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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 厚別中央町内会連合会会長が兼務 9単位町内会のうち9町内会で設置

地区社協の構成

平成10年10月 開催状況 各福祉推進委員会において開催

設置 開催回数 年12回 主な開催時
間帯

10：00～12:00

代表者 地区社協センター長兼務

構成 部会長３名、副部会長４名 備考

年 回

４１名 住民協力員 その他 年 1 回 公園散策

平成10年10月、借家に設置、平成25年10月、厚別信濃会館内に設置移転 年 1 回 健康サロン

年 5 回 さわやか健康茶話会

年 回

年 1 回 ファミリーフェスタ夏

年 1 回 けんこうクラブ

32世帯（9単位町内会のうちの1町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 26 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 6 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

32世帯 292回 32世帯 76回 32世帯 1,035回

44 世帯 0 世帯

2 世帯 0 世帯

2 世帯 0 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

9町内会のうち9町内会で作成

①シニアサロンひとやすみ　②厚別子どもカフェ　③サロンひばり　④フ
リースペースもくきち

子育てサロンぴーちくパーク　　ひばりが丘小学校　　奇数月第３木曜
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

相談室を月・水・金曜日に開催（ボランティア相談員を配置）
年2回広報紙を発行

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔総務部会・見守り部会・児童福祉部会〕

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

①ふれあいサロン厚別Ⅱ　②あおばいきいきサロン　③ふれあいサロン　④健
康サロン⓹親和会いきいきサロン　➅新札幌グランドハイツだんわ会　⑦さわ
やかサロン　⑧サロン憩いの日　⑨ラポールひばりが丘一の日　⑩えみなサロ
ン　⑪もくばサロン　⑫サロンあんらく　⑬わくわく木曜会　⑭月曜ひばりが丘サ
ロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

厚別中央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、会計１名、監事２名、事務局長１名、センター長１名、理事９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

占有スペース：有

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　　　３　　　〕



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 厚別中央町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 9町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 かりぷ・あつべつ　厚別中央5条6丁目5-20 定数

青葉のまち　青葉町15丁目18-1

（特別養護老人ホーム） □病院

障がい者福祉施設 ますとびぃー　厚別中央1条3丁目1-17-101

（札幌市障がい者相談支援事業） 北央病院

児童福祉施設 ひばりが丘保育園 青葉町11丁目2-10

厚別中央2条4丁目11-1 新札幌循環器病院

厚別中央2条4丁目9-25

札幌北辰病院

厚別中央2条6丁目2-1

札幌ひばりが丘病院

厚別中央3条2丁目12-1

肛門科なかやま病院

厚別中央4条4丁目2-8

□地域包括支援センター・介護予防センター

旭町会館(厚別中央3条2丁目12-37)

ひばりが丘西集会所(厚別中央1条3丁目7-20)

下野幌会館(青葉町12丁目8-3)

ひばりが丘東集会所(厚別中央1条4丁目3-1)

厚別信濃会館【まちセン併設】(厚別中央４条３丁目3-6)

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数➚

ひばりが丘小学校（厚別中央2条4丁目3-1）

しなの児童会館（厚別中央4条5丁目）

名称・所在地

札幌東商業高校（厚別中央3条5丁目6-10）

信濃中学校（厚別中央3条2丁目3-1）

28,103人 27,625人 ➚

2,594人 2,856人 ➘

厚別中央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 厚別区民センター(厚別中央１条５丁目)

19,152人 ➘

7,118人 5,617人 ➚

18,391人

3,338人 2,647人 ➚

25.3% 20.3% ➚

13,572世帯 12,889世帯 ➚

1,408世帯 1,090世帯 ➚

□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

30人 2人

民生委員・児童委員

名称・所在地

第２地域包括支援センター
厚別南５丁目1-10

介護予防センター厚別中央・青葉
厚別中央５条６丁目５-１
生活支援ハウスえみな内

1,365世帯 1,117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 厚別南連合町内会会長が兼務 　　　32単位町内会のうち　4町内会で設置

