
福祉のまち推進センター活動状況一覧の構成 

 

福祉のまち推進センター活動状況一覧については、人口等の統計数値を取り

まとめ、地域の状況、資源等を記載した「地域状況一覧」と、福祉のまち推進

センターの構成、活動を記載した「活動状況一覧」の２部構成としています。 

 

〇地域統計数値（人口、高齢者人口など） 

住民基本台帳と国勢調査のデータをもとに、地域の人口、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、高齢

夫婦世帯数を記載しています。 

【参照元データ】 

項目 参照元 

人口 住民基本台帳 ※① 

年少人口 住民基本台帳（14歳以下） 

生産年齢人口 住民基本台帳（15歳～64歳） 

老年人口 住民基本台帳（65歳以上） 

後期高齢人口 住民基本台帳（75歳以上） 

高齢化率 住民基本台帳（65歳以上） 

世帯数 国勢調査 ※② 

単身高齢世帯数 国勢調査（65歳以上の 1人のみの一般世帯） 

高齢夫婦世帯数 国勢調査（夫 65歳以上、妻 60歳以上の夫婦のみの一般世帯） 

※①住民基本台帳 比較対象年：平成 25年 10月 1日 

         直近基準年：令和元年 10月 1日 

※②国政調査   比較対象年：平成 22年 10月 1日 

         直近基準年：平成 27年 10月 1日 

 

〇活動状況一覧 

 主に、平成 30年度の札幌市福祉のまち推進事業補助金に係る事業実績報告書

をもとに記載しています。 

 



 

中央区 



□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 中央地区町内会連合会会長が兼務 　　7単位町内会のうち　2町内会で設置

地区社協の構成

平成22年4月 開催状況

設置 平成22年度 開催回数 １回
主な開催時
間帯

代表者 中央地区社協会長兼務

構成 会長1名、副会長2名、理事3名、会計1名、監査2名、会員10名 備考

年 3 回 おしゃべりカフェ

20名 住民協力員 0名 年 回

平成22年、中央区北３条西７丁目１番地1緑苑ビルに設置　（占有スペースあり） 年 回

年 回

年 回

年 回

年 1 回 敬老会

151世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 53 世帯 子育て世帯 5 世帯

高齢（夫婦） 90 世帯 その他 世帯

障がい者 3 世帯

151世帯 352回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

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

平成27年12月　本府・中央まちづくりセンター（北1西2時計台ビル10Ｆ）に移設（占有スペースあり）

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、監査２名、理事3名

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

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

広報活動（広報誌1回、チラシは開催に応じて配布）

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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
いきいきサロンえいと（北3西71-1-611　コミュニティカフェえいと内集会場）月2
回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他



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 中央地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 8町内会

□福祉施設 □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

ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院

中央区北1条西6丁目

介護予防センター大通公園
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター

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 名称・所在地

4人 0人

84世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

➙

➙

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

34.6% 31.2%

573世帯 536世帯

53世帯 46世帯

92世帯

➙

538人 500人

305人 240人

155人

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

39人 29人 ➙

➚

傾向

882人 769人 ➚

➙

➚

➚

133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 東北連合町内会会長が兼務 　11単位町内会のうち　　0町内会で設置

地区社協の構成

平成14年4月 開催状況

設置 開催回数 0回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者

構成 － 備考

年 3 回 介護予防センターと共催

福祉推進員 32名 住民協力員 0名 その他 年 回

平成14年4月、東北会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 3 回

年 回

年 1 回 三世代交流事業冬のお楽しみ会

年 1 回 東北らんど&子ども盆踊り

1104世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 473 世帯 子育て世帯 141 世帯

高齢（夫婦） 490 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

1127世帯 3381回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

5 世帯 世帯

世帯 世帯

異世代交流

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

　　　11町内会のうち　　町内会で作成

取組あり

東北会館で月1回実施（第1火曜日）
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

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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

除雪支援（福祉除雪含む）

イベントその他

高齢者サロン

東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 名、監事2名、理事17名、顧問 名

コスモスの会（北2条東2丁目　東北まちづくりセンター）週1回
火曜会（北4条東2丁目　シャルム北4条マンション1階サロン室）週1回
ライラックサロン（北2条東2丁目1　東北会館）月1回
ゆうゆうクラブ
（北5条東2丁目6　ザ・サッポロテジデンス内シアタースタジオ、ビューラウンジ）月1回
東北恵寿会（北2条東2丁目1　東北会館）週1回
憩の会（北4条東2丁目7-1　シャルム北4条集会場）週1回
永寿会（北2条東7丁目82　ラポール永山公園集会室）週1回

入浴会

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



東北会館【まちセン併設】（中央区北２条東２丁目2-1）

人口 中央体育館（中央区大通東５丁目）

年少人口 中央小学校ミニ児童会館（中央区大通東６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 東北連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 12町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 定数

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設

時計台記念病院

中央区北1条東1丁目2-3

ＪＲ札幌病院

中央区北3条東1丁目1番地

5,816人 4,554人 ➚

7,806人 5,917人 ➚

756人 457人 ➚

□コミュニティ施設等

東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

1,234人 906人 ➚

629人 478人 ➚

15.8% 15.3% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

単位町内会数217世帯 150世帯 ➚

4,716世帯 3,791世帯 ➚

293世帯 230世帯 ➚

10人 2人札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

□地域包括支援センター・介護予防センター

札幌ファクトリー（中央区北2条東4丁目）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

介護予防センター北一条
中央区北1条東１丁目2-5
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階

名称・所在地

名称・所在地

主任児童委員名称・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 苗穂連合町内会会長が兼務 　　　11町内会のうち　11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 平成7年度 開催回数 １回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 苗穂地区社協会長兼務

構成 運営委員長１、副委員長４名、会計１名、運営委員２０名 備考

年 回

48名 住民協力員 0名 年 回

平成８年３月、苗穂会館内に設置 年 回

占有スペースなし 年 回

年 1 回 地域の単身高齢者同士の交流

年 回

年 回

　166世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 166 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

166世帯 996回 166世帯 332回 166世帯 664回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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
サロン・スカイタワー
（北1条東10丁目　15-82　ライオンズMS札幌スカイタワー28階K展望室）月1
回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他

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

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

サマー・子ども盆踊り高齢者招待
敬老の日祝い品贈呈

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

苗穂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、相談役２名、副会長4名、会計１名、庶務１名、監査2名、理
事14名

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



苗穂会館【まちセン併設】（中央区北１条東10丁目15-9）

人口 苗穂はるにれ児童会館（中央区北1条東10丁目15-9）

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 苗穂連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 13町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 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 すずらん　中央区北1条東8丁目1-39

（母子生活支援施設） ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院

中央区北3条東8丁目5番地

5,225人 4,787人 ➚

597人 579人 ➚

苗穂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

542人 433人 ➚

□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）

単位町内会数

21.0%

161世帯 ➚

18.4%

3,531人 3,327人 ➚

1,097人 881人 ➚

➚

2,575世帯 2,249世帯 ➚

222世帯 162世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

9人

186世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

2人ラスール苗穂　中央区北2条東19丁目11-2

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

介護予防センター北一条
中央区北1条東１丁目2-5
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階



□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 東地区連合町内会会長が兼務 　　　17単位町内会のうち　15町内会で設置

地区社協の構成

平成11年7月 開催状況

設置 平成11年度 開催回数 １回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 東地区社協会長が兼務

構成 会長１名、副会長2名、会計1名、監査2名、理事8人 備考

年 1 回 食育講座

16名 福祉協力員 65名 その他 年 1 回 健康増進体操教室

平成11年7月、東地区会館内に設置 年 1 回 ウォーキング

占有スペースなし 年 1 回 ふれあい食事会

年 1 回 日帰り温泉旅行

年 1 回 ふれあい炊事遠足

年 1 回 子育てサロン

112世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 100 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 8 世帯 その他 4 世帯

障がい者 世帯

112世帯 112回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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 ギャラリー健康増進サロン（南2条東6丁目　市民ギャラリー内）月3回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他

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

東地区なかよしひろば（南2条東6丁目　東地区会館）月1回
子育て広場（南2条東6丁目　東地区会館）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

敬老祝品配布

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

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4名、会計1名、監査2名、総務１名、会員18名

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



東地区会館【市民ギャラリー内】（中央区南２条東６丁目2-1）

人口 市民ギャラリー（中央区南２条東６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 東地区連合町内会

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 □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

創成東病院

中央区南3条東3丁目13番地

9,358人 8,710人 ➚

623人 599人 ➚

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

935人 736人 ➚

□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）

単位町内会数

19.7%

239世帯 ➚

16.5%

6,891人 6,676人 ➚

1,844人 1,435人 ➚

➚

6,692世帯 5,812世帯 ➚

580世帯 468世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

12人

304世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

2人

名称・所在地

子どもアシストセンター（中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館６階）

若者支援総合センター（中央区南１条東２丁目大通バスセンタービル２号館１階）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

介護予防センター北一条
中央区北1条東１丁目2-5
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階



□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 豊水地区連合町内会会長が兼務 　14単位町内会のうち　　0町内会で設置

地区社協の構成

平成14年10月 開催状況

設置 平成14年度 開催回数 2回
主な開催時
間帯

15：00～16:00

代表者 豊水地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長3名、会計1名、監事２名、運営委員７名 備考

年 回

10名 住民協力員 0名 年 回
7月～9月　回数不明　延369名参加
（ラジオ体操、パークゴルフ）

平成18年4月、豊水会館に設置 年 1 回 中島公園ウォーキング

占有スペースなし 年 回

年 回

年 1 回 もちつき大会

年 4 回
ふれあい盆踊り大会、日帰りバスツ
アー、新年交礼会、豊水ガーデン

　82世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 82 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

82世帯 82回 82世帯 82回 82世帯 82回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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
ファミール中島公園ひまわり会（南11条西1丁目　ファミール中島公園）月1回
げんき会（南12条西1丁目2－20　ザ・タワー中島公園集会室）月2回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他

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

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

すこやか倶楽部（11回、延べ220名）
広報誌（5月、9月）チラシ（毎月）配布

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

豊水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3名、会計1名、監事2名、理事6名

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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員



豊水会館【まちセン併設】（中央区南８条西２丁目5）

人口 市民活動プラザ星園 (中央区南8条西2丁目5-74)

年少人口 伊夜日子神社（中島公園内）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 豊水地区連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14町内会

□福祉施設 □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

傾向

連合町内会
（町内会連合会）

1,409人 ➚

880人 695人

313人 345人

685世帯 522世帯

6,939人 6,967人 ➚

➙

1,761人

豊水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

6,095世帯 5,662世帯 ➚

➚

➚

25.4% 20.2% ➚

➚

4,865人 5,213人

名称・所在地 名称・所在地

12人

252世帯 243世帯 ➙

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

単位町内会数

□地域包括支援センター・介護予防センター

2人

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）

名称・所在地

介護予防センター北一条
中央区北1条東１丁目2-5
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階



□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 西創成親和会（連合町内会）会長が兼務 　15単位町内会のうち　　0町内会で設置

地区社協の構成

平成13年9月 開催状況

設置 平成13年度 開催回数 11回
主な開催時
間帯

18：00～19:00

代表者 西創成地区社協会長兼務

構成 委員長1名、副委員長3名、運営委員11名、監事2名 備考

年 回

17名 福祉協力員 34名 年 1 回

平成13年9月、西創成会館に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 ふれあい音楽会

年 回

年 3 回 施設見学会、収穫体験、餅つき大会

年 1 回 ふれあい盆踊り

276世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 201 世帯 子育て世帯 10 世帯

高齢（夫婦） 61 世帯 その他 世帯

障がい者 4 世帯

276世帯 2201回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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 ループの会（南5条西7丁目3-4　西創成会館）週1回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他

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（75歳以上単身高齢者世帯に配布）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

介護予防活動

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

西創成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3名、監事2名、幹事11名

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　　　　　無　　〕部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員



西創成会館【まちセン併設】（中央区南５条西７丁目3）

人口 資生館小学校ミニ児童会館（中央区南３条西７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 西創成親和会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 15町内会

□福祉施設 □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

札幌南三条病院

中央区南3条西6丁目4-2

南札幌病院

中央区南9条西7丁目1-23

8,065人 7,482人 ➚

410人 430人 ➙

西創成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

903人 638人 ➚

□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）

単位町内会数

21.0%

192世帯 ➙

18.5%

5,958人 5,667人 ➚

1,697人 1,385人 ➚

➚

6,295世帯 6,048世帯 ➚

735世帯 585世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

16人

202世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

2人

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

介護予防センター北一条
中央区北1条東１丁目2-5
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階



□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 曙地区連合町内会会長が兼務 　　　単位町内会のうち　　　町内会で設置

地区社協の構成

平成10年8月 開催状況

設置 開催回数 3
主な開催時
間帯

13：30～15:00

代表者 曙地区社協会長兼務

構成 福まち代表１名、福祉対策部長1名、福祉対策副部長1名、幹事6名 備考

有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 年 回

福祉推進員 70名 住民協力員 年 4 回

平成10年　曙まちづくりセンターに設置 年 回

占有スペースなし 年 1 回 ふれあい配食サービス

年 回

年 回

年 回

195世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 195 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

195世帯 390回 世帯 回 195世帯 780回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

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

活動者

曙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、監査2名

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 曙お茶の間「わきあいあい」

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

イベントその他

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

曙ほのぼの子育てルーム
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・見守り対象者の「ふれあいカード」を作成し、年に1回カード更新している。
・福まちで「カレンダー」を作成。年に1回の配食サービス時に対象者に配布。

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



曙会館【まちセン併設】（中央区南11条西10丁目1-6）

人口 あけぼのアート＆コミュニティセンター(中央区南11条西9丁目4-1)

年少人口 山鼻記念会館(中央区南14条西9丁目1790)

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 曙地区町内会連合会

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 □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

札幌中央病院

中央区南9条西10丁目1-50

川西内科胃腸科病院

中央区南11条西8丁目2-25

9,486人

2,827人

曙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）

3,330人

1,590人

□コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年

➚

9,950人

14,289人

1,009人 ➚1,045人

471世帯

8,597世帯

➚

➚

23.3%

名称・所在地

1,390人

945世帯

419世帯

9,025世帯

1,145世帯

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

傾向

➚

➚

➚

21.2%

➚

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

主任児童委員

25人札幌市中央区第３地域包括支援セン
ター
中央区南17条西８丁目２-23
田中ビル１階

名称・所在地

13,358人

➚

2人

介護予防センター曙・幌西
中央区円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

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



□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 山鼻町内会連合会会長が兼務 23単位町内会のうち23町内会及び民児協で設置

地区社協の構成

平成9年7月 開催状況 地区としての全体委員会は未開催。懇談会、研修会を各1回ずつ開催。

設置 開催回数 年3回
主な開催時
間帯

18：30～20:00

代表者 福まちセンター部長　

構成 会長１、副会長２、監査２、会計部長１、各部長４、各副部長４　 備考

年 回

219名 住民協力員 年 2 回 健康講話、やまはなハツラツ健康教室の開催

平成９年　山鼻会館内に設置　占有スペースなし 年 回

平成31年　山鼻会館移設（南23西10）　占有スペースあり 年 回

年 回

年 回

年 回

1076世帯（要援助世帯が居住する町内会）

高齢（独居） 1076 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

　1076世帯 1999回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 23町内会のうち1町内会で作成

・23町内会のうち1町内会で実施

・取組内容

　 研修会実施 1町内会　　　　
災害時要援護者避難支援
の取組状況

山鼻ふれあい子育てサロン
外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

□その他の活動
・「山鼻福まちだより」を年2回発行。
・第11町内会、第15町内会、第18町内会、日の出町内会等で見守り活動実施、福祉推進委員会定期開
催、町内会でのサロン開催等、活発な福祉活動が行われている。他町内会でもサロン定期開催が定着
していたり、新たなサロン立ち上げや見守り活動に向けての研修実施などあり福祉活動は年々広がり

除雪支援

活動者 福祉推進員

家事・育児支援
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
ふきのとう、ひまわり、サンタウンお楽しみ会、いきいきサロン「ホップ」、わの会、誉ふれ
合いお茶会、さろんほのか、おしゃべりサロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

その他

山鼻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、会計部長1名、監事2名　他　4部部長、副部長

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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



山鼻会館【まちセン併設】（中央区南23条西10丁目1-13）

人口 山鼻福祉センター(山鼻児童会館)(中央区南24条西13丁目1-1)

年少人口 中央図書館（中央区南22条西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 山鼻町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 24町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 介護老人福祉施設札幌こもれびの家 定数

中央区南25条西11丁目1-40

介護老人保健施設フォーシーズン山鼻

中央区南17条西9丁目1-13 □病院

障がい者福祉施設

土田病院

児童福祉施設 中央区南21条西9丁目2－11

平松記念病院

中央区南22条西14丁目1-20

札幌外科記念病院

中央区南23条西15丁目1-30

北海学園大学工学部 北海道循環器病院

中央区南27条西13丁目1-30

山鼻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

➘

➚

➘4,214人 4,260人

34,850人 ➚36,654人

3,774人 ➚

9,729人

傾向

単位町内会数

□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）

➚

➚

➚

16,532世帯 16,054世帯

22,711人 22,894人

26.5% 22.1% ➚

7,696人

4,839人

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

（中央区南26条西11丁目）

2,179世帯 1,887世帯

名称・所在地

1,354世帯

3人

1,685世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第３地域包括支援セン
ター
中央区南17条西８丁目２-23
田中ビル１階

介護予防センター旭ヶ丘
中央区旭ヶ丘５丁目６-51

名称・所在地

50人

主任児童委員名称・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 幌西地区連合町内会会長が兼務 　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8年6月 開催状況

設置 平成8年度 開催回数 年1回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 地区社協副会長

構成 委員長１名、副委員長1名、運営委員４名 備考

年 1 回 演歌で体操

55名 住民協力員 0名 年 1 回 健康づくり交流会

平成15年4月、旭山公園通地区センター内 年 回

占有スペースあり 年 1 回 ふれあいの集い

年 回

年 1 回 福まち発体験講座

年 2 回
ちびっこサマーランド、ウィンターラン
ド

　576世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 322 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 85 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

576世帯 回 12世帯 10回 156世帯 383回

93 世帯 88 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

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

※高齢者・障がい者
わははくらぶ（南14条西12丁目1-25　フリースペースだれも）週2回

幌西キッズスクウェア（南9条西18丁目　旭山公園通地区センター）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

チラシ（4月）リーフレット（7月）作成

買い物支援 その他

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む）

活動者 福祉推進員

外出支援

福祉マップの作成状況

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 わいわい・サロンおしゃべりの部屋（南9条西13丁目1-40）週1回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

幌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、監事２名、理事４名、委員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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



