報発信を行います。 
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２ ふれあいあふれるまちづくりの推進 

区民同士の交流により顔が見えてつながり、支え合う地域づくりの取り組みです。 

 

２-(1) つながるきっかけづくり 

子育て支援や高齢者の社会参加、住民参加型イベントの実施など、子どもから高齢者まですべて

の世代が地域に参加し、つながるための取り組みを進めます。 

 

区民による魅力発信事業(地域振興課) 新規

昨年度発行した情報紙「きよたの」を活用し、「きよたネーゼ」と呼ばれる女性などに、清田

の魅力スポットを発見およびＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による情報発

信をしてもらうことで、にぎわいやコミュニティの創出を図ります。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
区内外に広く清田区の魅力を発信するため、区在住女性「きよたネ

ーゼ」（5人）に、自身が取材した区の魅力スポットを、今年度開設

したインターネットサイト「きよたのｗｅｂ～きよたネーゼ情報局

～」に投稿してもらうことで、区内外に広く情報発信を行いました。

【来年度以降の予定】 

情報発信を担う「きよたネーゼ」を随時募集し、増員することで、さまざまな視点からの清田

区の魅力を発信していきます。 

 

清田ふれあい区民まつり(地域振興課) 

まちづくりの促進のため、多世代間交流を通じて、清田区民が地

域を良くしていこうとする意欲と郷土愛醸成の一助とすることを

目的として開催されている清田区最大のイベントの運営を支援し

ます。 

 

【目標】・ボランティアスタッフ参加者 350 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
7月 19 日に開催し、延べ 23，000 人が来場。実施にあたり約 350 人がボランティアスタッフと

して参加しました。 

【来年度以降の予定】 

7 月下旬頃を開催予定とし、準備を進めます。 
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清田区民シニアスクール(地域振興課) 

三里塚小学校の空き教室を利用して、高齢者が小学生との世代

を超えた交流を中心にしながら、5月から 12 月までの期間に、教

養講座、各種実習および小学生との交流授業を行います。 

また、学校行事である「全校集会」「クリスマス会」などにも参

加し、交流を深めます。 

 

【目標】・実施講座 53 講座 

・受講者 20 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・20 人が受講。5月の入学式から 12 月の卒業式まで、毎週水曜日

に 2講座、全 53 講座を実施しました。 

・国語、社会、音楽、美術、体育など教養講座のほか、まちづく

りに関する講座を実施しました。 

・小学校児童との交流授業は、各学年と特別支援学級との交流授

業が計 13回実施され、児童との交流を深めました。 

・その他、全校朝会やクリスマス会などの学校行事に参加し児童との交流を深めるとともに、

受講生同士の親睦を深めるため、研修旅行も実施しました。 

【来年度以降の予定】 

生涯学習の場の提供と地域の世代間交流を深めるため、スクールを継続していきます。 

 

地域情報化支援事業(地域振興課) 

清田区地域活動情報交流サイト「きよたみん」の運営と、町内

会のホームページづくりのサポートを行う清田区ＩＴボランテ

ィアへの支援を通じて、ＩＴを活用した地域のまちづくりを進め

ます。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
清田区ＩＴボランティアによる地域団体に向けた講習会などの開催や、町内会のホームページ

更新作業などの活動をサポートしました。 

【来年度以降の予定】 

引き続き、清田区ＩＴボランティアへの支援を通じて、ＩＴを活用した地域のまちづくりを進

めていきます。 
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近隣自治体紹介コーナー(総務企画課) 新規

清田区に隣接する自治体について、観光スポットや開催行事の情報を提供し、広域的な自治体

の連携や交流の活性化を図ります。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
北広島市および恵庭市の協力の下、「近隣自治体紹介コーナー」

を開設し、両市のパンフレットやポスターなどを掲示しました。

【来年度以降の予定】 

引き続き、北広島市および恵庭市の情報を提供していきます。 

 

子どもまちづくり事業(地域振興課) 

次代を担う子どもたちに、まちづくりセンターの業務や住民の一

員として地域のイベントなどに従事してもらい、将来的なまちづく

り活動への参加促進を図ります。 

 

【目標】・参加児童 10 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
里塚・美しが丘地区の小学生 8人が「宿泊型避難所体験」（2月 21

日）に参加し、地域住民に取材したことや感想などをまとめた「ま

ちづくり体験レポート」を作成。3 月 4 日に区長に対し報告を行

いました。 

【来年度以降の予定】 

今年度の内容をふまえ、来年度の実施に向けた検討を進めます。 

 

「ごみゼロの日」キャンペーン(地域振興課、清田中央まちづくりセンター) 

