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見守り月
毎3日は 訪問の日

みんなで

身近な
見守り・訪問

～豊平区社会福祉協議会の正会員をご紹介します～

特別養護老人ホームコスモス苑 様
　平成15年 10月に、札幌市で最初のユニット
型個室の特別養護老人ホームとして開設し、
デイサービスを併設しています。
　当施設では児童ボランティア、ボランティア
ドッグ等の地域交流や、四季を通して様々な
行事を開催しています。入居者様に最期まで安
心して生活して頂ける「終の棲家」として、地域
に開放された施設を目指しています。

≪お問い合わせ先≫　社会福祉法人彩世会 特別養護老人ホームコスモス苑
住所：豊平区月寒東４条 10丁目８番 30号　電話：011-859-3311 ／ FAX：011-859-3322

児童ボランティアとの交流 紅葉狩り

ボランティアドッグとの交流 クリスマス会 施設内研修の様子



2 YUTAKANA  KOKORO まもりんのぼり設置店舗 募集中！
みんなで

身近な
見守り・訪問

平成30年度福まちパワーアップ事業

　福まちパワーアップ事業は、単位町内会における見守り活動等の更なる充実や取り組みの推進のため、年２回
意見交換会を開催し、地区内での情報共有や今後の地域福祉活動の向上へつなげることを目的に実施いたします。

　第１回意見交換会は、平成 30年 10月 31日に中の島会館を会場に、福まち活動者や町内会役員、民生
委員児童委員、関係機関職員計 39名の参加で開催しました。
　前半は、本会より、「福祉のまち推進センターの見守り活動について」と題し、９月６日に発生した胆振東
部地震を教訓に災害時にも役立つ見守り活動の取り組みについてご紹介しました。
　後半は、各グループに分かれ、表題である『安心して暮らせる中の島地区を目指して』、①安心して暮らせ
る地域にするための福祉的な活動について、②安心して暮らせる地域にするためにどんなことができるか？
（個人でできること・地域（町内会）でできること・行政や関係機関にお願いしたいこと）を話し合いました。

中の島地区意見交換会『安心して暮らせる中の島地区を目指して』を開催

第１回意見交換会【安心して暮らせる地域にするために…】

≪今取り組んでいること≫ ≪どんなことができるか≫

・挨拶・声かけ・高齢者の
  見守り活動、訪問活動
・近くの高齢者宅の除雪など

個　人 行政・関係機関

地　域

　・話しを良く聞いてあげる
①・「そっと見守る」目を増やす
②・困っていること（ゴミだし、
　　買い物、除雪など）を手伝う
　・すこやかサロン、老人クラブ、
　　町内会行事への参加呼びかけ
　・訪問を嫌がる人は
　  「そっと見守る」

・町内会と密な関係を築いて
　ほしい（横の連携も含めて）
・地域からの相談に対し、
　すぐに回答がほしい
・高齢者の変化などの情報提供

・まちづくりから人のつながりを
　主とする活動へ
③・町内に気楽に話せる茶話会の
　ような集まりがあると良い（定期的に）
・マンション管理組合と積極的な
　関わりをもつ
・少しおせっかいをする

（第１回意見交換会の様子） （第 2回意見交換会の様子）



3YUTAKANA  KOKOROまもりん号 募集中！
みんなで

身近な
見守り・訪問

【課　題】
①外からの見守り活動や訪問活動をより充実するには、推進員の数を増やしてほしいという声
②ゴミ出しや買い物などで困っているという声
③単位町内会で気軽に話せる場があるとよいとの声

【課題の解決策（個人レベル・地域レベル）】

　今年度開催した２回の意見交換会で出された意見を参考にしながら、今後も本会では、中の島地区における
福まち活動がさらに充実・活発化できるように、中の島地区福祉のまち推進センターと共に研修等を行い支援
していきます。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

　第２回目の意見交換会は、平成 31年２月 21日に中の島会館を会場に、42名の参加で開催しました。
　前回の意見交換会から時間が経過していることから、前半は、本会より、主旨説明も含めて福祉のまち推進セ
ンターの見守り活動についての説明と、第１回目の意見交換会の報告をしました。
　後半は、中の島地区福祉のまち推進センターの藤岡運営委員長より、「安心して暮らせる地域につながる福ま
ちの見守り」と題し地区福まちの活動報告をいただき、グループに分かれて話し合いをおこないました。
　具体的には、『地域（町内）での福まち活動の充実を目指して』と題し、第１回目の意見交換で参加者から出さ
れた意見から課題を選択し、その課題を解決するためのアイディアを出し合いました。参加者全員で共通認識を
深めると同時に、これから自分達や地域（町内会）で何ができるかについて活発な意見が多数出されました。