幌西会館【まちセン併設】（中央区南11条西14丁目1-20）

人口 旭山公園通地区センター(中央区南９条西18丁目1-32）、

年少人口 伏見会館（中央区南14条西18丁目6-30）

生産年齢人口 啓明バスターミナル（中央区南１３条西２２丁目）

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 幌西地区連合町内会

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 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設 伏見寮 中央区伏見2丁目2-79

(母子生活支援施設） 心和病院

中央区南13条西20丁目1-6

札幌山鼻病院（休診中）

中央区南14条西15丁目2-6

ハローワーク札幌（中央区南１０条西１４丁目） 札幌いしやま病院

中央区南15条西10丁目4-1

札幌花園病院

中央区南15条西15丁目1-30

➚

25.5% 20.8% ➚

➚6,010人 4,747人

2,949人

3,016人 3,139人

23,583人 22,864人

□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）

単位町内会数

➘

➚

2,247人 ➚

幌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）

直近基準年 比較対象年 傾向

□コミュニティ施設等

14,557人 14,978人

10,699世帯 10,016世帯 ➚

1,334世帯

1,092世帯 858世帯 ➚

介護予防センター曙・幌西
中央区円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

1,049世帯 ➚

札幌市中央区第３地域包括支援セン
ター
中央区南17条西８丁目２-23 田中ビル
１階

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

29人 2人

民生委員・児童委員

南警察署伏見交番（中央区南１５条西１８丁目）

山鼻郵便局（中央区南１６条西１５丁目）

□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

南警察署幌西交番（中央区南１１条西１５丁目）



□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 大通地区町内会連合会副会長が兼務 　16単位町内会のうち　16町内会で設置

地区社協の構成

平成9年3月 開催状況

設置 平成８年度 開催回数 1回
主な開催時
間帯

13：30～15:00

代表者 大通地区町内会連合会会長兼務

構成 会長１名、副会長3名、監査2名、その他の委員30名 備考

年 回

66名 住民協力員 0名 年 回

年 回

年 回

年 回

年 回

年 1 回 新年交礼会

1069世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 605 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 464 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

290世帯 3135回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

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

□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

平成16年、大通公園まちづくりセンター内に設置　 (占有スペースあり）

大通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5名、監査2名

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

入浴会

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
りおん（大通西11丁目　大通藤井ビル）月1回
シニアサロンひだまり（南2条西15丁目291-98　大通・西会館）月1回
すずめの会（南3条第3公団集会室）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

□その他の活動

広報活動（広報誌12回、75歳以上対象年賀状160部）

買い物支援 その他

災害時要援護者避難支援
の取組状況

大通ちびっこ子育てサロン（南2条西15丁目291-98　大通・西会館　集会室2）
月1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） 外出支援
子育てサロン

福祉マップの作成状況 　　　町内会のうち　　　町内会で作成

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

平成２７年１２月、西まちづくりセンター内（南6西13）に設置　（占有スペースあり）

※平成２９年４月、大通・西まちづくりセンター内（南２西15）移設（占有スペースあり）



中央区民センター（中央区南２条西１０丁目）

人口 札幌市保健所（中央区大通西１９丁目）　　

年少人口 札幌こころのセンター（中央区大通西１９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 本府地区町内会連合会

世帯数 大通地区町内会連合会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 32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 札幌市長生園　中央区大通西19丁目

（養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設

198世帯

中央区南1条西15丁目290番地

札幌医科大学附属病院

中央区南1条西16丁目291番地

中央区南2条西19丁目291番地中央区南1条西14丁目291番地190

いとう整形外科病院

中央区南2条西10丁目5番地

同交会病院

中央区北1条西18丁目1番1

札幌南一条病院

中央区南1条西13丁目317番地1

中村記念病院

ＮＴＴ東日本札幌病院

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

9人 2人

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

介護予防センター大通公園
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

名称・所在地

定数

□地域包括支援センター・介護予防センター

単位町内会数

平成会病院 医療法人萬田記念病院

中央区南2条西1丁目1番地

188世帯 ➙

連合町内会
（町内会連合会）

5,223世帯

➚

➚

568世帯 428世帯

1,114人 ➚

20.4% 17.9% ➚

759人 596人 ➚

4,956世帯

6,966人 6,236人 ➚

437人 316人 ➚

1,422人

5,107人 4,806人 ➚

大通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



□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 西連合町内会会長が兼務 　  単位町内会のうち　14町内会で設置

地区社協の構成

平成12年5月 開催状況

設置 平成12年度 開催回数 1回
主な開催時
間帯

13:30～15:00

代表者 西地区社協会長兼務

構成 会長１名、代表幹事1名、総務幹事1名、会計幹事1名、幹事4名 備考

年 回

30名 住民協力員 0名 年 1 回 輪投げ懇談会

平成12年 西まちづくりセンターへ設置  （占有スペースなし） 年 回

※平成２９年４月、大通・西まちづくりセンター内（南２西15）移設（占有スペースあり） 年 2 回 ひとり暮らしお年寄り昼食会、新春のつどい

年 回 一泊研修見学会

年 回

年 1 回 敬老祝賀会

1166世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 874 世帯 子育て世帯 33 世帯

高齢（夫婦） 249 世帯 その他 世帯

障がい者 10 世帯

801世帯 0回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

5 世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

□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
萌黄会（南2条西15丁目291-98　大通・西まちづくりセンター）月2回
秀和おしゃべり茶話会（南7条西14丁目2-21　秀和レジデンス多目的ホール）月1回
つむぎの会（南3条西9丁目　アパタワーズ札幌大通公園パーティルーム1F）月2回

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

イベントその他

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　　18町内会のうち　　1町内会で作成

ちびっこザウルス（南2条西15丁目　二条はるにれ児童会館）月2回
きらぼしキッズ（南2条西15丁目291-98　大通・西まちづくりセンター）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

買い物支援

外出支援
子育てサロン

見守り活動

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
会長1名、副会長1名、会計1名、監事2名、理事20名

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



西会館【まちセン併設】（中央区南6条西13丁目4-28）

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 西連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 18町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設　信寿園 定数

中央区南8条西10丁目1035-5

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

18,584人 17,313人 ➚

1,338人 1,217人 ➚

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

1,618人 1,478人 ➚

□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）

単位町内会数

19.0%

443世帯 ➚

17.7%

13,718人 13,033人 ➚

3,528人 3,063人 ➚

➚

13,276世帯 11,724世帯 ➚

1,389世帯 1,140世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

32人

509世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

2人

名称・所在地

中央保健センター（中央区南３条西１１丁目）

中央健康づくりセンター（中央区南３条西１１丁目）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

介護予防センター大通公園
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内



□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 南円山連合町内会会長が兼務 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10年8月 開催状況

設置 平成10年8月 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

18：00～19:00

代表者 南円山地区社協会長兼務

構成 運営委員長１名、副委員長3名、運営委員11名 備考

年 回

95名 住民協力員 年 回

平成10年 南円山まちづくりセンターへ設置 年 回

占有スペースなし 年 回

年 回

年 3 回
ふれあい餅つき・昔遊び交流会
老人クラブと緑丘小の交流（2回）

年 回

270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） 120 世帯 子育て世帯 150 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

　　60世帯 80回 世帯 回 120世帯 240回

270 世帯 150 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 未実施

・12町内会のうち3町内会で実施

・取組内容

　ア）研修会実施２町内会　　　　イ）要援護者の調査２町内会

　ウ）要援護者と支援者のマッチング２町内会

　エ）その他（防災マップの作成）1町内会）

□その他の活動

広報誌「南円山ふれあいだより」（年2回）発行

除雪支援
子育てサロン　南円山会館　年5回（248名参加）

外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

活動者 福祉推進員

家事・育児支援
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
はまなす会
えぞりす

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　1　　　〕

南円山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4名、会長1名、副会長3名、庶務1名、会計2名、監査2名、理事33名

部会名〔ふれあいだより編集委員会〕

その他

災害時要援護者避難支援
の取組状況

各単町によって開催回数は異なる。

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



南円山会館【まちセン併設】（中央区南9条西21丁目1-1）

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 南円山連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 12町内会

□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 慈啓会養護老人ホーム 定数

慈啓会特別養護老人ホーム

慈啓会老人保健施設

□病院

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 つばさ　中央区南8条西26丁目1-2

(身体障がい者福祉施設） 中央区南4条西25丁目2-1

児童福祉施設 札幌南藻園　中央区界川1丁目6-14 慈啓会病院

(児童養護施設) 中央区旭ヶ丘5丁目6-50

旭山病院

中央区双子山 4丁目3-33

南円山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

6,758世帯 ➚

15,529人 15,202人 ➚

1,950人 1,922人 ➙

9,633人 9,851人 ➘

3,946人 3,429人 ➚

781世帯 576世帯 ➚

2,071人 1,863人 ➚

721世帯

名称・所在地

単位町内会数➚623世帯

連合町内会
（町内会連合会）

7,105世帯

25.4% 22.6% ➚

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センター円山
中央区円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

たんぽぽの丘　中央区南8条西26丁目1-2

中央区
旭ケ丘5
丁目6-52

愛育病院

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

21人 2人

民生委員・児童委員

札幌市中央区第２地域包括支援セン
ター
 中央区旭ヶ丘５丁目６-51



□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 円山町内会連合会会長が兼務 未設置

地区社協の構成

平成12年6月 開催状況 －

設置 開催回数 年1回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 円山地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長2名、会計理事1名、理事5名、監事2名 備考

年 1 回 家族が認知症になったら

39名 住民協力員 年 回

平成12年 円山まちづくりセンターへ設置 年 回

占有スペースなし 年 回

年 1 回 いきいき健康交流会

年 2 回 七夕ローソクもらい

年 回

230世帯（28単位町内会のうちの28町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 230 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

230世帯 460回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 現在、作成を検討中

・28町内会のうち1町内会で実施

・取組内容

   見守り活動の一環として実施

　

災害時要援護者避難支援
の取組状況

ぴよまるタイム
まるまる広場
あおぞらinZOO外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

□その他の活動
円山第15町内会が災害時要援護者避難支援事業に取り組んでいる。また、円山
地区福まち全体での、年１回の研修会を開催し、福祉推進員としての資質を高め
ている。

除雪支援

活動者 福祉推進員

家事・育児支援
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

ふれあいおしゃべりサロン
ほのぼのサロン
サロン・ななかまど
だるま会

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

円山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2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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



円山会館【まちセン併設】（中央区北１条西23丁目1-18）

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 円山町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28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 定数

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設

岡本病院

中央区北7条西26丁目3-1

札幌円山整形外科病院

中央区北7条西27丁目1-3

□地域包括支援センター・介護予防センター

935世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

16,352世帯 15,115世帯

21.5% 18.2%

1,123世帯

➚

1,750世帯 1,359世帯 ➚

➚

➚

円山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

➚

30,310人

3,129人 2,551人

➚

3,523人

➚

6,516人 5,122人

28,081人

3,287人 ➚

20,271人 19,672人

民生委員・児童委員

介護予防センター円山
中央区円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

39人 2人札幌市中央区第２地域包括支援セン
ター
中央区旭ヶ丘５丁目６-51

札幌市児童福祉総合センター（中央区北７条西２６丁目）

中央区土木センター（中央区北１２条西２３丁目）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

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 桑園地区連合会会長が兼務 　18単位町内会のうち　16町内会で設置

地区社協の構成

平成11年9月 開催状況

設置 平成11年度 開催回数 2回
主な開催時
間帯

13：30～15:00

代表者 桑園地区社協会長兼務

構成 会長1名、副会長3名、会計1名、監事2名、理事1名、事務局長1名 備考

年 1 回 健康講話

30名 住民協力員 68名 その他 16名 年 回

平成１１年９月、桑園ふれあいセンターに設置 年 回

占有スペースあり 年 3 回 13,15,18町内会で実施

年 回

年 回

年 2 回 マスコット作り、贈呈式

2584世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1987 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 594 世帯 その他 世帯

障がい者 3 世帯

1285世帯 12552回 91世帯 296回 72世帯 735回

31 世帯 1 世帯

5 世帯 世帯

2 世帯 世帯

見守り活動

その他

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

異世代交流

□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）

訪問 電話 外からの見守り

イベントその他

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

桑園にこ☆にこ広場
（北4条西15丁目1-53　北5条通ビル4階　桑園地域交流センター「くわ～る」）
月1回
8☆8プラザ（北9条西19丁目　徳生寺1階ホール）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

見守り事業（2回）
渓仁会リハビリテーション病院見学
広報活動（広報誌2回、チラシ3回）

買い物支援

外出支援
子育てサロン

福祉マップの作成状況

福祉推進員

桑園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３名、会計１名、監事２名、理事２名、事務局長１名

高齢者サロン

ライオンズマンション北6条会
（北6条西16丁目1-25　ライオンズマンション北6条集会場）週1回
むつみ会（北7条西14丁目28-25　朝日プラザA棟集会場）不定期開催
茶話やかサロン（北7条西16丁目1-51　パールコート桑園中央壱番館集会室）
月2回
サロングランフォーレ（北11条西14丁目1-20　グランフォーレ桑園集会所）月2
回
ふれあいグループ（北11条西14丁目1-72　ふれあいの森・ふれあいホーム）

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



桑園ふれあいセンター【まちセン併設】（中央区北７条西15丁目28）

人口 桑園児童会館（中央区北７条西１５丁目２８）

年少人口 徳生寺（中央区北８条西１９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 桑園地区連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 18町内会

□福祉施設 □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

桑園中央病院

中央区北8条西16丁目28-35

市立札幌病院

中央区北11条西13丁目1-1

札幌循環器病院

中央区北11条西14丁目29-15

桑園病院

中央区北12条西15丁目1-30

28,723人 26,846人 ➚

2,959人 2,946人 ➚

桑園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

3,026人 2,316人 ➚

□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）

単位町内会数

22.7%

915世帯 ➚

18.4%

19,256人 18,954人 ➚

6,508人 4,946人 ➚

➚

15,740世帯 13,601世帯 ➚

1,406世帯 1,014世帯 ➚

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

30人

1,273世帯

民生委員・児童委員

札幌市中央区第１地域包括支援セン
ター
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内

2人

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

介護予防センター大通公園
中央区南２条西10丁目1001-５
パールタウン内



□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 宮の森大倉山連合町内会会長が兼務 　　　17位町内会のうち　　1町内会で設置

地区社協の構成 副会長2名、会計1名、監事2名、理事48名

平成8年6月 開催状況

設置 平成8年度 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 宮の森大倉山地区社協会長兼務

構成 運営委員長1名、副委員長３名、会計１名、理事４７名、監事２名 備考

有の場合〔部会数　5　〕 部会名〔総務部会・押し花部会・探検部会・子育て支援部会・ボランティア部会〕 年 3 回 健康増進

福祉推進員 37名 住民協力員 42名 年 3 回 ウォーキング、ノルディックウォーキング

平成18年11月、宮の森明和地区会館内に設置 年 7 回 押し花教室

占有スペースあり 年 1 回

年 回

年 1 回 伝統文化継承事業

年 1 回 やまなみ探検会

890世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 350 世帯 子育て世帯 30 世帯

高齢（夫婦） 500 世帯 その他 世帯

障がい者 10 世帯

720世帯 3090回 720世帯 3105回 890世帯 5420回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯その他

除雪支援（福祉除雪含む）

異世代交流

イベントその他

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　　5町内会で作成　（70歳以上の単身世帯対象　10世帯）

2単町で作成
高齢者、障がい者のうち状況によって手助けが必要な方　マッチング数
30世帯

宮の森スマイルキッズ（宮の森2条5丁目2-21　宮の森児童会館、宮の森2条
11丁目1-3　明和地区会館）月1回
まるひよランド（円山西町8丁目1-50　円山西町児童会館）月1回
※月2回合同開催

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

啓発活動として広報誌1回作成、連町広報誌への記事記載3回

買い物支援

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

荒井山倶楽部（宮の森902-12　荒井山緑地管理棟）週1回
サロン・ニューライフ（円山西町1丁目　ニューライフ神宮の森集会所）月1回
ひまわり会（宮の森2条10丁目1-43　宮の森イリーゼ有料介護老人ホーム）週
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

入浴会

運営委員・推進委員・協力員・民生委員等研修
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

活動者

活動別部会の設置状況

宮の森大倉山地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況



宮の森明和地区会館【まちセン併設】（中央区宮の森２条11丁目1-3）

人口 宮の森会館(中央区宮の森2条5丁目2-21)

年少人口 円山西町町内会館(中央区円山西町3丁目3-45)

生産年齢人口 盤渓会館(中央区盤渓475-92)

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 宮の森大倉山連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 単位町内会数 17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

札幌西円山病院

中央区円山西町4丁目7-25

障がい者福祉施設 札幌明日佳病院

中央区宮の森 1条17丁目1-25

児童福祉施設 宮の森記念病院

中央区宮の森 3条7丁目5-25

宮の森病院

中央区宮の森1237番地1

（知的障害者福祉施設）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

西警察署宮の森交番（中央区宮の森２条11丁目１）

中央消防署宮の森出張所（中央区宮の森２条11丁目）

名称・所在地

えん（老健、中央区宮の森１２３８番地１）

6,102人 5,298人 ➚

➚

25.8% 22.9% ➚

23,618人 23,127人 ➚

3,061人 3,025人 ➚

宮の森大倉山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

1,054世帯

3,116人 2,738人

➚

1,149世帯 889世帯 ➚

➚1,211世帯

9,822世帯

□地域包括支援センター・介護予防センター

14,455人 14,804人 ➘

民生委員・児童委員

札幌市中央区第２地域包括支援セン
ター
中央区旭ヶ丘５丁目６-51

連合町内会
（町内会連合会）

10,267世帯

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

33人 2人

カームヒル西円山 中央区円山西町4丁目3-21

西円山敬樹園　中央区円山西町4丁目3-20

（特別養護老人ホーム）

介護予防センター宮の森
中央区宮の森1237-１

北海道中央児童相談所（中央区円山西町２丁目）

北海道立心身障害者総合相談所（中央区円山西町２丁目）

（ケアハウス）

けあ・ばんけい　中央区盤渓232番地7

札幌光の森学園　中央区盤渓259-5

老人保健施設　えん　中央区宮の森1238-1

老人保健施設宮の森　中央区宮の森1237-1



 

北 区 



□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% ➚



 

東 区 



□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 鉄東地区連絡協議会副会長が兼務 連町単位で一つ設置

地区社協の構成

平成8年7月 開催状況 年12回

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 前・鉄東地区社協会長 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長２名、事務局長1名、事務局次長兼会計１名 備考

