
【平成２９年度ボランティア活動支援事業助成団体一覧】

№ 圏 区分 地域 市町村 団　体　名 事　業　内　容

1 1 札幌市 ― 札幌市 アクティブ17 高齢者施設、病院、個人宅での傾聴ボランティアなど

2 2 札幌市 ― 札幌市 おもちゃクリニック 小学生を対象とした工作教室の開催やおもちゃの修理など

3 3 札幌市 ― 札幌市 シニアーパソコン塾 高齢者を対象としたパソコン指導・相互学習の実施等

4 4 札幌市 ― 札幌市 手稲早起き一万歩あるく会 地域住民の健康と交流を目的とした歩く機会の提供など

5 5 札幌市 ― 札幌市 すこやか健康生活ネットワーク 小学校などの公共施設を対象に生け込みの指導など

6 6 札幌市 ― 札幌市
一般社団法人
ガールスカウト北海道連盟

千歳の魅力とチームワークを高めるための交流会の実施など

7 7 札幌市 ― 札幌市 リーディングシアターすぷりんぐ 市内在住の親子やお年寄りを対象とした紙芝居や朗読劇等の実施

8 8 札幌市 ― 札幌市 ふれあいサポート 地域高齢者のふれあいを目的とした歌謡や映画の上映会などの実施

9 9 札幌市 ― 札幌市 札幌生涯学習インストラクターの会 地域住民を対象とした出張講座の開催等

10 10 札幌市 ― 札幌市
特定非営利活動法人
レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

長期在宅ひきこもり当時者を対象とした情報提供など

11 11 札幌市 ― 札幌市 小樽当事者研究会「たると」 精神障がい者、不登校・ひきこもり経験者等を対象とした交流集会の開催

12 12 札幌市 ― 札幌市 ホオズキの会墨彩画 介護施設での墨彩画（カレンダーや手紙）作成の指導など

13 13 札幌市 ― 札幌市 おもてなし　いやしカフェ 高齢者・障がい者・親子を対象とした交流や手作りサロンの開催

14 14 札幌市 ― 札幌市 北海道ろう者サッカー協会 聴覚障がい者サッカー普及啓発や交流活動など

15 15 札幌市 ― 札幌市 手稲ふれあいボランティア ディサービスや特別養護老人施設への外出介助ほか

16 16 札幌市 ― 札幌市 札幌市在宅福祉活動団体連絡会 在宅福祉活動の普及活性化を目的とした市民向けPRリーフレットの作成

17 17 札幌市 ― 札幌市 山岳レクリエーション管理研究会
大雪山の登山道維持管理に興味のある方を対象とした活動結果報告会の
開催

18 18 札幌市 ― 札幌市 家庭教育相談ボランティアグループ 親子を対象とした育児懇談会、ふれあい講座の開催など

19 19 札幌市 ― 札幌市 音楽企画ボランティア　みのりプラン 高齢者・障がい者施設と協働で音楽会の企画・開催