地区社協の構成

平成９年12月 開催状況 未実施

設置 有 開催回数 随時 主な開催時
間帯

随時

代表者 単位町内会長兼務

構成 副委員長２名、部会長３名（副委員長２名兼務）、委員６名 備考

年 2 回 いきいき健康法

27名 住民協力員 63名 年 11 回 体操など

平成12年12月、厚別南会館内に設置 年 11 回 あえ～る

占有スペースあり 年 回

年 1 回

年 2 回

年 18 回 ミニサロン（毎月第２火曜日）・シニアの相談会（偶数
月）

　　　1062世帯（　　32単位町内会のうちの　32町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1062 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

1062世帯 回 世帯 回 世帯 回

97 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

除雪支援（福祉除雪含む）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

買い物支援 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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

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

①ふれ愛・サロンシティアベニュー　②ひばりサロン　③おおやち元気会　　④りらの会
⑤ロイヤルコート大谷地ステーション『ひまわり会』　⑥サロンひだまりの会　⑦のほろサロ
ン　　⑧さわやかサロン　⑨のほろふれあいサロン　⑩サロン・クローバー　⑪すっきりサ
ロン　⑫梅ヶ丘あれあいサロン ⑬みーちゃんサロン ⑭はっぴーサロン ⑮楽トレ大谷地
⑯あい愛サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

①ぽろキッズ　②チョキチョキパーク　③パクパクビスケット　④わんぱくひろば

厚別南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、会計１名、監事２名、理事７名、事務局長１名、福祉のまち推進センター長１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　　　　３　　〕 部会名〔ふれあい交流事業部、日常生活支援事業部、地域福祉活動推進事業部〕



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 厚別南町内会連合会

高齢夫婦世帯数

33町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 ナーシングヴィラ大谷地 定数

大谷地東5丁目7-10（介護老人保健施設）

障がい者福祉施設 札幌報恩学園　厚別町上野幌822 □病院

（知的障がい者福祉施設） 新さっぽろ脳神経外科病院

児童福祉施設 厚別共栄保育園 上野幌1条2丁目1-10

厚別南1丁目11-1 新札幌豊和会病院

大谷地東2丁目5-12

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 大谷地病院

大谷地東5丁目7-10

札幌徳洲会病院

大谷地東1丁目1-1

新札幌整形外科病院

厚別南2丁目2-32

□地域包括支援センター・介護予防センター

グリーンホーム厚別　厚別町上野幌822

梅ヶ丘町内会館(上野幌2条1丁目5-15) 光陽団地集会所(上野幌3条1丁目1-10)

大谷地団地町内会館(大谷地西3丁目15-1)

名称・所在地

主任児童委員名称・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
厚別南５丁目1-10

介護予防センター大谷地
大谷地東５丁目７-10
ナーシングヴィラ大谷地内

28.6% 21.5%

厚別南会館【まちセン併設】(厚別南１丁目15-10)

連合町内会
（町内会連合会）

上野幌中央福祉会館(上野幌1条2丁目6-15)

厚別南地区センター（厚別南７丁目9-1） 大谷地会館(大谷地西2丁目2-2)

上野幌会館(厚別南5丁目22-19) 上野幌中央会館(上野幌3条5丁目7-1)

北星学園大学（大谷地西2条3丁目1）

厚別公園競技場（上野幌3条1丁目2-1）

名称・所在地

厚別南児童会館（厚別南1丁目）

上野幌児童会館（上野幌1条2丁目）

➚

➚

15,345世帯 14,797世帯 ➚

1,457世帯 1,030世帯 ➚

2,085世帯 1,674世帯

10,269人 7,865人 ➚

4,606人 3,549人 ➚

単位町内会数

厚別南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

35,854人 36,635人 ➘

3,641人 4,129人 ➘

21,944人 24,641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 厚別西町内会連合会会長が兼務 ７単位町内会中2町内会単位で設置