住民向け研修会 年 回

48名 住民協力員 健康づくり 年 　 回 　

鉄東会館内の情報交流スペースを会議等で使用 その他交流会 年 回

占有スペースなし 会食・配食会 年 2 回 ふれあい昼食会

入浴会 年 回

異世代交流 年 　 回 　

イベントその他 年 2 回 夏まつり、餅つき大会

610世帯（18単位町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 580 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 11 世帯 世帯

障がい者 19 世帯

610世帯 4284回 世帯 回 世帯 回

　 世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 民生委員のエリアごとに作成

未実施

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

鉄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
顧問４名、副会長1名、監事2名、事務局長兼会計１名、理事26名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　１　　　〕 部会名〔広報部　　　　　　　　　　　　　　　〕

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン 福まちサロン　鉄東会館　年24回　/個人宅　１７分区　３０年１０月で中止

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　　てっちい/鉄東会館、ひだまり/むつみ会館　　　各年12回
外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

活動者向け研修会の実施、広報誌「ふれあいの里」発行、
年末ふれあい訪問、見守りカード作成

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



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 鉄東地区連絡協議会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 20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

名称・所在地

単位町内会数➚

主任児童委員

37人 2人

連合町内会
（町内会連合会）

2,770人 2,113人 ➚

24.5% 20.9% ➚

13,097世帯 12,320世帯

22,960人 21,120人 ➚

➚

5,620人 4,421人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

891世帯 788世帯

鉄東会館【まちセン併設】(北９条東５丁目2-8)

鉄東第16分区町内会館(北10条東9丁目3-15)

第17分区町内会むつみ会館(北12条東15丁目1-15)

1,862人 1,809人 ➘

➚

1,588世帯 1,286世帯 ➚

15,478人 14,890人

鉄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 東区民センター(北１１条東７丁目1-1） 北神会館(北10条東1丁目2-35)

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

介護予防センターなえぼ
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

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 北光連合町内会会長が兼務 分区町内会を単位に11委員会設置

地区社協の構成

平成10年6月 開催状況 各分区ごとに年２回実施　（計２２回）

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 北光地区社協副会長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長3名、事務局長1名、事務局次長1名、運営委員22名 備考

住民向け研修会 年 1 回 災害に備えた研修会

165名 住民協力員 2名 健康づくり 年 回

その他交流会 年 1 回 介護予防

占有スペースなし 会食・配食会 年 1 回 健康講座とふれあい昼食会

入浴会 年 回

異世代交流 年 3 回 夏まつり、クリスマス会、新春お楽しみ会

イベントその他 年 1 回 関係団体交流会

1,127世帯（44単位町内会のうちの４４町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 569 世帯 子育て世帯 13 世帯

高齢（夫婦） 87 世帯 世帯

障がい者 458 世帯

　1,127世帯 3,054回 79世帯 248回 367世帯 11,237回

8 世帯 世帯

　 世帯 　 世帯

福祉マップの作成状況 １１分区町内会のうち１１分区町内会で作成（分区町内会単位で作成）

１１分区町内会のうち１１分区町内会で実施（分区町内会単位で実施）

・取組内容

　ア）研修会実施１１分区町内会　　　　イ）要援護者の調査１１分区町内会

　ウ）要援護者と支援者のマッチング１１分区町内会

外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型） ふれあいサロンほっこう　　あかしあ学園　毎月1回　障がい者と高齢者

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

ふれあい年賀状作成会、広報誌「北光福まち」発行、ケース会議、見
守りカード作成、個人情報取扱研修会、６５歳以上世帯名簿検討会

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

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）

その他 高齢者サロン 地区内１１サロン活動支援

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　1　　　〕 部会名〔　　　　サロン活動部　　　　　　　　　　　　〕

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□支援活動状況

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

北光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4名、会計1名、総務1名、事業担当委員4名、監事2名、理事38名、評議
員166名



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 北光連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14町内会（うち連合町内会非加入　3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 大友恵愛園　北17条東5丁目2-5 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 □病院

天使病院 札幌麻生脳神経外科病院

北12条東3丁目1-1 北22条東1丁目1-40

児童福祉施設 札幌道都病院 さっぽろ病院

北17条東14丁目3-2 北24条東1丁目3-7

札幌東豊病院 野沢病院

北17条東15丁目3-1 北17条東1丁目2-25

北光会館【まちセン併設】(北18条東５丁目1-1)

美香保団地集会所(北17条東12丁目1-10)

北東会館(北14条東8丁目1-26)

北光白樺福祉会館(北23条東2丁目1-17)

民生委員・児童委員

➚1,048世帯 938世帯

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

札幌市あかしあ学園　北17条東5丁目2-1
（多機能型事業所）
みかほ整肢園　北17条東5丁目2-1
（医療型児童発達支援センター）
社会復帰センター　北19条東6丁目1-1
（就労継続支援Ｂ型）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

44人 3人

➚

15,353世帯 14,698世帯 ➚

単位町内会数

16,845人

名称・所在地

1,960世帯 1,558世帯 ➚

17,051人

連合町内会
（町内会連合会）

3,074人 2,673人 ➚

25.0% 22.0% ➚

➚

6,328人 5,416人

25,341人 24,595人 ➚

2,168人 2,128人 ➙

北光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

名称・所在地

ハローワーク札幌北　北16条東4丁目3-1

札幌方面東警察署　北16条東1丁目3-15

介護予防センター北光
北17条東５丁目２-５ 大友恵愛園内

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

天使大学　北13条東3丁目1-30

札幌大谷大学　北16条東9丁目1-1



□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 北栄連合町内会副会長が兼務 27町内会において設置あり

地区社協の構成

平成9年10月 開催状況

設置 開催回数 年9回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 北栄連合町内会社会福祉部長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長2名、事務局長1名、運営委員6名 備考

住民向け研修会 年 3 回  

235名 住民協力員 31名 健康づくり 年 回

その他交流会 年 回

占有スペースなし 会食・配食会 年 1 回 ふれあい会食会

入浴会 年 回

異世代交流 年 12 回 「ほくほくクラブ」工作、季節の行事

イベントその他 年 2 回 夏まつり、ミニ縁日

1,381世帯（２７単位町内会のうちの２７町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 831 世帯 子育て世帯 13 世帯

高齢（夫婦） 528 世帯 世帯

障がい者 9 世帯

　1,381世帯 1,970回 　1,381世帯 1,164回 　1,381世帯 8,538回

　 世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 27町内会のうち9町内会で作成

・27町内会のうち６町内会で実施

・取組内容

　要援護者の調査６町内会

子育てサロン　北園小学校　月１回
外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

広報誌「福まち通信」発行、福祉協力員研修会、福まち学習会、
協力員用腕章・名札の作成

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

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）

その他 高齢者サロン

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□支援活動状況

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

北栄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4名、総務1名、会計1名、監事2名、理事3名、相談役1名



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 北栄連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 27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

  （障がい者相談支援事業所） □病院

児童福祉施設

愛心メモリアル病院

北27条東1丁目1-15

北光記念病院

北27条東8丁目1-6

札幌東徳洲会病院

北33条東14丁目3-1

あさかげ生活支援センター　北33東14丁目5-1

北32条会館(北32条東2丁目1-31)

明園福祉会館(北20条東15丁目4-1)

北27条会館(北27条東10丁目1-10)

北栄町内みどり会館(北27条東1丁目2-2)24,555人

37,685人 37,758人 ➚

3,994人 4,371人 ➘

25,703人 ➘

➚

4,474人

北栄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

北栄会館【まちセン併設】(北25条東７丁目3-18)

3,731人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

9,136人 7,684人

単位町内会数

24.2% 20.4% ➚

19,679世帯 18,997世帯 ➚

2,376世帯 1,790世帯 ➚

1,510世帯 1,404世帯 ➚

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

※北栄（西）と北栄（東）民生委員児童委員協議会定数の合算

介護予防センター北栄
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

名称・所在地

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

68人 4人
第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

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 栄西連合町内会会長が兼務 33単位町内会のうち33町内会で設置

地区社協の構成

平成9年9月 開催状況

設置 開催回数 年10回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 連町福祉部長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 事務局長１名、運営委員11名 備考

住民向け研修会 年 1 回 認知症研修会

33名 住民協力員 201名 健康づくり 年 4 回 健康づくりの集い

その他交流会 年 　 回 　

占有スペースなし 会食・配食会 年 2 回 ふれあい昼食会

入浴会 年 　 回 　

異世代交流 年 2 回 栄西小ふれあいの会、三世代交流会

730世帯（33単位町内会のうちの３３町内会に居住する世帯を対象） イベントその他 年 回

高齢（独居） 505 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 225 世帯 世帯

障がい者 世帯

730世帯 1,762回 47世帯 131回 520世帯 2,220回

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 33町内会で作成

未実施

外出・託児支援 介助支援
子育てサロン 子育てサロン　栄西児童会館・北36条会館　年51回

災害時要援護者避難支援
の取組状況

その他
（複合型）

□その他の活動

福祉協力員研修会、広報誌「地域ネット栄西」発行、見守りカード作成

内訳
その他

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度/主催者）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

除雪支援 家事・育児支援

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動
□支援活動状況

援助世帯総数

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

地区全体で協力員代表者会議を年一回開催（各単町ごとの開催回数の把握なし）

栄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2名、副会長6名、事務局長1名、常任理事21名、監事2名、理事25名



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 栄西連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 33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

北海道泌尿器科記念病院

北27条東20丁目5-25

耳鼻咽喉科麻生病院

北40条東1丁目1-7

みきファミリークリニック

北41条東7丁目3-12

14,423人 15,451人 ➘

北36条会館(北36条東5丁目2-20)

栄町会館(北41条東1丁目2-22)

栄北会館(北49条東2丁目7-10)

23,025人 23,261人 ➚

2,755人 2,736人 ➚

栄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 栄42条会館【まちセン併設】(北42条東４丁目1-26)

5,847人 5,074人 ➚

2,819人 2,329人 ➚

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

介護予防センター栄町
北45条東９丁目２-７ 禎心会東センター

25.4% 21.8% ➚

➚

名称・所在地

10,926世帯 10,637世帯 ➚

1,297世帯

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

38人 2人

名称・所在地

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）

1,005世帯 ➚

1,162世帯 1,000世帯 単位町内会数



□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 栄東連合町内会会長が兼務 ３８単位町内会のうち３８町内会で設置（名称は活動委員会）

地区社協の構成

平成10年12月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 栄東地区社協副会長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 備考

住民向け研修会 年 1 回 ふれあい講演会

183名 住民協力員 健康づくり 年 1 回 介護予防について

平成16年4月、東老人福祉センター内に設置 その他交流会 年 　 回 　

占有スペースあり 会食・配食会 年 1 回 ふれあいお食事会

入浴会 年 回

異世代交流 年 1 回 子どもとシニアの集い

イベントその他 年 1 回 ミニ遠足

363世帯（38単位町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 363 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

300世帯 450回 世帯 回 363世帯 1,000回

20 世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 38町内会で作成

　

　

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

活動委員長会議と福祉協力員会議を合同で年１回開催（各単町ごとの開催回数の把握は無し）

栄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5名、理事2名、監事2名、委員12名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

副委員長2名、事務局長1名、事務局次長7名、会計部長1名、委員３８名 区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　3　　　　〕 部会名〔　総務部、事業部、見守り部　〕

学習・研修活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

子育てサロン　　栄緑小　　　　　　第ニ火曜　年９回
子育てサロン　　日の丸会館　　　第四火曜　年１２回外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　 □その他の活動

福祉協力員研修会の開催、広報誌「ふれあいネット栄東」、
相談室の開設　火水金の午前

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



人口

年少人口 東老人福祉センター（北41条東14丁目1-1）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 栄東連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 39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 栄町　北47条東17丁目13-3 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　むぎのこ

北36条東8丁目1-30 東栄病院

北41条東16丁目3-14

禎心会病院

北44条東8丁目1-6

札幌心臓血管クリニック

北49条東16丁目8-1

栄町ファミリークリニック

栄地区センター（北36条東８丁目1-25）

日の丸会館【まちセン併設】(北41条東14丁目3-1)

単位町内会数

栄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

35,448人 34,791人 ➚

4,530人 4,706人 ➘

22,197人 22,968人 ➘

8,721人 7,117人 ➚

栄町　北47条東17丁目1番1号
（身体障がい者福祉施設）
相談室セーボネス
（障がい者相談支援事業所）

4,269人 3,163人 ➚

15,655世帯 14,897世帯 ➚

1,480世帯 1,218世帯 ➚

1,640世帯 1,379世帯

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）

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

介護予防センター栄・丘珠
丘珠町167-13 おおぞら敷地内

24.6% 20.5% ➚

➚

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

41人 3人

北41条東15丁目1-18

名称・所在地

スポーツ交流施設つどーむ　栄町885番地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 充て職無し　まちづくり連絡協議会役員から選出 23単位町内会のうち23町内会で設置

地区社協の構成

平成8年3月 開催状況 福祉協力員会議を地区で１回開催（各単町ごとの開催回数の把握は無し）

設置 開催回数 年1回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 元町地区社協会長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長1名、運営委員14名 備考

住民向け研修会 年 1 回 介護予防研修会

36名 住民協力員 30名 健康づくり 年 50 回 水曜ウォーキング

元町会館内の情報交流スペースを会議等で使用 その他交流会 年 　 回 　

占有スペースなし 会食・配食会 年 1 回 敬老のつどい　２会場

入浴会 年 　 回 　

異世代交流 年 1 回 餅つき大会　５会場

イベントその他 年 2 回

374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） 374 世帯 子育て世帯  世帯

高齢（夫婦）  世帯 世帯 さわやか元町　元町会館　年１０回

障がい者 世帯

　374世帯 374回 世帯 回 世帯 回

世帯  世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 23町内会のうち4町内会で作成

・23町内会のうち4町内会で実施

・取組内容

 研修会実施4町内会

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

元町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、理事11名、事務局長1名、総務部長1名、会計部長1名、監事2名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

学習・研修活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

子育てサロン「キャロピーきっず」　元村公園会館　毎週月曜日
子育てサロン「タマチャンきっず」　元町会館　第４金曜日外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

　札幌市から名簿提供を受けている⇒第２分区町内会
広報誌「パープル」発行、年末ふれあい訪問実施

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



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 元町連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 24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 慈徳ハイツ　北24条東18丁目4-30 定数

（特別養護老人ホーム）

慈照ハイツ　北24条東18丁目4-30

（軽費老人ホームA型） □病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 誠心眼科病院

北15条東18丁目5-15

啓生会病院

北27条東20丁目5-25

札幌東和病院

北30条東18丁目8-1

元町会館【まちセン併設】（北20条東20丁目6-22）

元村公園会館(北28条東18丁目1-36)

元町北27条会館(北27条東19丁目7-2)

元町中央会館(北24条東19丁目2-17) 元町北東会館(北21条東17丁目1-1)

単位町内会数

元町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

28,867人 27,826人 ➚

3,323人 3,560人 ➙

18,744人 18,922人 ➚

➚

1,181世帯 971世帯

6,800人 5,344人 ➚

3,224人 2,512人 ➚

37人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

23.6% 19.2% ➚

➚

14,084世帯 12,853世帯 ➚

1,434世帯 1,096世帯

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

札幌東消防署　北24条東17丁目1-1

介護予防センター元町
北24条東18丁目4-30



□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 伏古本町連合町内会役員から選出 38単位町内会のうち36町内会で設置

地区社協の構成

平成9年6月 開催状況 各単町で随時開催（地区で開催回数の把握無し）

設置 開催回数
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 伏古本町地区社協役員から選出 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 顧問1名、相談役1名、副会長2名、会計1名、事務局長1名、幹事12名 備考

住民向け研修会 年 1 回 近隣の見守りについて

141名 住民協力員 91名 健康づくり 年 1 回 認知症講座

平成11年2月、苗穂・本町地区センター内に設置 その他交流会 年 回

占有スペースあり 会食・配食会 年 1 回 敬老ふれあいお食事会　3会場

入浴会 年 回

異世代交流 年 　 回 　

イベントその他 年 1 回 夏まつり

2306世帯（38単位町内会のうちの36町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 2,247 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者  世帯

世帯 回 世帯 回 2,247世帯 15,703回

　　　 世帯 　 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 38町内会のうち6町内会で作成

・38町内会のうち6町内会で実施

 

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

伏古本町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、顧問2名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、監査2名、理事6
名、委員18名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン
ふれあい喫茶/ふしこ地区センター、サロンくつろぎ/伏古記念会館、ぬくもりサ
ロン/苗穂神社社務所、さわやかサロン/苗穂本町地区センター

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　ピノキオ　　札幌小学校　　　年12回
外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

救急情報カードの作成、連町広報誌「葱ぼうず」で情報発信

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



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 伏古本町連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 38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

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 東苗穂病院

東苗穂3条1丁目2-18 本町1条1丁目2-10

勤医協中央病院 クラーク病院

東苗穂5条1丁目9-1 本町2条4丁目8-20

札幌佐藤病院

伏古2条4丁目10-15

整形外科北新東病院

伏古5条3丁目3-2

16,895人 19,185人 ➘

29,086人 30,145人 ➘

3,427人 3,855人 ➘

伏古本町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 まちセン（伏古３条３丁目2-10） 札苗中央会館(東苗穂4条1丁目16-19)

1,585世帯 1,357世帯

8,764人 7,105人 ➚

4,077人 3,214人 ➚

12,923世帯 12,815世帯 ➚

1,580世帯 1,285世帯 ➚

法国寺　本町1条1丁目5-25

札幌刑務所／札幌拘置支所／札幌少年院　東苗穂2条1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）

名称・所在地 名称・所在地

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

介護予防センター伏古本町
伏古７条３丁目１-33 藤苑内

30.1% 23.6% ➚

➚

名称・所在地

主任児童委員

42人 3人

民生委員・児童委員

北海道消化器科病院

定数

名称・所在地

藤苑　伏古7条3丁目1-33
（特別養護老人ホーム）
ひまわり　東苗穂3条1丁目2-18
（介護老人保健施設）

単位町内会数

苗穂・本町地区センター（本町２条７丁目2-10） ふしこ団地集会所(伏古3条4丁目2番)

伏古記念会館(伏古7条2丁目8-15) 東苗穂中央会館(東苗穂3条1丁目2-100)

ふしこ地区センター（伏古11条３丁目1-15）



□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 丘珠連合町内会副会長が兼務 15単位町内会のうち15町内会で設置

地区社協の構成

平成11年3月 開催状況 地区全体で年1回

設置 開催回数 12
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 丘珠地区社協委員兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長3名、事務局長1名、事務局次長3名、運営委員16名 備考

