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新年度『ボランティア活動保険』の更新・加入について
　「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、令和２年３月 31日で保険期
間が終了します。
　４月１日以降もボランティア活動を継続される場合はお忘れのないよう、更新
手続きをお願いいたします。
新年度の保険加入受付は、令和２年３月 10日より開始していますので、札幌市社会福祉協議会または各
区社会福祉協議会窓口にて、更新の手続きをお願いいたします。
　なお、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にて更新手続きを行いま
す。この他、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、更新手続きをお願いいたします。
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賛助会員を募集しています
　本会では、地域における福祉活動を推進するため、
広く賛助会員を募集しています。区社会福祉協議会の
事業を応援いただけるサポーターになりませんか？
　趣旨にご賛同いただきご入会いただける方は、本会
事務局、または右記へお振込みいただきますようお願
い申し上げます。お気軽にご相談ください。

　本会では、住民の皆さまからいただいたご寄附を地域福祉活動（孤立しない地域づくりやふれあい・
いきいきサロンへの助成など）に有効に活用させていただいております。皆さまからのあたたかい善意
をお待ちしております。
【寄付のきっかけとして】
●福祉のために役立てようと思ったとき　●亡くなられた方の遺志として
●団体等の解散時や余剰金発生時に…等

令和元年12月～令和２年２月末

令和元年12月 2,241円創造学園33期会　様

令和元年12月 23,304円俎の会　様

令和２年２月 2,500円匿名寄付

令和２年３月 21,000円匿名寄付

令和２年３月 5,250円匿名寄付

令和２年３月 5,250円匿名寄付

会費額（年額） 個　　　人（一口）  1,000 円
法人・団体（一口）10,000 円

社会福祉法人
札幌市豊平区社会福祉協議会

02790-3-23961振込口座（郵便局）

加入者名

～豊平区社会福祉協議会の正会員をご紹介します～～豊平区社会福祉協議会の正会員をご紹介します～
介護付有料老人ホーム 光ハイツ・ヴェラス月寒公園  様
　光ハイツ・ヴェラス月寒公園は、平成２年４月１
日に開設され、今年で 30 周年を迎えます。光ハイ
ツ・ヴェラスの中でも、２番目に歴史があり、現在
70 名の方が入居され、設立当時からお住まいの方
が３割程度いらっしゃいます。
　平均年齢は約 83歳で、90歳代も多く、毎年白寿
の方がいるほどで、最高齢は 103歳。「こんなに元
気なままでいられることが嬉しい」という声も届い
ているようです。光ハイツ系列の中でも、小規模な
施設ですが、職員スタッフは入居者とアットホーム
な雰囲気の中で、笑顔あるコミュニケーションを大
切にしています。

　施設では、これまで入居一時金をいただいており
ましたが、４年前からは、月払いでの入居も可能とな
り、よりご利用いただきやすい環境となりました。
　自立から要介護５まで安心して、一人ひとりのラ
イフスタイルに合った暮らしを実現できるよう、季
節行事・喫茶室コーナー・介護セミナー・夏祭り・
外出巡回バス・買い物送迎など多種多様のサービ
スを行っています。

　地域社会への貢献活動を理念に掲げていることから、平成28年より、「オレンジカフェ」
を施設内喫茶コーナーで展開しています。認知症の方、ご家族の方、地域の方などが気軽に
集い、毎月第 2金曜日 13:00 ～ 15:00 に喫茶交流・勉強会などを開催しています。交流の
場としてお気軽にお越しいただきたいとのこと。このオレンジカフェの開催を通じて、よ
り地域の方々と身近な関係づくりが生まれているようです。関心のある方は、是非足を運
んでみてはいかがでしょうか。