地区社協の構成

平成９年10月 開催状況 2福祉推進委員会において5回開催

設置 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

13：30～15：00

代表者 厚別西地区社協会長兼務

構成 運営副委員長１名、センター長１名、運営委員22名 備考

年 2 回 防災研修

24名 住民協力員 106名 その他 年 1 回 男性料理教室

平成28年12月、厚別西会館内に移転 年 24 回 体操教室・うたごえ

年 3 回 一人暮らし高齢者昼食会

年 回

年 回

年 12 回 交流会

136世帯（７単位町内会のうちの７町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 136 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

49世帯 1,085回 24世帯 305回 84世帯 2,112回

73 世帯 0 世帯

2 世帯 0 世帯

1 世帯 1 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

7町内会のうち1町内会で作成
①たすけ愛サロン　②たんぽぽサロン

①タンタくらぶ　　②森林キッズ
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

相談室を毎週月～金曜日に開催（センター長他運営委員を配置）
毎月1回広報紙を発行

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔事務局、管理部会、事業部会、ボランティア部会〕

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
①ふれあいいきいきサロン　②いきいきサロン厚北　　⓷自遊サロン　④はつ
らつ健康クラブ

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

厚別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
副会長２名、総務１名、会計１名、監事２名、理事16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

占有スペース：有

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 厚別西町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 7町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 厚別栄和荘　厚別町山本750-6 定数

（特別養護老人ホーム）

やすらぎ　厚別町山本750-6（ｹｱﾊｳｽ）

障がい者福祉施設 スペース＝希望 □病院

厚別西2条2丁目2-6(就労継続支援B型）

児童福祉施設 厚別西保育園 厚別耳鼻咽喉科病院

厚別西4条4丁目10-10 厚別西5条1丁目16-22

桜台江仁会病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 厚別西5条5丁目1番1号

桜台クリニック

厚別西4条2丁目12-21

厚別西会館【まちセン併設】(厚別西2条3丁目8-31)

厚別西地区センター(厚別西4条4丁目10-1）

単位町内会数

主任児童委員

22人 2人

民生委員・児童委員

□地域包括支援センター・介護予防センター

山本会館(厚別町山本1063番地97)

厚別桜台会館(厚別西5条1丁目24-12)

森林公園会館(厚別北4条4丁目1-5)

札幌養護学校（山本751-206）

名称・所在地

第１地域包括支援センター
厚別町山本750-６

介護予防センター厚別西東
 厚別山本町750-６

厚別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

23,796人 23,782人 ➘

3,186人 3,261人 ➘

14,213人 15,789人 ➘

6,397人 4,732人 ➚

2,707人 2,139人 ➚

26.9% 19.9% ➚

厚別西児童会館（厚別西2条4丁目）

名称・所在地

1,275世帯

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

972世帯

8,765世帯 8,399世帯 ➚

➚

709世帯 513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 もみじ台自治連合会会長が兼務 　　16　単位町内会のうち　　8　町内会で設置

地区社協の構成

平成８年３月 開催状況

設置 有 開催回数 年６回
主な開催時
間帯

随時

代表者 もみじ台地区民生委員児童委員協議会会長兼務

構成 副委員長２名、委員１２名 備考

年 4 回 防災講座・認知症講座・パソコン教室

105名 住民協力員 年 4 回 うたと体操の集い

平成８年３月、もみじ台管理センター内に設置 年 回

占有スペースあり 年 24 回 ふれあい配食サービス

年 回

年 回

年 14 回 蕎麦サロン／料理教室

　　　19世帯（　　16単位町内会のうちの3町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 19 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

19世帯 418回 世帯 回 世帯 回

110 世帯 世帯

世帯 19 世帯

世帯 世帯

除雪支援（福祉除雪含む）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

買い物支援 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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

