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Ⅰ―A．道民カレッジ連携講座 前期「マネー博士への道」
ファイナンシャル・プランナー等が、これからの心豊かな生き方に
対する「ライフデザインと賢い暮らしの智恵」について話す暮らし
方・生き方講座
（会場 札幌エルプラザ ４階 研修室）
『ライフデザイン・ライフプラン』
１．2018 年４月７日（土）午後１時３０分～３時３０分
知っておきたい「遺言と相続手続き」
講師 加藤 桂子 氏
２．2018 年５月１２日（土）午後 1 時３０分～３時３０分
人口減少社会の到来で「変わる事・備える事」講師 木村真理子 氏
３．2018 年６月９日（土）午後１時３０分～３時３０分
やってみよう「株式投資」
講師 櫻木谷 学 氏
４．2018 年７月２１日（土）午後１時３０分～3 時３０分
働くときのルールと「働き方改革」について 講師 杉田 優 氏
５．2018 年８月１８日（土）午後 1 時３０分～3 時３０分
知って安心！「がん」への備え方
講師 阿部 有子 氏
６．2018 年９月１５日（土）午後１時３０分～３時３０分
世界経済を見据えた「投資の考え方」
講師 恩田 雅之 氏
Ⅰ―B．道民カレッジ連携講座

後期 「マネー博士への道」
（会場 札幌エルプラザ ４階
『ライフデザイン・ライフプラン』
１．2018 年１０月１３日（土）午後１時３０分～２時３０分
相続と不動産
講師 安藤

研修室）

務

氏

２．2018 年１１月１０日（土）午後 1 時３０分～２時３０分
NISA の活用と資産運用
講師 佐藤 恵子 氏
３．2018 年１２月１日（土）午後 1 時３０分～２時３０分
損害保険・生命保険の活用法
講師 山内 一志 氏
４．2019 年１月１９日（土）午後 1 時３０分～２時３０分
暮らしと、医療・介護のポイント
講師 吉原 進
氏
５．2019 年２月１６（土）午後 1 時３０分～２時３０分
暮らしを守る損害保険・生命保険
講師 高橋 一彦 氏
６．2019 年３月１６日（土）午後１時３０分～２時３０分
相続が関係する民法の改正

講師
２

山田

幸司

氏

Ⅱ―Ａ．北海道金融未来塾 前期 （会場 札幌エルプラザ ４階 中研修室）
「くらしときんゆう」･･･これからのくらしの知恵や最新情報を講演
１．2018 年４月７日（土）午後３時４５分～４時４５分
日本の金融経済と北海道
講師 鈴木 善治 氏
（日本銀行札幌支店営業課 北海道金融広報委員会事務局主査）
２．2018 年５月１２日（土）午後３時４５分～４時４５分
ここだけは押さえておきたい税の知識
講師 岡嶋 宏明 氏
３．2018 年６月９日（土）午後３時４５分～４時４５分
『資産運用に役立つ！今後の日本＆世界経済の見通し』
講師 有田 宏
４．2018 年７月２１日（土）午後３時４５分～４時４５分
データで見る老後のお金
講師 藤澤 明子
５．2018 年８月１８日（土）午後３時４５分～４時４５分
ご存知ですか？医療費控除の特例
「医療費控除とセルフメディケーション税制」講師 吉原 進
６．2018 年９月１５日（土）午後３時４５分～４時４５分
家計を守る損害保険
講師 高橋 一彦

氏
氏

氏
氏

Ⅱ―Ｂ．北海道金融未来塾 後期 （会場 札幌エルプラザ ４階 中研修室）
「生きる力とくらしの知恵」
１．2018 年１０月１３日（土）午後２時４５分～３時４５分
世界の金融と北海道経済
講師 清水 宏恭 氏
（日本銀行札幌支店営業課 北海道金融広報委員会事務局次長）
２．2018 年１１月１０日（土）午後２時４５分～３時４５分
親から子への上手な贈与
講師 佐藤 典子 氏
３．2018 年１２月１日（土）午後２時４５分～３時４５分
公的年金と資産運用
講師 白川 京子
４．2019 年１月１９日（土）午後２時４５分～３時４５分
人生が劇場の危機管理とリスクコントロール 講師 横江光良
５．2019 年２月１６日（土）午後 2 時４５分～３時４５分
「困った！」ときに助けてくれる社会保障 講師 太田 健一
６．2019 年３月１６日（土）午後 2 時４５分～３時４５分
みんなが知りたい生命保険の真実
講師 鯉渕 佳代