第２回意見交換会【地域（町内）での福まち活動の充実を目指して】

課題1の
解決

アイディア

課題2の
解決

アイディア

課題3の
解決

アイディア

・訪問回数を増やし、顔見知りの関係を深める（個人）
・身分証の携帯＋揃いのユニフォームなどを着用する（個人）
・見守り活動の周知（チラシを作成し町内会をあげて活動内容を周知など ）（地域）
・単町での福祉推進委員会の立ち上げ、推進員だけにまかせない（地域）
・単町福祉推進委員会と災害時対応をタイアップして実施する（地域）
・マンションの管理組合との話し合い（地域）

・信頼関係を築くため話し相手、聞き役になる（個人）
・同じマンション内など住民同士でゴミ捨てを行う（個人）
・見守り活動にラインアプリを活用する（地域）
・小さい規模のゴミステーションを増設する（地域）

・声掛け、情報提供（小中学校保護者向けに「見守りサポーター」募集チラシを
  配布して若い世代にも活動を周知する）（個人）
・マンション単位で見守りグループやサロンを作る（地域）
・町内会のサポートを明確にする（地域）
・場所の確保 （歩いて行ける場所、今ある家を町内会で使用する）（地域）



4 YUTAKANA  KOKORO 地域見守りサポーター 募集中！ 介護サポーター

　区内美園５条２丁目の「市立みどり小学校」（川島康恵校長：児童数 349人）の４年生を担任す
る永井英子教諭と佐竹浩樹教諭は、昨年の夏ころから川島校長先生を巻き込んで熱い議論を交わ
していました。「今年度の総合的期な学習の時間」で取り組むテーマと内容についてです。教科書
のないこの学習時間は、児童たちの学習成果を幅を持って表現できる授業であり、先生たちのア
イディアを生かせる場面でもあります。先生と児童たちは秋の「学習発表会」に向けて、創意と工
夫を重ねていくことにしました。これまで全学年とも“総合劇”タイプだったものを、４年生はこ
の総合的な学習の成果を３グループに分けて、“聴覚障がい＝歌と手話で表現”“視覚障がい＝ボ
ディーパーカッションで表現”“肢体不自由＝車いすによるダンスで表現”という新たな手法で発
表したのです。
　名付けて４年生では「やさしさ探検隊Ⅰ」。５年生では「やさしさ体験隊Ⅱ」へと繋がるのです。

福祉学習で学んだこと「やさしさ探検隊」の成果
みどり小学校４年生の事前学習そして障がい当事者のお話を伺って

先生たちのチャレンジ

　永井教諭と佐竹教諭は、実際に障がいのある当
事者から直接子供たちに話を聞かせていただき、
「障がいを持つ人はどのような気持ちで生活して
いるのだろう」「普通に接すればいいと言うけれ
ど、普通って？」「私たちとおなじところ、ちがうと
ころはここなんだ！」という視点で学んでもらお
うと決定。
　この講師選定を札幌市社会福祉協議会の「ふく
しの出張講座」で依頼することに。
　児童たち55人は事前学習として「視覚障がい」「聴
覚障がい」「肢体不自由」の３つの障がいをパソコン
で調べ、個人でプリントにまとめたうえで講師と
の対話に臨みました。

　平成 30年 10月 10日、日程の都合で聴覚障が
いの講師は実現しなかったものの、視覚障がいの
北側秀俊氏と車いす使用者の釜野郁子氏がみどり
小学校に出向いてくれました。
　北側さんからは「視力が弱い自分は、買い物のお
つりを硬貨の種類ごとに分けて持ち歩くことで支
払いに戸惑わないように工夫している。声をかけ
てくれるときは、名前を名乗ってほしい。方角の案
内は具体的に」など。
　釜野さんからは「車いす生活になったことで周
りの人たちがやさしいことに気付いた。私は子供
を持つ母親であり、大変だけど周りの方々のあり
がたさを感じながら普通の生活を営めている」と、
色彩豊かなオリジナル紙芝居を使って、児童たち
にわかりやすく語ってくれました。

障がいのある当事者（講師）からのメッセージ



5YUTAKANA  KOKORO介護サポーター 募集中！ 日常生活自立支援事業生活支援員 募集中！

福祉学習で学んだこと「やさしさ探検隊」の成果
みどり小学校４年生の事前学習そして障がい当事者のお話を伺って

　４年生の児童たちは、障がいのある方々から直
接話を伺ったあと、先生が豊平区社協から借りて
きたアイマスクを装着しての歩行や誘導、そして
杖を使っての階段の上り下り、意外に大変な車い
す操作などを実体験しました。児童たちは障がい
のある当事者の生活について対話したことで、
「障がいのある人も、できないことがあるだけで、そ
れ以外は同じなんだ」「障がいのある人は不便だけ
ど不幸ではない」と心に刻みました。

