
札幌市社会福祉協議会ホームページ
http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

社会福祉法人　札幌市豊平区社会福祉協議会
札幌市豊平区平岸6条10丁目　豊平区民センター1階　（電話）815-2940（FAX）815-7370

No.84・85
令和２年11月
合併号

令和2年4月　米田　三枝　様　　　　　　　  「手作りマスク」
令和2年5月　宗教法人世界平和統一家庭連合
　　　　　　 札幌家庭教会　様　　　　　　  「不織布マスク」

ご寄附いただいたマスクは、地域の子ども・高齢者・障がい者を
支援する団体へお渡ししました。

令和2年度賛助会員へご加入いただきありがとうございました。
この会費は、本会事業の財源として、豊平区内の地域福祉活動に役立てています。

（団体）　KKR札幌医療センター　様

令和2年4月～令和２年9月末

令和2年4月7日 28,644円日糧製パン株式会社　様

令和2年5月12日 1,000円秦　滋康　様

令和2年5月21日 1,000円匿名寄付

令和2年6月12日 20,000円匿名寄付

令和2年8月21日 3,238円つきさむ62　様

令和2年8月24日 1,000,000円匿名寄付

『コロナに負けないぞ！』
コロナ禍だからこそ「つながることを続ける」地域の取り組みを紹介します
美園地区福祉のまち推進センター
美園地区町内会連合会 敬老の日祝い品配布事業（９月実施）

西岡地区福祉のまち推進センター
西岡地区町内会連合会・西岡地区社会福祉協議会 ひとり暮らし安心訪問事業（８月実施）

平岸地区福祉のまち推進センター
平岸地区社会福祉協議会 一人暮らし高齢者安心訪問事業（９月実施）

新型コロナウイルスの影響で、例年各地
区福祉のまち推進センターで取り組んで
いる事業も、開催できない状況になって
います。それでも、今まで築いてきた地
域の方々との「つながり」を途絶えさせ
ないよう、各地区で工夫を凝らし、集ま
れないけどつながろう！を合言葉に活動
を続けています。

Q：活動を始めたきっかけについて
　子どもたちが小学生や中学生の頃は、PTA 活動で毎日忙しく過ごしていましたが、平成
14 年に町内会の女性部長に推薦いただき、務めることになりました。それまで町内会の行
事には参加していましたが、役職に就くのは初めてだったので、周りの方々に随分助けて
いただき務めてきました。その後、平成 19 年に子育てサロンのポスター描きの手伝いを
したことがきっかけで、福祉推進員となり活動しています。
Q：活動していて感じること
　福祉推進員として見守り活動をかれこれ 10 年以上も続けているので、お相手とも信
頼関係が築けて心を許してくれるようになったことがとても嬉しいです。また、別の町
内会の方でも、福まち行事で顔見知りになることもあり、外出時に挨拶することも増え
て、町内会の枠を越えてつながっていることを実感しています。
Q：今後の抱負について
　コロナ禍で関わることの難しさを実感し、悩んだりすることもあります。残念ながら感染症予防の観点から、福
まちや町内会行事が開催中止になることが多くなっていますが、こんな時だからこそ、細かく気にかけていきながら、
より地域の皆さんとつながりを深めていきたいと思っています。今後も体調に気を付けて活動を続けながら、福ま
ち活動に協力してくれる方の輪を広げていくことが目標です。

南平岸地区福祉のまち
推進センター

南平岸地区福祉のまち推進センター　監査
（高台第2町内会　福祉推進員）

高野　まゆみさん

（指定寄付先：NPO法人コロポックル・脳外傷友の会コロポックル）

物品寄附

宗教法人世界平和統一家庭連合　札幌家庭教会　様

米田　三枝　様「手作りマスク」
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１　地域福祉活動の推進
・地区社協・福祉のまち推進事業費の助成
・各福まちへの活動支援・参加
・生活支援体制整備事業の実施
・共同募金地域福祉推進事業助成金の交付
・地域福祉活動の周知・啓発