３

氏
氏
氏
氏

Ⅲ―A．道新文化センター みがこう！ 金融センス（賢い金融商品の選び方）
～株式投資バーチャル体験～
前期 大通館第１教室
講師 藤澤明子、白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏
１．2018 年４月２４日（火）午前１０時～１２時
日本経済新聞の見方
講師 白川 京子 氏
投資対象銘柄候補選び…10 銘柄程度（お気に入りの銘柄は？）
講師 白川・藤澤 他
２．2018 年５月２２日（火）午前１０時～１２時
株式投資の基本
講師 白川 京子 氏
資金 1,000 万円で自分銘柄を選んでみよう（チャートとは何？）
講師 白川・藤澤 他
３．2018 年６月２６日（火）午前１０時～１２時
金融の基礎知識
講師 横江 光良 氏
騰落状況は？日経平均と比べよう（主要指標を確認）
講師 白川・藤澤 他
４．2018 年７月２４日（火）午前１０時～１２時
債券の基礎知識
講師 恩田 雅之 氏
割安株とは？（ＰＥＲとＰＢＲとＲＯＥ） 講師 白川・藤澤 他
５．2018 年８月２８日（火）午前１０時～１２時
投資信託の基礎
講師 有田 宏
氏
配当利回りと騰落レシオ（移動平均乖離率も知っておこう）
講師 白川・藤澤 他
６．2018 年９月２５日（火）午前１０時～１２時
投資のリスクとバーチャル投資結果
講師 白川 京子 氏
楽しい株式投資（株式投資の醍醐味）
講師 藤澤 明子 氏
Ⅲ―B．道新文化センター みがこう！金融センス（これからの金融資産運用術）
～株式投資バーチャル体験～
後期 大通館第４教室
講師 藤澤明子、白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏
１．2018 年 10 月２３日（火）午前１０時～１２時
日本経済新聞の見方
講師 白川 京子 氏
投資対象銘柄候補選び…10 銘柄程度（お気に入りの銘柄は？）
講師 白川・藤澤 他
２．2018 年 11 月２７日（火）午前１０時～１２時
株式投資の基本
講師 白川 京子 氏
資金 1,000 万円で自分銘柄を選んでみよう（チャートとは何？）
講師
４

白川・藤澤

他

３．2018 年 12 月２５日（火）午前１０時～１２時
金融の基礎知識
講師 横江 光良
騰落状況は？日経平均と比べよう（主要指標を確認）
講師 白川・藤澤
４．2019 年１月２２日（火）午前１０時～１２時
債券の基礎知識
講師 恩田 雅之
割安株とは？（ＰＥＲとＰＢＲとＲＯＥ） 講師 白川・藤澤
５．2019 年２月２６日（火）午前１０時～１２時

氏
他
氏
他

投資信託の基礎
講師 有田 宏
氏
配当利回りと騰落レシオ（移動平均乖離率も知っておこう）
講師 白川・藤澤 他
６．2019 年 3 月２６日（火）午前１０時～１２時
投資のリスクとバーチャル投資結果
講師 白川 京子 氏
楽しい株式投資（株式投資の醍醐味）
講師 藤澤 明子 氏
Ⅳ―Ａ．清田区金融学習グループ 人材育成講座「金融・経済編」
勉強会の企画・協力、後援 （会場 清田区民センター 集会室４）
１．2018 年４月５日（木）18：30～20：30
100 年ライフの「生き方・健康・お金の教室」講師 藤澤明子 氏
２．2018 年 6 月１４日（木）18：30～20：30
すぐに役立つ「金融経済・暮らしの知恵」 講師 岡嶋 宏明 氏
３．2018 年 8 月２日（木）18：30～20：30
世界経済と金融マーケット展望
講師 有田 宏
氏
４．2018 年 10 月１１日（木）18：30～20：00
リスクマネジメントと危機管理
講師 横江 光良 氏
５．2018 年 12 月６日（木）18：30～20：00
投資は有益？「お金とライフプラン」
講師 白川 京子 氏
６．2019 年 2 月１４日（木）18：30～20：00
講師 水沢 裕一 氏
これだけは知っておきたい「100 年ライフの年金口座」
Ⅳ―Ｂ．清田区学習グループ 人材育成講座「生活編」
勉強会の企画・協力、後援 （会場 清田区民センター 集会室４）
１．2018 年 5 月 24 日（木）地域継続計画
２．2018 年 7 月 12 日（木）リスクマネジメント
３．2018 年 9 月 13 日（木）防災マニュアル
４．2018 年 11 月 8 日（木）防災マニュアル
５．2019 年 1 月 17 日（木）防災マニュアル
６．2019 年３月 14 日（木）災害と情報
５

