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□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 鉄西連合町内会顧問が兼務 4ブロックで設置

地区社協の構成

平成10年4月 開催状況 推進委員会連絡会議1回実施、事務局会議1回開催

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 鉄西連合町内会副会長兼務

構成 副部長4名、幹事9名 備考

年 1 回 介護予防体操

65名 住民協力員 27名 年 2 回 あへあほ体操、ロコモ体操

未設置 年 2 回 すこやかウォーキング

共有スペースあり 年 1 回 ひなまつり配食サービス、ふれあい昼食会

年 回

年 1 回 リトルキャンプ

年 1 回 夏祭り

329世帯（12単位町内会のうちの12町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 236 世帯 子育て世帯 31 世帯

高齢（夫婦） 46 世帯 8 世帯

障がい者 8 世帯

35 65 世帯 回 290 336

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

オリジナル見守りマップの作成（427名）

各町内会で実施

なかよしクラブ／北九条小ミニ児童館／第1木曜

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

除雪支援（福祉除雪含む）

□その他の活動

買い物支援 その他

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

エルムクラブ／偕楽園町内会館／年１２回
晴れプラス／北7条西5丁目／週5回　、
偕楽園サロン／朝日プラザ偕楽園2階・第1木曜　、
アパいきいきサロン・アパガーデンパレス／月１～２回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

ほっこりん／いんくる／第1木曜

鉄西地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問1名、会長１名、福祉のまち推進部長１名、副会長2名、監事2名、常任理事
6名、理事17名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



鉄西会館【まちセン併設】(北10条西４丁目1-12)

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 鉄西連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 12町内会（うち連町非加入　0町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

太黒胃腸内科病院

北11条西3丁目1-15

北海道大学病院

北14条西5丁目

ひまわり分校小・中学校（北14条西5丁目北大病院内）

北九条小学校（北9条西1丁目）

北海道大学（北８条西５丁目）

札幌エルプラザ（北8条西3丁目）

➚

616人 534人 ➚

4,886人 4,808人 ➚

6,774人 6,337人

鉄西地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

➚

627人 499人 ➚

18.8% 15.7% ➚

1,272人 995人

連合町内会
（町内会連合会）

5,443世帯 4,872世帯 ➚

440世帯 291世帯 ➚

233世帯 194世帯 ➚

介護予防センター新道南
北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

単位町内会数

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

名称・所在地 主任児童委員名称・所在地

12人 2人

民生委員・児童委員

第1地域包括支援センター
北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

子どもの園保育園
札幌はこぶね保育園 北7条西6丁目2番33号
愛和えるむ保育園 北8条西3丁目32番地　8・3スク
エア3F



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会副会長が兼務 11単位町内会のうち11町内会で設置

地区社協の構成

平成7年12月 開催状況 計　１１回

開催回数 年12回
主な開催時
間帯

第１木曜日
10：00～11:30

代表者 幌北地区社協常務理事兼務

構成 委員長1名、副委員長１名、会計1名、事務局長１名、運営委員13名 備考

年 2 回 認知症予防、共生の取り組み

135名 住民協力員 40名 年 回

平成7年、幌北会館に設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 回

年 回

年 3 回 ふれあい交流会、高齢者福祉バス、ふるさと夏まつり

469世帯（11単位町内会のうちの11町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 384 世帯 子育て世帯 2 世帯

高齢（夫婦） 79 世帯 その他 世帯

障がい者 4 世帯

347 4692 69 365 130 1971

8 世帯 世帯

2 世帯 1 世帯

5 世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

各町内会にて実施

各町内会にて実施

①子育てひろば／児童会館／月１回
②ポプラひろば／白楊小学校／月１回
③子育てサロン／幌北児童会館／年10回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

①相談室　毎月木曜開催

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

幌北健康リズム会／幌北会館／毎週火曜、友楽クラブ／北12条生協／第2金曜、
気軽にお茶の会／北23条西2丁目／第3土曜、エスセーナ・フレンドリー／エスセーナ北大前／第2土曜、すこやかの
会／共生協働住宅 支心1階食堂／第４火曜、いきいきサロン オハナ（ohana）／ノースエイム ／第3月曜、サロンひま
わり／幌北会館／第1・第3火曜

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

幌北地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長1名、副会長2名、常務理事１名、会計1名、事務局長1名、監事2名、理事
23名、運営委員9名

設置

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕



幌北会館【まちセン併設】(北17条西５丁目1-7)

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 幌北連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 11町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル

北13条西4丁目2-23

大塚眼科病院

北16条西4丁目2-17

松田整形外科記念病院

北18条西4丁目21-17

中江病院

北22条西7丁目18番地2-1

名称・所在地

名称・所在地

幌北児童会館（北１７条西６丁目）

藤女子中学校・大学（北16条西2丁目）

北海道大学（北８条西５丁目）

幌北小学校（北１９条西２丁目）

単位町内会数

幌北地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

22,538人 20,437人 ➚

1,404人 1,275人 ➚

17,330人 15,977人 ➚

498世帯 457世帯

3,804人 3,185人 ➚

1,843人 1,675人 ➚

16,646世帯 ➚

1,649世帯 1,121世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員

第1地域包括支援センター
北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

共同生活援助 グループホーム　一歩舎 北２１条西３丁目１－１２　ニューコーポ２１

特定施設 サービス付き高齢者向け住宅ウィステリアＮ１７ 北十七条西３丁目
2-1
認知症GH グループホームひまわり 北十八条西2丁目1番3号
特定施設 医療法人社団誠仁会　介護付有料老人ホーム「ホーム北大通り」
北二十三条西4丁目2-23ﾌﾟﾚｲｽ24