２　ボランティア活動の推進
・ボランティア活動に関する相談・連絡調整
・ボランティアに関する情報提供
・各種ボランティア講座の開催
・豊平区ボランティア連絡会の活動支援と連携

３　在宅支援事業の推進
・日常生活自立支援事業の実施
・福祉除雪事業の実施

４　障がい者福祉活動の推進
・札幌市自立支援協議会豊平区地域部会
  への参加・支援

５　児童福祉活動の推進
・社会福祉協力校の指定
・総合的な学習の時間への協力

６　各種貸付事業の推進
・貸付相談、償還相談

７　各種事務局の運営
・豊平区民生委員児童委員協議会
・豊平区共同募金委員会

２０１９（令和元）年度　事業 及び 決算　報告２０１９（令和元）年度　事業 及び 決算　報告

２０２０（令和２）年度　事業計画 及び 予算２０２０（令和２）年度　事業計画 及び 予算

◎基本方針
　平成 30年度にスタートした「第５次さっぽろ市民福祉活動計画」においては、『みんなが主役！お互いに支
え合うやさしいまちづくりに向けて』を基本理念に掲げ、市民や地域が抱える福祉課題に対してコミュニティ
ソーシャルワークの手法に基づき取り組んでいくこととしています。今年度は、地域における見守り活動の必
要性や具体例、また緊急時対応などをまとめた『見守り活動安心マニュアル』を作成し各関係機関等へ配布し
見守り活動者の協力・理解を広げます。また、各町内会における見守り活動の現状や課題を把握するためのア
ンケート調査を実施し、今後の地域における協力体制の推進を目指します。

●重点事業
◇福祉のまち推進事業の充実
（見守り安心マニュアル作成、見守り活動
等実態調査の実施）
◇ボランティア活動・地域活動の促進
（福祉教育活動アンケートの実施）
◇生活支援体制整備事業の実施
◇ふれあい・いきいきサロンの普及
◇日常生活自立支援事業の充実
◇障がい者等の支援活動の充実

　私たちが暮らす「まち」には、日頃から、ちょっと気にかけて、何か
あったときには、そっと支援することが必要な方たちがいらっしゃい
ます。そのような気配りや地域支援を、地域住民同士の見守りや助け
合いで進めて行こうとするのが、「福祉のまち推進センター」略して
「福まち」です。福まちは、「まちづくりセンター」のある「地区」ごとに
組織され、それぞれの地区の特性に応じた様々な活動をしています。
　その地区まちにおいて、第一線でご活躍されているキーパーソンの
方々に対してインタビューを行い、活動を通じての感想や今後の抱負
について語っていただきました。

　今回は、「福住」「東月寒」「南平岸」の３地区の福まちからご推薦をいただいた３名の
方々をご紹介します。

◆福まち活動の「キーパーソン」を紹介します◆
　豊平区

福まち
かわら版

Q：活動を始めたきっかけについて
　平成 30 年に退職後、ちょうど隣の家の方が独り暮らしになり、ご近所さんとして見守
りのようなことをしていました。ある日、民生委員（前任者）が訪ねてきて、隣の人を見
守る推進員になってもらえないかと依頼され、引き受けたことがご縁で福まちに関わるこ
とになりました。その後第 1 ブロック長、民生委員、町内会福祉厚生部長を相次いで引き
受けることになり、現在に至っています。
Q：活動していて感じること
　地域の見守り活動は地域を支える原動力だと思っています。福まち福祉推進員による
顔の見える繋がりを大切にした「ふれあい訪問」は、地道ではありますが、高齢化する
地域を支える為に、なくてはならない重要な活動だと思います。この活動推進にあたっ
ては福まちだけではなく行政や関係機関・団体との連携が大事だと感じています。
Q：今後の抱負について
　経験豊富な皆さんの中にあって、ブロック長を担うことになり責任の重さを痛感する毎日です。先輩の皆さんの
助言や指導をいただきながら、活動の理解を深め無理をせずできる範囲で取り組んでいくことで、自分が役に立て
たらいいなと思っています。

