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議案第４号 

         2020 年度 事 業 計 画 （案）  

 

Ⅰ．道民カレッジ連携講座 「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』 

2020 年４月から休止 

 

Ⅱ．北海道金融未来塾  （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  

2020 年４月から休止 

   

Ⅲ．道民カレッジ連携講座  

１００ねんライフ大楽 in 札幌「ファイナンシャル・プランナーへの道」 

                （会場 札幌エルプラザ ４階 研修室） 

     『ライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続』 

2020 年 4 月から休止 

 

Ⅳ―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 白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏 

１．2020 年４月２８日（火）午前１０時～１２時 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

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 京子 氏 

２．2020 年５月２６日（火）午前１０時～１２時 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

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 京子 氏 

３．2020 年６月２３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） 
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                    講師 白川 京子 氏 

４．2020 年７月２８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 京子 氏 

  ５．2020 年８月２５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 京子 氏 

  ６．2020 年９月２２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 白川 京子 氏 

Ⅳ―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 白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏 

１．2020 年 10 月２７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 京子 氏 

２．2020 年 11 月２４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 京子 氏 

３．2020 年 12 月２２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 京子 氏 

４．2021 年１月２６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 京子 氏 

  ５．2021 年２月２３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 京子 氏 

  ６．2021 年 3 月２３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 白川 京子 氏 
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Ⅴ―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） 

  2019 年 10 月から休止：区民センター耐震工事等の為 

 

Ⅴ―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） 

  １．2020 年 5 月 28 日（木）18：30～20：30 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

地域継続計画（DCP）とリスクマネジメント 講師 戸根谷法雄 氏 

  ２．2020 年 7 月９日（木）18：30～20：30 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

     リスクマネジメントと防災意識の向上   講師 戸根谷法雄 氏 

  ３．2021 年３月 11 日（木） 

リスクマネジメントと危機管理           講師 由水 伸  氏 

 

Ⅵ―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） 

１．2020 年４月６日（月）13：00～14：30 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

 いますぐ役立つお金と暮らしの知恵    講師 岡嶋 宏明 氏 

  ２．2020 年５月１１日（月）13：00～14：30 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

     家計改善のツボと終活を考える      講師 水沢 裕一 氏 

  ３．2020 年６月８日（月）13：00～14：30  

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

     2020 最新の金融・経済動向        講師 有田 宏  氏 

  ４．2020 年７月１３日（月）13：00～14：30    

     いますぐ役立つお金と暮らしの知恵    講師 岡嶋 宏明 氏 

  ５．2020 年８月３日（月）13：00～14：30 

     2020 最新の金融・経済動向        講師 有田 宏  氏 

  ６．2020 年９月７日（月）13：00～14：30 

                                         講師 成田 周二 氏 

Ⅵ―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 

  １．2020 年１０月５日（月）13：00～14：30  講師 戸根谷法雄 氏 

     地域継続計画（ＤＣＰ）とリスクマネジメント        
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  ２．2020 年１１月９日（月）13：00～14：30  

       講師 白方 通隆 氏 

  ３．2020 年１２月１４日（月）13：00～14：30  

                          講師 白川 京子 氏 

  ４．2021 年１月１８日（月）13：00～14：30  

                         講師 水沢 裕一 氏 

  ５．2021 年２月８日（月）13：00～14：30  

                講師 恩田 雅之 氏 

  ６．2021 年３月８日（月）13：00～14：30  

        講師 吉原 進  氏 

 

Ⅶ．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：ＮＰＯ法人エゾシカネット・札幌市北区民センター 

   協力 

１．2020 年 4 月１５日（水）13：30～15：30 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

  ２．2020 年 5 月２０日（水）13：30～15：30 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

  ３、2020 年 6 月１７日（水）13：30～15：30 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