　児童たちがこれらの学習を通して学んだことは、障が
いのある方に出会ったとき「自分ができることはなん
だろう」「この方たちがして欲しいことは何だろう」と
考えるようになったとのこと。この思いを集約しなが
ら、11月 10日の発表会に向けて『バリアフリーにおけ
る自分のとらえ方や考え方』をテーマに、全員で歌や合
奏の練習を重ねていきました。

福祉体験用具で行動の大変さを実感

　今年の４年生はいつもと違ったスタイルで自分たちの
思いを表現しました。ふたクラスを３つのグループに分
けて、学んだそれぞれの障害のある方との接し方をまとめ
たのです。“聴覚障がい”では手話を組み入れ、“視覚障がい”
では体の動きを音で伝えるボディーパーカッションを組み
入れた歌で表現、“肢体不自由”では上半身だけを使ったダ
ンスパフォーマンスです。それぞれに障がいの理解を深め
る工夫に父母からは、たくさんの拍手が送られました。

エピソードⅠ：障がい当事者との対話当日、多忙な時間を都合して参観してくれた保護者の言葉
「当事者からの言葉を聞いて、街中で勇気をもって声をかけてみたら感謝されたのです。」この方
の児童も参観日には「困っている方を見つけたら声をかけていきたいです」と発表しました。
エピソードⅡ：福祉用具の実体験のあと、同学年の二人が前後して足を怪我して、一時期松葉杖
と車いすでの校内生活。この総合学習の成果が当事者と支援者双方に生かされました！

発表会と直前のエピソード



6 YUTAKANA  KOKORO 地域支え合い有償ボランティア協力会員 募集中！

　札幌市と札幌市社会福祉協議会では、お年寄りや障がいのある方などを対象に「福祉除雪事業」
を行っています。「福祉除雪事業」は、除雪を行うとともに、利用世帯の方の見守りにも繋がる地域
福祉を推進する活動です。

福祉除雪事業福祉除雪協力員の取り組み

福祉除雪協力員へインタビュー！

平岸東山町内会
石塚 邦明 会長に

お話をお伺いしました！

Ｑ．福祉除雪協力員を始めたきっかけは？
　町内会の利用世帯は取り組み当初２件でしたが、しだいに件数が増え協力員が足りないと言う
ことで声が掛かかかったことがきっかけです。

Ｑ．活動について教えてください
　主に福祉除雪事業の実施内容ですが、何かお手伝いできることがあればという思いで活動し
ています。除雪は、体力づくりにもなり、朝起きて「さぁ、やるぞ！」と思って活動すること
ができているので、自分自身のためにもなっています。

Ｑ．これまでの活動を通じて、特に印象に残ったことや感じたことは何でしたか？
　同じ町内に暮らしていても普段あまり会えない方もおり、活動をきっかけに知り合った方もい
ます。挨拶も交わすようになり、町内会で開設しているサロンにも来てくれるようになりました。
利用世帯と協力員としての関わりから多くの住民との繋がりをつくることができたと感じてい

ます。

Ｑ．今後に向けて思うことを教えてください
　高齢化に伴って今後も利用世帯が増えてくると思いますが、地域で活動できる協力員を発掘し
ていかなければいけないと感じています。また、近くに中学校があるので、機会があれば一緒に
連携していきたいと思っています。また、昨年は大きな災害がありましたが、こうした災害発生
時にお互いが顔を知っているだけでも安心感があると思います。除雪活動を通じて町内会でも
顔なじみの関係が広がったり、連携が取れていることを感じているので、これからも声を掛け
合うことや挨拶をすることも大事に活動していきたいと思います。



7YUTAKANA  KOKORO子育てサポートセンター提供会員 募集中！

にしおか・トークカフェで中学生が
「西岡地区の魅力を考えた！」

豊平区生活支援区民フォーラム

　３月１日、区内の地域福祉関係者 85 名の出席を得て、平成
30 年度豊平区民生活支援フォーラムが開催されました。この
フォーラムは、平成 27年度から札幌市内で始まった「生活支援体
制整備事業」の内容を地域福祉活動関係者にご理解いただこうと
いうもので、この事業推進の全国組織である「公益財団法人さわや
か福祉財団」のインストラクターで、特定非営利活動法人福祉
NPO 支援ネット北海道代表理事の山本純子氏を講師に招いて
『住民主体の支え合いの必要性』について講話いただきました。
　住民主体の支え合いの例とは？具体的な支援活動において「リ
ビング照明器具の蛍光管取り替え作業」一つとっても、手順や手法
を間違えると大変な事故につながる・・など、事例を交えた分かり
やすい説明に、参加者も“なるほど”と納得の様子で、普段の活動時にも関連する注意事項として理解した
様子でした。
　このあと、市社会福祉協議会事業総括担当職員からの他市や市内で展開されている事業例を紹介し、最後
に豊平区の具体的な事業である「生活応援豊平（SOT＝そっと）」の活動内容を紹介して、福祉活動関係者
の理解と協力をお願いしました。