20 20 札幌市 ― 札幌市 手稲区おもちゃ図書館 子どもにおもちゃの貸出や親同士に情報交換の場の提供

21 21 札幌市 ― 札幌市 さっぽろ若者応援ネットワーク 若者の交流を目的としたワークショップの開催やリーフレットの作成

22 22 札幌市 ― 札幌市 布絵本の会・北野ゆめの会 幼児向けの布絵本の製作及び読み聞かせの実施等

23 23 札幌市 ― 札幌市
特定非営利活動法人
北海道スポーツGOMI拾い連盟

市民を対象としたスポーツとゴミ拾いを合体させたイベントの開催

24 24 札幌市 ― 札幌市 常盤地区スポーツ少年団スキー部 地域の青少年を対象としたスキーの指導等

25 25 札幌市 ― 札幌市
前田公園団地
ボランティア　福壽草の會

高齢独居者を対象に安否確認を目的とした巡回訪問や懇親会の開催等

26 26 札幌市 ― 札幌市 音楽の贈り物 介護施設への音楽会を開催等

27 27 札幌市 ― 札幌市 さっぽろアートボランティア・ネットワーク 市内学生がワークショップ通した制作したCMを発表するイベントの開催

28 28 札幌市 ― 札幌市 心の発見・大地の会 引きこもり当事者、家族、高齢者を対象とした勉強会や交流会の開催など

29 29 札幌市 ― 札幌市
特定非営利活動法人
北海道歩くスキー協会

小学生を対象に歩くスキーの普及啓発を目的とした教室の開催

30 30 札幌市 ― 札幌市 ネイバーズ クリスマスカードを作成しフィリピンの孤児院へ送付

31 31 札幌市 ― 札幌市 特定非営利活動法人　ボラナビ ボランティア情報誌「月間ボラナビ」の作成・配布など

32 32 札幌市 ― 札幌市 札幌南ふゆみずたんぽの会 学童保育所の児童らを対象とした稲刈り体験の実施

33 33 札幌市 ― 札幌市 特定非営利活動法人　エスニコ 医療通訳ボランティア養成講座の開催及び医療機関への派遣など

34 34 札幌市 ― 札幌市 ピースフレンド
平和の推進を図るため、和紙人形を作製し、来道してきた外国人に寄贈ほ
か

35 1 道央圏 石狩 江別市 長生民謡会 福祉施設での民謡披露の実施

36 2 道央圏 石狩 江別市 札幌斉藤支部門人会大麻千鳥会 福祉施設へ芸能慰問や子どもを対象とした和楽器教室の実施など

37 3 道央圏 石狩 江別市 たすけあいサークル　よつば会 地域の高齢者に押し花ハガキの送付

38 4 道央圏 石狩 江別市 朗読ボランティアグループ　まちの灯
視覚障がい者を対象とした「声の便り」の作成・配布、対面朗読、依頼図書
の作成など
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39 5 道央圏 石狩 江別市 北海道点字情報ネットワークプロジェクト 視覚障がい児（者）を対象とした情報誌等の点訳と点字印刷物の送付