「ごみゼロの日（5月 30日）」に、周辺企業や町内会とともに区

役所周辺などの清掃活動などを実施します。また、この日に合わ

せて地域が実施するごみ拾いなどの環境保全活動を積極的に支援

します。 

 

【目標】・参加者 300 人 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 
5月 30日に区役所周辺では清田区クリーンさっぽろ衛生推進協議

会との共催で、「ごみゼロの日キャンペーン」として周辺企業や町

内会とともに清掃活動を行いました。 

清田中央地区では町内会連合会、老人クラブ、子ども会、児童会

館、ミニ児童会館など 260 人が参加し、6 コースに分かれ道路・

公園の清掃活動を行いました。 

【来年度以降の予定】 

引き続き、地域の環境保全活動の支援や美化活動に取り組みます。 

 

２-(2) 支え合う仕組みづくり 

人口減少および超高齢社会を前に、世代間交流や住民同士の交流による顔の見える関係づくりを

進め、地域で支え合うまちづくりを目指します。 

 

チャレンジ！ボランティアマイスター(保健福祉課) 

各地区の「福祉のまち推進活動」や施設ボランティアなどへの参

加を呼び掛けて実施します。参加者には、オリジナルピンバッジ（活

動回数に応じて色分け）やメダルを交付するとともに、中学生をは

じめとする子どもたちがもっと気軽に福祉ボランティアを体験で

きるように取り組みます。 

【目標】・バッジ、メダル交付数 100 個（うち、マイスターバッジおよびメダル 5 個） 

 

【結果】 達成状況 ★★☆☆☆ 
・バッジおよびメダルを 44 個（うち、マイスターバッジおよびメダル 9個）交付しました。 

・マイスターバッジ（通算 50回以上のボランティア活動を行った方）を取得した方に対して、

区長表彰を行いました。 

【来年度以降の予定】 

平成 26 年 3 月をもってメダルおよびバッチの交付を終了いたします。 

 

清田区障がい福祉の展示コーナー(保健福祉課) 新規

区内の障がい福祉施設などと連携し、区役所 2階に「清田区障がい福祉の展示コーナー」を設

置します。障がいのある方が製作した作品を展示するとともに、障がい関係の施設や団体のパン

フレットなども配架し、障がいのある方に対する理解促進を図ります。 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 
平成 26 年 5 月に展示コーナーを開設、パンフレットなどの配架も

開始しました。 

障がいのある方が丁寧に製作した各種作品が常時展示されてお

り、障がいのある方に対する理解を深める役割を果たしています。

【来年度以降の予定】 

障がいのある方の幅広い活動を周知するとともに区民の注目が集まるよう、年に 2 回程度展示

作品を入れ替えるなど、継続的にＰＲしていきます。 

 

地域における保健福祉活動の充実(保健福祉課) 

区民が地域で安心して暮らし続けることができるよう、先行実

施地区である平岡地区において、地域の支え合いの活動を強化す

るとともに、保健福祉課題の共有を図り、福祉と保健の連携を推

進します。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・見守りに関する情報交換やネットワークづくりを行う「梅の実交流茶房」（全 3回）および「ま

とめ研修会」を福まちと共に企画・運営しました。 

・健康意識（健康づくり・介護予防）の向上を目的とした住民交流の場「咲かせよう！わ」 

（講座など 7回）を福まちと共に企画し、全ての回において健康相談などを実施しました。

【来年度以降の予定】 

地域におけるきめ細やかな見守り活動の推進に向けた支援や健康や介護予防に関する取り組み

支援を継続し、地域の見守り体制の構築や健康づくり活動が推進されることを目指します。 

 

２-(3) 豊かな暮らしづくり 

区民が文化芸術に身近に親しむ機会を提供するとともに、区民や企業が自ら取り組むまちづくり

活動を支援し、地域の活性化を図ります。 

 

最重点 きよたにちなんだお菓子創作事業(地域振興課) 

区内菓子店による「きよたでお菓子を食べよう！キャンペーン

委員会」と連携し、清田区の魅力向上を図るとともに、お菓子を

清田区の魅力の一つとして幅広く情報発信します。 

「きよたらしさ」をアピールできるお菓子の創作やイベントな

どを行うとともに、委員会加盟店による「きよたスイーツスタン

プラリー」や「きよたにちなんだお菓子レシピコンテスト」を実



14 

施します。 

 

【目標】・スタンプラリー参加者 500 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・キャンペーン委員会に 4店舗が新たに加盟し、13 店舗による体 