住民向け研修会 年 回

25名 住民協力員 70名 健康づくり 年 24 回 スマイル健康教室12回、ウォーキングほか12回

平成11年3月、丘珠ふれあいセンターに設置 その他交流会 年  回 　

占有スペースあり 会食・配食会 年 回

入浴会 年 1 回

異世代交流 年  回  

イベントその他 年 回

47世帯（15単位町内会のうちの15町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 30 世帯 子育て世帯  世帯

高齢（夫婦） 15 世帯 世帯

障がい者 2 世帯

　　10世帯 22回 世帯 回 46世帯 119回

22 世帯 6 世帯

 世帯  世帯

福祉マップの作成状況 15町内会のうち9町内会で作成

・15町内会のうち6町内会で実施

・取組内容

 研修会実施6町内会　　　　

なかよし広場　　丘珠ふれあいセンター　　年12回
こどもの広場　　丘珠みなみ会館　　　　　 年12回外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

活動者向け研修会開催、広報誌「丘珠福まち会報」発行、見守りカード作成

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

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）

その他 高齢者サロン

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　1　　〕 部会名〔健康づくり　　　　　　〕

学習・研修活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□支援活動状況

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

丘珠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4名、副会長2名、事務局長兼会計1名、事務局次長1名、監事2名、委員22
名



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 丘珠連合町内会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数

17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

名称・所在地

老人福祉施設 定数

□病院

障がい者福祉施設 ウィズ東苗穂　東苗穂町1089-1

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設

丘珠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）

4,342人

2,115人

33.8%

□コミュニティ施設等

7,069人

直近基準年 比較対象年 傾向

12,842人

➘

13,355人

1,600人

8,139人

1,431人

5,138世帯

584世帯

単位町内会数

1,685人

902世帯

27.1%

5,147世帯

489世帯

744世帯

丘珠新栄団地会館(北丘珠4条2丁目1-10)

丘珠黄金クラブ(丘珠町712)

主任児童委員

3,616人 ➚

➚

➚

丘珠鉄工会館(北丘珠3条4丁目3-3) 栄ケ丘会館(北36条東21丁目3-3）

名称・所在地

札幌丘珠空港　丘珠町丘珠空港

陸上自衛隊丘珠駐屯地　丘珠町161番地

介護予防センター栄・丘珠
丘珠町167-13 おおぞら敷地内

名称・所在地

ウィズ東苗穂　東苗穂1089-1
（特別養護老人ホーム）
さっぽろ東ナーシング
（介護老人保健施設）
さつき園　丘珠町293番地
（ケアハウス）

丘珠ふれあいセンター【まちセン併設】（丘珠町183－２）

丘珠みづほ団地町内会館(北丘珠2条2丁目5-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

2人第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

➙

➚

名称・所在地

➘

民生委員・児童委員

22人

丘珠みなみ会館(北37条東28丁目11-10)

連合町内会
（町内会連合会）

➚

➘



□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

地区社協の構成

平成12年3月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 東雁来連合町内会会長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長1名、事務局長1名、事務局次長3名、会計部長1名、運営委員18名 備考

住民向け研修会 年 回

25名 住民協力員 健康づくり 年 回

平成15年2月、モエレ交流センターに設置 その他交流会 年 回

占有スペースあり 会食・配食会 年 4 回 ふれあい会食会

入浴会 年 回

異世代交流 年 回

イベントその他 年 回

115世帯（43単位町内会のうちの４３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 89 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 26 世帯 世帯

障がい者 世帯

161世帯 161回 90世帯 90回 115世帯 ７４９回

世帯 　 世帯

世帯 　 世帯

福祉マップの作成状況

未実施

札苗地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

札苗連町会長が兼務
設置状況

副会長４名、事務局長１名、会計１名、監査２名、委員5名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年
地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　6　　　〕 部会名〔茶話会、食事会、子育て、見守り、かけはし110番、広報研修〕

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン ミニサロン　地区会館等　年6回

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　地区会館等　年24回
外出・託児支援 介助支援

1４町内会が作成
その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

広報誌「福まちだより」発行、施設見学会、相談室開設（月～金午
後）、見守りカード作成、単町会長・役員へ見守り研修

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



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

高齢夫婦世帯数 □町内会

札苗地区自治連絡協議会

　札苗連合町内会

□福祉施設 　東雁来連合町内会

　中沼連合町内会

老人福祉施設 45町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□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 札幌市自閉症者自立支援センター　

東雁来町207（知的障がい者福祉施設） 定数

児童福祉施設

□病院

札苗病院

東苗穂7条2丁目8-20

38,613人 35,964人 ➚

6,324人 5,471人 ➚

札苗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 モエレ交流センター【まちセン併設】（東苗穂７条２丁目2-30）

22,846人 ➘

9,832人 7,647人 ➚

22,457人

➚

25.5% 21.3% ➚

12,739世帯 ➚13,825世帯

1,825世帯 1,469世帯

4,540人 3,431人

1,311世帯 948世帯

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数フローラルさつなえ　東苗穂1条3丁目2-16
（特別養護老人ホーム）
もえれパークサイド　中沼町105-43
（介護老人保健施設）

名称・所在地

札幌明啓院　東苗穂1条3丁目2-11

札幌保健医療大学　中沼西4条2丁目1-15

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

豊畑会館(東雁来町361)

東苗穂集会所(東苗穂1条3丁目3)

４条会館(東苗穂4条3丁目2-5)

農本会館(東苗穂11条2丁目13-17)

中沼会館(中沼町27-3)

中沼西会館(中沼西3条1丁目1-15)

東雁来会館(東雁来町180-9)

札苗第三会館(東苗穂8条3丁目9-15)

東苗穂福祉会館(東苗穂8条2丁目15)

札苗北会館(東苗穂13条3丁目26-33)

中沼モエレ会館(中沼町104)

福移公民館(中沼町237)

介護予防センター東苗穂
東苗穂町1089-１

東雁来自治会館(東雁来7条1丁目12)

名称・所在地

➚

民生委員・児童委員 主任児童委員

41人

➚

3人

名称・所在地

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階



□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 苗穂連合町内会会長が兼務 14単位町内会のうち13町内会で設置

地区社協の構成

平成8年9月 開催状況 各単位町内会で随時開催（地区で開催回数の把握なし）

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 苗穂連合町内会福祉部長兼務 □一般向け研修事業、交流事業の実施状況

構成 副委員長1名、事務局長1名、事務局次長1名、バス運行担当1名、委員11名 備考

住民向け研修会 年 1 回 見守り情報交換会

49名 住民協力員 13名 その他 6名 健康づくり 年 回

平成11年2月、苗穂・本町地区センター内に設置 その他交流会 年 回

占有スペースあり 会食・配食会 年  回 会場耐震工事で３０年度休止

入浴会 年 回

異世代交流 年 　 回 会場耐震工事で３０年度休止

イベントその他 年 1 回 夏まつり

1027世帯（14単位町内会のうちの13町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 513 世帯 子育て世帯 66 世帯

高齢（夫婦） 281 世帯 165 世帯

障がい者 2 世帯

　117世帯 739回 22世帯 43回 75世帯 944回

28 世帯  世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 未実施

・14町内会のうち１3町内会で実施

・取組内容

　ア）研修会実施５町内会　　　　イ）要援護者の調査５町内会

　ウ）要援護者と支援者のマッチング５町内会

　エ）その他（防災訓練の実施）13町内会）

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

苗穂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
顧問3名、副理事長3名、常任理事1名、理事23名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　3　　〕 部会名〔交流活動、広報活動、バス運行管理〕

学習・研修活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

交流活動

□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）

その他 高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

子育てサロン　　苗穂中央会館　　　毎月第一金曜
外出・託児支援 介助支援

その他
（複合型）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

福祉バス年５３回運行、小学生の農作業体験支援（休止）、相談室開設、
電話早見表の作成、広報誌「苗穂福祉ふれあいテンからのお知らせ」発行

除雪支援 家事・育児支援
子育てサロン



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 苗穂連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 15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 徳洲苑なえぼ　北7条東18丁目105-23 定数

（介護老人保健施設）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 厚成会母子ホーム　

北8条東15丁目2-13

（母子生活支援施設）

単位町内会数

苗穂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

8,033人 8,517人 ➘

806人 1,031人 ➘

4,978人 5,679人 ➘

2,249人 1,807人 ➚

1,000人 815人 ➚

3,745世帯 3,836世帯 ➘

440世帯 373世帯 ➚

412世帯 326世帯

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）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

15人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26
昌栄堂ビル３階

介護予防センターなえぼ
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

28.0% 21.2% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

大谷染香苑　苗穂町２丁目2-5

陸上自衛隊苗穂分屯地　苗穂町7丁目1-1

瑞穂会館(苗穂町13丁目2-12)

苗穂中央会館(北6条東19丁目1-5)

苗穂記念館【まちセン併設】（苗穂町３丁目3-45）



 

白石区 



□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 兼務なし ２３単位町内会のうち１２町内会で設置

地区社協の構成

平成9年5月 開催状況 年度で、2単町は随時、複数回開催。残り11単町は、概ね年2回程度

設置 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 白石地区社協会長兼務

構成 副委員長1名、事務局長1名、事務局次長１名、運営委員11名 備考

年 1 回 認知症・介護予防講座

90名 住民協力員 年 回

平成10年4月、白石会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 ひとり暮らし高齢者「さわやか集い」

年 回

年 2 回 まちづくりふれ愛音楽祭、子ども百人一首お楽しみ会

年 3 回 高齢者の集い、いきいき健康まつり
雪で遊ぼうin南郷

2,370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） 1375 世帯 子育て世帯 30 世帯

高齢（夫婦） 995 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

1,290世帯 10,630回 77世帯 320回 450世帯 3,630回 障がい者サロン

55 世帯 世帯

5 世帯 30 世帯

3 世帯 世帯

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

23町内会のうち14町内会で作成

23町内会のうち3町内会で実施※マッチングの実施町内会は１町内会

ゴミ出し支援 子育て支援

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

高齢者サロン

・生きがい・サロン・ポニー/個人宅/月1回　・明日の会/ﾏﾝｼｮﾝ集会室/週1回
・ふれあいサロン・南郷台/マンション集会場/月1回
・憩の会/共栄福祉会館/月1回　・ふれんどサロン/マンション集会室/月1回
・サロン和かば/スピタール南郷丘、アルスタウン（高齢者共同住宅）/月2回
・カフェinカメラ懐館（カメラ懐館）/月２回・シニアサロン「ゆうゆう」（共栄福祉会館）/月1
回

子育てサロン

・わんぱくサロン/白石小学校ミニ児童会館/月1回
・ぽかぽかサロン/南郷小学校ミニ児童会館/月1回
・ドラごんず/白石区民センター/月1回
・たんぽぽサロン/西白石小学校ミニ児童会館/月1回
・子育てサロン「コアラ」/共栄福祉会館/月1回

活動者 福祉推進員

外出支援

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

除雪支援（福祉除雪含む）

白石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、事務局長（副会長兼務）1名、事務局次長3名、
常任委員4名、監事2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 無



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 白石地区連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 23町内会（うち連合町内会非加入　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 特養白石ポプラ園 中央1条4丁目2-6 

特養へいわの郷　平和通1丁目南2-1

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 認可保育所　6園

長野病院 札幌白石記念病院

中央3条5丁目4-30 本通8丁目南1-10

札幌呼吸器科病院 白石中央病院

栄通3丁目3-35 平和通3丁目北2-3

幌東病院

本郷通7丁目南4-30

吉田記念病院

本通2丁目南5-10

白石区民センター(南郷通１丁目南8-1) 中央福祉会館(中央1条5丁目4-36)

白石会館【まちセン併設】(本通1丁目南2-32)

白石駅前会館(平和通2丁目北3-61)

共栄福祉会館(平和通7丁目南1-15)

児童会館　1館、ミニ児童会館　3館

白石まちづくりハウス　平和通3丁目北3-1

名称・所在地

コミュニティホーム白石（老人保健施設）　本郷通3丁目南1-35

柏ケ丘(老人保健施設） 平和通7丁目南5-1

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）

24.3% 20.8% ➚

➚

19,720世帯 19,065世帯 ➚

2,271世帯 1,816世帯 ➚

1,666世帯

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

55人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
本郷通３丁目南１-35
コミュニティホーム白石内

介護予防センター白石中央
本郷通３丁目南１-35
コミュニティホーム白石内

名称・所在地

定数

特養あすかHOUSE白石　中央1条5丁目1-10

➘

9,821人 8,186人 ➚

4,919人 4,039人 ➚

単位町内会数

白石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

40,491人 39,279人 ➚

4,446人 4,454人 ➚

26,224人 26,639人

1,445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 兼務なし １７単位町内会（連町未加入５町内会）のうち4単位町内会で設置

地区社協の構成

平成9年4月 開催状況 各単町、随時開催

設置 開催回数 年11回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 東白石地区社協常任委員（兼務）

構成 顧問1名、委員長１名、事務局長1名、運営委員10名、協力員2名 備考

年 2 回 防災研修、介護予防研修

13名 住民協力員 2名 年 回

平成２８年２月民間借家内に開設 年 回

占有スペースあり 年 回

年 1 回 ふれあい入浴ツアー

年 2 回 ひとり暮らしのお年寄りとの懇談会（会場
別に２回）

年 回

627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） 627 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

584世帯 584回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン

46 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

17町内会のうち17町内会で作成

取組みなし

その他
（複合型）

□その他の活動

一人暮らし高齢者との忘年会

買い物支援 その他

活動者 福祉推進員

外出支援

高齢者サロン

福まちサロン/福まち事務所/月１回（7・8・1月除く）
みんなのお茶の間くるくる／個人宅／毎週火曜日
ふれあい広場ほんごう／本郷会館／月１回
なでしこの会／個人宅／月１回
ひまわりサロン/個人宅/週2回(火・木曜日）

ゴミ出し支援 子育て支援
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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

除雪支援（福祉除雪含む）

東白石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4名、総務１名、副総務1名、常任委員38名、監事2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　　1　　　　〕 部会名〔　　広報部会　　　　　　　〕



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 東白石地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会（うち連合町内会非加入　5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 認可保育所　4園

恵佑会札幌病院

本通14丁目北1-1

恵佑会第２病院

本通13丁目北7-1

名称・所在地 名称・所在地

47人 3人

民生委員・児童委員

南栄会館(南郷通6丁目南1-35) 南郷福祉会館(南郷通7丁目南4-4)

本郷会館(本郷通8丁目北1-21) みつば会館(本郷通10丁目北3-3)

旭町内会館(平和通10丁目北4-15)

介護予防センター本通
本通16丁目北４-30

単位町内会数

第３地域包括支援センター
本郷通９丁目南３-６

児童会館　2館、ミニ児童会館　１館

ケアハウス桜　本通10丁目南10-11

名称・所在地

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）

24.6% 21.4% ➚

➚

17,599世帯

主任児童委員

16,692世帯

名称・所在地

➘

1,622世帯 ➚

1,209世帯 1,086世帯

7,630人 6,381人 ➚

3,882人 3,279人 ➚

2,302世帯

20,977人 20,883人

➚

東白石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 東白石会館【まちセン併設】(本通13丁目南10-1)

31,040人 29,825人 ➚

2,433人 2,561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 兼務なし 未設置

地区社協の構成

平成8年3月 開催状況 －

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

　10：00～

代表者 東札幌地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

94名 住民協力員 年 回

平成13年2月、東札幌会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 3 回
お楽しみ配食弁当(2回)、
あったか交流会(1回)

年 回

年 回

年 1 回 ふれあいバスツアー

149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） 149 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

70世帯 900回 世帯 回 130世帯 1560回

世帯 世帯 障がい者サロン

世帯 世帯 子育てサロン

世帯 世帯

□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）

見守り活動
訪問 電話

高齢者サロン

・いきいきサロン「東札幌」　　  東札幌福まち事務所　　月2回
・いきいきサロン「やまびこ」  東札幌福まち事務所　　　月2回
．東札幌ハイツ友愛会　マンション集会所　月1回
．いきいきサロンひまわり　団地集会場　月2回
・東札幌ランチサロン　東札幌福まち事務所　月1回
・コミュニティサークル　マンション集会室　月4回

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〔基本部会、交流部会、研修部会、広報部会、福祉マップ部会〕

活動者 福祉推進員

委員長１名、副委員長１名、事務局長１名、事務局次長1名、会計1名、運営委員10名

東札幌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、事務局長１名、事務局次長２名、会計長１
名、会計１名、監査２名、常任委員１８名

外からの見守り

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

取組みなし

外出支援

□その他の活動

買い物支援 その他

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）

・ぐー・ちょき・ぱー　東札幌会館　月1回（主催：民児協、協力：福まち）



東札幌会館【まちセン併設】(東札幌2条4丁目3-14)

人口 緑栄会館(東札幌1条5丁目8-16)

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 東札幌町内連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14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 特養ルミエール　東札幌1条3丁目1-1

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設 認可保育所　5園

三樹会病院 白石産科婦人科病院

東札幌2条3丁目6-10 東札幌5条6丁目6-28

東札幌病院 札幌北楡病院

東札幌3条3丁目7-35 東札幌6条6丁目5-1

白石江仁会病院

東札幌5条5丁目2-5

白石肛門科胃腸科病院

東札幌5条6丁目6-22

名称・所在地

児童会館　1館、ミニ児童会館　なし

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

東札幌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

15,820人

23,342人 22,132人 ➚

2,153人 2,245人 ➚

15,732人 ➚

5,369人 4,155人 ➚

2,633人 1,949人 ➚

23.0% 18.8% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

単位町内会数817世帯 641世帯 ➚

12,792世帯 11,954世帯 ➚

1,583世帯 1,177世帯 ➚

名称・所在地

2人
第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

介護予防センター菊水
菊水４条１丁目９-22 勤医協札幌病院
内

定数

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

36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 菊水町内会連絡協議会会長が兼務

地区社協の構成

平成8年3月 開催状況 各単町、随時開催

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 菊水地区社協事務局長兼務

構成 備考

年 2 回 防災研修

75名 住民協力員 年 1 回 菊水地区健康増進フェア

平成19年3月、菊水東連合町内会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 回

年 1 回 お年寄りと子どもの交流会

年 3 回 高齢者ふれあい交流会、クリスマス会、カルタ交流会

370世帯（49単位町内会のうちの9町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 207 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 163 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

世帯 回 世帯 回 359世帯 4308回

11 世帯 世帯 障がい者サロン

世帯 世帯

世帯 世帯

その他
（複合型）

□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）

見守り活動
訪問

高齢者サロン

・お茶の間サロン・チャオ/個人宅/月2回
・いきいきサロンＰ・Ｇ/菊水地区福まち事務所/月2回
・サロン四つ葉/菊水東町福祉会館/月2回
・ラ・クレスト菊水ふれあいサロン/マンションホール/月4回
・菊水南町福の会/菊水南町やよい児童会館/月3回
・サロンＶガーデン/マンション集会室/週３回
・いちよん会/菊水地区会館/月1回