　SOT は平成 31 年２月現在で登録者数は 52 名。それぞ
れの趣味や思いを通しての各種ボランティア活動に参加
されている方がほとんどですが、掃除支援や話し相手、病
院や外出補助など「日常生活上のちょっとした困りごと」の
協力依頼があった場合は、複数のメンバーでスケジュール調
整しながら対応していきます。交通費などの費用負担以外
は原則無料の奉仕活動です。
　今年度は引っ越し荷物の片づけ、欄間のヤニ取り清掃な
どの要請にこたえています。SOT の例会は 30 年度までは
毎月１回第４水曜日の午後に行われていましたが、来年度
からは２か月に１回程度とし、４月は 24 日午後１時から
区民センターで開催します。スキルアップのための研修も
積極的に組み入れていきます。

　札幌市市民自治推進室が主催する「次世代の活動の担い手育成事業」の一環として、平成31年２月27
日に西岡北中学校において『にしおか・トークカフェ』が実施されました。
　福まち関係者と共に参加した生徒たちからは「地区の魅力は、ボランティア活動に多くの人が参加
している」「地区の課題は、活動してくれる人の育成」「震災について感じたことは、地域や近所の人たち
との助け合いが必要」といった、地域活動実践者が考えている事と一致した意見が多く出され、将来の
地域活動候補者としての思いが描き出されました。
　生徒たちが大人になったら、福まち活動に参加してくれることを願いたいですね。

みんなで生活支援することで自らの介護予防を実践できる

福まち活動
こぼれ話
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2019年度ボランティア活動保険の更新手続きについて

平成30年度福祉除雪事業 ―報告とお礼について―

地域協力員のご紹介 ※順不同・敬称略

　「ボランティア活動保険」とは、ボランティアが活動中の事故によりボランティア
自身がケガをしたり、他人に損害を与えたことにより賠償問題が生じた場合に
補償する保険です。
　現在「ボランティア活動保険」に加入されている方は、３月 31 日で保険期間が
終了します。
　４月１日以降ボランティア活動を継続される場合は、更新手続きをお願いいた
します。新年度の保険加入は、３月 11 日より各区社会福祉協議会及び札幌市社会
福祉協議会ボランティア活動センターで手続きできますので、活動に支障が出ないように新たな手続き
をお願いします。
　介護サポーターとして登録をされている方は、札幌市社会福祉協議会ボランティア活動センターにて
手続きを行います。
　また、所属団体が一括して更新手続きをされる場合もありますので、団体に所属されている方は、更新
方法をお確かめの上、手続きをお願いいたします。

豊平地区、美園地区、月寒地区、平岸地区、中の島地区、西岡地区、福住地区、東月寒地区、南平岸地区（153名
のご協力）、㈱コクサク、㈱森造園、㈱真鍋造園、㈱日伸建設、㈱和泉組、三益工業㈱、清和建設㈱、中大開発
興業㈱、北道工業㈱、柳原建設㈱、ナカノ建設㈱、道路工業㈱、㈱西組、藤建工業㈱、㈲北都工業、札幌農林㈱、
新立大一興業㈱、北方緑化工業㈱、㈱天馬工業、わーく・ひまわり、便利屋くれよん、東月寒白樺会館運営
維持管理会、㈱藤造園、緑化フォームサービス、㈱東日本誘導、㈱丸昌北海道総合サービス、㈱セイショウ、
アルファプラス札幌、㈲廣伸ナイス技建、Ｔ・Ｙ企画、㈱水谷組、㈱ゴッドスペース、野﨑工業㈱、㈱ＳＫＹ、
㈱カズサッポロ、本間塗装㈱、興新建設㈱

～ご協力ありがとうございました～
　福祉除雪事業は、多くの地域協力員（雪かきして下さる方）のご協力で支えられている
事業です。地域協力員の皆様のご理解とご協力に厚くお礼申し上げます。平成 30 年度
は、豊平区にお住いの 458世帯の高齢者世帯・障がい者世帯が利用されました。

平成30年12月～平成31年2月末

平成31年 2月1日 本多恵美 様 5,019円