制となった。農産物生産者や青果店などが委員会に加盟したこと

で、活動の幅が広がりました。 

・5月～7月に「きよたスイーツスタンプラリー」を実施。10 店 

舗が参加し、区内外から 338 件の応募がありました。 

・清田ふれあい区民まつり、きよたマルシェなどに出展し、きよ 

たにちなんだお菓子をはじめとした菓子販売を行うとともに、 

キャンペーン委員会の取り組みをＰＲしました。  
・10 月～11月に「きよたスイーツレシピコンテスト」を行い、応募された全 22作品の中から、

1次審査、2次審査を経て、子どもの部 6点、大人の部 8点の受賞作品を決定しました。 

・加盟店 9店が「きよたにちなんだお菓子」を創作・販売しました。 

【来年度以降の予定】 

引き続き、区内菓子店と連携し、「きよたにちなんだお菓子」の創作やイベント実施を通じ、お

菓子を通して区の魅力を発信していきます。 

 

きよたマルシェ(地域振興課) 新規

「きよたまちづくり区民会議」や地元農家、関係企業などと連携し、清田区の農産物のＰＲや

にぎわいの創出を目的として試験的にマルシェ（農産物直売会）を実施します。 

 

【目標】・来場者 500 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
9月 6日、13日、20日の 3週連続土曜日に区役所前交流広場で開

催し、延べ約 1,000 人が来場、清田区産の農産物やきよたスイー

ツの販売などを通じて地産地消のＰＲや清田の魅力発信を行いま

した。 

＜ミニマルシェ＞（9月 6・13 日、9：00～11：00） 

・農産物の販売と地産地消をＰＲ。 

＜メイン開催日＞（9月 20 日、10：00～13：00） 

・農産物や加工食品、きよたスイーツの販売、清田産野菜を使った料理のレシピ紹介と試食、

イートインコーナー（カフェ）、清田の水のＰＲ（ペットボトルキャップアート）、地域の音

楽祭の同日開催を行いました。 

【来年度以降の予定】 

今年度の検証結果を踏まえ、区民会議で内容を検討してマルシェを開催します。 
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清田区コンサート事業(地域振興課) 

区民が音楽を通じて芸術に親しむことで、豊かな心と文化を育むまちづくりを進めていきま

す。 

区内のさまざまな音楽イベントを紹介する「清田区音楽カレンダー」を作成・ＰＲすることに

より、区民の音楽活動を支援し、また音楽に親しむ区民を醸成していきます。 

 

ＰＭＦアンサンブルコンサート 

ＰＭＦアカデミー生などによるアンサンブルコンサートを

区内で開催し、区民が世界レベルの良質な音楽に触れる機会を

提供します。 

 

【目標】・来場者 200 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
7 月 23 日に清田区民センターで「ＰＭＦ清田区公演」を開催しました（札幌国際芸術祭 2014

の期間中（7月 19日～9月 28 日）であったため、連携事業（創造都市さっぽろ推進プログラム

事業）として実施）。約 270 人が来場し、ダニエル・マツカワ氏、ＰＭＦオーケストラ・メンバ

ーによる素晴らしい演奏を堪能しました。 

【来年度以降の予定】 

今年度の内容やアンケート結果をふまえ、開催に向けて検討を進めます。 

 

清田区ロビーコンサート 

区役所１階ロビーにおいて、清田区にゆかりのある団体また

は個人によるコンサートを年 4回程度開催し、区民が気軽に音

楽に触れる機会を提供するとともに、より身近で親しまれる区

役所づくりに努めます。 

 

【目標】・来場者 200 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
8月に馬頭琴と喉歌、9月にボサノバ、12月にハンドベル、1月に箏の計 4回開催しました（8

月、9月は札幌国際芸術際 2014 の期間中（7月 19日～9月 28 日）であったため、連携事業（創

造都市さっぽろ推進プログラム事業）として実施）。延べ 350 人が来場し、さまざまなジャンル

のコンサートを楽しみました。 

【来年度以降の予定】 

区民が気軽に音楽に触れる機会を提供できるよう、来年度の取り組みを進めます。 
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和文化普及促進事業(地域振興課) 新規

区内で開催される百人一首や能・狂言、詩吟など、日本の伝統

文化を体験・観賞する機会となる催しや活動を支援することで、

「和」の文化の素晴らしさを再発見し、それを次世代に引き継い

でいくことを目指します。 

 

【目標】・参加者 200 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
・9月に「清田・能狂言を鑑賞する会」との共催により、「清田-

薪能と狂言を楽しむ夕べ」を開催しました。約 250 人が来場し

て野外での能楽公演を楽しみました。 

・3月に清田児童会館で開催された「清田ブロック百人一首交流

会」の運営補助を行いました。 

・和文化普及促進事業の専用ホームページを開設し、区内で開催

される和文化に関連したイベントなどの情報を集約して区民に提供しました。 

【来年度以降の予定】 

日本の伝統文化に触れる機会の提供や、情報発信の方法などについて検討を進めます。 
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３ やすらぎを感じるまちづくりの推進 