アートチャイルドケア北大前 北12条西4丁目1番25号　ティアラパレス北大前1
階
札幌創成保育園 北15条西1丁目2番18号
幌北ゆりかご保育園 北18条西7丁目1番3号
幌北中央保育園 北20条西3丁目2番22号

北辰中学校（北18条西2丁目）

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センター新道南
北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

16.9% 15.6%

名称・所在地

➚

➚

17,996世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 北連合町内会会長が兼務 24単位町内会のうち21町内会で設置

地区社協の構成

平成7年12月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

偶数月第1火曜日
１０：００～１１：３０

代表者 北地区社協会副会長兼務

構成 委員長1名、副委員長２名、運営委員22名 備考

年 回

98名 住民協力員 135名 年 回

平成10年9月、北会館に設置 年 7 回 健康づくり交流会（9月～3月）

占有スペースあり 年 回

年 回

年 1 回 三世代交流会

年 回

９２８世帯（24単位町内会のうちの23町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 647 世帯 子育て世帯 5 世帯

高齢（夫婦） 261 世帯 世帯

障がい者 15 世帯

719 4407 97 413 537 2862

36 世帯 1 世帯

世帯 世帯

世帯 5 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　４　　　　　　〕部会名〔総務、広報、研修見学、事業　　〕

北地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長1名、副会長3名、会計1名、監査2名、常任理事5名、理事19名

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

シニアさろん北３１／ルーテル札幌北協会／第３木曜
南新川ゆめ・サロン／北25条西13丁目／第１・３土曜　、　ふれあいサロン／北会館／第３水曜
ピュアサロン／ピュアコートマンション集会室／第２・４火曜　、　メイプルサロン／北28条西4丁目／月1回
スミレの会／北会館／第３水曜　、　ふれあい広場／北会館／第３木曜
レガートパレスいきいきサロン／トーアレガートパレス／毎日、
北第13町内会健康サロンin渥美湯／渥美湯／第２木曜、タンポポ健康サークル／北24条会館／第2月、第４金

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

□その他の活動

①福祉関係施設見学研修会

買い物支援 その他 （高・障・子）おもてなしいやしカフェ／共同住宅さんりん舎
すてっぷ3階／毎週日曜日

じゃんけんぽん／北会館／第１木曜
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

除雪支援（福祉除雪含む）

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　24町内会のうち18町内会で作成

　24町内会のうち18町内会で作成



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率

世帯数

単身高齢世帯数 □町内会

高齢夫婦世帯数 北連合町内会

□福祉施設 単位町内会数 26町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

老人福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

障がい者福祉施設 定数

児童福祉施設 □病院

長生会病院

北25条西16丁目2-1

坂泌尿器科病院

北30条西14丁目3-1

開成病院

北33条西6丁目2-35

白楊 小学校 北24条西7丁目
新陽 小学校 北27条西14丁目
北陽 小学校 北31条西9丁目

しずく保育園 北24条西15丁目1番1号
幼稚園 北24条西7丁目
はぐくみ保育園 北26条西3丁目2番20号
札幌北保育園 北32条西9丁目2番12号

名称・所在地

名称・所在地

48人 3人
共同生活援助 グループホーム　Ｓｕｎ　ｆｌｏｗｅｒ 北３３条西３丁目２－２５　メゾ
ン３０－５０１号室
共同生活援助 わかな荘 北３３条西１１丁目５－１０
共同生活援助 りらいふ 北３２条西９丁目５－４３
共同生活援助 エール生活支援ステーション 北30条西7丁目2-28-206　セサ
ミ
共同生活援助 Ｎ２８ 北２８条西９丁目３－２２
共同生活援助 ふれあいホーム 北２８条西５丁目２－３２
共同生活援助 グループホーム「コーポさとう」 北２７条西３丁目１－１
共同生活援助 グループホーム　Ｎａｎａｌａ 北２６条西８丁目２－６　北２６条マ
ンション２０６号室

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

複合型 勤医協看護小規模多機能型居宅介護　紬 北三十二条西8丁目1-1
療養施設 長生会病院 北二十五条西16丁目2番1号
認知症GH グループホームドルチェ 北二十七条西16丁目5番21
認知症GH グループホームライフケア北倶楽部 北二十八条西12丁目3-1３

第1地域包括支援センター
 北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

介護予防センター新道南
北24条西５丁目 札幌サンプラザ５階

16,380世帯 15,475世帯 ➚

2,293世帯 1,683世帯 ➚

1,311世帯 1,129世帯 ➚

北区役所（北24条西6丁目）

新陽会館（北２６条西１５丁目４−８）

北区民センター(北２５条西６丁目1-1)

北地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

直近基準年 比較対象年 傾向

□コミュニティ施設等

北会館【まちセン併設】(北29条西７丁目3-15)

29,856人 28,813人 ➚

2,877人 2,755人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

19,002人 19,605人 ➘

7,977人

北地区会館（北25条西4丁目１－１９）

6,453人 ➚

3,831人 3,122人 ➚

26.7% 22.4% ➚ エルムの森児童会館（北２７条西１２丁目１−３５）

南新川会館（北２５条西１３丁目１−１８）



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会会長が兼務

地区社協の構成

平成10年9月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 新川地区社協会長兼務

構成 委員長1名、副委員長3名、会計1名、総務１名、運営委員9名 備考

年 回

113名 住民協力員 34名 年 回

設置あり 年 1 回 すこやかフェスタin新川

年 4 回 男の料理教室

年 回

年 3 回
三世代ふれあい交流会・新川子ども
会まつり・カーリンコン大会

年 1 回 75歳以上へタオルを配る

８１９世帯（14単位町内会のうちの14町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 381 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 438 世帯 世帯