活動者 福祉推進委員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□ふれあい交流事業の実施状況

高齢者サロン
①西会社会福祉推進会（あやめ会）　②もみじ台地域の茶の間　③あつまらん
会　④シネマサロンなないろ

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

子育てサロン「もみじっ子」　もみじの丘小学校他　毎月第３水曜

もみじ台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、常務理事１名、会計１名、監事２名、理事３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　　　２　　　〕 部会名〔総務・ネットワーク部会、すこやか部会〕



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 □町内会

世帯数 もみじ台自治連合会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数

16町内会（うち連合町内会非加入　7町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 光生舎ゆいま～る・もみじ台 定数

もみじ台南3丁目4（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 光生舎く・る・る

もみじ台南3丁目4(就労継続支援B型） □病院

児童福祉施設 もみじ台北保育園

もみじ台北4丁目3-1 いでうち内科医院

もみじ台東4丁目2-7

勤医協もみじ台内科診療所

もみじ台西6丁目1-4

増田内科クリニック

もみじ台南1丁目2-9

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

47.7% 37.4% ➚

7,308世帯

もみじ台西集会所(もみじ台西4丁目2-100)

もみじ台北第１集会所(もみじ台北3丁目2-100)

もみじ台北第3集会所(もみじ台北6丁目3-100)

もみじ台南第１集会所(もみじ台南4丁目2-100)

もみじ台北第２集会所(もみじ台北4丁目7-100)

もみじ台東第１集会所(もみじ台東1丁目1-100)

もみじ台南第２集会所(もみじ台南2丁目3-100)

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

42人 3人
第１地域包括支援センター
厚別町山本750-６

もみじ台児童会館（もみじ台西6丁目）

もみじ台ふれあい児童会館（もみじ台東7丁目）

星槎国際高等学校（もみじ台北5丁目12-1）

名称・所在地

1,450世帯 1,358世帯

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センターもみじ台
厚別町下野幌38-18
 ディ・グリューネン内

6,977人 6,205人 ➚

3,828人 2,806人 ➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

➚

7,704世帯 ➘

1,756世帯 1,343世帯 ➚

もみじ台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

もみじ台管理センター【まちセン併設】(もみじ台北７丁目1-1)

6,514人

14,614人 16,601人 ➘

1,123人 1,657人 ➘

8,739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 自治連会長が兼務 12単位町内会のうち12町内会で設置

地区社協の構成

平成８年７月 開催状況 12福祉推進委員会において18回開催

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

随時

代表者 青葉地区社協会長兼務

構成 事務局長１名、事務局次長1名、会計１名、委員10名（常任理事兼務） 備考

年 2 回 福まち講座

26名 住民協力員 57名 その他 年 1 回 福祉ボランティア等研修

平成８年７月、厚別ハーティケアセンター内に設置 年 2 回 健康介護予防フェアin青葉／福祉施設視察研修

年 4 回 1人暮らし高齢者昼食会

年 回

年 回

年 回

　945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） 945 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 0 世帯 その他 0 世帯

障がい者 0 世帯

54世帯 811回 54世帯 126回 54世帯 2,656回

48 世帯 0 世帯

0 世帯 0 世帯

0 世帯 0 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

占有スペース：有

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　　　　３　　〕

青葉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、副会長２名、常任理事9名、事務局長１名、事務局次長1名、会計部長１名、監事２名、理事21名

部会名〔総務、事業、研修広報〕

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　福祉のまち推進センター　年3回
①ふれあいサロン カトレア　②ハッピーかい　③結いの会　④遊々クラブ
⑤クラブＹＯＵ友　⑥白樺町内会ふれあいいきいきサロン　⑦元気だよ！クラ
ブ

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

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

12町内会のうち1町内会で作成

・12町内会のうち12町内会で実施
・取組内容
ア）研修会実施　　　　イ）要援護者の調査
ウ）要援護者と支援者のマッチング(マッチング数451世帯)
エ）その他（町内会ごとに緊急時連絡カードの配布）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