健康で安全に安心して暮らせる地域づくりの取り組みです。 

 

３-(1) 防災・減災 

大規模地震などの自然災害の発生に備え、地域における防災力向上に向けた取り組みを支援しま

す。 

 

最重点 
地域防災力向上支援事業 

(総務企画課、各まちづくりセンター、保健福祉課) 

  災害時に避難の手助けが必要な高齢者などの要援護者を支援す

る地域活動など、防災力向上に向けた取り組みを支援します。 

■取り組み内容 

  ◆総務企画課 

地域防災意識の向上を図るため、関係機関との協働で清田

区防災訓練を実施するほか、町内会との協働で「災害図上訓

練（ＤＩＧ）」や「防災についての研修会」などを実施し、自主防災活動を支援します。 

 

【目標】 

 ・防災に関する研修会の開催回数 13 回 

◆保健福祉課 

大地震などが発生した時に避難の手助けが必要な高齢者などに対して地域住民が支援す

る取り組みを支援します。 

  ◆各地区 

  （北野） 

地域の自主防災力向上を目指し、「北野防災研究会」が実施する取り組みを支援します。

  （清田中央） 

自主防災に関する研修会、災害時想定訓練の実施など、災害に強い地域づくりに向けた

支援を行います。 

  （平岡） 

地区内の中学校と連携しながら実施している夏・冬年 2回の防災訓練や宿泊型避難所体

験などを継続し、地域住民の災害に対する備えへの取り組みを支援します。 

  （清田） 

町内会連合会防災・防犯部が中心となって研修会を実施し、防災への心構えを啓蒙しま

す。 

  （里塚・美しが丘） 

宿泊型避難所体験の実施や防災に関する研修会の開催など地域住民の取り組みを支援

します。 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 
＜総務企画課＞ 

・8月 28 日に北野平小学校を会場に、清田区防災訓練を実施。 

地域住民と児童、計 505 人が参加しました。 

・「自主防災力向上講座および災害図上訓練（ＤＩＧ）」「防災研 

修」を 7カ所で実施し、計 305 人が参加しました。 

・「9.11 豪雨に伴う地域との意見交換」を区内 5地区で実施。対

応と今後の体制について地域住民と意見交換を行いました。 

＜保健福祉課＞ 

・清田区防災訓練に併せて、寸劇などを交えながら避難所設置・運営研修を実施しました。 

・清田中央地区において清田緑小学校を会場に避難所設置・運営研修を実施し、196 人が参加 

しました。 

・災害時助け合い活動に関する研修会などを 4回実施しました。 

＜各地区＞ 

（北野地区）2月に第 8回北野防災研究会を実施し、風水害および地震の被害想定とその備えに

ついて研修しました。 

（清田中央地区）9.11 豪雨災害に係る町連研修会を行い、各単町の対応状況について情報を共

有しました。また区保健福祉部と連携した「避難所設置運営研修」を 12 月に清田

緑小学校で行い、約 200 人が参加しました。 

（平岡地区）・10月に平岡中学校と合同で防災訓練を開催し、町内会関係者約 100 人、中学生約

120 人が参加。心肺蘇生・ＡＥＤ訓練、車いすを使った救出搬送訓練などを実施

しました。 

・2 月に平岡中央中学校と合同で防災訓練を開催し、町内会関係者約 50 人、中学

生約 80 人が参加。心肺蘇生・ＡＥＤ訓練、三角巾法、救出搬送訓練などを実施

しました。同時に、町内会関係者による宿泊体験も実施しました。 

（清田地区）9月 11 日の大雨により、有明地区、真栄地区で被害が発生したため、9月 25 日に

地区内の町内会関係者が集まり対応状況や課題、今後の対策や避難勧告の方法など

について検討を行いました。 

（里塚・美しが丘地区）2月に地区センターで電気、水道、暖房などのライフラインを停止した

状態での宿泊型避難所体験を実施しました。また、併せて災害に関する講演やＨＵ

ＧやＡＥＤ講習、ロープ結索なども実施しました。 

【来年度以降の予定】 

＜総務企画課＞ 

災害に強いまちづくりのため、町内会（自治会）などで実施するＤＩＧ研修をはじめとした防

災に関する講習会などの開催支援を行うとともに、若年層への啓発として、中学校での防災講

座の開催を試みるなど、区民の更なる防災意識向上に向けた取り組みを実施していきます。 

＜保健福祉課＞ 

災害時の助け合い活動について区全体研修を実施するとともに、各地域からの取り組みに関す

る相談や研修を実施するなど、さらなる普及啓発を図ります。 

＜各地区＞ 

地域と連携し、自主防災力の向上を図るため、防災訓練や避難所体験などの取り組みを継続・

支援していきます。 
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３-(2) 暮らしの安全 

区民誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり目指し、交通安全や地域防犯活動など地域と一体

となって取り組みます。 

 