障がい者 世帯

819 3060 819 7280 819 10643

70 世帯 世帯

2 世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

新川地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長1名、顧問2名、副会長3名、会計1名、総務1名、常任理事9名、監査2名、理
事49名

14単位町内会のうち14町内会で設置

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
新川さくら並木サロン／新川地区会館／月1回、新川西いきいき会／西札ふれあい会館／月1回
仲よしサロン絆／個人宅／月1回、ふれあいサロン／フレンズ新川／月1回
ふれあいサロン和／新川公園会館／月1回、健康サロン／週1回／西札ふれあい会館

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

14町内会のうち14町内会で作成

14町内会のうち14町内会で作成

はっぴぃ！きっず／西札ふれあい会館／月1回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

見守りカード作成（75歳以上独居または75歳以上高齢者のみの世帯が対
象）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口 新川第1会館（新川2条1丁目)

老年人口

後期高齢人口

高齢化率 □町内会

世帯数 新川さくら並木連合町内会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数

15町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

□病院

障がい者福祉施設

晴生会さっぽろ病院

児童福祉施設 新川1条1丁目1-23

新川新道整形外科病院

新川5条4丁目2-8

石金病院

新川714番地2

北成病院

新川西3条2丁目10-1

新川中央 小学校 新川3条3丁目
新川西 中学校 新川4条15丁目
新川 中学校 新川4条3丁目
札幌新川 高校 新川5条14丁目
新川 小学校 新川5条15丁目

新川北保育園 新川4条11丁目5番23号
こすもす保育園 新川4条17丁目1番25号
新川西さくらこ保育園 新川西1条4丁目2番45号

新川公園会館（新川西3条6丁目4-12） 新川記念会館(新川3条18丁目2-1）

新川西会館（新川3条16丁目2－7）

新川西札幌町内会ふれあい会館（新川西1条4丁目1－1）

新川中央第七町内会館（新川5丁目4-15）

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

3,766人 2,897人 ➚

28.6% 23.1% ➚

10,861世帯 10,508世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地

1,234世帯

1,082世帯 801世帯 ➚

32人 2人
福祉施設 新川エバーライフ 新川715番地2
認知症GH グループホームら・そしあ 新川一条6丁目3番3号
認知症GH グループホームポプラ 新川三条4丁目8番40号
認知症GH オークヴィレッジかるがも 新川四条19丁目5-7
特定施設 福福の里ケアサポート新川 新川西一条4丁目2番8号
認知症GH グループホームこんふぉーる 新川西三条3丁目12番15号
認知症GH グループホーム蔵 新川二条10丁目1-35

単位町内会数

➚

介護予防センター新川・新琴似西
新川715-２

1,503世帯

名称・所在地

共同生活援助 パルティール 新川８条１７丁目７７０番地８
共同生活援助 あじさい 新川６条１６丁目２－１４

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
新琴似８条14丁目２-１

新川地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 新川地区会館【まちセン併設】(新川１条４丁目4-26)

8,012人 6,464人 ➚

17,707人 ➘16,449人

28,019人 27,927人 ➚

3,558人 3,756人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 新琴似連合町内会役員が兼務 38単位町内会のうち35町内会で設置

地区社協の構成

平成7年12月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 新琴似地区社協会長兼務

構成 委員長1名、委員長代理1名、副委員長3名、事務局長1名、事務局次長1名、書記1名、運営委員25名 備考

年 3 回 認知症の気付き！発見から声かけ対応まで

311名 住民協力員 172名 年 回

設置 年 6 回 ご近所運動教室

占有スペースあり 年 回

年 回

年 2 回 お年寄りと子どもの交流会（2か所）

年 回

１２９５世帯（38単位町内会のうちの38町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 795 世帯 子育て世帯 83 世帯

高齢（夫婦） 480 世帯 世帯

障がい者 60 世帯

791 4718 89 345 527 5030

111 世帯 1 世帯

16 世帯 0 世帯

1 世帯 3 世帯

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

38町内会のうち38町内会で作成

・38町内会のうち38町内会で実施

新琴似ミニぶうひろば／新琴似南小ミニ児童会館／第３火曜
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

除雪支援（福祉除雪含む）

□その他の活動

買い物支援 その他

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

和の会／Ｓタウンクラブハウス／第3金曜　、　ちゃんくるサロン／プラザ新琴似／毎週木曜
サロンいこい／新琴似四番通事務所／第1木曜　、　ふれあいサロン雅／しんせい文化教室／第2木曜
爽さくら会サロン／サンビオーズ新琴似内／毎週月曜日　、　サロンひまわり／一番通ビル２階／火・水・木
スカイハイツいきいきサロン／スカイハイツ麻生管理棟／第3金曜日
新星ひまわりふれあいサロン／しんせい文化会館／第4金曜日、サロン中央ひまわり／南会館／第1木曜

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン 啓発タオルの作成

新琴似地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
顧問1名、会長１名、 副会長4名、会計1名、監事2名、常任理事2名、理事12名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　4〕
部会名〔研修会、広報誌・介護予防連携、研修会・講演会、
運動教室・異世代交流、福まち課題検討　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 新琴似連合町内会