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〔福祉広報部、福祉事業部、福祉推進部、福祉研修部〕

活動者 福祉推進員

副委員長4名、事務局長１名、事務局次長１名、福祉広報部長・福祉事業部長・福祉推進部長・福祉研修部長各１名

菊水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４名、理事12名、事務局長１名、監事２名

49単位町内会（連町未加入８町内会）のうち９単位町内会で設置

電話 外からの見守り

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12町内会で作成

49町内会のうち3町内会で実施※マッチングの実施済み

ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援

□その他の活動

買い物支援 その他
子育てサロン

・どんぐりころころ/菊水地区会館/月1回
・ぷりんぷりん/上白石小学校多目的室/月1回



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 菊水町内会連絡協議会

世帯数 　　菊水東連合町内会　　　　　菊水西連合町内会

単身高齢世帯数 　　菊水南連合町内会　　　　　菊水北連合町内会

高齢夫婦世帯数 　　菊水上町連合町内会

49町内会（うち連合町内会非加入　8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

（地域密着型介護老人福祉施設） 定数

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 札幌市しらぎく荘　菊水5条2丁目1-4 勤医協札幌病院

（母子生活支援施設） 菊水4条1丁目9-22

認可保育所　6園 北海道がんセンター

菊水4条2丁目3-54

菊水上町会館(菊水上町4条1丁目135)

菊水地区会館【まちセン併設】(菊水7条2丁目2-20)

東町福祉会館(菊水6条4丁目3-10)

西町集会所（菊水５条２丁目1-4）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館2館

菊水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

25,340人 24,200人 ➚

2,597人 2,733人 ➚

16,960人 ➚

5,292人 4,507人 ➚

17,451人

2,539人 2,186人 ➚

20.9% 18.6% ➚

13,673世帯 12,861世帯 ➘

1,480世帯 1,219世帯 ➚

830世帯 740世帯

名称・所在地

41人 3人

民生委員・児童委員
第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

菊水こまちの郷　菊水上町4条3丁目94-64

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

介護予防センター菊水
菊水４条１丁目９-22 勤医協札幌病院
内

名称・所在地

➚

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 北白石地区連合町内会副会長が兼務 １１単位町内会のうち１０町内会で設置

地区社協の構成

平成9年7月 開催状況 各単町随時開催

設置 有 開催回数 １１回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 地区社協常任委員兼務

構成 備考

年 2 回 認知症講座、地域福祉市民活動フォーラム

137名 住民協力員 その他 年 回

平成27年10月、北白石まちづくりセンターに設置 年 回

年 2 回 秋の集い、新春の集い

年 回

年 1 回 三世代交流クリスマスの集い

年 回

216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） 188 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 25 世帯 その他 3 世帯

障がい者 世帯

213世帯 1002回 世帯 回 213世帯 8417回 障がい者サロン

25 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

顧問1名、委員長１名、副委員長３名、会計１名、事務局長１名、監事２名、常任委員１３名

高齢者サロン

北郷ふれあい・いきいきサロン　町内会館（３か所）　年９回
地域の茶の間「みずほ」　　北郷瑞穂会館　月1回
四丁目サロン　白石ゴム製作所1階　月4回
ふれあい・いきいきサロン瑞穂　瑞穂町内会会館　月4回
なごみサロン　個人宅　月4回　　北郷団地元気サロン　北郷団地集会室　月1
回

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：

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〔見守り推進部会、事業部会、広報部会、研修部会〕

活動者 福祉推進員

北白石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４名、常任委員２名、会計１名、事務局長１名、監事２名、委
員１０名

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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

ころぽっくる　北白石小学校ミニ児童会館　月1回
地域のお茶の間　北白石地区センター　月1回ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む）

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

　　　１１町内会のうち１１町内会で作成

取組みなし

その他
（複合型）

□その他の活動

暑中見舞い配布、年賀状配布

買い物支援 その他



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 北白石連合町内会

世帯数 　北郷親栄町内会連絡協議会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 11町内会 （うち、連合町内会非加入　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 光友園　川北2254-5

（知的障がい者福祉施設） □病院

児童福祉施設 医療福祉センター　札幌あゆみの園

川北2254番地1 札幌あゆみの園

札幌乳児院　　川北2254番地1 川北2254番地1

認可保育所　5園

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館1館

22,965人 ➘

9,492人

北郷東会館（北郷3条6丁目8-27)

連合町内会
（町内会連合会）

ケアハウス　つかさ　北郷9条3丁目3-10

北郷会館（北郷3条3丁目8-1）

北郷瑞穂会館(北郷8条9丁目1-1)

北郷北部会館(北郷9条3丁目10-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

35,071人 35,772人 ➘

4,370人 4,663人 ➘

21,209人

8,144人 ➚

4,727人

主任児童委員

単位町内会数

名称・所在地

53人 3人

介護予防センター菊の里
菊水元町８条２丁目７-15

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

北白石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 北白石地区センター(北郷３条７丁目）まちセン（北郷2条3丁目11-21）

3,842人 ➚

27.1% 22.8% ➚

14,760世帯 14,569世帯 ➚

1,593世帯 1,303世帯 ➚

名称・所在地 名称・所在地

➚1,785世帯 1,578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 兼務なし ９単位町内会のうち２町内会で設置

地区社協の構成 ※単町福祉部が福祉推進委員会の役割を担う

平成10年4月 開催状況 随時

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 菊の里地区社協会長兼務

構成 備考

年 1 回 ボランティア研修

住民協力員 ８９名 年 1 回 健康づくりフェスタ

平成10年4月、白菊会館内に設置 年 回

年 回

年 回

年 1 回 七夕の集い

年 2 回 バスレク、福まち寄席

1479世帯（9単位町内会のうちの9町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 977 世帯 子育て世帯 25 世帯

高齢（夫婦） 477 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

１４４９世帯 １７３８８回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン

25 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

９町内会のうち９町内会で作成

その他
（複合型）

□その他の活動

日常相談業務として、地区福まち事務所において、電話相談対応実施(毎
週 月～金 午前中)

買い物支援 その他

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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

わくわくポケット/菊水元町地区センター/月1回
ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む）

菊の里地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長１名、副会長１名、事務局長１名、会計１名、常任委員６名、監事２名、委
員５名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペースあり

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〔広報部・ボランティア部〕

活動者 福祉推進員

委員長１名、副委員長２名、事務局長１名（副委員長兼務）、会計１名、常任委員８名、監事２名

高齢者サロン

サロン茶々/個人宅/月1回
きらく/白菊会館/月１回
福祉の日/米里町内会館/月4回
ばら工房/米里町内会館/月2回
お茶の間サロンゆうゆう/菊水元町南町内会館/月1回

入浴会

異世代交流

イベントその他



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 菊の里連合町内会

単身高齢世帯数 　菊水元町連合町内会

高齢夫婦世帯数

9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

特養平成苑　菊水元町8条2丁目7-15

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 認可保育所　3園 整形外科北新病院

菊水元町3条3丁目1-18

札幌センチュリー病院

菊水元町5条3丁目5-10

札幌ロイヤル病院

米里5条1丁目3-30

地域密着型介護老人福祉施設アルメリア米里　米里1条3丁目10-6

特養きくすいの里　菊水元町4条1丁目1-1

上白石会館(菊水元町3条1丁目6-31)菊水元町会館(菊水元町2条1丁目8-4)

東米里福祉会館(東米里2157)

2,995人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

1,681人 1,400人 ➚

24.7% 19.9% ➚

6,177世帯 6,135世帯

菊水元町地区センター（菊水元町５条２丁目4-20）

白菊会館【まちセン併設】（菊水元町8条1丁目11-1）

菊水元町南町内会館(菊水元町7条2丁目6-5)

米里町内会館(米里3条1丁目6-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➘

1,912人 2,246人 ➚

8,955人 9,778人 ➘

名称・所在地

19人 2人

3,562人

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館1館

菊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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

➚

575世帯 459世帯 ➚

14,429人 15,019人

民生委員・児童委員

名称・所在地

主任児童委員

単位町内会数

名称・所在地

第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

介護予防センター菊の里
菊水元町８条２丁目７-15

625世帯 545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 兼務なし 　　　６単位町内会のうち０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 開催回数 年４回
主な開催時
間帯

19：00～

代表者 北東白石地区社協会長兼務

構成 備考

年 3 回 市民講座

41名 住民協力員 その他 年 1 回 ふれあい遠足・凧揚げ

平成13年4月、北都地区会館内に設置 年 2 回 健康フェスタ

占有スペースあり 年 1 回 さわやか交流会

年 1 回 ふれあい入浴ツアー

年 2 回 七夕の集い・三世代クリスマスの集い

年 1 回 一日地域の茶の間

６８３世帯（６単位町内会のうちの６町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 893 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

873世帯 10,476回 世帯 回 世帯 回

20 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

委員長１名、副委員長２名、会計１名、運営委員１６名、事務局長１名、事務局員２名、監査２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０　〕

北東白石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、会計１名、理事１６名、事務局長１名、事務局
２名、監査２名

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
・北都ふれあいサロン/北都地区会館/月2回
・あすなろ会/川下公園・川下会館/月2回　・よろず会/川下会館/月2回
・シニアサロン『和み』/個人宅斜/月1回　・サロン「やまんば」/個人宅/月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

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

６町内会のうち６町内会で作成

２つの単位町内会で実施

・ゴーゴーキッズ/北都小学校体育館/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

・ふれあい音楽会　年２回

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 北東白石連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 6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 特養きさく苑　川下2128-2 定数

障がい者福祉施設 きさく苑　川下2128-2

（身体障がい者福祉施設） □病院

児童福祉施設 認可保育所　3園

石橋胃腸病院

川下3条4丁目2-1

札幌トロイカ病院

川下577番地8

東川下集会所(川下3条5丁目2)

川下会館(川下641)

川北会館(川北2条2丁目7-10)

東川下記念会館(川下3条5丁目3-25)

名称・所在地

ぼだい樹（老人保健施設）川下577-9

生きがい（老人保健施設）北郷2条11丁目3-20

児童会館2館、ミニ児童会館1館

名称・所在地
介護予防センター川下
川下2128-２

北東白石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 北都地区会館【まちセン併設】（北郷3条12丁目4-1）

19,081人 19,541人 ➘

2,429人 2,693人 ➘

10,926人 12,177人 ➘

5,726人 4,671人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,645人 1,937人 ➚

30.0% 23.9% ➚

7,378世帯 7,295世帯 ➚

743世帯 555世帯 ➚

単位町内会数

□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 名称・所在地

34人 2人

民生委員・児童委員

➚1,075世帯 854世帯

第１地域包括支援センター
 本郷通３丁目南１-35
 コミュニティホーム白石内



□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 白石東連合町内会副会長が兼務 １５単位町内会のうち１町内会で設置

地区社協の構成

平成9年4月 開催状況 １２回

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 白石東地区社協会長兼務

構成 委員長1名、副委員長２名、会計１名、監事２名、委員８名、事務局長１名 備考

年 回

住民協力員 年 1 回 健康まつり

無し 年 回

年 回

年 回

年 回

年 1 回 さわやか交流会

８54世帯（１５単位町内会のうちの１５町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 854 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

432世帯 7060回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

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

占有スペース：

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　　　　　　　〕

白石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
顧問2名、会長1名、副会長２名、会計１名、監事２名、理事８名、事務局長１名

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
ふれあいサロン徳洲苑しろいし　　徳洲苑しろいし　月1回
いきいき・栄・健康サロン　栄自治会集会所　月４回

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

地区全体で研修を実施

子育てサロン「このゆびと～まれ！」　白石東会館　年12回（主催：民児協、協
力：福まち）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

友愛訪問の実施（9月）

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 白石東地区町内会連合会

世帯数

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 特養白石ハイツ　本通16丁目北4-30 定数

障がい者福祉施設 ケアホームあゆ夢　

平和通17丁目北1-12 □病院

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設 認可保育所　5園

➚

傾向

名称・所在地

児童会館なし　ミニ児童会館2館

名称・所在地

24,521人

2,646人

16,215人

名称・所在地

2,662人

16,374人

4,524人

2,088人

➚

➚ 柏会館(平和通17丁目北1-20)

白石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）

5,660人

2,771人

23.1%

23,560人

➚

➚

➚

□コミュニティ施設等

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

直近基準年 比較対象年

12,509世帯

1,359世帯

987世帯

19.2%

11,873世帯

944世帯

864世帯

介護予防センター本通
本通16丁目北４-30

白石東地区センター（本通16丁目南）

名称・所在地

第３地域包括支援センター
本郷通９丁目南３-６

2人

➚

民生委員・児童委員 主任児童委員

32人

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

➚

➚

白石東会館【まちセン併設】（本通18丁目南2-6）



 

厚別区 



□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%



 

豊平区 



□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 豊平町内会連合会会長が兼務 20単位町内会のうち19町内会で設置

地区社協の構成

平成９年１１月 開催状況 適宜

設置 開催回数 4
主な開催時
間帯

概ね13:30

代表者 豊平地区福まち運営委員長

構成 運営委員長１名、副委員長３名、事務局次長１名、会計１名、幹事１名、監査２名、委員１６名 備考

年 2 回 秋を楽しむ会、敬老を祝う会

123名 住民協力員 0 その他 年 1 回 お元気チェック・ふれあいお楽しみ会

年 回

年 1 回 ふれあいお茶会

年 回

年 1 回 異世代交流会

年 1 回 お楽しみ演芸会

750世帯（18単位町内会のうちの18町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 750 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

750世帯 2946世帯 世帯 回 世帯 回

18 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

未実施

未実施

こりんご旭水　旭水会館　年12回
こりんご東園　東園小学校ミニ児童会館　年18回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福まち愛の発行（年2回）、福まち全体会議（年1回）、健康フェア開催(年1
回)
健康学校開催（年１回）

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
ワイワイサロン(月2回)、コスモいきいきサロン(随時)、シャンボールサロン(月1
回)、
ふれあいサロン(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

豊平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５名、会計１名、監事２名、委員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：

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 なし



豊平会館【まちセン併設】(豊平６条７丁目1-12)

人口 旭水会館（水車町６丁目１－２０）

年少人口 豊平橋南集会所（豊平5条2丁目1－36）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 豊平地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 20町内会（うち連合町内会非加入　2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 とよひらの里　豊平3条11丁目2-15 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 札幌あいりん荘 豊平4条3丁目3-26 札幌ライラック病院

(母子生活支援施設) 豊平6条8丁目2-18

単位町内会数

豊平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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

26,426人 25,010人 ➚

2,182人 2,336人 ➚

18,276人 17,728人 ➚

5,968人 4,946人 ➚

3,031人 2,521人 ➚

15,181世帯 14,612世帯 ➚

1,578世帯 1,417世帯 ➚

942世帯 807世帯

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）

主任児童委員名称・所在地

41人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター美園
美園12条７丁目７-８ 八千代ビル２階

22.6% 19.8% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター



□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 美園地区町内会連合会会長が兼務 10単位町内会のうち10町内会で設置

地区社協の構成

平成８年３月 開催状況 毎月１回

設置 開催回数 年3回
主な開催時
間帯

18:00～19:00

代表者 美園地区福祉のまち推進センター会長

構成 備考

年 回

61名 住民協力員 110名 その他 7名 年 2 回 はつらついっぽ会（元気ハツラツ広場）

借家（札幌市豊平区美園５条３丁目１－１９－１０１／電話８２１－５３８１） 年 1 回 はつらついっぽ会（介護予防）

年 回

年 1 回 はつらついっぽ会（入浴会）

年 2 回 敬老の日記念行事、もちつき交流会

年 1 回 みそのワッ、輪、和のつどい

163世帯（１０単位町内会のうちの１０町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 121 世帯 子育て世帯 1 世帯

高齢（夫婦） 30 世帯 その他 8 世帯

障がい者 3 世帯

95世帯 515回 34世帯 54回 78世帯 ―

36 世帯 0 世帯

2 世帯 0 世帯

1 世帯 0 世帯

副会長１名、委員長１名、副委員長１名、会計委員１名、監事２名、相談役２名、地区社協会長

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

未実施

未実施

部会名〔企画部・活動部・子育てサロン〕

活動者 福祉推進員

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

＊美園めんこちゃんひろば　美園湯　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） 外出支援
子育てサロン

□その他の活動
福まち全体会議（年２回）、関係機関と代表推進員の情報交換会（毎月１回）、美園新聞（町
連発行）への記事掲載、消費者トラブル防止チラシ配布、ふれあいカードの見直し(随時)、
高齢者と小中学生の年賀状交流会(12月)、美園夏まつり、美園リンゴまつり、敬老祝い品配
布

買い物支援 その他

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
小地域高齢者サロン　会館他（３ブロック）　年30回、グリーンアップル美園(月
1回)、　　　　　ときわぎ仲良しサロン(２ヶ月に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

美園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１８名（美園地区町内会連合会と構成は
同じ）

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：あり

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　〕



美園会館【まちセン】(美園６条５丁目4-1)

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 美園地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 佐々木内科病院

美園7条8丁目6-20

単位町内会数

美園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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

22,319人 20,868人 ➚

2,260人 2,103人 ➚

15,600人 14,977人 ➚

4,459人 3,788人 ➚

2,251人 1,964人 ➚

11,446世帯 11,183世帯 ➚

1,114世帯 995世帯 ➚

698世帯 611世帯

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）

主任児童委員名称・所在地

34人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター美園
美園12条７丁目７-８ 八千代ビル２階

20.0% 18.2% ➚

➙

名称・所在地

美園商店街振興組合（美園１条２丁目）

名称・所在地

美園郵便局（美園8条6丁目1-1）

美園湯（美園2条4丁目）

□地域包括支援センター・介護予防センター

社会福祉法人ＨＯＰ（美園８条1丁目3-23）

社会福祉法人ひまわり会（美園2条6丁目6-15）

札幌市立美園保育園（美園6条7丁目）

札幌市立豊園保育園（美園5条1丁目）



□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 月寒町内会連合会会長が兼務 設置町内会なし

地区社協の構成

平成１１年４月 開催状況

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

14:00～16:00

代表者 月寒地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長2名、運営委員７名、監事２名、アドバイザー2名、相談役１名 備考

年 1 回 座ってできる体幹トレーニング

164名 住民協力員 159名 その他 年 回

借家（札幌市豊平区月寒中央通７丁目２－６青木ビル別館１０２／電話857－2370） 年 回

年 回

年 回

年 4 回 異世代交流会・にぎにぎ交流会・料理教室

年 2 回 ピクニック・サロン合同交流会

1420世帯（78単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1420 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

1420 20,094.0 世帯 回 4120 41660

62 世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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〕