40 6 道央圏 石狩 江別市 江別市水上安全赤十字奉仕団 海水浴場でのパトロールや着衣泳体験指導

41 7 道央圏 石狩 江別市 えべつケアラーズ
介護支援者などが気軽に立ち寄れるカフェの及び市民を対象とした研修会
の開催

42 8 道央圏 石狩 江別市 語り・ひとり芝居グループ　うるうる亭 ケアハウスへの芝居出張公演など

43 9 道央圏 石狩 恵庭市 恵庭市赤十字奉仕団南分団 老人ホームへの介助、清掃活動等

44 10 道央圏 石狩 恵庭市 すずらんハーモニカ 老人施設等へのハーモニカ慰問演奏など

45 11 道央圏 石狩 恵庭市 恵庭市赤十字奉仕団島松分団 養護老人ホームへのさらしおむつ縫製・寄贈など

46 12 道央圏 石狩 恵庭市 ぽぷらハーモニカ 福祉施設等へ定期訪問し、ハーモニカ演奏

47 13 道央圏 石狩 恵庭市 胡蝶の会 高齢者施設等で二胡による演奏

48 14 道央圏 石狩 恵庭市 恵庭市赤十字奉仕団西分団 福祉施設の介助等

49 15 道央圏 石狩 恵庭市 生き生き老後を支える会 独居老人を対象とした食事交流会の開催等

50 16 道央圏 石狩 恵庭市 恵庭市朗読赤十字奉仕団 恵庭市民文芸の朗読CD作製し市内福祉施設へ寄贈

51 17 道央圏 石狩 恵庭市 日本車椅子レクダンス協会恵庭支部 高齢者、健常者、障がい者を対象に車いすダンスの指導など

52 18 道央圏 石狩 北広島市 里見緑地を守る会・どんぐり 遊歩道の環境整備など

53 19 道央圏 石狩 石狩市
特定非営利活動法人
石狩国際交流協会

市民と外国人を対象に異文化の理解を深めることを目的とした交流会の開
催

54 20 道央圏 石狩 石狩市 いしかり手打ちそば同好会
老人福祉施設の入居者や通所者などを対象としたそば打ち体験の実施な
ど

55 21 道央圏 石狩 石狩市 石狩写真クラブ 公民会や小学校を中心に自然風景写真展の開催

56 22 道央圏 後志 小樽市 たんぽぽ文庫 子どもを対象としたバスハイキングやクッキングの開催等

57 23 道央圏 後志 蘭越町 蘭越町高齢者事業団 地域住民や子ども達を対象としたしめ飾り伝承講習会の開催

58 24 道央圏 後志 蘭越町 らんこし手打ちそば愛好会 一人暮らし高齢者を対象とした手打ちそばの提供ほか

59 25 道央圏 後志 蘭越町 蘭越町老人クラブ連合会 子どもと高齢者の交流を目的としたスポーツ体験学習の実施

60 26 道央圏 後志 蘭越町 蘭越町根曲がり竹細工研究会 竹細工の伝統工芸技術の伝承を目的とした体験学習の開催等

61 27 道央圏 後志 蘭越町 お話しの会「こぐまちゃん」 図書館・福祉施設でパネルシアターや紙芝居の実施など

62 28 道央圏 後志 倶知安町 倶知安町芸能赤十字奉仕団 福祉施設への芸能慰問

63 29 道央圏 後志 倶知安町 親子スポーツクラブ 親子同士の交流を目的とした誕生日会、クリスマス会などの開催

64 30 道央圏 後志 倶知安町 わんぱくスポーツクラブ 親子を対象としたレクリエーションの実施

65 31 道央圏 後志 倶知安町 読み聞かせの会「ぐりとぐら」 幼児・児童を対象とした読みきかせの実施など

66 32 道央圏 後志 倶知安町 ちょぼら六郷 地域高齢者を対象とした除雪ボランティアの実施

67 33 道央圏 後志 倶知安町 琴和ボランティア会 独居老人・身障者宅の除排雪作業、老人ホームの花壇整備等

68 34 道央圏 後志 倶知安町 民仁会 福祉施設の花壇整備や車いすの清掃など

69 35 道央圏 後志 倶知安町 ボランティアつくし会 お年寄りを対象としたちぎり絵の指導など

70 36 道央圏 空知 夕張市 夕張子どもの文化の会「かぜちゃる」 市外に出かける機会の少ない子どもを対象としたバスツアーの実施

71 37 道央圏 空知 夕張市 読み聞かせボランティアひなたBOOK 幼児・児童等を対象とした絵本の読み聞かせ等

72 38 道央圏 空知 岩見沢市
一般社団法人
そらちアダプテットスポーツ協会

高齢者・障がい者・三世代スポーツ交流会の実施

73 39 道央圏 空知 岩見沢市 岩見沢更生保護女性会 雑巾を作製し、市内全小中学校へ寄贈

74 40 道央圏 空知 岩見沢市 在宅介護ボランティア　輪っこの会 在宅及び福祉施設ボランティア活動等

75 41 道央圏 空知 芦別市 声のボランティア　かりんとう 視覚障害者への音訳テープ作製配布、朗読の集いの開催等

76 42 道央圏 空知 芦別市 ボランティア　なごみ 福祉施設における介助やレクリエーション活動
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77 43 道央圏 空知 芦別市 婦人ボランティア　あすなろ会 独居老人宅の訪問や高齢者食事会開催など