東月寒地区福祉のまち
推進センター

東月寒地区福祉のまち推進センター
高齢者対策事業部　第1ブロック長
（すずらん町内会　福祉推進員）

中野　禎子さん

Q：活動を始めたきっかけについて
　現役時代には、町内会役員として活動したことはありませんでしたが、定年退職した後、
当時町内会長だった現福住地区福祉のまち推進センター 林センター長から、町内会役員と
してお声がかかりお手伝いをすることになりました。その後、町内会の福祉推進員にも就
任し活動しています。
Q：活動していて感じること
　中央町内会は福住地区で一番大きな町内会で、私は10件担当を受け持っています。地
区福祉のまち推進センター行事を案内したり、日常生活の延長上で見守り活動をしてい
ます。
　現役時代には町内会の活動に関わっていなかったため、今、町内会役員や福祉推進員
として活動するようになり、とてもやりがいを感じていますが、同時にその大変さも実
感しています。町内会の役員会で福まち活動について話し合い、力を合わせて作り上げ
ていくことが大切だと思っています。
Q：今後の抱負について
　今後も体力が続く限り、町内会役員や福祉のまち推進センター福祉推進員として活動していきたいです。皆さん
からの笑顔をエネルギーにして頑張ります。

福住地区福祉のまち推
進センター

福住地区福祉のまち推進センター　財務部長
（中央町内会　福祉推進員）

青井　光則さん平成30年度事業報告書及び決算関係書類は、
本会ホームページでご覧いただけます。

〔資金収支計算書〕
【収入の部】 【支出の部】 【貸借対照表】
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美園地区福祉のまち推進センター
美園地区町内会連合会 敬老の日祝い品配布事業（９月実施）

西岡地区福祉のまち推進センター
西岡地区町内会連合会・西岡地区社会福祉協議会 ひとり暮らし安心訪問事業（８月実施）

平岸地区福祉のまち推進センター
平岸地区社会福祉協議会 一人暮らし高齢者安心訪問事業（９月実施）

新型コロナウイルスの影響で、例年各地
区福祉のまち推進センターで取り組んで
いる事業も、開催できない状況になって
います。それでも、今まで築いてきた地
域の方々との「つながり」を途絶えさせ
ないよう、各地区で工夫を凝らし、集ま
れないけどつながろう！を合言葉に活動
を続けています。

Q：活動を始めたきっかけについて
　子どもたちが小学生や中学生の頃は、PTA 活動で毎日忙しく過ごしていましたが、平成
14 年に町内会の女性部長に推薦いただき、務めることになりました。それまで町内会の行
事には参加していましたが、役職に就くのは初めてだったので、周りの方々に随分助けて
いただき務めてきました。その後、平成 19 年に子育てサロンのポスター描きの手伝いを
したことがきっかけで、福祉推進員となり活動しています。
Q：活動していて感じること
　福祉推進員として見守り活動をかれこれ 10 年以上も続けているので、お相手とも信
頼関係が築けて心を許してくれるようになったことがとても嬉しいです。また、別の町
内会の方でも、福まち行事で顔見知りになることもあり、外出時に挨拶することも増え
て、町内会の枠を越えてつながっていることを実感しています。
Q：今後の抱負について
　コロナ禍で関わることの難しさを実感し、悩んだりすることもあります。残念ながら感染症予防の観点から、福
まちや町内会行事が開催中止になることが多くなっていますが、こんな時だからこそ、細かく気にかけていきながら、
より地域の皆さんとつながりを深めていきたいと思っています。今後も体調に気を付けて活動を続けながら、福ま
ち活動に協力してくれる方の輪を広げていくことが目標です。

南平岸地区福祉のまち
推進センター

南平岸地区福祉のまち推進センター　監査
（高台第2町内会　福祉推進員）

高野　まゆみさん

（指定寄付先：NPO法人コロポックル・脳外傷友の会コロポックル）

物品寄附

宗教法人世界平和統一家庭連合　札幌家庭教会　様

米田　三枝　様「手作りマスク」
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