月寒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、監事２名、各部正副部長37名

部会名〔総務部、高齢者支援部、子育て支援部、研修部、広報部〕

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
十日会（月1回）、いい輪サロンの会(月4回)、サロンよつば(月1回)、どんぐり(月1回)、二
区いきいきクラブ(月1回)、あやめのふれあいサロン(月2回)、いちごサロン(月1回)、いき
いきサロン「逢」(２回）、にじ色フリースペース（月３回）月寒大東サロン（月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

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

78町内会のうち15町内会で作成

未実施

みんなのひろば(月2回)、地域のお茶の間(月1回)、

　あんぱんさろん（子育てサロン）　福まち事務所　週2回、
あっちこっちあんぱんさろん（移動サロン）　月寒東会館、南月寒小ミニ児、公
民館　年6回、たらんぼ（月１回）、にじ色フリースペース（月３回）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

「ブロック懇談会」（単位町内会関係者による見守り体制強化支援）（年2回）
新任者研修（年1回）、福祉推進員・町内ボランティア研修会（年2回）
福まち情報「みてね」（年2回）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



月寒公民館【まちセン併設】(月寒中央通７丁目8-19)

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 月寒地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 76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 幸栄の里　月寒西2条5丁目 定数

幸栄の里つきさっぷの丘

月寒西4条6丁目1-35 □病院

コスモス苑　月寒東4条10丁目8-30

札幌朗愛会病院

（特別養護老人ホーム） 月寒西1条10丁目3-30

障害者福祉施設 北樹会病院

児童福祉施設 月寒西5条8丁目4-32

名称・所在地

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

53人 3人第３地域包括支援センター
月寒中央通７丁目６-20
ＪＡ月寒中央ビル２階

17,771世帯 16,946世帯 ➚

1,959世帯 1,602世帯 ➚

23.5% 19.4% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

単位町内会数1,443世帯 1,249世帯 ➚

8,898人 7,207人 ➚

4,328人 3,476人 ➚

24,752人

37,940人 37,119人 ➚

4,290人 4,496人 ➚

25,416人 ➚

月寒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

□公共施設等

□地域包括支援センター・介護予防センター

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

月寒あさがおの郷　月寒西1条11丁目443番26
介護予防センター月寒
月寒西２条５丁目１-２ 幸栄の里内



□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 平岸地区町内会連合会会長が兼務 ４ブロックに分けて設置

地区社協の構成

平成８年１０月 開催状況

設置 開催回数 年７回
主な開催時
間帯

13:30～

代表者 平岸地区社協会長兼務

構成 事務局長１名、総務１名、地区民児協会長１名、運営委員16名 備考

年 回

103 住民協力員 0名 その他 年 12 回 健康教室

平成19年10月、平岸会館内に設置。 年 12 回 介護予防活動

年 3 回 各ブロック昼食会

年 1 回 日帰り入浴会

年 回

年 回

1087世帯（37単位町内会のうちの37町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 531 世帯 子育て世帯 186 世帯

高齢（夫婦） 370 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

565世帯 812回 世帯 回 246世帯 945回

世帯 世帯

44 世帯 186 世帯

4 世帯 世帯

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

年4回（地区運営委員会の報告）＋適宜（ブロック内の事業打ち合わせなど）

平岸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４名、会計１名、監査役２名、各正副部長２3名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　１〕 部会名〔事業部会〕 住民向け研修会

活動者 福祉推進員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

占有スペース：あり 会食・配食会

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

サロンこのはな(週5回)、ほっと・おしゃべりサロン(月1回)、ドエルさっぽろふれあいクラブ
(月2回)、サロン・ド・パストラル(月1回)、友愛の会(週1回)、T-Room(週2回)、ランチ＆お
しゃべりサロン(週1回)、サロンあづましい（月1回）、平岸フラワーホームお元気サロン
（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

子育てサロン　３会場（平岸会館・四区会館・グランドビル）　年46回
ふれあい平岸なかよしひろば(月2回)、あっぷるなかよしひろば(月1回)
四区なかよしひろば（月1回）ゴミ出し支援 子育て支援

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 37町内会

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

災害時要援護者避難支援
の取組状況

未実施
□その他の活動

ブロック別推進員研修会（4回）、ひめりんご（町連発行）への記事掲
載、福祉年賀状の発送（年1回）、よさこい観覧（年１回）、広報誌の
発行（毎月）



平岸会館【まちセン併設】(平岸２条７丁目2-5)

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 平岸地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 37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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 ＫＫＲ札幌医療センター

平岸1条6丁目3-40

名称・所在地

963世帯 827世帯

民生委員・児童委員

➚

主任児童委員名称・所在地

39人 2人

1,816世帯 1,494世帯 ➚

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

□地域包括支援センター・介護予防センター

18,997人

連合町内会
（町内会連合会）

2,807人 2,446人 ➚

21.1% 19.0% ➚

15,635世帯

18,269人 ➚

5,724人 4,814人 ➚

14,995世帯 ➚

27,106人 25,380人 ➚

2,385人 2,297人 ➙

平岸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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

名称・所在地

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター中の島
中の島１条８丁目３-18



□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 中の島地区町内会連合会会長が兼務 未設置

地区社協の構成

平成１０年１２月 開催状況 -

設置 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

不確定

代表者 中の島地区社協会長兼務

構成 委員長１名、運営委員15名 備考

年 回

24 住民協力員 75 その他 年 回

平成１９年４月、中の島会館に設置 年 5 回 介護予防(補助金外含む）

年 1 回 各ブロック昼食会（３ブロック×１回）

年 回

年 回

年 回

1096世帯（10単位町内会のうちの10町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 838 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 258 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

119 12 世帯 回 977 随時

世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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〕

中の島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、会計正副部長２名、各正副部長29名、相談役1名、顧問3名、理事３名、監事２名

部会名〔地域ボランティア・企画広報・事業活動〕

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
カトレアサロン(月2回)、中の島いきいきサロン(週1回)、ぷらざ2・7(月1回)、ラ
ポール中の島ふれあい木曜サロン(月1回)、あいあいすこやかサロン（年15回
※介護予防センター中の島との共催）、和の会（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

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

未実施

・未実施

子育てサロン(あいあい・ゆういんぐ)　中の島会館　年40回、くれよんぽっけ(週
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
年賀状交流会(高齢者と小学生)、民生委員と福まち推進員の情報交換会(施設見学、子育てサロン等
の機会等)、９９カードの作成配布、各単位町内会長を対象に名簿取扱研修実施、見守り対象世帯へ意
向確認調査（5か年継続）、連合町内会ニュース（町連発行）への記事掲載、介護予防年15回(地区民児
協、介護予防センターと共催)

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



中の島会館【まちセン併設】(中の島１条４丁目9-4)

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 中の島地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 JCHO北海道病院

中の島1条8丁目3-18

名称・所在地

579世帯 526世帯

主任児童委員名称・所在地

25人 2人

民生委員・児童委員

1,150世帯 909世帯 ➚

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

9,158人

連合町内会
（町内会連合会）

1,779人 1,510人 ➚

25.2% 22.9% ➚

7,934世帯

9,020人 ➙

3,550人 3,085人 ➚

7,631世帯 ➘

14,086人 13,474人 ➚

1,378人 1,369人 ➚

中の島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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

名称・所在地

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター中の島
中の島１条８丁目３-18



□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 西岡地区町内会連合会会長が兼務 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１０年６月 開催状況 随時

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

10:00～12:00

代表者 西岡地区社協会長兼務

構成 副センター長１名、総務部2名、会計４名、広報３名、事業部5名、民生委員１名（各兼務あり） 備考

年 回

142 住民協力員 ３８名 その他 年 5 回 防災にも役立つ火を使わない料理

にしおか会館内に設置(豊平区西岡４条５丁目８－２１） 年 5 回 ふまねっと、カーリンコン、ノルディックウォーキング

年 1 回 ふれ愛交流会

年 回

年 3 回 ボランティア除雪、西岡トークカフェ

年 1 回 地域交流ピクニック

619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） 619 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

619 7,428 619 619 619 7368

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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

・7町内会で実施
研修会、要援護者の調査、要援護者と要支援者のマッチング、避難訓練

西岡げんきランド　西岡小学校　年15回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動
地区社協役員会年12回、代表者会議年12回、推進員全体会議年1回、町連発行
広報紙（水源）内の「福まちひろば」（年3回）福まち通信（年12回）、安心・安全研
修会（年3回）、相談室（月～金8:45～正午）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務、事業　〕

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
ふれ愛茶話会:29単町実施（各年1回）、ひまわり(月1回)、なかよしクラブ(月1回)、西岡４
丁目健康サロン(月1回)、あえ～る'08(月1回)、クローバーいきいきサロン(月1回)、いきい
きサロンさくら(月1回)、楽笑会(月2回)、憩い(月4回)

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

西岡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３名、会計１名、監事２名、理事４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：あり

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

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 西岡地区町内会連合会

高齢夫婦世帯数

38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 みどりの丘　西岡5条12丁目1-2 定数

（特別養護老人ホーム）

グリーンライフ光陽　 □病院

西岡5条12丁目1-1

（ケアハウス） 西岡第一病院

障がい者福祉施設 西岡3条6丁目8-1

児童福祉施設 西岡病院

西岡4条4丁目1-52

➙

1,995世帯 1,702世帯

➚

➚

名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員 主任児童委員

西岡二区あかしや会館（西岡4条9丁目10－3）

西岡南町内会館（西岡4条14丁目12-10）

にしおか会館【まちセン併設】(西岡４条５丁目8-21）

➘

西岡福住地区センター(西岡４条９丁目)

➚

➚

西岡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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

28,813人 28,774人

17,145人

1,399世帯 1,186世帯

4,732人 3,814人

9,285人 7,964人

32.2% 27.7%

11,989世帯

3,811人 3,665人

15,717人

11,971世帯

介護予防センター西岡
西岡５条12丁目１-２ みどりの丘内

連合町内会
（町内会連合会）

西岡さくら町内会館（西岡3条11丁目1-21）

西岡みどり町内会館（5条13丁目20-5）

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

単位町内会数

➚

➚

➚

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

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 福住地区町内会連合会会長が兼務 21単位町内会のうち11町内会で設置

地区社協の構成

平成９年９月 開催状況 随時

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

代表者 福住地区社協会長兼務

構成 備考

年 2 回 認知症サポーター養成・応用講座

95 住民協力員 ２名 その他 年 1 回 ノルディックウォーキング

平成９年２月、福住地区会館内に設置（豊平区福住１条４丁目１３－１７） 年 10 回 ふまねっと教室

年 1 回 ふれあいお楽しみ会

年 1 回 パークゴルフと日帰り入浴

年 回

年 回

296世帯（21単位町内会のうちの21町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 185 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 100 世帯 その他 11 世帯

障がい者 世帯

793 2,494 24 49 985 2187

5 世帯 1 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

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：なし

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〔　総務部、財務部、ふれあい推進部　〕

福住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３名、会計１名、監事２名、理事６名

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

福寿会(月2回)、福住さつき花かご会(年8回)、カトレア会(月2回)、パー
クハウス福住シニア町内会(不定期)、ポピーの会(年数回）、日曜カ
フェポピー（月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

その他

副委員長1名、事務局長（センター長）１名、事務局次長（センター次長）１名、委員２名、監査２名、
総務部長１名、財務部長１名、財務副部長１名、ふれあい推進部正副部長2名

活動者 福祉推進員

外出支援除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

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

１単町

実施なし

ふくふくキッズ　福住地区会館　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

福まち全体会議（年1回）、福まち研修会（新任者1回、個人情報取り扱い１
回、傾聴技法１回）、福祉施設見学(年1回)地区社協研修会（年2回）、広報
誌(ふれあい福住:年12回）

買い物支援



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 福住地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 21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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 小坂病院

福住2条2丁目9-1

単位町内会数

□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

19人 2人

民生委員・児童委員

➚964世帯 830世帯

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター

➘

4,477人 3,862人 ➚

10,427人9,976人

6,741世帯 ➚

643世帯 526世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,261人

福住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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 福住地区会館【まちセン併設】（福住１条４丁目13-17）

1,871人 ➚

27.3% 23.5% ➚

6,920世帯

16,427人 16,410人 ➚

1,974人 2,121人 ➘

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

介護予防センター東月寒・福住
月寒東２条18丁目７-35



□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 東月寒地区町内会連合会会長が委嘱

地区社協の構成

平成９年１０月 開催状況

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

未定

代表者 運営委員長（地区社協会長による指名）

構成 副委員長１名、事務局長１名、事務局次長２名、会計部長１名、その他１２名 備考

年 0 回

９４名 住民協力員 その他 年 11 回 健康講話、体操

平成１２年３月、東月寒地区センターに設置（豊平区月寒東３条１７丁目１５－３０） 年 8 回 脳トレ、誤嚥、転倒予防体操

年 8 回 お食事会、お楽しみ会

年 2 回 日帰り温泉

年 1 回 東月寒中学校生徒会との交流

年 回

306世帯（51単位町内会のうちの51町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 173 世帯 子育て世帯 126 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

173 2,508 91 316 120 1015

世帯 世帯

世帯 126 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16町内会で作成　メンテナンス20単町

実施なし

ふれあいキッズ　地区センター　年26回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

全体会議内での研修（年1回）、推進員研修会（年2回）、福まちだよ
り「ふれあい東月寒」（年2回）、町連広報誌に記事掲載（年4回）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔高齢者対策、子育て支援交流、福祉除雪〕

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２箇所５回、マック３６サロン(週1回)、ひばり会(週1回)、ヴェル友(月1回)、しらかば(月1回)、サロンほほえみ
(月2回)、サロンしらゆり(月1回)、ふれあいクラブ(週1回)、アイビーハイム友の会(月1回)、羊ケ丘げんきいっぱいの会
(週1回)、元気会(月2回)、軽スポーツ愛好会(月2～3回)、遊遊クラブ(週3回)、ふれあいサロンひまわり(月1回)、サロン
こすもす(月2回)、月寒元気の会（月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

東月寒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（町連福祉部が分掌）

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：あり

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 東月寒地区町内会連合会

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 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 うららか　月寒東4条17丁目1-15 定数

（ケアハウス）

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 羊ケ丘養護園 月寒東1条17丁目4-33 札幌月寒病院

(児童養護施設) 月寒東1条13丁目4-5

柏葉脳神経外科病院

月寒東1条15丁目7-20

札幌しらかば台病院

月寒東2条18丁目7-26

8,547世帯

910世帯

1,222世帯

24.7%

8,644世帯

746世帯

1,097世帯

比較対象年 傾向

名称・所在地

20,858人

2,430人

12,272人

2,622人

13,316人

5,232人

2,528人

➚

➘

➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

東月寒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）

6,156人

3,228人

29.5%

21,170人

➘

➚

➚

□公共施設等

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

直近基準年

介護予防センター東月寒・福住
月寒東２条18丁目７-35

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

2人

➘

民生委員・児童委員 主任児童委員

28人

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

➚

東月寒地区センター（月寒東３条１８丁目）

まちセン（月寒東3条17丁目15-30）

東月寒会館(月寒東２条19丁目4-11)

東月寒白樺会館（月寒東4条18丁目7）



□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 南平岸地区町内会連合会会長が兼務 設置なし

地区社協の構成

平成１０年１２月 開催状況

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

未定

代表者 南平岸地区社協会長兼務

構成 備考

年 2 回 [認知症の支援について」「おたがいさまの～」

63 住民協力員 ２名 その他 年 回

平成１０年１２月、南平岸会館 年 1 回 新介護保険の制度について

年 1 回 高齢者と中学生の昼食会

年 1 回 日帰り入浴交流会

年 3 回 昔遊び交流、もちつき交流

年 1 回 花いっぱい運動、季節の行事

417世帯（28単位町内会のうちの24町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 396 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 21 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

417世帯 1293回 105世帯 297回 223世帯 1553回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

災害時要援護者避難支援
の取組状況

実施なし
□その他の活動

福まち全体会議（年１回）、ふれあい南平岸の発行（年2回）

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 実施なし

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン 子育てサロン（南平岸ちびっこ広場）　南平岸会館　年24回

ゴミ出し支援 子育て支援

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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
平岸高台お茶の間倶楽部(週1回)、遊友くらぶ(月1回)、ヒルタウンなかよしサ
ロン(週1回)、えがおサロン「モンテラス」（月１回）、縁Joy(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

活動者 福祉推進員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

占有スペース：なし 会食・配食会

活動別部会の設置状況 なし 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 住民向け研修会

南平岸地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況社協と福まちは同体制。地区社協会長以下は、運営委員長１名、運営委員長
代行１名（副委員長兼務）、副委員長２名、監査２名となる。

地区福祉のまち推進セン
ター設置年
地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況
委員長１名、委員長代行１名、副委員長２名、総務１名、会計１名、監査２名、
相談役（各単位町内会会長）２８名、委員8名

区分 回数



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 南平岸地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28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 ユーアンドアイ　平岸8条12丁目3-20 定数

（ケアハウス）

障がい者福祉施設 くりのみハイム　平岸8条12丁目3-20 □病院

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設 札幌市児童心療センター

平岸4条18丁目1-21

高台病院

平岸7条12丁目1-39

北海道整形外科記念病院

平岸7条13丁目5-22

豊平区民センター(平岸6条10丁目)

単位町内会数

南平岸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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

29,438人 28,897人 ➚

3,088人 3,136人 ➘

18,858人 19,627人 ➘

7,492人 6,134人 ➚

3,515人 2,878人 ➚

14,748世帯 14,456世帯 ➚

1,850世帯 1,357世帯 ➚

1,359世帯 1,103世帯

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）

主任児童委員名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
月寒中央通７丁目６-20
ＪＡ月寒中央ビル２階

介護予防センター南平岸
西岡４条13丁目17-１

25.5% 21.2% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター



 

清田区 



□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 北野町内会連合会会長が兼務 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8年3月 開催状況 運営委員会として年９回開催

設置 有 開催回数 年9回 主な開催時
間帯

18：00～

代表者 北野地区社協副会長兼務

構成 委員長1名、副委員長1名、委員19名 備考

年 4 回 見守りサポーター養成研修ほか

236名 住民協力員 181名 その他 151名 年 回

平成9年12月、北野連合会館内に設置 年 12 回 介護予防活動（地元の町内会館ほか）

占有スペースあり 年 1 回 ７０歳以上一人暮らし高齢者・身体障がい
１・２級の方々への夕食宅配事業

年 回

年 回

年 1 回 福祉まつり

　　　世帯（　　単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 646 世帯 子育て世帯 102 世帯

高齢（夫婦） 1,476 世帯 その他 世帯

障がい者 27 世帯

453世帯 必要時 100世帯 必要時 1642世帯 随時

269 世帯 世帯

3 世帯 102 世帯

123 世帯 13 世帯

・17町内会のうち１７町内会で実施

・取組内容

　ア）研修会・情報共有　　　　イ）要援護者の調査

　エ）その他（防災訓練）   

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動
・救命医療救急キットの配布
・中学生の協力（福祉除雪・福祉まつり・夏祭り・夕食宅配事業おもてなしカード作
成等）
・認知症カフェ陽だまりひろば（厚仁会共催）
・北野地区介護者の集い
・要配慮者避難支援事業　　・子ども食堂に協力（厚仁会実施）