≪お問い合わせ先≫
入居・施設見学に関するお問い合わせは　光ハイツ・ヴェラス入居相談室　電話：0120-8080-62
光ハイツ・ヴェラス月寒公園　住所：豊平区美園９条８丁目５番１号
　　　　　　　　　　　　　  電話：011－824－8080　FAX：011－823－4100
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　11 月２日～６日まで、福島県災害ボランティアセンター運営支援活
動をしてきました。台風 19号の影響で、最も死者が多かったのがいわき
市です。
　台風 19号による暴風雨が去ったあと、再び大雨が襲いました。想定さ
れていない川の氾濫により、付近の住宅内に川水・泥が入り込み、家財な
どは使えない状況が現場から感じ取れました。
　高齢者などの災害弱者とされる方から、家の間口や庭に堆積した泥か
き、使えなくなった家具の運び出しといった困りごと相談が寄せられて
いました。それらの困りごとの力になってくれるが、市内外から駆けつけ
てくれる『災害ボランティア』です。中には、北海道から駆けつけてくれた方もいました。
　私自身の役割は、災害ボランティアセンターでのマッチング班に配属され、依頼者に困りごと内容を慎重に
確認し、当日センターに来るボランティアに紹介し、つなぐ役割です。
　家財道具を家屋から運ぶのに、ボランティア５名が必要とされる場合には、その場で待機しているボラン
ティア５名を集め、現地へ派遣するような内容です。

　印象的な出来ごととして、被害の大きかった小川地区では、住民同士の
助け合いが生まれていました。住民主体のボランティアセンターです。
困りごとを抱えている人を住民が把握し、そして複数の住民がグループと
なって、泥だしや家具運搬などの支援にあたっていました。自治会長が率
先して指揮をとり、女性陣は支援にあたる住民（特に男性）のために炊き出し
をするなど、地域の結束力・住民パワーを目の前で学ぶことが出来ました。
　果たして札幌市で大規模災害が発生したとき、私たちはどんな活動・取
り組みを行うことができるのでしょうか。

　「札幌市立平岸高台小学校」（島津伸宏校長）では、３年前から総合学習の時間に、近隣の福祉施設との
交流を行っています。登校下校時に施設の前を通る子どもたちが多数いる中で、地域の施設を（もっとお
互いを）知る機会を作っていきたいということで、交流会が始まりました。
　３年生はかしわ学園、４年生はひまわり整肢園、５年生は草の実会、６年生は第２かしわ学園を行って
います。
　事前に各施設からゲストティーチャーとして、職員の方に来ていただき、施設概要や活動内容、利用者
の様子などの説明を受け、後日、各学年３班ずつ（約 10名）に分かれて施設を訪問しています。

　生徒たちは、自分たちなりにどうしたら、みんなで楽しめるのか。相手の方に笑顔になってもらえるの
か、作業をしやすいのかを考えたり話し合ったりして活動を進めていました。これら体験を通して、「障
がい理解」「思いやり」「仲間づくり」を学び、ふくしの芽を育てています。本会は、これからも福祉教育を
応援させていただきます。学校関係者や生徒会などの皆さまからのご相談をお引き受けいたします。

台風19号被害に伴う区社協職員派遣報告台風19号被害に伴う区社協職員派遣報告 平岸高台小学校総合的な学習の取り組み～ふくしの芽を育もう！～平岸高台小学校総合的な学習の取り組み～ふくしの芽を育もう！～