高齢夫婦世帯数

□福祉施設 単位町内会数 38町内会

老人福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

定数 59人 3人

障がい者福祉施設

□病院

牧田病院

新琴似1条2丁目6-25

札幌鈴木病院

新琴似3条1丁目1-27

麻生整形外科病院

新琴似8条2丁目2-5

北札幌病院

新琴似9条1丁目1-1

新琴似南会館（新琴似2条2丁目） 新琴似西会館（新琴似3条8丁目）

新琴似北会館（新琴似11条5丁目） 新琴似長生クラブ会館（新琴似7条3丁目）

プラザ新琴似【まちセン併設】(新琴似７条４丁目1-3)

新琴似地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 新琴似・新川地区センター（新琴似2条8丁目1-20）

➘

12,063人 10,748人 ➚

名称・所在地

22,189人 24,337人

6,077人 5,115人 ➚

31.0% 27.0%

2,399世帯 2,186世帯

➚

38,884人 39,783人 ➘

4,632人 4,698人 ➘

民生委員・児童委員

16,948世帯 17,017世帯 ➘

2,277世帯 1,851世帯 ➚

名称・所在地

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

北区体育館（新琴似8条2丁目1-25）

新琴似児童会館（新琴似11条7丁目3-16） 光陽児童会館（新琴似6条12丁目1-25）

主任児童委員

➚

第1地域包括支援センター
北24条西５丁目
札幌サンプラザ５階

介護予防センター新琴似
新琴似８条９丁目２-１
マルシンビル２階

福祉施設 特別養護老人ホーム清香園 新琴似一条
3丁目3番6号
認知症GH とらいあんぐるJOY 新琴似九条1丁目2
番17号
老健施設 介護老人保健施設　サンビオーズ新琴似
新琴似二条５丁目１－１

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

新琴似北 中学校 新琴似10条10丁目
新琴似緑 小学校 新琴似10条11丁目
新琴似北 小学校 新琴似11条6丁目
新琴似南 小学校 新琴似1条3丁目
光陽 中学校 新琴似4条11丁目
光陽 小学校 新琴似5条11丁目
新琴似 小学校 新琴似7条3丁目
新琴似 中学校 新琴似7条4丁目

児童福祉施設 興正学園　新琴似4条9丁目1番1号
しんことに清香保育園 新琴似11条5丁目1番30号
認定こども園こうほく 新琴似12条10丁目3番17号
新琴似南保育園 新琴似2条6丁目2番34号
児童養護施設 興正学園 新琴似4条9丁目1番1号
新琴似中央保育園 新琴似5条3丁目450番14号
アスク新琴似保育園 新琴似7条2丁目2番35号
アートチャイルドケア新琴似 新琴似8条1丁目4番33号

名称・所在地



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 麻生連合町内会福会長が兼務

地区社協の構成

平成10年7月 開催状況 2回

設置 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 地区社協会長兼務

構成 31名で構成 備考

年 回

30名 住民協力員 年 22 回 あさぶ元気塾

設置 年 回

占有スペースなし 年 1 回 高齢者認知症徘徊模擬訓練

年 回

年 回

年 1 回 老人クラブ連合会事業共催

３７世帯（16単位町内会のうちの16町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 35 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 2 世帯 世帯

障がい者 世帯

37 74 世帯 回 世帯 回

1 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

ともサロン・あさぶ／麻生きっちんりあん／月１～２回

サンサンサロン　北陽中学校　月１回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

救急医療情報ポストの配布（H22～　約1,500本）
ふれあい昼食会、あさぶキラキラタイム

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

あさぶ元気塾　麻生地区会館　月２回、シニアサロンさくらんぼ　NPO法人ナルク　週１回
むつみ会　インペリアル札幌　週３回、さつき会　シャンボール北３４条集会所　月２回
ヴェルヴュ茶話会　ヴェルヴュ麻生集会所　月２回、サロンあさぶ　麻生団地集会所　月１回
あいあいサロン　集会所　月１回、ありしあの会　アリシア３４　月１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

その他

活動者 福祉推進員

麻生地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長２名、理事６名、監事2名、事務局１名

連合町内会単位で設置

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数   ５   〕 部会名〔総務部・企画部・調査部・広報部・研修部〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 麻生連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 16町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

➚

民生委員・児童委員 主任児童委員

34人

➘

名称・所在地

➚

➚

麻生集会所（麻生7丁目）

北老人福祉センター(北39条西5丁目3-5麻生総合センター内）

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

➚

➚

麻生北町内会館（麻生町７丁目）

名称・所在地

共同生活援助 ハイム 麻生町２丁目５－１７　瀬比亜館　麻生
共同生活援助 グループホーム　フィット麻生 北３７条西２丁目２番１６号１０２
号室
共同生活援助 Ｎ－３４ 北３４条西７丁目２－１４

認知症GH グループホーム「菜の花麻生館」 麻生町1丁目5番18号
特定施設 介護付有料老人ホーム楽居館 麻生町6丁目13番4
アリシア３４　北34条西9丁目 ４番２４号（サービス付き高齢者住宅）

和光 小学校 北34条西7丁目
北陽 中学校 北34条西7丁目

エンジェル保育園 北36条西2丁目1番3号
麻生保育園 北39条西3丁目2番3号

第２地域包括支援センター
北37条西４丁目３-12
藤井ビル北37 １階

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センター百合が原
 百合が原11丁目185-13

名称・所在地

2人

14,919人

名称・所在地

13,557世帯

1,659世帯

677世帯

22.3% 18.9%

12,558世帯

14,518人

3,744人

1,790人

1,192世帯

638世帯

麻生地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

4,700人

2,175人

□コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 麻生総合センター【まちセン併設】(北39条西５丁目3-5)