78 44 道央圏 空知 芦別市
芦別市精神保健ボランティア団体「ザ・
F」

知的・精神障がい者を対象とした交流会の開催等

79 45 道央圏 空知 三笠市 みかさ炭鉱の記憶再生塾 炭鉱遺産を活用した地域活性化活動（写真展や炭坑跡地の整理など）

80 46 道央圏 空知 三笠市 みかさワンニャンボランティア 捨て犬・猫の里親探しや写真展の開催など

81 47 道央圏 空知 滝川市 滝川市朗読赤十字奉仕団「ボイス空知」 視聴覚障害者への録音テープの作成、送付等

82 48 道央圏 空知 滝川市 滝川市婦人ボランティアクラブ 視覚障害者に寄贈するテープの録音、タオル・雑巾等の作成・寄贈等

83 49 道央圏 空知 砂川市 特定非営利活動法人　オアシス 地元住民、行政、企業が参加し草花植栽や清掃の実施

84 50 道央圏 空知 砂川市 砂川子どもの水辺協議会 防災啓発を目的とした体験コーナーや講演会の開催

85 51 道央圏 空知 深川市 深川市文光町町内会 公園の花壇整備や清掃管理、町内道路の整備等

86 52 道央圏 空知 深川市 深川市あけぼの町内会 公共施設の花壇の植花や整備等

87 53 道央圏 空知 深川市 深川市緑町東町内会 地域住民を対象としたラジオ体操の実施

88 54 道央圏 空知 南幌町 南幌町ボランティア活動登録者連絡会 社会福祉協議会のイベント等の支援

89 55 道央圏 空知 南幌町 南幌町赤十字奉仕団
防災意識向上のための炊き出し実施体験及び新入学児童への交通安全祈
願マスコットの作成・贈呈

90 56 道央圏 空知 由仁町 ふまねっとゆに 高齢者を対象としたふまねっと運動による健康教室の開催

91 57 道央圏 空知 由仁町 花いっぱい川端 国道沿いの清掃・除草等の環境美化活動

92 58 道央圏 空知 由仁町 手話サークルつぼみ イベント時の手話通訳など

93 59 道央圏 空知 由仁町 おはなし会わらべ 子どもを対象とした絵本の読み聞かせなど

94 60 道央圏 空知 由仁町 由仁町を日本一桜のまちにする会 地域住民参加型の桜の植樹活動や維持管理など

95 61 道央圏 空知 月形町 たんぽぽの会 地域の高齢者や子どもを対象とした昼食の提供

96 62 道央圏 胆振 室蘭市 室蘭市ボランティア・アドバイザーの会 市社協主催のボランティア講座の協力や出張教室の開催など

97 63 道央圏 胆振 室蘭市
社会医療法人母恋　日鋼記念病院
患者図書室　ぼこい　ボランティアの会