　ウ）要援護者と支援者のマッチング（マッチング数：89世帯、支援者数178名）

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 17町内会のうち１７町内会で作成

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン ポムポムタイム（北野児童会館　毎週金曜日）

ゴミ出し支援 子育て支援

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

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

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　３　　〕 部会名〔総務・財務・事業（高齢者・認知症・子育て・相談室・遊布会〕 住民向け研修会

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

北野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、監事2名、理事26名



北野連合会館【まちセン併設】(北野4条2丁目8-28)

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 北野地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設 清幌園　北野7条4丁目8-25

緑愛園　北野1条1丁目6-28

（特別養護老人ホーム） □病院

障害者福祉施設

札幌緑愛病院

児童福祉施設 北野1条1丁目6-30

札幌整形循環器病院

北野1条2丁目11-30

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員

➚

1,122世帯 785世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

32.5% 28.0% ➚

9,196世帯 8,946世帯

第１地域包括支援センター
北野１条１丁目６-28

民生委員・児童委員

北野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

22,267人 22,587人 ➘

2,816人 2,846人 ➙

北野台中学校：北野４条５丁目　

北野中学校：北野２条３丁目

名称・所在地

1,554世帯 1,344世帯 ➚

名称・所在地 名称・所在地 27人

単位町内会数

2人

介護予防センター北野・平岡
北野７条４丁目８-25

3,748人 2,965人 ➚

12,206人 13,417人 ➘

7,245人 6,324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 清田中央地区町内会連合会会長が兼務 　　19単位町内会のうち　　　18町内会で設置

地区社協の構成

平成11年6月 開催状況

設置 開催回数 年2回
主な開催時
間帯

10：00～12:00

代表者 福まち運営委員より互選

構成 備考

年 2 回 認知症について①②

207名 住民協力員 128名 その他 年 1 回 健康！元気！体力チェック

平成11年4月、清田老人福祉センターに設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 回

年 1 回 ふれあい広場

年 回

　　　1,338世帯（　19単位町内会のうちの　19　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 284 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 152 世帯 その他 14 世帯

障がい者 89 世帯

366世帯 828回 63世帯 167回 514世帯 2949回

83 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 住民向け研修会

清田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、理事3名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年
地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

委員長1名、副委員長2名、総務2名、会計1名（地区社協会計兼務）、運営委員18名　　合計24名 区分 回数

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

会食・配食会

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン 清ちっちクラブ／清田中央児童会館／毎月1回木曜日　10：00～11：30

ゴミ出し支援 子育て支援

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 　　　19町内会のうち　　　町内会で作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

・19単町のうち4町内会で実施
□その他の活動

H29福まちパワーアップ事業指定地区
救急医療情報ポスト・携帯用緊急カード・各関係機関一覧表



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 清田中央地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 19町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設 神愛園清田　清田6条1丁目1-30

（特別養護老人ホーム）

シャローム羊ケ丘　清田6条1丁目1-30 □病院

（ケアハウス）

障がい者福祉施設

児童福祉施設

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

清田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 清田中央地区会館【まちセン併設】(清田6条2丁目10-1)

清田老人福祉センター（清田3条3丁目1-30）

5,548人 4,427人 ➚

815世帯

10,542人 11,799人 ➘

18,719人 19,252人 ➚

2,629人 3,026人 ➙

25人

連合町内会
（町内会連合会）

2,452人 1,888人 ➚

29.6% 23.0% ➚

7,063世帯 6,667世帯 ➚

641世帯 409世帯 ➚

主任児童委員

名称・所在地

単位町内会数

名称・所在地 名称・所在地

➚1,103世帯

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

介護予防センター清田中央
清田６条１丁目１-30

民生委員・児童委員

2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 平岡地区町内会連合会長が兼務 26単町のうち3町内会で設置

地区社協の構成

平成8年11月 開催状況 3町内会　合計１２回

設置 有 開催回数 年1回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 平岡北町内会会長（H29.4～）

構成 備考

年 1 回 咲かせよう！わ

６2名 住民協力員 その他 年 2 回 咲かせよう！わ

平成17年4月、平岡地区会館内に設置 年 1 回 咲かせよう！わ

年 2 回 一斉友愛訪問、茶話会

年 回

年 1 回 異世代交流会

年 1 回 高齢者バス旅行

432世帯

高齢（独居） 300 世帯 子育て世帯 132 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

300世帯 300回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 132 世帯

世帯 世帯

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　２　　〕 部会名〔総務部・事業部　　　　　　　　　　　　　　〕 住民向け研修会

平岡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3名、相談役1名、会長1名、副会長2名、監事2名、理事36名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年
地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

顧問1名、相談役1名、運営委員長1名、副委員長3名、会計1名、会計監査2名、運営委員9名 区分 回数

活動者 福祉推進員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

占有スペースあり（他団体と兼務） 会食・配食会

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

プラムちゃんるーむ　　平岡中学校　　　　第一火曜日
こうめちゃんサロン　　 平岡地区会館　　 第ニ水曜日ゴミ出し支援 子育て支援

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 26町内会のうち３町内会で作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

未実施
□その他の活動

・各単位町内会と専門機関との懇談会（梅の実交流茶房）【５回】
・福祉推進委員会連絡会議（定例会議）【４回】



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 平岡地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 26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 ひらおか梅花実　平岡3条3丁目1-8 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

札幌平岡病院

平岡2条1丁目15-20

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
北野１条１丁目６-28

介護予防センター北野・平岡
北野７条４丁目８-25

➘

28.9% 20.8% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

主任児童委員

8,705世帯 8,289世帯 ➚

737世帯 485世帯 ➚

2人

➚1,317世帯 913世帯 単位町内会数

平岡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 平岡地区会館【まちセン併設】(平岡7条3丁目9-25)

22,619人 22,956人 ➘

2,969人 3,232人 ➘

名称・所在地

13,108人 14,947人

名称・所在地

6,542人 4,777人 ➚

2,730人 2,113人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

28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 清田地区町内会連合会会長が兼務 　12単位町内会のうち11町内会で設置

地区社協の構成

平成9年12月 開催状況

設置 開催回数 年7回 主な開催時
間帯

10：00～11:30

代表者 運営委員長（運営委員の中から選出）

構成 委員長1名、副委員長2名、会計1名、その他の委員19名 備考

年 回

31名 住民協力員 30名 年 回

平成9年12月、清田まちづくりセンターに設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 友愛弁当

年 回

年 1 回 お楽しみ会

年 4 回
こがもちゃんバス遠足、こがもちゃん
ミニオリンピック、ふれあいまつり、ほ
ほえみバス交流会

　225世帯（　12単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 185 世帯 子育て世帯 10 世帯

高齢（夫婦） 10 世帯 その他 世帯

障がい者 20 世帯

200世帯 963回 15世帯 90回 30世帯 60回

36 世帯 2 世帯

5 世帯 世帯

5 世帯 世帯

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

◇福まちパワーアップ指定地区（H28）
◇災害時要配慮者避難支援取組
◇救急医療ポスト、携帯用救急カード

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 　　12町内会のうち12町内会で作成

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

ゴミ出し支援 子育て支援

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

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

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 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、ふれあい事業部、研修交流部、生活支援部　　〕 住民向け研修会

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

清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
副会長2名、監事2名、会計1名、事務局長1名、福まち運営委員長1名



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 清田地区町内会連合会

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　1町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 秀寿園　真栄395番地1

ふるさと　真栄434番地6

（特別養護老人ホーム） □病院

みやび　真栄434番地6

（ケアハウス） 札幌清田病院 札幌清田整形外科病院

障がい者福祉施設 札幌きずな園　真栄476-2 真栄1条1丁目1-1 清田1条4丁目1-50

ノビロ青年の家　真栄483-4 美しが丘病院 あしりべつ病院

（知的障がい者福祉施設） 真栄61番1 清田1条4丁目4-35

児童福祉施設 障害児入所施設 ノビロ学園 真栄483-4 さっぽろ香雪病院

真栄319番地

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 真栄病院

名称・所在地 真栄331番地

清田区民センター【まちセン併設】(清田1条2丁目5-35)

626世帯

清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

11,701人 ➘

17,737人 18,006人 ➚

2,010人 2,122人 ➘

連合町内会
（町内会連合会）

2,503人 1,993人 ➚

29.6% 23.2% ➚

8,004世帯 7,739世帯 ➚

790世帯 ➚

959世帯

5,249人 4,183人 ➚

10,478人

名称・所在地

定数

738世帯 単位町内会数➚

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

25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

介護予防センター清田・里塚・美しが丘
真栄395-１ 秀寿園内



□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 里塚・美しが丘地区町内会連合会会長が兼務 　　27単位町内会のうち　　26町内会で設置

地区社協の構成

平成10年4月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

13：30～
15：00

代表者 地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

106名 住民協力員 年 3 回 いきいき健康講座

平成15年10月、里塚・美しが丘地区センターに設置 年 2 回 認知症ネットワーク

占有スペースあり 年 1 回 おはぎ弁当配布

年 回

年 1 回 クリスマス会

年 1 回 日帰り旅行、ミニサロン

　　３58　世帯（　　27単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 358 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

266世帯 2078回 358世帯 832回 358世帯 2099回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動

H30福まちパワーアップ事業指定地区
救急医療情報ポストの配布
ブロック別研修会

買い物支援 その他
その他
（複合型）

福祉マップの作成状況 　　27町内会のうち　　14町内会で作成

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン ゴマちゃんサロン／地区センター／毎週月曜日　10：00～12：00

ゴミ出し支援 子育て支援

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

活動者 福祉推進委員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

会食・配食会

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　〕 部会名〔　                                　　　　　〕 住民向け研修会

里塚・美しが丘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3名、委員35名（町内会・自治会長27名含む）

地区福祉のまち推進セン
ター設置年
地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

委員長1名、副委員長2名、総務部長1名、監事2名、運営委員13名 区分 回数



里塚・美しが丘地区センター【まちセン併設】(里塚2条5丁目1-1)

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 里塚・美しが丘地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 26町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 コスモス苑さとづか 里塚2条2丁目3-25 定数

清幌園里塚緑ヶ丘　

里塚緑ヶ丘7丁目236番2 □病院

(特別養護老人ホーム） 

障がい者福祉施設 札幌ワークセンター　 札幌南青洲病院

美しが丘3条4丁目1-50 里塚1条2丁目20-1

（身体障がい者福祉施設） 札幌里塚病院

児童福祉施設 美しが丘1条6丁目1-5

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

19,827人 22,502人 ➘

8,200人 5,528人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

単位町内会数

➚

1,516世帯 ➚

12,038世帯 11,118世帯 ➚

967世帯 568世帯

946世帯

里塚・美しが丘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

名称・所在地

介護予防センター清田・里塚・美しが丘
真栄395-１ 秀寿園内

第２地域包括支援センター
清田１条１丁目５-１ プレイスビル２階

32,216人 32,508人 ➚

4,189人 4,478人 ➘

3,284人 2,356人 ➚

25.5% 17.0% ➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員



 

南 区 



□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 連合会会長が兼務 １３単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成８年 開催状況 ２０回

設置 有 開催回数 4回
主な開催時
間帯

15:00～

代表者 地区社協会長が兼務

構成 単町福祉部長・福祉推進部長 備考

年 回

４７名 住民協力員 １０３名 その他 年 1 回 健康フェア

すみかわ地区センター内 年 20 回 シニア体操教室　※５会場

年 回

年 回

年 回

年 回

１，９８５世帯（１３単位町内会のうちの１３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 962 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 1,023 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

1,165世帯 1,576回 世帯 回 821世帯 1,033回

107 世帯 世帯

世帯 28 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

１３町内会のうち６町内会で作成

未実施

茶話会INあじさい（あじさいルーム、月1回）

丘の上ひろば（緑ヶ丘会館、月2～4回）、ホタルのひろば（澄川地区会館、月2
～4回）、さくら山ひろば（澄川児童会館、月2～4回）、ぱおぱおひろば（子育て
支援ワーカーズぐるんぱ、週３回）、澄川児童会館子育てサロン（澄川児童会
館、毎週火曜）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・澄川中学校福祉除雪説明会・反省会
・子育てサロン運営（丘の上ひろば、ホタルのひろば、さくら山ひろば）

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

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ澄川「ﾗｲﾗｯｸ会」、てんとうむしの会、澄十サロン、ふれあいサロン澄川たんぽ
ぽ、このゆび、とーまれ!!、澄六お話し会、微笑みサロン、サロンあすなろ、いきいき脳トレ
倶楽部、パークマンション健康サロン、脳いきいきサロン、澄川・ごちそうさん、チーム・不
二子、澄川きらくに一歩の会、ふれあい・サロン澄川

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

澄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、副会長４名、監事２名、理事１４名、専門部理事５名、事務局長１名
事務局３名、顧問２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　　　〕



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 澄川地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 13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

仁楡会病院

澄川2条1丁目3-8

林下病院

澄川4条5丁目9-38

単位町内会数

29,362人 28,637人 ➚

3,023人 2,787人 ➚

17,686人 18,320人 ➘

8,653人 7,530人 ➚

4,473人 3,750人 ➚

名称・所在地

障がい者相談支援事業所相談室ほくほく　澄川3条1丁目5-3

名称・所在地

澄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 澄川まちセン（澄川3条2丁目6-1）、すみかわ地区センター（澄川4条4丁目4-40）、

➚

➚

14,949世帯 14,819世帯 ➚

2,141世帯 1,689世帯 ➚

1,743世帯 1,610世帯

澄川地区会館、あすなろ会館、澄川中央会館、澄川南福祉会館、澄十会館、

緑ヶ丘会館

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）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

44人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
澄川３条４丁目４-17
札幌中央信用組合２階

介護予防センター澄川
 澄川３条４丁目４-17
札幌中央信用組合２階

29.5% 26.3%



□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 地区連合会会長が兼務 　１０単位町内会のうち　１０町内会で設置

地区社協の構成

平成１１年６月 開催状況 各推進委員会において年に１回～数回実施

設置 開催回数 年６回
主な開催時
間帯

１８：００～

代表者 藻岩下地区連合会会長兼務

構成 運営委員長１名、各部長３名、運営委員８名 備考

年 回

３１名 住民協力員 ２９名 その他 年 1 回 元気ハツラツ健康まつり

平成１１年６月、藻岩下地区会館内に設置 年 1 回 頭ハツラツ脳トレ教室

年 回

年 回

年 回

年 4 回 ふれあいクリスマスパーティー、囲碁大会、麻雀大会、
ふれあいパークゴルフ大会

　３４２世帯（１０単位町内会のうちの１０町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 234 世帯 子育て世帯 1 世帯

高齢（夫婦） 106 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

１７７世帯 １４６２回 ４６世帯 ４４０回 １４５世帯 ２１９５回

21 世帯 世帯

世帯 1 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

占有スペース：なし

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〕

藻岩下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、会計２名、監査２名、理事１６名　※兼務あり

部会名〔　総務部、ふれあい交流部、生活支援部　　〕

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

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

　１０町内会のうち２町内会で作成

未実施

もいわした広場（地区会館・第１～４金曜日）
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

敬老祝品の贈呈

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



藻岩下地区会館【まちセン併設】(南34条西9丁目2-1)

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 藻岩下地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 札幌南整形外科病院

南33条西11丁目4-1

名称・所在地

名称・所在地

単位町内会数

藻岩下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

5,280人 5,199人 ➚

689人 607人 ➚

3,008人 3,242人 ➘

1,583人 1,350人 ➚

775人 690人 ➚

2,241世帯 2,421世帯 ➘

341世帯 339世帯 ➙

324世帯 295世帯

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）

主任児童委員

名称・所在地 名称・所在地 12人 2人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
真駒内幸町２丁目５-１
真駒内幸町ビル７階701号室

介護予防センターまこまない
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル403号室

30.0% 26.0% ➚

➚



□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 単町会長兼務 各単町・自治会の状況把握は行われていない。

地区社協の構成

平成７年 開催状況

設置 有 開催回数 0回
主な開催時
間帯

代表者 真駒内地区社協会長兼務

構成 会長１名、副会長３名、理事７名、監事２名、顧問２名 備考

年 1 回 健康講話研修会

１１０名 住民協力員 その他 年 回

真駒内まちづくりセンター内 年 1 回 熟年者ふれあい交流会

年 回

年 回

年 1 回 幼稚園とのふれあい交流会

年 2 回 ふれあい交流会ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、ふれあい雪あかり

各単町・自治会の情報集約は行われていない。

高齢（独居） 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

世帯 回 世帯 回 世帯 回

47 世帯 世帯

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

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　　　〕

真駒内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、理事７名、監事２名、顧問２名

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

寿康会（あけぼの団地集会所、毎週月曜日）、ごりん元気会（五輪団地集会所、毎週木曜
日）、真駒内「百合の会」（あけぼの団地管理事務所、第２・４水曜日）、さわやかサロン（ﾊｲﾏｰ
ﾄ真駒内集会所、第３木曜日）、Ｆ団地交流サロン・フレンドリー（真駒内泉町会館、第３土曜
日）

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

各単町・自治会の実施情報の集約は行われていない。

各単町・自治会の実施情報の集約は行われていない。

ボランティアグループ・すずらんの会（南区民センター、第２水曜日）、ＰＨ真駒内茶話会
（パークハイム真駒内集会室、第２火曜日）

真駒内公園小学校ふれあいの場（真駒内公園小学校、第３火曜日）、真駒内児童会館
子育てサロン（真駒内児童会館、毎週木曜日）、ひろっぱ（真駒内公園事務所、不定
期）、さくらんぼのへや（ちあふる・みなみ、月～土曜日※第１日曜日はサンデーサロン開
催）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

子育てｻﾛﾝ協力（真駒内児童会館、五輪児童会館）、敬老の日絵はがき（９
月、８５歳以上世帯、１１７６名）

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 真駒内地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 113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

名称・所在地

老人福祉施設 定数

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設

小笠原クリニック札幌病院

真駒内緑町1丁目2-1

自衛隊札幌病院

南区真駒内１７番地

8,384人 7,449人 ➚

13,125人

23,826人 25,621人 ➘

2,317人 2,737人 ➘

15,435人 ➘

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センターまこまない
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル403号室