19,829人

➚

➚

➚

21,095人

1,476人 1,567人



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会役員が兼務 各町内会で設置

地区社協の構成

平成10年10月 開催状況

設置 開催回数 －
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 地区社協と同じ

構成 地区社協と同じ 備考

年 15 回 シルバー大学

42名 住民協力員 210名 年 1 回 ふれあい健康広場

平成12年3月、篠路地区会館内に設置 年 1 回 しのろ福祉のつどい

占有スペースあり 年 2 回 ふれあい交流会・こども餅つき

年 回

年 1 回 母子会

年 2 回 茨戸地区交流会

1098世帯（48単位町内会のうちの48町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 613 世帯 子育て世帯 198 世帯

高齢（夫婦） 282 世帯 世帯

障がい者 5 世帯

301 598 360 489 678 7398

87 世帯 3 世帯

8 世帯 世帯

8 世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数７〕
部会名〔小地域福祉、高齢者福祉、障害福祉、児童母子、ボ
ランティア、福祉啓発、福祉情報)

篠路地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長2名、会長1名、監事2名、常務理事1名、理事17名、相談役１名

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

きずなサロン／篠路西部会館／年12回、ばらの会／介護施設福寿園／年24回、お茶の間にこにこ「サロン」／豊明高等学校ミーティングルー
ム／年２４回、わくわくゆめふまねっとドリーム／篠路コミュニティーセンター／年12回、篠路あさひ団地町内会女性部ふれあいサロン／あさひ
会館／月1回、おしゃべりサロン／篠路駅前団地福祉会館／月1回、横新道健康友の会／横新道会館／週2回、うたとおしゃべりの会／篠路駅
前団地福祉会館／週1回、オンチクラブ／篠路駅前団地福祉会館／隔週1回、レジデンスなの花会／レジデンス壱番館／月1回、笑顔／横新
道会館／週1回、横新道中央ふれあい・いきいきサロン／第2土曜／横新道中央会館

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

□その他の活動

・毎週月曜日相談室開室

買い物支援 その他
ほほえみ　ダイアパレス篠路集会室　年１２回

ピヨちゃんタイム　篠路児童会館　年12回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

除雪支援（福祉除雪含む）

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

49町内会のうち49町内会で作成

・49町内会のうち49町内会で実施



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 篠路連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 49町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

□病院

荒木病院

障がい者福祉施設 篠路3条2丁目1-92

札幌しらかば台篠路病院

篠路7条4丁目2-15

五稜会病院

篠路9条6丁目2-3

札幌優翔館病院

東茨戸２条２丁目８-２５

太平 小学校 （篠路1条2丁目）  篠路 小学校 （篠路4条9丁目）  篠路西 小学校 （篠路5条2丁目）　篠路西 中学校 （篠路
6条2丁目）
篠路 中学校 （篠路町篠路368番地）　上篠路 中学校 （篠路町上篠路116番地14）　茨戸 小学校 （東茨戸1条2丁目）
豊明高等 特別支援学校 （北区西茨戸4条1丁目）

児童福祉施設

あかつき篠路保育園 篠路1条6丁目2番7号
児童養護施設 柏葉荘 篠路2条9丁目1番15号
篠路中央保育園 篠路2条9丁目1番1号
篠路高洋保育園 篠路3条6丁目4番40号
つばさ保育園 篠路9条1丁目6番7号
ドリームキッズ保育園 東茨戸1条1丁目8番31号

十軒会館（篠路町上篠路312 ）　グリンピアしのろ中央会館（篠路２条９丁目）

北光団地自治会館　小鳩団地町内会館　横新道二条会館（篠路２条７丁目）

広済団地町内会集会所（篠路１条８丁目）横新道会館（篠路２条６丁目）

横新道中央会館（篠路３条５丁目）篠路あさひ団地会館（１０条３丁目）

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

共同生活援助 トゥモロー荘 東茨戸２条１丁目１７－１
施設入所支援 障害者支援施設　草笛館 篠路町上篠路３２３－３
共同生活援助 邑萌寮 篠路９条４丁目４－１２
共同生活援助 コロポックルのお家 篠路9条1丁目4-5　コレクティブハ
ウスふきのとう3Ｆ
共同生活援助 グループホームモナミ　Ⅱ号館 篠路４条４丁目６番１
７号
施設入所支援 障害者支援施設　グリーンピア篠路 篠路２条９丁目１

認知症GH グループホームグリーンピア 篠路一条9丁目1-41
認知症GH グループホーム笑顔の村二番地 篠路三条1丁目1番34-2
認知症GH グループホームからまつ 篠路三条7丁目9-17
認知症GH グループホーム　菜の花　しのろ館 篠路三条8丁目9番66
認知症GH グループホームチロリン村 篠路四条2丁目3-8
認知症GH グループホーム和 篠路四条8丁目9番1号
特定施設 介護付有料老人ホーム「フルールハピネスしのろ」 篠路十条1丁目
1番1号
老健施設 介護老人保健施設ら・ぱーす 篠路町上篠路6番286
認知症GH グループホームかがやき 篠路二条7丁目5番22号
認知症GH グループホームゆうあい 篠路二条7丁目6-30
福祉施設 特別養護老人ホームグリーンピア篠路 篠路二条9丁目1番80号
認知症GH グループホーム茨戸ふぁみりあ 東茨戸二条2丁目4番1号
認知症GH グループホーム茨戸ふぁみりあ２号棟 東茨戸二条2丁目5-20
特定施設 フェリスヴィラ東茨戸 東茨戸二条2丁目7番20号
福祉施設 福寿園 東茨戸二条2丁目8番21