４．2020 年７月１５日（水）13：30～15：30 

  ５．2020 年８月１９日（水）13：30～15：30 

  ６．2020 年９月１６日（水）13：30～15：30 

  ７．2020 年１０月１４日（水）13：30～15：30                         

  ８．2020 年１１月１８日（水）13：30～15：30                    

９．2020 年１２月１６日（水）13：30～15：30                     

10．2021 年１月２０日（水）13：30～15：30                      

11．2021 年２月１７日（水）13：30～15：30 

12．2021 年３月１７日（水）13：30～15：30 

                      

 

Ⅷ―A．清田区シニアスクール（会場：三里塚小学校）  

  １．2020 年度                 講師 横江 光良 氏 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

「防犯」振り込め詐欺等 金融トラブルについて          
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Ⅷ―B．（一社）北海道消費者協会 

  １．2020 年８月１８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 

Ⅷ―Ｃ． NPO 法人 ら・し・さ（終活アドバイザー協会）  

      共催 

    １．2020 年６月１７日（水）18：30～20：30 講師 いちのせかつみ氏 

  （新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

 

Ⅸ―A．会議等 

１．第十六回定期総会 2020 年６月 13 日（土）18：00～19：00 

      札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ 4 階中研修室 

（新型肺炎感染拡大防止の為、中止） 

  書面決議とします。 

２．理事会  ６回（5/26・7/28・9/22・11/24・1/26・3/23） 

    ３．運営会議１２回（4/28・5/26・6/23・7/28・8/25・9/22・10/27・11/24・ 

            12/22・1/126・2/23・3/23） 

４．定例会議 ６回（4/28・6/23・8/25・10/27・12/22・2/23） 

Ⅸ―Ｂ．各種委員会出席              委員 横江 光良 氏 

  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〛               

３．清田区地域防犯ネットワーク通信〚年６回〛 

 

Ⅹ―A．執筆・ブログ       

   ◉ 2020 年度 住宅雑誌リプランホームページブログ   有田 宏 氏 

Ⅹ―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 

        

Ⅺ． その他各方面の会議、事業に参加 

 

Ⅺ―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 

Ⅺ―Ｂ．日本ＦＰ学会               参加 有田 宏  氏 

Ⅺ―Ｃ．（社）札幌消費者協会  講演会・勉強会・相談業務協力、参加  等 

Ⅺ―Ｄ．TLC（生保協会認定 FP）会 北海道ブロック道央部会  参加 横江 

 

他 
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Ⅻ．「札幌市市民まちづくり活動促進助成金」事業 

2020 年度：冠基金（札幌市管工事業協同組合あんしん基金）：地域安全 

事業名 

  地域継続計画（ＤＣＰ）をリスクマネジメントの視点から、 

  「水災害や地震に関するセミナー等、防災意識を向上する 

活動や安全・安心の取組等」 

 

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 

      ③清田有楽町内会館④清田中央会館 等 

における「事業計画書」を添付いたします。 

 

 

 

事 業 計 画 書（令和２年度） 

事業名 
地域継続計画（ＤＣＰ）をリスクマネジメントの視点から、「水災害や地震

に関するセミナー等、防災意識を向上する活動や安全・安心の取組等」 

目的 
（市民ニーズ

への対応） 

地域継続計画（ＤＣＰ）をリスクマネジメントの視点から学び・ふれあい・集うこと

によって、危機管理の「予測と準備」を身につける。よって「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、地域の防災力を高めながら「安全・安

心なまちづくり」に貢献する。地域にとって「なくてはならない人材」となります。 

事業期間 令和２年５月  ～ 令和３年３月 

具体的な 

事業内容 
（いつ・どこ

で・対象者・参

加者数・参加

費・事業の周知

方法等） 

イベント名：地域継続計画（ＤＣＰ）…リスクマネジメントと危機管理 

日時…2020年５月から 2021年３月まで３回セミナー等開催＋４回研修会等＋ 

１０回安全・安心啓発ワーク等 

開催場所・スケジュール… 

清田区民センター（予定：5/28・7/9・3/11） 

 里塚・美しが丘地区センター 

（予定：5/11・6/8・7/13・8/3・9/14・10/12・11/9・12/14・1/18・2/8・3/8） 

 清田有楽町内会館(予定：9/20・12/20) 