Ⅴ―A．札幌市里塚美しが丘地区センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
担当：清田区里見ネット金融学習グループ・里塚美しが丘地区センター
勉強会の企画・協力、後援 （会場 里美地区センター 視聴覚室）
１．2018 年４月９日（月）13：00～15：00
契約・民法のひと知識
講師 水沢 裕一 氏
２．2018 年５月１４日（月）13：00～15：00
自己信託を活用した家族信託
講師 吉原 進
氏
３．2018 年６月１１日（月）13：00～15：00
投資は有益？「お金とライフプラン」
講師
４．2018 年７月９日（月）13：00～15：00
１３０年の人生劇場！「相続マネーと贈与」講師
５．2018 年８月６日（月）13：00～15：00
消費者被害防止！と契約の知識
講師
６．2018 年９月１０日（月）13：00～15：00
みんなが知りたい生命保険の真実
講師

白川

京子

氏

横江

光良

氏

鈴木亜津子

氏

鯉渕

氏

佳代

Ⅴ―B．札幌市里塚美しが丘地区センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
１．2018 年１０月１５日（月）13：00～14：30
「困った！」ときに助けてくれる社会保障
２．2018 年１１月１２日（月）13：00～14：30
家計を守る損害保険・生命保険
３．2018 年１２月１０日（月）13：00～14：30
世界経済と金融マーケットの見方
４．2019 年１月２１日（月）13：00～14：30
知って安心！「がん」への備え方
５．2019 年２月１８日（月）13：00～14：30
家計を守る暮らしの知恵
６．2019 年３月１１日（月）13：00～14：30
親から子への上手な贈与

講師

太田

健一

氏

講師

高橋

一彦

氏

講師

有田

宏

氏

講師

竹内

一浩

氏

講師

岡嶋

宏明

氏

講師

有田

宏

氏

Ⅵ―Ａ．札幌市北区民センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
担当：北区未来ネット学習グループ・札幌市北区民センター
地域とくらしの情報・交流（北海道金融広報委員会金融学習グループ）
１．2018 年 4 月１８日（水）13：30～15：30
「未来を見据えた 消費と投資」
講師 白川 京子 氏

６

２．2018 年 5 月１６日（水）13：30～15：30
人生１００年を考えた 資産運用
講師 藤澤 明子
３、2018 年 6 月２０日（水）13：30～15：30
「これからのお金のかたち」
講師 有田 宏
４．2018 年７月１８日（水）13：30～15：30
安心老後のためのマネープラン
講師 須藤 臣
５．2018 年８月２２日（水）13：30～15：30
これだけは知っておきたい『１００年ライフの年金講座』
６．2018 年９月１９日（水）13：30～15：30
空き家のお悩み解決法

氏
氏
氏

講師

水沢

裕一

氏

講師

加藤

桂子

氏

Ⅵ―Ｂ．札幌市北区民センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
１．2018 年１０月１７日（水）13：30～15：30 講師 井上 覚
氏
100 年ライフとホケン～不測の事態やリスクに備える～
２．2018 年１１月２１日（水）13：30～15：30
人生劇場の危機管理「相続マネーと贈与」 講師 横江 光良 氏
３．2018 年１２月１９日（水）13：30～15：30
知っておきたい労働法
４．2019 年１月１６日（水）13：30～15：30
自然災害に備える～火災保険と地震保険
５．2019 年２月２０日（水）13：30～15：30
注目したいイベントと経済指標
６．2019 年３月２０日（水）13：30～15：30
社会保障など、これからどう変わる？

講師

鍋山

敏文

講師

星

講師

恩田

雅之

氏

講師

水沢

裕一

氏

洋子

氏
氏

Ⅶ―A．清田地区町内会連合会 防災防犯部（会場：清田区民センター）
１．2018 年７月１２日（木）18：30～20：30
リスクマネジメントの考え方と防災マニュアル②
講師 戸根谷法雄 氏
２．2018 年１０月１６日（火）18：30～20：30
「リスクマネジメントと地域継続計画（ＤＣＰ）」
講師 戸根谷法雄 氏
Ⅶ―B．清田区シニアスクール（会場：三里塚小学校）
１．2018 年９月２６日（水）10：45～12：20
講師 横江 光良 氏
「防犯」振り込め詐欺等