1,928世帯 1,618世帯 単位町内会数➚

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

36人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
北37条西４丁目３-12
藤井ビル北37 １階

介護予防センター篠路
篠路２条９丁目１-80
グリーンピア篠路内

□地域包括支援センター・介護予防センター

連合町内会
（町内会連合会）

4,740人 3,528人 ➚

30.9% 25.5% ➚

12,175世帯 11,851世帯 ➚

1,272世帯 976世帯 ➚

19,476人 ➘

9,681人 8,079人 ➚

17,660人

篠路地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 篠路コミュニティセンター（篠路3条8丁目11-1）　篠路こまどり会館（篠路７条４丁目）

31,364人 31,704人 ➘

4,023人 4,149人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会副会長が兼務 ５４単位町内会のうち20町内会で設置

地区社協の構成

平成9年6月 開催状況 福まち活動別部会を年6回開催

設置 開催回数 ４回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 地区社協会長兼務

構成 地区社協と同じ（顧問1名、会長1名、副会長2名、総務担当理事1名、会計担当理事1名、監事2名,理事13名） 備考

年 1 回 健康フェア

420名 住民協力員 75名 年 回

平成9年、屯田地区センターに設置 年 24 回 室内健康づくりウォーキング

占有スペースあり 年 1 回 高齢者昼食会

年 回

年 回

年 2 回 夏まつり、雪まつり

６２０世帯（５４単位町内会のうちの５４町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 600 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 20 世帯 世帯

障がい者 世帯

520 5040 100 1200 250 3000

130 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

5４町内会のうち16町内会で作成

・54町内会のうち16町内会で実施

季実の里シネマ　季実の里団地集会所　年３６回
サロン青春　緑の里団地集会所　毎月１回

すくすくひろば　屯田地区センター　年12回
ゆりかごサロン　屯田西小学校　年12回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・緊急連絡カード
・子育てサロンボランティア派遣
・ふれあい交流もちつき大会

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　高齢者福祉部会、子育て部会　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

ライラックの会／季実の里団地集会所　年４８回、カーサ屯田町内会シニアクラブ　カーサグランデージ集会所　年４８
回
いきいきサロンはまなす会　町内会館　年７２回､ふれあいサロンみずほ西公園　屯田福祉会館　年２４回、
ワクワクサロン　創成の里記念会館　年４８回、きたとんシニアサロン　高齢者複合施設ら・すれ　特養清明庵　毎月１
回、
いきいきサロン屯田緑の里「げんきかい」／屯田緑の里団地集会所／第３金曜

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

屯田地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問1名、会長1名、副会長2名、総務担当理事1名、会計担当理事1名、監事2名,
理事13名

その他

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　2　　　　　　〕



屯田地区センター【まちセン併設】(屯田５条６丁目3-21)

人口 屯田創成の里記念会館（屯田９条２丁目）

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 屯田連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 55町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

□病院

障がい者福祉施設 小原病院

屯田9条12丁目5-1

屯田南 小学校 屯田5条4丁目
屯田西 小学校 屯田6条10丁目
屯田中央 中学校 屯田6条8丁目
屯田 小学校 屯田7条6丁目
屯田北 小学校 屯田9条3丁目
屯田北 中学校 屯田9条4丁目

屯田集会所（屯田６条７丁目２）　屯田団地会館（屯田３条４丁目）

屯田西集会所（屯田６条１１丁目１）　屯田三条西会館（屯田３条５丁目）

屯田二番通東会館（屯田５条３丁目）

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➚1,905世帯 単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

4,679人 3,590人 ➚

名称・所在地

介護予防センター屯田
百合が原11丁目185-13

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

45人 3人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
 新琴似８条14丁目２-１

認知症GH グループホーム第２からまつ 屯田11条1丁目2番5号
認知症GH グループホームふるさと 屯田9条9丁目6番6号
老健施設 介護老人保健施設札幌北翔館そとこと 屯田九条3丁目3番2号
福祉施設 特別養護老人ホーム清明庵 屯田九条3丁目3番30号
福祉施設 特別養護老人ホーム　七色の風 屯田九条9丁目5番15号
認知症GH グループホームハートの家七番館 屯田九条９丁目６－３
認知症GH グループホームもえれのお家屯田　みやけ館・よしお館 屯田七条
5丁目2-20
認知症GH グループホーム・ベル 屯田七条6丁目3-21
認知症GH グループホーム・ベルⅡ 屯田七条6丁目3番15号
複合型 看護小規模多機能　ら・すれ 屯田十一条3丁目7番20号
認知症GH グループホーム第２ふるさと 屯田六条10丁目6番23号
認知症GH グループホーム丸心 屯田六条6丁目4番45号

屯田保育園 屯田5条6丁目2番16号
屯田すずらん保育園 屯田6条4丁目2番20号
屯田大藤保育園 屯田8条7丁目1番1号
札幌未来保育園 屯田9条10丁目1番1号
屯田桃の花保育園 屯田9条3丁目1番35号
認定こども園太陽こころ保育園 屯田9条3丁目3番9号