患者・市民ための医療図書館の運営支援など

98 64 道央圏 胆振 室蘭市 手話サークル室蘭白鳥の会 地元の小学生を対象としたろう者との交流や手話の指導など

99 65 道央圏 胆振 室蘭市 室蘭市点訳赤十字奉仕団 点訳図書の製作や中途失明者対象の展示教室の開催など

100 66 道央圏 胆振 室蘭市 HHMホット・ハンドむろらん ガン患者のためのタオル帽子の製作・無料寄贈、病院等への講習会の開催

101 67 道央圏 胆振 室蘭市 コンパニア・デ・マンドリーナ 介護施設・医療施設での慰問演奏

102 68 道央圏 胆振 室蘭市 パソコンボランティアプラザ室蘭 障がい者のパソコン操作支援や訪問支援など

103 69 道央圏 胆振 室蘭市 室蘭障がい者スポーツ協会 市民を対象としたボッチャ体験講習会等の開催など

104 70 道央圏 胆振 室蘭市 蘭歴建見会 旧絵鞆小学校の活用を目的とした講座やワークショップの開催

105 71 道央圏 胆振 苫小牧市 苫小牧手話の会 聴覚障害者の理解を深めてもらうための手話の啓発イベントの開催

106 72 道央圏 胆振 登別市 登別手話の会 小学生や障がい児を対象とした手話の指導やボランティア体験等

107 73 道央圏 胆振 登別市 日向ひょっとこ踊り登別愛好会 病院や町内イベントでひょっとこ踊りを披露

108 74 道央圏 胆振 登別市 登別手話の会NPOネット 子どもが住みよいまちづくりにするための勉強会の開催

109 75 道央圏 胆振 伊達市 伊達手話の会 ろうあ者を対象とした交流会の開催や手話の普及啓発活動等

110 76 道央圏 胆振 伊達市 伊達市介護者と共にあゆむ会 介護の理解と地域で支え合うことを目的とした介護体験発表会の開催

111 77 道央圏 胆振 洞爺湖町 ひまわり 地域高齢者を対象としたふれあい交流会の開催など

112 78 道央圏 胆振 洞爺湖町 とうや共助の町づくりネットワーク ICTを活用した高齢者日常見守り活動や徘徊検索支援など

113 79 道央圏 胆振 洞爺湖町 ボランティアグループ　すみれ会 牛乳パックを利用したイスや古着を活用した巾着の作成・寄贈ほか

114 80 道央圏 胆振 安平町 安平町点訳赤十字奉仕団 盲障がい者との交流会の開催や点訳書の作成
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【平成２９年度ボランティア活動支援事業助成団体一覧】