 清田中央会館（予定：12/20） 

参加者（対象者）：地域防災関係者、まちづくり委員、学校、市民・町内会、 

センター関係者 

定員（参加者数、実施内容）： 

7/9・12/20は、４０～５０名・セミナー等 

   8/3は、１０～２０名・セミナー等 

   5/28・9/20・12/20・3/11は、２０～２５名・研修会等 

   5/11・6/8・7/13・9/14・10/12・11/9・12/14・1/18・2/8・3/8は、 

１０～１５名・安全・安心啓発ワーク等  
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  7/9・8/3・12/20の講師は、以下の２人を予定 

講師（所属・経歴等） 

〇 戸根谷 法雄 札幌学院大学 客員教授・リスクマネジメント協会 理事  

「緊急時対応とＢＣＰ(事業継続計画)」・「豪雨災害と避難」 

「リスクマネジメントと危機管理」・「トイレを考える：トイレ責任者」 

「防災ワークショップ」・「防災行動計画（タイムライン）」 

「被災に強い地域づくり」 

〇 由水 伸 星槎道都大学 経営学部長 教授   

「災害と情報」・「石狩低地帯とは」 

「非常時の電源確保」・「デジタル防災グッズ」 

参加費：無料 

募集方法（事業の周知方法）：清田区、清田区民センター、清田地区町内会連合会、 

清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会、里塚・美しが丘地区センター、 

里塚・美しが丘地区町内会連合会、清田有楽町内会、清田中央こすもす会 等と 

連携して、それぞれの広報誌や行事等において周知・広報しながら、水災害や地震

に関するセミナー等を開催し、防災意識を向上する活動や安全・安心の取組等を 

推進する。 

期待される

効果 
（事業の実施

によりどのよ

うな効果があ

るか。多くの市

民に効果が及

ぶものか。） 

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→防災教育→実施訓練→実践、 

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されて、災害に対する地域力

が高まります。さらに危機管理における「事態想定力」の強化、各現場における 

「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」を明確にして 

他の地域への防災意識の向上へ波及していきます。一昨年、地震によるブラックアウ

ト・断水を経験いたしましたので、緊急時の情報・タイムラインの重要性をより強く

感じながらＤＣＰの推進におおいに貢献していきます。 

さぽーとほ

っと基金に

よる過去の

助成実績 

事業名  

地域継続計画（ＤＣＰ）「被災に強い地域づくり」のために、 

水災害や地震に関するセミナー等、防災意識を向上する活動や安全・安心の取組等 

助成金  １９４，０００円 助成時期２０１９年５月 ～２０２０年３月 

事業の成果事業の成果 清田区民センター、里塚・美しが丘地区センター、清田地区、

清田中央地区との連携が促進されました。災害時のタイムライン・情報・電源・トイ

レ等について、ワークショップ等により話し合いました。この事業によって、意識の

向上・連携を深めて地域の「危機対応力」の検証が出来ました。今後も継続して取り

組んで行きます。特に里美地区センターでは有志２０名程で防災についての話し合い

が２回開催され、今後も継続されます。 

今回レベルアップした点など（今回の事業が過去の助成事業と同内容の場合）一昨年

地震を経験いたしましたので継続して連携を深めながら、地域の会館へも取組みを広

げてまいりました。災害が「おきる前」と「おきた時」の「事態想定力」をさらに強

化していきます。「おきた後」の一日でも早い復旧を願い、地域の継続計画（ＤＣＰ） 

をさらに推進します。「課題ととるべきアクション」を新型肺炎などの脅威へも対応

できるよう、さらに研鑽していきます。 

 

 

 

 

 