児童福祉施設

ぼぬーる　屯田7条7丁目6-16
さつきたそう　ゆめくる　屯田七条９丁目３－１

38,290人 37,200人 ➚

6,008人 6,190人 ➘

屯田地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

1,617世帯

22,750人 23,336人

1,028世帯

➘

➚

9,532人 7,674人 ➚

20.6% ➚

13,962世帯 13,302世帯 ➚

24.9%

1,344世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会役員が兼務 17単位町内会のうち17町内会で設置

地区社協の構成

平成9年5月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年2回、 事務局会議年8回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 新琴似西地区社協理事兼務

構成 委員長1名、副委員長１名、事務局長1名、地区社協福まち担当理事2名、運営委員３０名 備考

年 1 回 介護保険について、事例紹介

122名 住民協力員 77名 年 2 回 とくとく教室

平成9年5月、新琴似西三和福祉会館に設置 年 回

占有スペースあり 年 6 回 75歳以上対象

年 2 回 高齢者対象日帰り旅行

年 回

年 3 回 お祭り、季節の行事等

680世帯（17単位町内会のうちの17町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 288 世帯 子育て世帯 63 世帯

高齢（夫婦） 306 世帯 世帯

障がい者 23 世帯

398 685 87 87 200 1392

68 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 50 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　４　　　〕 部会名〔　広報部、夢サロン部、調査部、研修部　〕

新琴似西地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
相談役1名、会長1名、副会長2名、理事15名、監事2名

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

（福まち）かもかも夢サロン／三和福祉会館、双葉福祉会館／年22回
おしゃべりカフェ／新琴似8条13丁目／第２木曜
ロイヤルいきいき夢サロン／ロイヤルシャトー新琴似2階集会室／第３火曜日
グレイスサロン／エブリネィションチャーチ札幌／第4水曜

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

□その他の活動

①福祉の会設置状況調査の実施
②広報紙発行（年2回）

買い物支援 その他

かもかもサロン　三和福祉会館、双葉福祉会館　年1２回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

除雪支援（福祉除雪含む）

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

各町内で作成（７５歳以上のみ世帯、約５００世帯）



人口 新琴似双葉福祉会館（新琴似9条14丁目4－10）

年少人口 新琴似西児童会館（新琴似9条13丁目）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 新琴似西連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員名称・所在地

25人 2人

民生委員・児童委員

名称・所在地

1,152世帯 996世帯

名称・所在地

第３地域包括支援センター
新琴似８条14丁目２-１

施設入所支援 札北荘 新琴似１条１２丁目６－４７

セージュ新琴似　新琴似町７８７番地２
認知症GH グループホームハーモニー 新琴似六条14丁目8-23

単位町内会数➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,804人 2,242人 ➚

34.0% 27.8% ➚

7,125世帯 7,107世帯 ➙

894世帯 720世帯 ➚

9,330人 10,785人 ➘

5,805人 4,937人 ➚

新琴似西 小学校 新琴似11条15丁目
新光 小学校 新琴似1条12丁目

札幌こばと保育園 新琴似11条15丁目1番38号
スクルドエンジェル保育園新琴似園 新琴似12条12丁目5番2号
三和新琴似保育園 新琴似6条12丁目1番23号

介護予防センター新川・新琴似西
 新川715-２

新琴似西地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 新琴似三和福祉会館【まちセン併設】(新琴似７条14丁目1-17)

17,098人 17,770人 ➘

1,963人 2,048人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 太平百合が原連合町内会役員が兼務

地区社協の構成

平成8年8月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

１３：３０～

代表者 太平百合が原地区社協副会長兼務

構成 運営委員長１名、副委員長３名、会計1名、総務1名、運営委員５名 備考

年 回

182名 住民協力員 17名 年 2 回 健康教室、健康体操

平成16年3月、太平百合が原地区センターに設置 年 1 回 介護予防活動

占有スペースあり 年 4 回 昼食会、研修旅行など

年 回

年 1 回 太平南小学校と交流

年 回

384世帯（23単位町内会のうちの23町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 248 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 105 世帯 31 世帯

障がい者 世帯

323 2729 184 812 290 9585

48 世帯 0 世帯

0 世帯 世帯

0 世帯 5 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕

太平百合が原福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長１名、副会長3名、事務局長１名、事務局次長１名、監事2名、理事９名、事
務局担当１名

23単位町内会を10の「福祉の会」に分けて設置

子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
さん３サロン　個人宅　年１２回、元気アップCAFÉ　地区センター　年２４回
なかよしサロン　町内会館　年２４回、さわやかサロン　地区会館　年１２回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進委員

外出支援

その他

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

23町内会のうち11町内会で作成

・23町内会のうち18町内会で実施
・取組内容…要配慮者の調査2町内会

パーク♡サロン／北部教会／第3木曜

絵本の読み聞かせ「ドリームランド」／地区センター／24回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・感謝ポイント券 　・緊急連絡カード
・友愛年賀状
・他地区交流、視察

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 太平百合が原連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 23町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 札幌百合の会病院