【福島県いわき市災害ボランティアセンター運営支援報告】【福島県いわき市災害ボランティアセンター運営支援報告】 事務局次長　西川　　圭

　11月 15日～ 20日まで、丸森町社会福祉協議会の業務（緊急小口資金貸付
相談）補助として活動してきました。丸森町は、阿武隈川の流域途中にある町
で、人口は１万３千人、広さは 273㎢（札幌でいうと中央区から豊平区までの
合わせた広さ）です。
　地元の民生委員さんからこの丸森町は、山があり大小の川が流れ自然環境
がとても良く住みやすく、過去台風や地震があっても甚大な被害が無い町で
あり、東日本大震災のときも隣の相馬市から数百人の避難者を受け入れて来
た懐の広い町とお話をお聞きしました。
　しかし、台風 19号の時は役場の周りは水深 1.5ｍほどの水に浸かり、役場
の隣の避難所に避難してきた人の車や役場職員の車は全滅したそうです。水
の引いた後、役場前にあった野球場はごみ置き場と化していました。
　丸森町に入るための交通機関である阿武隈鉄道も台風のため寸断され、町
に入るには近隣の町の駅から、災害ボランティアセンター行き直通バスを運
行し受け入れていました。ボランティア活動者は多いときは 900 人を超えて
いましたが、日数が経つにつれ平日活動者が減ってきている状況にありまし
た。数カ所避難所を訪問しましたが、多くの方は自宅の片づけに出払ってお
り、残っていたのが高齢者数名だったのが印象に残っています。
　災害は、人・場所・時間を選ばないで突然襲って来ます。日頃からの準備と心構えがとても大切だと改めて
感じ取りました。

【宮城県丸森町での被災地支援の報告】【宮城県丸森町での被災地支援の報告】 事務局長　樋口　　弘

かしわ学園（福祉型児童発達支援センター）との交流
　かしわ学園は障がいのある就学前の子どもを対象とした施設です。園児
３人に生徒２～３人で一緒にグループに入って遊びます。「一緒に遊ぶと楽
しいね。楽しんでくれたかな」と思いながら、園児と過ごしていました。

ひまわり整肢園（医療型児童発達支援センター）との交流
　ひまわり整肢園は就学前の主に肢体不自由のある子どもを対象とした
施設です。ゲストティーチャーから説明を受けた後、生徒たちは、車椅子
の子やボールを投げることが難しい子も一緒に楽しむために、どういう
遊びをどういう風に工夫したらみんなで楽しめるかを企画します。今回
は「お店屋さんごっこ」なども行い、生徒たちも一緒に楽しむことができ
ました。

第二かしわ学園との交流
　第二かしわ学園は障がいのある方に、一人一人の状態にあった作業・日
常生活・文化レクリエーションなどの様々な活動の場を提供し、日々の生
活の充実とともに社会自立ができるよう支援を行っている施設です。
　イベントの掲示物に文字を一緒に貼って作る作業所をしました。利用者
との共同作業になりましたが、障がいがある人でもできることが沢山ある
んだねと発見がありました。

草の実会（平岸の里）との交流
　草の実会（平岸の里）は年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困
難な方や介護の必要な方が、軽作業や訓練をしている施設です。
　この学年からは、年齢が上の方たちとの交流になります。最初は大きい声
をあげる人、表情が変わらない人に戸惑いましたが、生徒たちなりに考えな
がらコミュニケーションを図ります。当日は、みんなと一緒に牛乳パックか
ら紙を作る「紙すき」というお仕事体験と、音楽活動にも参加。みんな思い思
いの音を鳴らしたり、踊ったりとても楽しい交流となりました。後日、この
日作った紙は、製品となって生徒のもとに届き、大喜びでした。

３年生

4年生

6年生

5年生
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令和元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・訪問活動を中心とする日常生活支援活
動の更なる充実や取り組みの推進のため、年２回の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しています。

　第２回は２月19日平岸会館を会場に、２～３ブロック約60名の方々にご参加いただき開催しま
した。前回作成したマップをA３サイズに印刷して配布しました。
　前半は「これからの福まち活動（見守り活動）について～つながり・見守り・支え合い～」と題し、
見守り活動の取り組みについて、携帯用緊急時対応カードの活用についてご紹介しました。
　後半は「見守り活動における課題と今後に向けて」「課題の解決方法について」「平岸地区をどのよ
うな地域にしたいか」をグループで意見交換を行いました。
　町内会や民生委員・児童委員との連携が大事。交流が不足している。マンションでの見守り活動は
住民自身がご近所づきあいに積極的ではないことも多く、見守り活動が難しい。緊急時に勝手に鍵を
開けること出来ないので、緊急連絡先がわかるようにできるといい。昔ながらの鍵をかけなくてもい
い、安心な地域になると良いといった意見が出ていました。