最重点 
安全安心まちづくり事業 

(総務企画課、各まちづくりセンター) 

町内会連合会、地域防犯や青少年健全育成に関わる団体などにより構成される「地域防犯ネッ

トワーク会議」の活動を中心に、防犯に関する情報を共有し、地域の防犯活動をより一層促進し

ていくほか、通学路の安全を守る環境づくりを進めていきます。 

■取り組み内容 

  ◆総務企画課 

「地域防犯ネットワーク会議」において、「子どもと高齢者

の安全」と「防犯ネットワークの強化」を重点活動テーマと

し、情報誌の発行やホームページへの掲載による防犯情報の

共有化、講演会の開催や振り込め詐欺などに対する啓発によ

る防犯意識の醸成、会議構成団体による啓発活動などを通じ、

団体間の連携強化などに取り組んでいきます。 

区のキャラクターを使用した交通安全を呼びかけるステッカーを区内の小学校に配布し、

通学路の歩道上に貼り付けてもらうことで、交通事故の防止を図ります。 

  ◆各地区 

  （北野） 

「子ども 110 番の家」の登録、各学校の登下校時の見守

り活動を支援するとともに犯罪を未然に防ぐ防犯連絡網を

整備し、支援します。 

  （清田中央） 

登下校時の見守り活動、青パト隊によるパトロールなどの取り組みを引き続き支援しま

す。 

  （平岡） 

町内会、学校、関係団体で構成する平岡地区児童・生徒事故防止対策協議会が主体とな

り、児童の安全確保や犯罪を未然に防ぐ防犯パトロール活動を継続して行います。 

  （清田） 

各町内会の協力のもと、清田地区安心安全なまちづくり協議会が主体となり、ボランテ

ィアによる、児童の登下校の安全確保や犯罪を未然に防ぐ防犯パトロール活動を継続して

行います。 

  （里塚・美しが丘） 

青パト隊による地域防犯パトロールなどの取り組みを引き続き支援していきます。 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 

＜総務企画課＞ 

・情報誌「地域防犯ネットワーク通信」を計 4回発行（うち臨時

号 2回）し、町内会への回覧のほか関係団体などに配布を行い

ました。定例号の掲載内容については、編集委員会を開催し、

地域意見を取り入れました。 

・6月に「子どもと高齢者の安全」をテーマに、「地域における子

どもの見守り活動の活性化」と「高齢者を狙った犯罪に対する啓発」を目的とした講演会を

開催し、地域の防犯関係者など 172 人が参加しました。 

・清田ふれあい区民まつりや各地区の夏まつりなど行事において、ネットワーク会議構成団体

協働による振り込め詐欺など特殊詐欺に対する啓発活動を計 5回実施しました。 

・各地区町内会連合会防犯部長および各まちづくりセンター所長を構成員とした防犯会議を 2

回開催し、防犯ネットワークの強化を図ったほか、3月の「ネットワーク会議」全体会議では、

新年度の取り組み内容について協議しました。 

・3月に青パト一斉防犯パトロール発動式を開催し、子どもや女性を狙った犯罪に対する注意啓

発を行いました。 

・区のキャラクターを使用した交通安全を呼びかける路面標示ステッカーを区内すべての小学

校（16 校）に配布しました。 

・冬期間の路上駐車防止啓発活動として、町内会や警察との協働による路上駐車パトロールを

計 4回実施しました。 

＜各地区＞ 

（北野地区）「子ども 110 番の家」協力者の再登録を実施し、12月末現在で継続 650 件、新規 

284 件、計 934 件の登録になりました。 

（清田中央地区）町内会、スクールガードなどによる登下校時の見守り活動を実施しました。

また、夏休み期間には関係団体による夜間パトロールを 3回に実施しました。 

（平岡地区）夏休み合同パトロールを 7月 24 日～8月 15 日の間に計 4回実施し、延べ 177 人が

参加しました。 

（清田地区）清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会の主催による、防犯ボランティア

意見交換会が開催され、35 人の参加者が児童下校時の見守りなどについて議論を

交わしました。 

（里塚・美しが丘地区）青パト隊(10 台)による地域防犯パトロールを実施するための支援を行

いました。また、地域の子どもの状況について、関係団体間での情報交換や講演を

目的とした「里塚・美しが丘地区子どもを見守る会」を 7月に開催しました。 

【来年度以降の予定】 

＜総務企画課＞ 

・区ホームぺージや情報誌などを活用した防犯情報の発信による防犯意識の啓発を図ります。

・子どもや高齢者の安全確保を目的とした啓発活動をネットワーク会議構成団体との協働によ

り実施することで、防犯ネットワークの強化を図ります。 

・防犯会議や講演会の開催によって、防犯に関する情報の共有を図り、市民の防犯意識の向上

と地域における自主防犯活動の活性化につなげていきます。 

＜各地区＞ 

引き続き、地域ボランティアや青パト隊による見守り・パトロールなどを継続し、安全安心を

守る活動と関係団体間の情報共有に取り組みます。 
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３-(3) 健康づくり 