金融トラブルについて
７

Ⅶ―C．（一社）北海道消費者協会
１．2018 年８月２１日（火）14：30～16：00
ライフプランⅢ～保険を中心に

講師

横江

光良

氏

Ⅶ―D．サンワード貿易株式会社
１．2018 年５月１９日（土）13：00～16：00
講師 有田 宏
氏
世界経済の動向を知り、今後の投資先を考えよう！
Ⅶ―E．NPO 法人 ら・し・さ（終活アドバイザー協会） 札幌市民ホール
１．2018 年１０月２７日（土）15：20～16：20
「終活にそなえた金融商品・不動産の管理」 講師
Ⅶ―F．知るぽると塾 in 恵庭（会場：恵庭市民会館）
１．2019 年１月２３日（水）10：00～11：30
シニアのライフプラン・断捨離と終活
講師
Ⅷ―A．会議等
１．第十四回定期総会

有田

藤澤

宏

明子

氏

氏

2018 年６月 9 日（土）18：00～20：00

札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ 4 階特別研修室
２．理事会
６回（5/12・7/21・9/15・11/10・1/19・3/16）
３．運営会議１２回（4/7・5/12・6/9・7/21・8/18・9/15・10/13・11/10・
12/1・1/19・2/16・3/16）
４．定例会議 ６回（4/7・6/9・8/18・10/13・12/1・2/16）
Ⅷ―Ｂ．各種委員会出席
委員
１．里塚・美しが丘地区センター未来委員会〚年２回〛
２．里塚・美しが丘地区センター運営協議会〚年４回〛

横江

光良

氏

３．清田区地域防犯ネットワーク通信〚年６回〛
Ⅸ―A．執筆・ブログ
◉ 2018 年度 住宅雑誌リプランホームページブログ
◉ 2018 年度
マイアドバイザー記事
有田 宏

有田 宏
、恩田 雅之

氏
氏

Ⅸ―B．北海道金融広報委員会 市民向け講座「知るぽると塾 in 札幌」参加
金融・経済講演会 in さっぽろ
2019 年３月５日（火）18：40～20：10
「あなたの生活設計診断！」
８

講師

横井

規子

氏

Ⅹ． その他各方面の会議、事業に参加
Ⅹ―Ａ．日本ＦＰ協会
ＦＰフェア in 札幌、ＦＰフォーラム、研修会

相談業務協力、参加

等

Ⅹ―Ｂ．日本ＦＰ学会

有田

氏

Ⅹ―Ｃ．金融教育研究校
Ⅹ―Ｄ．（社）札幌消費者協会

参加

宏・横江

金融広報中央委員会

光良
参加

講演会・勉強会・相談業務協力、参加

等

Ⅹ―Ｅ．TLC（生保協会認定 FP）会 北海道ブロック道央部会

参加

Ⅹ―Ｆ．ＳＰクラブ危機管理セミナー

有田・横江

Ⅹ－Ｇ.

参加

横江

金融リテラシー教育推進委員会

他

Ⅺ．「札幌市市民まちづくり活動促進助成金」事業
２０１８年度：分野指定（地域安全）
事業名
地域継続計画（ＤＣＰ）「被災に強い地域づくり」のために、
「リスクマネジメント」の考察による防災マニュアル見直し・作成事業
次ページより①清田区民センター
②里塚・美しが丘地区センター
における「事業成果報告書」を添付いたします。

９

地域課題解決のためのネットワーク構築事業実施状況報告書

標記事業の実施状況について、下記のとおり、地域課題解決のためのネットワーク構築
事業実施要領第９条第２項の規定により、報告します。
記
１ 採択年度・事業名
平成２９年度・
「地域防災・避難所体験訓練における課題解決と防災マニュアル作成」
２ 連携・協力している団体名称
清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会
３ 事業報告期間
平成３０年４月１日

～ 平成３１年３月３１日

４ 事業の実施状況
継続事業として、札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業
地域継続計画（ＤＣＰ）
「被災に強い地域づくり」のために、
「リスクマネジメント」の考察による防災マニュアル見直し・作成事業
を実施しております。詳細については、上記事業の「実績報告書」を参照ください。
事業概略
清田区民センターと連携して、７回企画を実施
里塚・美しが丘地区センターと連携して、５回企画を実施
合計１２回地域住民・防災防犯関係者と研修・ワークショップを行い
９月６日３時７分北海道胆振東部地震の教訓を活かした話し合い・活動を
展開しております。平成３１年度も、継続事業予定（別紙）中です。
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事業成果報告書
実施期間：平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
（NPO 団体名称）特定非営利活動法人 北海道未来ネット
１ 補助対象事業名
地域防災・避難所体験訓練における課題解決と防災マニュアル作成