№ 圏 区分 地域 市町村 団　体　名 事　業　内　容

115 81 道央圏 胆振 安平町 あかね生き生きクラブ 資源回収及び社会福祉法人へ車いすの寄贈など

116 82 道央圏 胆振 むかわ町 穂別読み聞かせの会　ひまわり
幼児・小中学生を対象に楽しみながら恐竜の知識を深めるための講演会の
開催

117 83 道央圏 日高 様似町 様似町婦人ボランティアアポイ 老人施設等への介助や古切手・テレホンカード・プルリング回収ほか

118 84 道央圏 日高 様似町 ボランティアあい 老人ホームの介助や花壇整備等

119 1 道南圏 渡島 函館市
特定非営利活動法人
救命のリレー普及会

高齢者・障害者を対象とした福祉有償運送事業の実施

120 2 道南圏 渡島 函館市 江差追分会函館声徳会支部 チャリティーコンサートの開催や機関誌による情報提供など

121 3 道南圏 渡島 函館市 ゆうとぴあ友の会 独居老人への慰問、交流会の開催等

122 4 道南圏 渡島 函館市 ハワイアンバンド　５（ファイブ）エコーズ 介護施設での演奏・ハワイダンスの披露

123 5 道南圏 渡島 函館市 函館RC 視覚障害者を対象とした対面朗読や専門書等の音訳テープの作製等

124 6 道南圏 渡島 函館市 高齢社会研究グループ 老人施設におけるレクリエーション活動（クラフト制作等）

125 7 道南圏 渡島 函館市 函館つくしんぼの会 心身に障がいのある青少年を対象とした水泳教室の開催

126 8 道南圏 渡島 函館市
函館地区スキーパトロール赤十字奉仕
団

スキー場でのパトロールと救助活動

127 9 道南圏 渡島 函館市 函館スーイ・スイ・スイミングクラブ 障害のある子どもから大人や水泳に関心のある方を対象とした水泳の指導

128 10 道南圏 渡島 函館市 地域支援グループ　くりの木
地域高齢者を対象とした住民参加型ディサービスや買い物介助サロンの実
施

129 11 道南圏 渡島 函館市 子育て支援グループ「マミーズ・フレンズ」
産後間もない母親を対象としたリフレッシュ講座（運動や育児相談など）の開
催

130 12 道南圏 渡島 函館市 高丘町会 災害用無線ネットワークを活用した模擬避難訓練の実施

131 13 道南圏 渡島 函館市 青い鳥朗読奉仕団 視覚障害者のための朗読テープ・CDの作製及び貸出

132 14 道南圏 渡島 函館市 函館きつつき点訳奉仕団 市内・近郊の小・中・高校生を対象とした点字指導、教室の開催

133 15 道南圏 渡島 函館市 函館認知症の人を支える会 福祉施設での歌や踊りの披露ほか

134 16 道南圏 渡島 函館市 NPO法人　ナルク函館はまなす 地域住民を対象とした会報誌の発行

135 17 道南圏 渡島 北斗市 北斗つくしんぼの会 障がい児を対象とした水泳教室の開催

136 18 道南圏 渡島 七飯町 七飯町朗読ボランティアあゆみの会 視覚障がい者を対象とした交流会、朗読会、読み聞かせ会の開催

137 19 道南圏 渡島 八雲町 やくも朗読サークル 視覚障害者のための朗読テープ作成など

138 20 道南圏 桧山 厚沢部町 館っ子お話の会 子ども達を対象とした絵本の読み聞かせ等

139 1 十勝圏 十勝 帯広市 啓西にこにこサロン 地域高齢者や子育て中の親など、気軽に交流できる場の提供

140 2 十勝圏 十勝 帯広市 八の日ジャンプの会 割り箸等を回収し地域で再利用する地域循環型リサイクル活動の実施

141 3 十勝圏 十勝 帯広市 ほくてん点訳の会 点字図書の作製など

142 4 十勝圏 十勝 音更町 いきいきサロン 地域高齢者を対象とした地域交流サロン、クリスマス会の開催など

143 5 十勝圏 十勝 音更町 音更町更生保護女性会 町内の学童に対し昔遊びの伝承

144 6 十勝圏 十勝 音更町 くるみの会 福祉施設での介助などの支援活動

145 7 十勝圏 十勝 新得町 ほほえみ倶楽部 地域高齢者を対象とした誕生会の開催など

146 8 十勝圏 十勝 新得町 ほっとクラブ 高齢者を対象に保健師による健康教室や講演会などの実施

147 9 十勝圏 十勝 新得町 なかよしアハハの会 高齢者を対象としたゲーム大会などの開催

148 10 十勝圏 十勝 新得町 ヘルシークラブ 地域高齢者を対象とした健康教室・誕生会等の実施

149 11 十勝圏 十勝 新得町 にこにこクラブ 地域高齢者を対象とした体操、食事交流会の開催など

150 12 十勝圏 十勝 芽室町 JAコスモスの会 高齢者を対象とした茶話会の開催やバースデイカードの送付

151 1 釧路・根室圏 釧路 釧路市 釧路市点訳奉仕はなあかり会 視覚障がい者のための点字広報紙や点字図書の作成など

152 2 釧路・根室圏 釧路 釧路市 ボランテア希望 高齢者・障がい者を対象とした料理教室・手芸教室の開催など
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【平成２９年度ボランティア活動支援事業助成団体一覧】