ウォーキングや食育など健康づくりの取り組みを進めるとともに、地域保健福祉活動の充実を図

ります。 

 

食育推進事業(健康・子ども課) 

清田区食育推進ネットワークなどの関係団体と連携・協力して、

清田区特産品のほうれん草（ポーラスター）など、特産野菜を活

かした食育と地産地消を推進し、清田区への愛着と健康な食習慣

の確立を図ります。 

また、就学前の親子を対象に、楽しくおいしく食べる食事の普

及啓発と食習慣の確立を促します。 

 

【目標】・参加者 2,000 人 

・参加団体 9 団体 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
清田区食育推進ネットワークと協力し、区内飲食店のシェフによ

る清田区産野菜を使ったメニューの実演と試食提供の実施（野菜

クッキングライブ）や、小学生親子を対象に、清田区特産のほう

れん草などを使った料理教室を実施。このほか、子育てサロンに

て、楽しく食べる食事に関する講話と野菜を使ったメニューの試

食提供なども行い、計 2,232 人、71団体が参加しました。 

【来年度以降の予定】 

今後も引き続き関係機関と連携し、特産野菜を生かした食育と地産地消を推進します。また、

就学前の親子を対象に、楽しくおいしく食べる食事の普及啓発を行っていきます。 

 

食育かるた 新規

地産地消や健康的な食生活などの内容をかるたとした「食育かるた」を作成し、子どもや

高齢者にかるたを通した食育が推進できるよう、区内関係団体へ配布します。 

かるた作成に当たっては、読み札や絵札を区民と協働で行います。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

読み札は区民から募集し、応募者 170 人、応募数 272 作品の中か

ら 44 作品を選出し、絵札は、区内高校美術部（清田高校、平岡

高校、真栄高校）、区内絵手紙サークル「あじさい」、清田区食生

活改善推進員協議会に依頼・作製しました。また、管理栄養士の

食育アドバイスとして、絵札の裏面に解説を添付しました。 

【来年度以降の予定】 

より身近に地産地消や清田区への愛着を図ることができるよう、「清田区食育かるた」の利用を

進めます。 
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地域資源の活用 

地産地消について意識づけを行うため、区内で栽培されている農産物の農家のほか、近隣

市町村の農産物などに関する施設の見学会を開催します。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

清田区近郊の販売所、圃場を見学するバスツアーを実施し、35 人

が参加（申し込み 111 人）。見学後は区役所で地産地消に関する

講演会を開催しました。 

【来年度以降の予定】 

今後も引き続き関係機関と連携し、特産野菜を生かした食育と地産地消を推進します。 

 

地産地消 

清田区特産品のほうれん草（ポーラスター）のレシピ集を区内販売店などで広く配布しま

す。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

 

8 月野菜摂取強化月間にあわせ区内飲食店・販売店（21 件）に「ほ

うれん草レシピ集」と、清田区産野菜をﾓﾁｰﾌにしたポスターを配

布。また、各食育事業にてレシピ集の配布を実施しました（計 5000

部配布）。 

【来年度以降の予定】 

今後も引き続き、飲食店や販売店と協力し、特産野菜を生かした食育と地産地消を推進します。

 

【再掲】地域における保健福祉活動の充実(保健福祉課)   

先行実施地区である平岡地区において、保健師の地域における

保健活動を充実させ、健康増進や介護予防の意識喚起など健康づ

くりの取り組みを進めます。 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

福まち事業や、町内会などの住民組織で、健康度測定や健康講話を継続して実施し、健康づく

りを通じて住民同士がつながる場づくりを福まちと協働して進めました。 

【来年度以降の予定】 

健康度測定の結果を地域と共有するとともに、健康度測定をきっかけに、自主的な健康づくり
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の取り組みが、地域に浸透することを目指します。 

 

ウォーキング健康づくり事業(健康・子ども課) 