２ 補助対象事業の概要
(1) 事業の目的
本年度は、地域継続計画における「被災に強い地域づくり」の意識向上を継続的・統一
的・連続的に行い、リスクマネジメントの考え方に学び危機管理の「予測と準備」を身
につける。よって、防災マニュアルの見直し・作成を進める。
(2) 事業の実施概要
清田区民センターと連携して、７回企画を実施
里塚・美しが丘地区センターと連携して、５回企画を実施
合計１２回地域住民・防災防犯関係者と研修・ワークショップを行い
９月６日３時７分北海道胆振東部地震の教訓を活かした話し合い・活動を
展開しております。平成３１年度も、継続事業予定（別紙）中です。

３ 実施事業の状況
１２回企画・実施しております。
５月２４日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

地域継続計画（ＤＣＰ）
「地域防災と防災マニュアル」ｉｎ清田
講師 札幌学院大学 客員教授 戸根谷 法雄

参加人数１０人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。
初動期対応３０分以内、発災時参集と指示する司令官を決める。
目標を明確にし、改善していく。特に、トイレ管理責任者は最重要。
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６月１１日（月）15：00～17：00 里塚・美しが丘地区センター
地域継続計画（ＤＣＰ）
「地域防災と防災マニュアル」ｉｎ里見
講師 札幌学院大学 客員教授 戸根谷 法雄

参加人数１５人

里見地区センターの未来委員会メンバーとセンター関係者を対象として研修・ワークシ
ョップ。
初動期対応３０分以内、発災時参集と指示する司令官を決める。
目標を明確にし、改善していく。特に、トイレ管理責任者は最重要。
７月１２日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

リスクマネジメントの考え方と防災マニュアル②
講師 札幌学院大学 客員教授 戸根谷 法雄

参加人数２１人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。
地震・自然災害への事前対策と緊急時対策を検証。災害時のトイレ。
８月６日（月）15：00～17：00 里塚・美しが丘地区センター
危機管理：防災対策と防災マニュアル「ワークショップ」
講師 札幌学院大学 客員教授 戸根谷 法雄 参加人数 ７人
里見地区センターの未来委員会メンバーとセンター関係者を対象として研修・ワークシ
ョップ。
テーマ「災害時避難場所のトイレを考える」：里見地区センターを例として「トイレの安
心・安全な使用」について話し合いました。
９月１３日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

地域継続対策と防災マニュアル（Ⅰ）
：地震災害時の防災行動
講師 札幌学院大学 教授 河西 邦人

参加人数１１人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。
９月６日３時７分北海道胆振東部地震からの教訓：ブラックアウトによる停電対応と防
災行動計画（タイムライン）及び罹災証明書。
１０月１５日（月）15：00～17：00 里塚・美しが丘地区センター
「災害と情報：災害に備える」と防災マニュアル
講師 星槎道都大学 経営学部長 由水 伸

参加人数１５人

里見地区センターの未来委員会メンバーとセンター関係者を対象として研修・ワークシ
ョップ。
９月６日３時７分北海道胆振東部地震からの教訓：情報リテラシー
１２

今回の震災で特徴的な事…情報受発信が困難、情報の地域間格差。
非常時の電源確保・被災地内部の情報伝達・デマの対応、備えと連携。
１０月１６日（火）18：30～20：30 清田区民センター 視聴覚室
地域継続計画における「被災に強い地域づくり」のために・・・
講師 札幌学院大学 客員教授 戸根谷 法雄

参加人数４０人

清田地域の防災・防犯担当関係者と市民、清田区民センター、清田小学校、清田消防署、
豊平警察署等を対象として研修・話し合い。
地域継続計画と防災トイレ計画：防災トイレフォーラム２０１８
トイレを切り口に行政と住民による連携を考える。トイレの位置づけ。
１１月８日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