～孤立をさせない地域づくり～高齢者の見守り活動の充実を目指して～
平岸地区福祉のまち推進センターの取り組み「高齢者福祉マップの作成」

　平岸地区福祉のまち推進センターでは、第１回は10月に４日間にわけて町内会ごとに、独居高齢
者等の居住状況等について把握し、見守り活動の充実を図る「高齢者福祉マップの作成」を実施しま
した。
　当日は、福まち推進員の他、町内会長や民生委員・児童委員、関係機関職員に加え、地元企業の北幹
警備保障（株）の方も出席し、約100名が参加しました。
　前半は、豊平区社会福祉協議会より、「65歳以上世帯名簿取り扱い研修」「福祉マップの作成の意
義・作成方法」について説明、携帯用緊急連絡カードの紹介をさせていただき、後半は、各グループに
分かれ、町内会ごとに福祉マップ作成作業に入りました。

３ブロック ４ブロック

第2回　意見交換会▲各町内会で独居高齢者を中心に配布することになったカード

（うら）（おもて）

１ブロック ２ブロック

　一緒に作業をしながら、実際にあった見守り活動に関するエピソードや困ったこと、沢山の情報が飛
び交い、あっという間に時間が過ぎました。作業の後はそれぞれのグループから感想を発表しました。

　実際にマップにシールを貼ってみると、70歳以上の方の赤いシールで真っ赤になった町内会もあ
り、実際に目にすると、高齢者の多さを実感したという感想が多く聞かれました。
　異変に気付くことができるように、周囲も知識があった方がいい、見守り活動には町内会や民生委
員・児童委員と連携が必要。何かあったときの連絡先はどうしたらいいのかといった意見が出てい
ました。
　平岸地区社会福祉協議会の小熊会長から「作ったマップを自分の地域で生かしてほしい。そうする
と地区が良くなっていく」と話がありました。

　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、平
岸地区における福まち活動がさらに充実・活発化することができるように、平岸地区福祉
のまち推進センター（ふれあいネットワーク平岸）と共に研修等を行い支援していきたいと
思います。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

・町内に高齢者が多いことを実感した
・周囲との連携が必要

・緊急連絡先がわかるのが大事
・個人情報もあるし難しい

主な
意見
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福祉除雪とは・・
　豊平区社会福祉協議会では、高齢者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、市の道路除雪が入った日に、地域のボランティアや企業等により、戸建て住
宅の間口や通路幅を確保する活動です。また、利用世帯の方に対する見守りにつなげる地域福祉を
推進することを目的としています。

豊平区生活支援区民フォーラム

　２月 17日プレミアホテル -TSUBAKI- 札幌にて、豊平区住民を
対象として、生活支援体制整備事業の理解を深めるためのフォーラ
ムを開催いたしました。当日は、足元の悪い中94名の方にご出席い
ただだきました。
　第一部では、第１層生活支援コーディネーター西川圭より、住民
を主体とした支え合いの仕組みづくりについての講話と、八王子
市で取り組んでいる支え合いの様子をDVD上映し、より具体的な
支え合い活動のイメージを持っていただきました。区内でも高齢
化が進んでいますが、元気なシニア世代が、地域のため・人のため
そして自分のために、ハツラツと「草刈り」「外出の付き添い」「電球交換」など、自分のできること
を楽しみながら活動する。困りごとを抱えている人に手を差し伸べることは、自分のやりがいに
もつながっているといった内容でした。
　その後、豊平区の生活応援とよひら（SOT）のメンバーで、日ごろ、高齢者の方に対するお話し
相手や通院の付き添いを実践している伊藤一恵さんから、「ボランティア活動の大切さ・いきが
い」をお話しいただきました。生活支援のボランティア活動は、最初は人のためという考えもあっ
たが、「今は、依頼者・支援側みんなのためだね」という言葉があり、してあげるというボランティ
アではなく、する側・される側は対等であるというボランティアの基本精神を伝えてくれました。
また、これから自分たちもお世話になるかもしれないので、こういった形で、できる限りの活動を
していますと笑顔で話されていたのが印象的でした。
　第二部では、第２層生活支援コーディネーター３名からの実践報告がありました。