百合が原11丁目186

太平会館（太平８条２丁目）　第四太平会館（太平９条７丁目）

太平商工会館（太平５条５丁目）　烈々布会館（百合が原１１丁目）

太平百合が原地区センター（太平12条2丁目1-17）

名称・所在地

2,186人 ➘

10,383人 ➘

6,646世帯
連合町内会

（町内会連合会）

➚

25.9% ➚

太平南 小学校 太平1条1丁目
太平 中学校 太平8条2丁目
百合が原 小学校 百合が原6丁目

太平保育園 太平11条1丁目1番20号
アートチャイルドケア札幌百合が原 百合が原1丁目1番1号
風の子保育園 百合が原4丁目8番31号

主任児童委員名称・所在地

20人 2人

民生委員・児童委員

1,072世帯 870世帯

名称・所在地

第２地域包括支援センター
北37条西４丁目３-12
 藤井ビル北37 １階

単位町内会数➚

介護予防センター百合が原
百合が原11丁目185-13

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

認知症GH ツクイ札幌太平グループホーム 太平七条6丁目6番14号
認知症GH ふれあいの里　グループホームたいへい 太平二条4丁目1番55号
福祉施設 指定介護老人福祉施設　オニオンコート 百合が原11丁目185番地
13
認知症GH グループホームオニオンコート 百合が原11丁目186番地3
福祉施設 介護老人福祉施設　ら・せれな 百合が原3丁目1番1号
認知症GH グループホーム百合が原ふぁみりあ１号棟・２号棟 百合が原4丁
目3-1

自立支援センターこころ　太平二条5丁目1番1

太平百合が原地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 太平百合が原地区会館【まちセン併設】(太平8条7丁目2-1)

17,305人 16,968人 ➚

2,247人

778世帯 600世帯 ➚

5,381人 4,399人 ➚

2,459人 1,839人

9,677人

➚6,768世帯

31.1%



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合町内会副会長が兼務 51単位町内会のうち38町内会で設置

地区社協の構成

平成9年9月 開催状況 不定期

設置 開催回数 年11回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 地区社協と同じ

構成 地区社協と同じ 備考

年 11 回 福祉研修会、施設見学など

58名 住民協力員 167 その他 年 回

平成9年12月、拓北・あいの里地区センターに設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 1 回 ふれあいピクニック

年 1 回 出会いふれあい健康広場

年 回

518世帯（51単位町内会のうちの50町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 408 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 90 世帯 世帯

障がい者 世帯

518 518 世帯 回 世帯 回

74 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

51町内会のうち10町内会で作成

・51町内会のうち7町内会で実施

ひまわりクラブ　地区センター　年12回
たくあい　拓北小学校　年１２回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動
・認知症対応模擬訓練
・救急医療情報キット
・相談室毎週月水金午前

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務部、ふれあい交流部、地域ケア部、ボランティア企画部〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
ミニサロン　拓北パレス会館等6会場　年6回
あいの里Cステージふれあいサロン　集会室　年１２回
ふれあいサロン西町会　北師会館　月1回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

拓北・あいの里地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
相談役２名、会長1名、副会長3名、監事2名、常任理事20名、部員47名

その他

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数４　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 拓北・あいの里連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 ５１町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

□病院

障害者福祉施設 北海道医療大学病院

あいの里2条5丁目

拓北 小学校 あいの里2条1丁目
あいの里西 小学校 あいの里2条3丁目
あいの里東 中学校 あいの里2条7丁目
鴻城 小学校 あいの里3条6丁目
あいの里東 小学校 あいの里3条7丁目

あいの里保育園 あいの里2条2丁目12番4号
あいの里大藤幼稚園 あいの里3条3丁目1番2号
あいの里せせらぎ保育園 あいの里3条7丁目
認定こども園あいの里 あいの里4条6丁目2番5号
こども園ソレイユ 拓北3条2丁目7番12号
認定こども園ひまわり 拓北6条2丁目8番7号
あいの里協働保育園 南あいの里5丁目34番3号

児童福祉施設

拓北パレス町内会館（拓北３条４丁目）　拓北会館（あいの里４条６丁目）

拓北ひまわり会館（拓北７条３丁目）

ピアプレイス会館（あいの里２条１丁目）

38人 2人第２地域包括支援センター
北37条西４丁目３-12
藤井ビル北37 １階

名称・所在地

主任児童委員民生委員・児童委員

施設入所支援 あいのさと　サポートセンター 篠路町福移１４７－３６
共同生活援助 社会福祉法人　札幌協働福祉会 あいの里４条５丁目９－１
共同生活援助 ライフサポート・札幌館 あいの里２条２丁目１番３号

認知症GH グループホーム“あいの里” あいの里三条6丁目1-8
認知症GH グループホームあいの里東倶楽部 あいの里三条7丁目5-7
福祉施設 介護老人福祉施設白ゆりあいの里 あいの里三条8丁目14番1号
認知症GH グループホームあいの里ふぁみりあ１号棟・２号棟 あいの里四条3
丁目1-10
老健施設 社会医療法人社団　介護老人保健施設　プラットホーム あいの里
二条1丁目20番1
認知症GH グループホームのどか 拓北五条3丁目10-26
特定施設 有料老人ホーム　らくら拓北壱番館 拓北六条1丁目5番15号
地域密着型福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設白ゆり南あいの里 南あ
いの里5丁目4-1

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センター茨戸
東茨戸50-10

名称・所在地

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数1,543世帯 1,211世帯 ➚

12,447世帯 11,458世帯 ➚

1,000世帯 738世帯 ➚

拓北・あいの里地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

直近基準年 比較対象年 傾向

□コミュニティ施設等

拓北・あいの里地区センター【まちセン併設】(あいの里1条6丁目1-1)

34,805人 33,649人 ➚

5,348人 5,282人 ➚

21,213人 22,508人 ➘

8,244人 5,859人 ➚

3,609人 2,784人 ➚

23.7% 17.4% ➚