区民の健康増進を目標に、ウォーキングを通した健康づくりの

普及推進を図ります。ウォーキング大会（清田区歩こう会主催）

や「地区ウォーキング」への支援、健康づくりリーダーの育成な

どを通じて、ウォーキングによる健康づくりと地域の仲間づくり

を推進します。 

また、「歩きやすい街」「歩いて楽しい街」「歩きたくなる街」を

 テーマに、「清田区ウォーキングマップ」の改訂などを進めていきます。 

 

【目標】・地区ウォーキング参加者 2,000 人 

・清田区歩こう会参加者 200 人 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

清田区歩こう会は、5 月の第 1 回、9 月の第 2 回がともに雨のた

め中止。第 3回は、1月に冬の白旗山で「かんじきウォーキング」

を実施し、40 人の参加者がありました。地区ウォーキングは、4

月から 11 月まで 4 地区で 87 回実施し、2,428 人の参加がありま

した。また、清田区ウォーキングマップの改訂を行い、2,000 部

作成。随時配布しました。 

【来年度以降の予定】 

各まちづくりセンターなどと連携し、ウォーキングによる健康づくりへの関心と機運を高め、

参加人口の拡大を図ります。また、白旗山の活用をＰＲしながら「白旗山かんじきウォーキン

グ」を行い、冬の健康づくりを推進します。 
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目標２ 行動します！「笑顔あふれる清田区役所｣を目指して

 

１ 区民との情報共有の推進 

 

情報の発信 

市の主要施策や区主催の行事など行政情報のほか、地域に密着

した話題について、迅速かつ積極的に情報発信します。 

また、区民がＩＴを活用して区の魅力発見や情報発信を行う取

り組みを積極的に支援していきます。 

 

【取り組み例】  

広報さっぽろ区版、区ホームページ（「清田の出来事 写真で紹介」「区民が発信！きよた

の魅力」など）、コミュニティＦＭ、情報紙発行 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

＜広報さっぽろ＞ 

「清田区ふれあいプラン（5月号）」にて区の施策を紹介したほか、

「きよたの文化芸術（9月号）」や「まちの灯り in きよた（12 月

号）」、「きよたまちづくり区民会議（2月号）」など、区民に関心

を持ってもらいたい話題を特集しました。 

＜区ホームページ＞ 

・地域の行事や話題について、逐次「清田の出来事 写真で紹介」のページで 227 件（うち動

画 40件）の情報発信を行いました。 

・新たに清田消防署からのお知らせや契約情報のページを作成するなど、内容の充実を図りま

した。 

＜コミュニティＦＭ＞ 

雪堆積場の開設や閉鎖状況を「ＦＭアップル」の番組内で随時放送し、いち早く情報提供を行

いました。 

＜情報紙発行＞ 

「土木センター便り」を年 4回発行し、道路や公園の管理、除雪など業務の紹介や地域と協働

した取り組みについて、わかりやすい情報発信に努めました。 

【来年度以降の予定】 

＜広報さっぽろ＞ 

「地域のコミュニティづくりの活性化」をメーンテーマに、区民にとって身近な話題を取り上

げるとともに、読みやすくわかりやすい誌面作りを進めていきます。 

＜区ホームページ＞ 

引き続き、地域の話題を親しみやすく提供していきます。 

＜コミュニティＦＭ＞ 

引き続き、コミュニティＦＭの協力を得て情報提供を行います。 

＜情報誌発行＞ 
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印刷物としての「土木センター便り」と、適時更新が可能な「ホームページ」を組み合わせ、

情報発信を行っていきます。 

 

声を聞く仕組み 

区民の声を積極的に聞くとともに、情報交換や対話を進め、市

政および区政の充実に努めます。 

 

【取り組み例】 

 区長室直行便（目安箱設置）、地区懇談会 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

＜区長室直行便＞ 

「区長室直行便」にいただいた、ご意見に対する回答を 33件掲出しました。 

＜地区懇談会＞ 

5 地区すべてで開催、293 人の地域住民が参加しました。 

【来年度以降の予定】 

＜区長直行便＞ 

引き続き、「区長直行便」へのご意見を職員間で共有し、回答を掲出します。 

＜地区懇談会＞ 

地域側の要望を聞き取り、開催へ向けた準備をします。 

 

２ 接遇・サービスの向上 

 

スマイル清田事業 

来庁した区民におもてなしの心を実感してもらうとともに満足

度の向上を目指して、サービスアップに取り組みます。 

 

【取り組み例】 

 「おもてなし花コンテナ」の設置、きよっちテーマソング「き

よっち！-いちばんの笑顔-」の庁内放送 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
＜おもてなし花コンテナの設置＞ 