　地域の支え合い活動を広げていくためには、町内会・福まち・民児協の皆さまの理解と協力が不可欠
です。また、地域では担い手不足が課題となっております。地域には、元気な高齢者や何か役に立ちたいと
思っている潜在的な人材が埋もれている可能性もあります。
　実際に、普段は仕事をしているけれど、土・日曜日が休みなので、自分のできる範囲で買い物支援なら
お手伝いしますよ！といってくれた方にも出会いました。何か地域のために役立ちたいという企業や社
会福祉法人等にも出会いました。
　自分の住み慣れたまちで、これからも豊かに暮らしていくために、みんながもっている力を結集し、支
え合いの仕組みづくりをすすめましょう！

　定年までは単身赴任をしていて、何もやっていなかったけど、引退した
とたんに、町内会から声をかけられました。うちの町内会は皆仲がいい。
　福祉除雪については、前任の除雪協力員の方が体調を崩してできなく
なったときに、利用者からできれば近くの知っている人にやってほしい
という希望があり、協力員になりました。
　制度では除雪車が入ったときに 80 センチの幅で道をつけ、１日一回
午前中に行けばいいと決まっていますが、それだけでは心配なので、駆け
つけて活動しています。
　皆がいろいろと協力してくれるし、気を使ってくれので、何とかやっています。ボランティアの適齢期
は 75 歳から 79 歳だっていうから、まだまだこれから。もう次の世代の人へ声をかけているから大丈
夫！と縄田さんはお話しをされます。

　雪が少ない今冬ですが、除雪協力員からは「毎日のように行っている」
「買い物の帰りなどにも様子を見に行っている」「利用者の人と話をする
ようになった」といった見守り活動や、近所付き合いが深まったという
声が本会に届いています。
　豊平区内で今年度福祉除雪事業を利用しているのは 444 世帯ですが、
個人協力員は 10 代から 80 代まで約 145 名。複数の世帯を担当してい
る方もいますが、半数以上は協力企業にお願いしています。協力員や企
業の数は決して十分ではないのが現状です。ぜひ、地域協力員に登録を
お願いします。

◀

第１地域包括エリア　橋本いずみ
・豊平地区の旭水エリアにおける買い物支援バスの試行運行
・中の島地区における生活応援ボランティア講座の開催

◀

第２地域包括エリア　松田圭子
・西岡地区における住民とともに作る生活お役立ち便利帳（サービス一覧）
・東月寒地区では、福まち・町連・民児協で、生活支援体制整備事業の理解をすすめ
次年度に、困りごとを把握することから始めるための協議体を開催予定

◀

第３地域包括エリア　中村ゆうこ
・月寒七区公園通町内会における支え合い活動の仕組みづくり（経過報告）
・社会福祉法人における地域貢献活動とその近隣町内会の困りごと調査実施（経過報告）

～あたたかい支え合いのまちづくりを目指して～
福祉除雪事業福祉除雪協力員へインタビュー

～東月寒とうしん町内会縄田昌介さん～

　今後とも、是非、企業・地域の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

地域協力員のご紹介 ※順不同・敬称略
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（145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㈱、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、㈱水谷組、㈱ゴッドスペース、野﨑工業 (株 )、(株 )ＳＫＹ、(株 )カズサッポロ、本間塗装 (株 )、興新建設
(株 )、まごころ便利屋札幌

　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。
　令和元年度は、豊平区にお住いの444世帯の高齢者世帯・障がい者世帯が利用されました。

令和元年度福祉除雪事業―報告とお礼について―　～ご協力ありがとうございました～

伊藤一恵さんの活動報告

写真左が縄田さん