相談室を毎週月～金曜日に開催（ボランティア相談員を配置）
年1回広報紙を発行

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 青葉自治連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 12町内会（うち連合町内会非加入　3町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 あおばデイサービスセンター 定数

青葉町4丁目10-27

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 青葉興正保育園

青葉町2丁目7-25 羊ヶ丘病院

青葉町3丁目1-10

中野医院

青葉町6丁目1-5

青葉産婦人科クリニック

青葉町6丁目1-9

新さっぽろ集会所（厚別中央1条5丁目5-10）

青葉西集会所(青葉町1丁目1-67)

青葉南集会所(青葉町6丁目3-10)

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

□地域包括支援センター・介護予防センター

主任児童委員名称・所在地

26人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
厚別南５丁目1-10

名称・所在地

青葉児童会館（青葉町7丁目）

青葉中学校（青葉町10丁目1-1）

青葉小学校（青葉町6丁目2-24）

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センター厚別中央・青葉
厚別中央５条６丁目５-１
生活支援ハウスえみな内

45.4% 38.6% ➚

➚

4,230世帯 4,087世帯 ➚

992世帯 833世帯 ➚

776世帯 667世帯

➘

3,964人 3,420人 ➚

2,086人 1,614人 ➚

4,068人 4,754人

青葉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 青葉会館【まちセン併設】(青葉町3丁目2-26)

8,733人 8,859人 ➚

701人 685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 厚別東町内会連合会会長が兼務 　　7　単位町内会のうち　　7　町内会で設置

地区社協の構成

平成９年９月 開催状況 小野幌ニュータウン町内会年４回

設置 有 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 厚別東地区社協理事が兼務

構成 備考

年 回

165名 住民協力員 6名 年 1 回 筋力アップセミナー

なし 年 回

年 3 回 若返りサロン、鍋サロン、正月あそび

年 1 回 ふれあい入浴会

年 回

年 5 回 ミニサロン

　181　世帯（　　7単位町内会のうちの　7町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 181 世帯 子育て世帯 9 世帯

高齢（夫婦） 16 世帯 その他 世帯

障がい者 6 世帯

131世帯 1,440回 8世帯 25回 119世帯 1，799回

48 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 14 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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

サロンくりの木
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔事業部会、企画部会〕

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
①あつべつ東ふれあいサロン　②サロン午後の紅茶　③ロイヤルサロン　④
小野幌はつらつサロン　⑤原始林さわやかサロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

厚別東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、総務１名、会計１名、監査２名、理事９名

副委員長3名、事務局長１名、事務局次長２名、部会長2名、委員11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　　　　2　　〕



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 厚別東町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 7町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 マリア園　厚別町下野幌49番9 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 児童発達支援センター きらめきの里

厚別町下野幌49-3 新札幌パウロ病院

厚別東2条6丁目4-1

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 新札幌聖陵ホスピタル

厚別東4条2丁目1-30

記念塔病院

厚別東4条3丁目3-6

□地域包括支援センター・介護予防センター

札幌啓成高等学校（厚別東4条8丁目6-1）

北星学園大学付属高等学校（厚別町下野幌38）

名称・所在地

2,155人

5,047人 3,866人 ➚

2,358人 1,600人 ➚

➘

9,279人 10,564人 ➘

23.3% ➚

➚ 単位町内会数

6,365世帯 6,223世帯 ➚

480世帯 338世帯 ➚

1,054世帯 784世帯

厚別東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 小野幌会館【まちセン併設】(厚別東4条4丁目9-3)

厚別東児童会館（厚別東3条4丁目）

原始林会館(厚別東2条4丁目7-17)16,200人 16,585人 ➚

1,874人

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員名称・所在地

19人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
 厚別町山本750-６

介護予防センター厚別西東
厚別山本町750-６

31.2%