「コンテナガーデン体験会」（7月 1日実施）で、講師の指導のも

と区民 20人が大型プランター10 基に寄せ植えを行い、作製した

プランターを 9月 30 日まで区役所前に設置しました。 

＜きよっちテーマソングの庁内放送＞ 

プレーヤーの不調などがあったものの、業務開始前の放送により職員への周知をはかることが

できました。 
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【来年度以降の予定】 

＜おもてなし花コンテナの設置＞ 

今年度の結果をふまえ、来年度実施に向けて検討を進めます。 

＜きよっちテーマソングの庁内放送＞ 

放送時刻を見直すなど区民向けＰＲを含めた検討を進めます。 

 

さわやかサービス推進委員会 

区民への接遇やサービスアップの向上、組織横断的なコミュニ

ケーションの活性化、業務知識の向上に取り組みます。 

 

【取り組み例】 

 新採用 1～3年目職員によるプロジェクト、ハートフルきよっ

ち隊による美化活動 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 

・6つのプロジェクトが発足し、48 人が活動しました。 

・採用 1年目職員が、職員向け勉強会の企画・開催や、コンシェルジュ体験を行い、業務知識

の習得に努めました。 

・採用 2年目職員が近隣自治体を訪問し、他市職員との情報交換と交流を行いました。また、

職員発表会「元気の種コレクション」に出場し、その報告を行いました。 

・採用 3年目職員が、庁舎前「みどりのカーテン」の育成を行い、成長の様子をホームページ

で紹介しました。 

・有志職員による「ハートフルきよっち隊」では、庁舎内外を花で装飾するなど、美化活動に

取り組みました。 

・「きよっち音頭サポーターズ」では、職員間における「きよっち音頭」の普及のため、練習会

を実施するとともに、区民まつりなどの行事で区民の踊りをサポートしました。 

・保健福祉に関する業務知識の習得や情報共有を目的とした勉強会「ステップアップ塾」を 6

回開催しました。 

【来年度以降の予定】 

各プロジェクト活動を継続し、より一層のサービスアップに努めます。 

 

清田区総合庁舎の活用 

総合庁舎内のスペースを活用し、区民に憩いのスペースを提供するとともに区のイベントや事

業などさまざまな情報を提供します。 

 

【取り組み例】 

  1 階インフォメーションコーナーの設置、ウォームシェアの推進 
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【結果】 達成状況 ★★★★ 

＜1階インフォメーションコーナーの設置＞ 

平成 26 年 4 月に運用を開始。特に清田区に関わり深い各種イベント

のチラシやポスターなどを優先して情報発信を行っています。 

＜ウォームシェアの推進＞ 

1 月～2月にかけて、大会議室をウォームシェアスポットとして開放。同時に、子育て事業・老

人クラブのパネル展を各 1週間程度開催しました。 

【来年度以降の予定】 

＜1階インフォメーションコーナーの設置＞ 

庁舎入口に位置し、来庁者が最も目にする場所であるため、適切な情報提供を行います。 

＜ウォームシェアの推進＞ 

ウォームシェアスポットとしての開放や各イベントを通し、ウォームシェアの浸透に努めます。

 

不祥事防止に向けた取り組み 

職員のコンプライアンス（法令等順守）意識向上と服務倫理の徹底を図るため、職員倫理に関

する研修を実施するほか、職場ミーティングなどの場を通して、職員間の情報共有やコミュニケ

ーションの向上を図り、不祥事を起こさせない職場づくりを進めていきます。 

 

【取り組み例】 

 職場研修の実施、ミーティングにおける周知徹底 

 

【結果】 達成状況 ★★★★ 
区役所全職員を対象に、不祥事防止および職員倫理の向上を目的として研修を実施しました。

また、職場のミーティングにおいて、服務倫理や安全運転の励行など、公務員としての自覚を

持った行動をとるよう周知徹底を行いました。 

【来年度以降の予定】 

研修や朝礼など、職場内ミーティングの機会を通じ、職員の不祥事防止の啓発やセキュリティ

ポリシーの意識向上に努めます。 

 

平成 27 年（2015 年）3月 31 日 清田区長 新谷 光人 
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清田区ふれあいプラン 進行管理－推進体制 
 

【進行管理】 

清田区ふれあいプラン マネジメント会議 

（議長）区長 （構成員）各部長 （事務局）総務企画課 

    

  【推進体制】 

   元気なまちづくり支援事業 

   
清田区まちづくり推進会議 

（議長）区長 

（構成員）各部長、各部庶務担当課長、各まちづくりセンター所長、各部庶務担当係長、 

地域振興課各係長、庶務係長、広聴係長、関係係長 

 （事務局）地域振興課    

   サービス向上、組織活性化 

   
さわやかサービス推進委員会 

（委員長）市民部長 （委員）プロジェクト参加職員 （事務局）総務企画課 
   

   事業の実施 

   
各事業担当部署 

   

    

 
 