被災に強い地域づくりと防災マニュアル（Ⅱ）
：ワークショップ
講師 札幌学院大学 教授 河西 邦人

参加人数１３人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。

９月６日の事例から、課題を抽出して皆で今後の対策・対応の検証。

１２月１０日（月）15：00～17：00 里塚・美しが丘地区センター
被災に強い地域づくりと防災マニュアル：ワークショップ
講師 札幌学院大学 教授 河西 邦人

参加人数１０人

里見地区センターの未来委員会メンバーとセンター関係者を対象として研修・ワークシ
ョップ。
９月６日の事例から、課題を抽出して皆で今後の対策・対応の検証。
１月１７日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

被災に強い地域づくりと防災マニュアル（Ⅲ）
：ワークショップ
講師 札幌学院大学 教授 河西 邦人

参加人数１０人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。
９月６日の事例から、困った事・町内会にやって欲しい事・市役所に
やって欲しい事を協議し、今後の対策に役立てていく。
２月１８日（月）15：00～17：00 里塚・美しが丘地区センター
「災害と情報：災害に備える」と里見地区センター防災マニュアル
講師 星槎道都大学 経営学部長 由水 伸

参加人数 ８人

里見地区センターの未来委員会メンバーとセンター関係者を対象として研修・ワークシ
ョップ。
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９月６日の事例から、非常時の電源確保・停電時にラジオを聴く・
デジタル防災グッズリスト、そなえよつねに。
３月１４日（木）18：30～20：30 清田区民センター

集会室４

「災害と情報、災害に備える」と防災マニュアル⑥
講師 星槎道都大学 経営学部長 由水 伸

参加人数１２人

清田地域の防災・防犯担当関係者、清田区民センター、清田小学校等を対象として研修・
話し合い。
北海道胆振東部地震を経験して、情報面での災害準備と対策、自分の地域の特性を知っ
て「今のうちに始めよう災害準備と地域継続計画。

(1) 実 施 事
業

(2)具体的な内容

上記１２回

上記参照

(3)
ア当該事業の
実施日時
イ当該事業の
実施場所
ウ従事者の人
数
上記参照
ウ従事者は、
各開催日
講師 １名
助手 １名
ボランティア
１名

(4)
ア受益対象者
の範囲
イ人数

(5)
ア連携協力先
イ連携協力内
容

ア地域住民
及び関係者
（防災防犯係
小学校
区民センター
地区センター
など）
イ 上記参照

ア 協議会
区民センター
地区センター
小学校
など
イ

共催
参加

※行が足りない場合は、追加して記載してください。
※事業に係るパンフレット、チラシ、報道記事、写真などがあれば添付してください。
平成３０年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業
地域継続計画（ＤＣＰ）
「被災に強い地域づくり」のために、「リスクマネジメン
ト」
の考察による防災マニュアル見直し・作成事業
を実施しております。詳細については、上記事業の「実績報告書」を参照ください。
チラシ・写真を添付しております。
４ 事業による効果
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(6)備 考

地域継続計画により自助・共助・公助について常に意識し、
「現実に学び、それをもとに
出来ることを確実に実施」
。日常で減災への備え、地域住民の信頼関係の醸成と共助の仕
組みづくりが促進（清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会、清田区民センター、
里塚・美しが丘地区センター、清田小学校、清田地区町内会連合会、地域住民など）さ
れて、災害に対する地域力が高まりました。さらに危機管理における「事態想定力」の
強化、現場における「危機対応力」の検証、災害対応体制の「課題ととるべきアクショ
ン」の明確化。特に今回は、９月６日３時７分北海道胆振東部地震による教訓から、多
くの事を学ぶことが出来ました。参加者によるワークショップをかさね、
「防災マニュア
ル見直し・作成」として「防災行動計画（タイムライン）
」一覧表と「防災グッズリスト」
一覧表を作成いたしました。
５ 次年度以降の事業継続
(1) 事業継続の仕組み
清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会・清田区民センター・里見地区センター・
清田小学校等と連携を継続しながら、清田有楽町内会館・清田中央会館での開催・実施
を計画しております。

(2) 次年度の実施スケジュール
清田区民センター（予定：5/30・6/13・7/11・8/1・3/12）
里塚・美しが丘地区センター（予定：5/13・6/10・7/8・8/5・9/9・10/7・11/11・12/9・
1/20・2/10・3/9）
清田有楽町内会館（予定：9/22・10/20・12/21）
清田中央会館（予定：9/8・12/8）

６ その他（今後の改善など）
９月６日３時７分北海道胆振東部地震の教訓を活かした取組が必要です。
誰でもができる、わかりやすい・簡略なルールやマニュアルが求められています。
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