№ 圏 区分 地域 市町村 団　体　名 事　業　内　容

153 3 釧路・根室圏 釧路 釧路市 釧路家庭生活カウンセラークラブ 市民を対象に家庭生活全般の悩みごとの相談活動など

154 4 釧路・根室圏 釧路 釧路市 釧路市音訳の会　ともしび 視聴覚障がい者のための録音図書の作成など

155 5 釧路・根室圏 釧路 釧路市 みはら・かがやき食堂実行委員会 地域交流を目的とした運動・学習応援・地域食堂の実施

156 6 釧路・根室圏 釧路 釧路市 釧路要約筆記サークル「あかり」 中途難失聴者への意思疎通支援（要約筆記）

157 7 釧路・根室圏 釧路 釧路町 どんぐりの森友の会 公園の花壇整備や遊歩道の整備など

158 8 釧路・根室圏 釧路 白糠町 白糠町バレーボール協会 地元小学生を対象としたバレーボールの技術指導等

159 9 釧路・根室圏 根室 別海町 上西春別赤十字奉仕団 高齢者世帯への訪問活動（安否確認等）、食事交流会の開催など

160 10 釧路・根室圏 根室 中標津町 チームLDH 地域住民を対象とした盆踊り大会の開催

161 11 釧路・根室圏 根室 中標津町 MIX　JAM実行委員会 高校、成人を対象としたアコースティック・カルチャーナイトとの開催

162 12 釧路・根室圏 根室 中標津町 中標津町更生保護女性会 信念健全育成費防止とオレオレ詐欺防止の街頭啓発の実施など

163 1 道北圏 上川 旭川市 旭川絵本の会 図書館、小学校での絵本の読み聞かせほか

164 2 道北圏 上川 旭川市 家庭文庫じゃんけんポン 子どもを対象とした本の貸出しや読み聞かせなど

165 3 道北圏 上川 旭川市 絵本サークル　赤いてぶくろ 図書館等で絵本の読みきかせなどの実施

166 4 道北圏 上川 旭川市 公益財団法人　AFS日本協会旭川支部 高校留学生の受入や派遣の募集などのサポート

167 5 道北圏 上川 旭川市 やまねこくらぶ 入院児童等を対象とした本の貸出し、読みきかせ活動など

168 6 道北圏 上川 旭川市 旭川遠友塾 様々な事情で学ぶことができなった方々を対象とした学習の場の提供

169 7 道北圏 上川 旭川市 旭川日本語の会 来日間もない外国人を対象とした日本語教室の開催

170 8 道北圏 上川 旭川市
北海道家庭生活カウンセラークラブ
旭川地区グループ

旭川市、その近郊の住民を対象とした家庭生活電話相談の実施

171 9 道北圏 上川 旭川市 音訳グループ旭川本の会 視覚障がい者のための録音図書作成など

172 10 道北圏 上川 旭川市 旭川命を考える懇談会 市民を対象に命を考える講演会の開催

173 11 道北圏 上川 東神楽町 コミュカフェHOC 親子を対象にジャックオーランタンを作る体験会の開催

174 12 道北圏 上川 上富良野町上富良野町　旭住民会 地域における防災防犯活動や交通安全活動、地域見守り活動など

175 13 道北圏 上川 上富良野町上富良野町読み聞かせ会「ムーミン」 幼児・児童を対象とした読みきかせ活動など

176 14 道北圏 上川 上富良野町 JAふらの上富良野支所　ふれあい会 ディサービス施設へ訪問し、清掃、介助などの支援

177 15 道北圏 上川 幌加内町 はまなすの会 福祉施設へ訪問やディサービス協力（ケーキや桜餅作成提供）

178 16 道北圏 留萌 留萌市 ボランティア　スマイル 病院内外の環境美化、総合案内、イベントの実施など

179 17 道北圏 留萌 小平町 小平町在宅介護者を支える会 介護の理解と普及を目的に介護の実践を踏まえた講演会の開催

180 18 道北圏 留萌 羽幌町 羽幌みんなでつくる自然空間協議会 ビオトープによる自然環境復元活動（環境整備、生物・水質調査など）

181 19 道北圏 留萌 天塩町 天塩消費者協会 悪徳商法予防のPRを兼ねた敬老会の開催

182 1 オホーツク圏 網走 北見市 ミントマジシャンズクラブ 福祉施設や小学校などへマジックショーの慰問披露

183 2 オホーツク圏 網走 美幌町 美幌町青年活動団体B-live 町内の青年を交流を目的とした水を使ったイベントの開催

184 3 オホーツク圏 網走 遠軽町
一般社団法人
北海道フロアボール普及プロジェクト

幼児から大人までを対象としたフロアボールの普及啓発活動（体験会等）の
実施

185 4 オホーツク圏 網走 遠軽町 遠軽町南町第二自治会 地域高齢者を対象としたサロン（陶芸教室や木工教室など）

186 5 オホーツク圏 網走 遠軽町 遠軽町ウチダザリガニ防除ボランティアグループ 地域の小中学生参加型のウチダザリガニの除去や講演会の開催
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