名称・所在地

真駒内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

1,789世帯 1,657世帯 ➚

4,452人 3,787人 ➚

35.2% 29.1% ➚

11,309世帯 11,925世帯 ➘

2,079世帯 1,715世帯 ➚

41人 3人第３地域包括支援センター
真駒内幸町２丁目５-１
真駒内幸町ビル７階701号室

団地集会所、五輪団地集会所

南区民センター【まちセン併設】(真駒内幸町２丁目2-1)、真駒内総合福祉センター

（真駒内幸町２丁目1-5）、エドウィン・ダン記念館（真駒内泉町１丁目6-1）、真駒内

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

本町会館、上町道営住宅集会所、真駒内総合福祉センター、泉町会館、あけぼの



□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 藻岩地区町内会連合会会長が兼務 　２８単位町内会のうち　２５町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年１０月 開催状況 各推進委員会において、年に１回～数回実施。

設置 開催回数
主な開催時
間帯

代表者 藻岩地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長２名、部会長４名、運営委員６名、監事２名 備考

年 1 回 住民福祉講座「高齢者講習と無免許生活の話」

１０４名 住民協力員 その他 年 3 回 真駒内公園お花見ウォーキング、藻岩山登山、講演会
「健康寿命の延命はお口から」

平成１８年４月、もいわ地区センターに設置 年 回

年 回

年 回

年 回

年 3 回 健康づくりふれあい交流会、ご近所福祉情報交換会、
６５歳以上の世帯名簿取扱について

1221世帯（２８単位町内会のうちの２８町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 76 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

1279世帯 回 世帯 回 世帯 回

65 世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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〕

藻岩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、監事２名、理事３０名、事務局１０名　※兼務
あり

部会名〔　総務部・会計部・ふれあい推進部、ボランティア部　〕

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
硬石山「ふれあいサロン」（硬石山福祉会館、年２回）、気功・みんなで歌おう（もいわ地区センター、月１回）、ストレッチ
体操（もいわ地区センター、月１回）、民謡を唄おう・民謡を踊ろう（もいわ地区センター・月１回）、折り紙・童謡を歌おう
（みわ地区センター、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

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

未実施

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・独居高齢者（70歳以上）等の世帯調査
・緊急連絡先カードの作成（６５歳以上高齢者等）

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 藻岩地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28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 サン・グレイス 川沿13条3丁目5-1

ドリームハウス　北ノ沢1819番地9

(特別養護老人ホーム）

シルバーハウス　北ノ沢1819番地9 □病院

（軽費老人ホームA型）

障がい者福祉施設 第２この実寮　北ノ沢1904-2 札幌共立五輪橋病院 札幌逓信病院

（知的障がい者福祉施設） 川沿2条1丁目2-54 川沿14条1丁目5-1

北ノ沢病院

児童福祉施設 川沿2条1丁目2-55 北ノ沢1732番地

五輪橋整形外科病院

川沿2条1丁目2-56

中村記念南病院

川沿2条2丁目3-1

愛全病院

12,855人

川沿13条2丁目1-38

五輪橋産科婦人科小児科病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

障がい者相談支援事業所ほっと相談センター　川沿2条2丁目5-37

15,479人

名称・所在地

7,566人 ➚

1,808世帯 1,579世帯

4,401人 3,667人

藻岩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 もいわ地区センター【まちセン併設】(川沿８条２丁目4-15)、藻南福祉会館、硬石山福祉会館、

23,993人 25,862人 ➘

連合町内会
（町内会連合会）

川沿会館、藻岩北会館、白樺町内会館、中ノ沢会館、北ノ沢会館、北ノ沢第三町内会館

2,449人 2,817人 ➘

➘

10,925世帯 ➘

1,489世帯 1,195世帯

8,689人

➚

36.2% 29.3% ➚

10,690世帯

➚

介護予防センターもいわ
北ノ沢1819-９

➚

名称・所在地

定数

名称・所在地

32人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
 川沿14条２丁目１-36

単位町内会数

主任児童委員



□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 町内会連合会会長兼務 １４単位町内会のうち１４町内会で設置

地区社協の構成

平成１２年 開催状況 約２８回（＠約２回×１４単町）

設置 無 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

１８：３０～

代表者 地区社協会長兼務

構成 会長１名、副会長２名、単町役員等３４名、民生委員・児童委員１４名、事務局５名 備考

年 3 回 札幌共立五輪橋病院

37名 住民協力員 103名 その他 年 2 回 健康まつり

南沢福祉会館内 年 1 回 福まち研修会

年 1 回 ふれあい交流会

年 回

年 1 回 キャンドル作り、冬まつり

年 2 回 集まれ！みんなで遊ぼうよ等

732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） 230 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 499 世帯 その他 世帯

障がい者 3 世帯

253世帯 345回 16世帯 16回 463世帯 979回

98 世帯 世帯

6 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

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　　　〕

南沢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、監事２名、理事１１名、事務局６名

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

ゆうりん（南沢福祉会館、毎月第２・４水曜）、ラベンダーウォーキングの会（個人宅・南沢福祉会館、月１回程度）、南
沢友の会（個人宅・南沢福祉会館、月２回程度）、緑陽ふれあいクラブ（個人宅、月２回程度）、南晴台懇話会（洞源
寺、第２土曜）、いきいきうんどうクラブ（札幌南沢神社、毎週木曜）、南沢友和会（南ヶ丘福祉会館、第４土曜）、南沢
月曜会（個人宅、月１回）、緑陽ふれあい倶楽部（南沢福祉会館、個人宅・各月２回程度）、南沢金曜の会（南沢福祉会
館、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

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５町内会で作成

未実施

ちびっこ広場（南沢福祉会館、毎月第２・４水曜）、南の沢児童会館子育てサロ
ン（南の沢児童会館、毎週火曜日）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

活動者装着品（ＬＥＤライトキーホルダー）作成、相談室開設（月～金曜９～１２時）
福祉除雪協力員説明会・報告会、高齢者サロン（ゆうりん）・子育てサロン（ちびっこ広場）の
運営

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



南沢福祉会館(南沢1822)、南が丘福祉会館（友遊童夢）

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 南沢地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 南成園　南沢1844-35 □病院

（知的障がい者福祉施設）

児童福祉施設 札幌共立五輪橋病院

南区川沿２条１丁目2-54

名称・所在地

単位町内会数

□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 名称・所在地 12人 2人

民生委員・児童委員

➚

名称・所在地

4,086世帯 4,197世帯 ➘

454世帯 344世帯 ➚

728世帯 565世帯

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センターもいわ
北ノ沢1819-９

3,497人 2,727人 ➚

5,188人

連合町内会
（町内会連合会）

1,515人 1,121人 ➚

36.1% 26.5% ➚

6,441人 ➘

9,684人 10,310人 ➘

999人 1,142人 ➘

南沢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



□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 兼務なし 　２6単位町内会のうち　５町内会で設置

地区社協の構成

平成１１年１２月 開催状況 各推進委員会において、年に１回～数回実施

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

13:00～

代表者 地区社協副会長兼務

構成 センター長１名、副センター長１名、運営委員5名 備考

年 1 回 高齢者の消費者トラブルについて

８0名 住民協力員 ３４名 その他 年 1 回 講話＆体力測定会

平成１２年１月、石山振興会館内に設置 年 1 回 認知症高齢者を地域で支えるには？

年 1 回 昼食交流＆ゲーム大会

年 1 回 日帰り入浴会

年 1 回 ひな祭り

年 回

世帯（２７単位町内会のうちの２７町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 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

世帯 回 世帯 回 世帯 回

57 世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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　〕

石山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、常任理事４名、監事２名、理事37名、会員49
名

部会名〔　総務部・ふれあい部　　〕

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

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

２6町内会のうち　12町内会で作成

・６単町で65歳以上の高齢者52名に対して、研修を実施

・石山コミュニティサロン「駅」（毎月第４金曜日）石山振興会館

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・ふれあいの集い（9/15）石山小学校体育館
・石山朝市「喫茶コーナー」（毎月第１・３土曜日）石山振興会館

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口 石山七区町内会館、石山栄町町内会館、石山丘晴会館、石山六区会館、石山ﾋﾙﾀｳﾝ

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 石山地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 27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 もなみの里　石山1条1丁目12-15 定数

和幸園　石山９３２－３

（特別養護老人ホーム）

宏楽苑　石山2条3丁目204 □病院

（軽費老人ホームA型）

障がい者福祉施設 グリンハイム　石山９３３番地３ 石山病院

（身体障がい者福祉施設） 石山2条8丁目2-12

石山センター　石山７８－５３ 札幌エルム病院

（知的障がい福祉施設） 石山1048番地1の2

児童福祉施設

□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 名称・所在地

17人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
澄川３条４丁目４-17
札幌中央信用組合２階

介護予防センター石山・芸術の森
石山２条３丁目14-31

連合町内会
（町内会連合会）

名称・所在地

単位町内会数➚

➚

792世帯 658世帯

1,913人 1,527人

4,150世帯 4,311世帯 ➘

504世帯 467世帯 ➚

5,282人 6,426人 ➘

名称・所在地

10,217人 10,754人 ➘

1,007人 1,068人 ➘

3,928人

➚

38.4% 30.3% ➚

3,260人

町内会館、とれたてっこ南生産者直売所

石山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 石山会館【まちセン併設】(石山2条2丁目8-19)、石山振興会館（石山1条3丁目1-30）



□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 地区民児協会長が兼務 １３単位町内会のうち６町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年 開催状況 月１回若しくは四半期に１回実施

設置 有 開催回数 ４回
主な開催時
間帯

１８：３０～

代表者 地区社協副会長が兼務

構成 委員長１名、各部会部長等７名 備考

年 3 回 研修会、講演会

87名 住民協力員 100名 その他 年 1 回 料理教室

南老人福祉センター内 年 1 回 健康まつり

年 回

年 回

年 1 回 異世代交流（消しゴムはんこ作り）

年 回

３６９世帯（１３単位町内会のうちの１３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 120 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 487 世帯 その他 世帯

障がい者 6 世帯

７４世帯 980回 10世帯 70回 90世帯 ６70回

61 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

１３町内会のうち３町内会で作成

２町内会で実施

もりの仲間の子育てサロン（南老人福祉センター、第１・３水曜）、常盤児童会
館子育てサロン（常盤児童会館、毎週木曜）、おひさま広場（サンブライト会
館、第３火曜）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福祉関係施設見学（年１回）、布製トートバッグ・缶バッチ作成、子育てサロ
ン運営（もりの仲間の子育てサロン）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔活動推進、広報、ふれあい交流、子育て支援〕

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 常盤団地自然の会（常盤団地会館、第２・４月曜）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

芸術の森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、事務局長１名、理事１７名、監事２名、事務局２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 芸術の森地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 13町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 南陽荘入所部　真駒内１３３－１１０ □病院

（知的障がい者福祉施設）

もなみ学園（石山東３丁目5-1） ときわ病院

（障害児入所施設） 常盤3条1丁目6-1

児童福祉施設 札幌南病院

石山東７丁目1-28

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➚

417世帯 348世帯 ➚

1,919人 1,484人 ➚

78番）、石山東平和会館、常盤団地会館、駒岡地区開拓記念会館、駒岡会館、石山

八区会館、ｱｰﾄﾊﾟｰｸﾀｳﾝ町内会館、常盤一区会館、真駒内ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄ会館、真駒内３

団会館、札幌ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ、常盤二区会館、滝野会館

3,972人 3,007人 ➚

10,669人 10,898人 ➚

1,136人 1,215人 ➙

6,676人 ➘5,561人

芸術の森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 芸術の森地区会館【まちセン併設】（石山東7丁目1-31）、南老人福祉センター（石山

名称・所在地

単位町内会数➚696世帯 531世帯

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 名称・所在地 15人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
澄川３条４丁目４-17
札幌中央信用組合２階

介護予防センター石山・芸術の森
石山２条３丁目14-31

37.2% 27.6% ➚

3,917世帯 3,896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 単町会長兼務 １９単位町内会のうち１９町内会で設置

地区社協の構成

平成７年 開催状況 約７６回（＠４回×１９単町）

設置 有 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

15:00～

代表者 地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長３名、運営委員２７名 備考

年 1 回 福まち研修会

316名 住民協力員 52名 その他 年 1 回 運動教室

民間ビル（クロヤナギビル）に設置 年 回

年 回

年 回

年 1 回 敬老メッセージ作成

年 1 回 子育てサロンフェスタ、ふれあい交流会

８６１世帯（１９単位町内会のうちの１９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 9 世帯

高齢（夫婦） 287 世帯 その他 世帯

障がい者 5 世帯

552世帯 3,322回 33世帯 68回 164世帯 798回

225 世帯 1 世帯

6 世帯 0 世帯

2 世帯 1 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６〕

藤野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４名、理事27名、監事２名

部会名〔ふれあい交流、生活支援・調査点検、研修、広報啓発、健康づくり、子育て支援〕

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
ルピナス・ミニ（個人宅、第１・３土曜）、ふじの健康クラブ（藤野児童会館、毎週
月曜）、地域交流サロンふじのカフェ（地域交流サロンふじのカフェ、月～金
曜）、イースト藤野（個人宅、週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

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

１９町内会のうち2町内会で作成

未実施

むくどりホーム・ふれあいの会（むくどりホーム、毎週月・火・土）、ウキウキひろば
（十五島町内会館、第１木曜）、西藤野子育てサロントコトコひろば（西藤野会館、第
４木曜）

白樺文庫（藤野白樺会館、月４回木曜）、りんごひろば（藤野南小、毎月１日）、こと
りのむら（藤の沢小、毎月１５日）※共に祝祭日は休み明け、やまびこ文庫子育て
サロン（藤野三区町内会館、月２～３回火曜）、藤野児童会館子育てサロン（藤野
児童会館、毎週水曜）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

相談所開設（月曜１３～１５時）、広報紙「きぼう」（年１回）、子育てサロン（り
んごひろば、ことりのむら　各年間１２回）

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 藤野地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 19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 らいらっく　藤野4条4丁目20-30 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 札幌育児園 藤野6条2丁目427番地4

(児童養護施設) 札幌しらかば台南病院

藤野2条11丁目7-1

単位町内会数

17,902人 19,179人 ➘

1,630人 1,932人 ➘

9,531人 11,538人 ➘

6,741人 5,709人 ➚

3,322人 2,742人 ➚

名称・所在地

名称・所在地

藤野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 藤野地区センター【まちセン併設】(藤野２条７丁目2-1)、クロヤナギビル【連町事務所】（藤野２条８

➚

➚

7,174世帯 7,319世帯 ➘

927世帯 740世帯 ➚

1,369世帯 1,158世帯

丁目7-18）、藤野第一会館、藤の沢福祉会館、藤野三区会館、藤ヶ丘センター、藤野中央町内会館、

藤野高台会館、高見台会館、藤野白樺会館、野々沢会館、藤野緑町交流館（みどりん）、藤野公園

町内会館（ふれあいの里）、西藤野町内会館、白川会館

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）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

27人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

37.7% 29.8%



□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 地区町内会連合会会長が兼務 ９単位町内会を６ブロックに分け、６ブロックで設置

地区社協の構成

平成９年９月 開催状況 各推進委員会において年２～６回及び必要に応じて随時開催。

設置 開催回数
主な開催時
間帯

代表者 ――

構成 ―― 備考

年 1 回 私の終活

１７名 住民協力員 その他 年 1 回 ウォーキング・入浴会

平成９年９月、簾舞地区センターに設置 年 1 回 おたのしみ会

年 回

年 回

年 1 回 みすまいまつり

年 1 回 麻雀大会

　423世帯（９単位町内会のうちの　９町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 194 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 224 世帯 その他 世帯

障がい者 5 世帯

世帯 回 世帯 回 世帯 回

42 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

９町内会のうち　９町内会で作成

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

お便り発信（暑中見舞い・年賀状）　・広報紙作成（年２回　７月・３月）
・簾舞通行屋まつりへの協力（９月）　・緊急情報カプセル作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　広報部、事業部、会計部　〕

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
ふれあいサロンひまわり（簾舞地区会館、通年）、水曜会（簾舞一区平成会館、4月～10
月）、セキレイ会（簾舞一区平成会館、通年）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

簾舞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、会計１名、監事２名、理事22名　※兼務あり、監事２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：あり

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

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 簾舞地区町内会連合会

高齢夫婦世帯数

9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

児童福祉施設 □病院

上砥会館(砥山１９６‐６６ )

豊滝会館(豊滝494）

➚

➚292世帯 281世帯

1,561人 1,383人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

名称・所在地

単位町内会数

□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

11人 2人

民生委員・児童委員

名称・所在地

名称・所在地

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

772人 659人 ➚

33.6% 26.4% ➚

1,870世帯 1,944世帯 ➘

216世帯 182世帯

➘2,702人 3,325人

4,644人 5,236人 ➘

381人 528人 ➘

簾舞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

簾舞四区会館(簾舞458-34)

砥山会館(砥山69）

簾舞地区会館【まちセン併設】(簾舞３条６丁目8-25)

ミソマップ会館(簾舞4条2丁目10-18)

豊滝中央会館（豊滝436）

簾舞１区平成会館（簾舞1条2丁目1－12)

簾舞2 区集会所（簾舞347）



□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 定山渓地区連合町内会長兼務 　８単位町内会のうち　８町内会で設置

地区社協の構成

平成１５年４月 開催状況 隔月開催（年間６回）

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

10:30～

代表者 定山渓地区民児協会長兼務

構成 センター長１名、副委員長１名、事務局長１名、会計１名、会計監査２名、理事６名、推進委員３名 備考

年 1 回 認知症サポート研修会

３名 住民協力員 ５名 その他 年 1 回 いきいき健康フェア（和・歯・8020ワールド）

平成１５年４月、定山渓まちづくりセンターに設置 年 6 回 介護予防教室

年 1 回 もちつき

年 回

年 2 回 施設見学（さとらんど、水道科学館）

年 1 回 音楽隊in定山渓

　155世帯（　８単位町内会のうちの　８町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 85 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 70 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

90世帯 170回 40世帯 40回 １００世帯 １００回

5 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

　　８町内会のうち　　８町内会で作成

子育てサロンかっぱ広場（定山渓小学校ミニ児童会館・年１１回、第２火曜）
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

地域ケア会議（５月22日、９月２５日）定山渓まちづくりセンター

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　高齢者・児童・障がい者・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 ミニサロンやまびこ（定山渓集会所・年２４回）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

定山渓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1名、監事２名、理事9名、会計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

占有スペース：あり

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 定山渓７区会館（定山渓601）

年少人口 定山渓地区集会所

生産年齢人口 小金湯会館

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 定山渓連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 8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 ひびきの郷札幌　 定数

定山渓温泉西2丁目36-1

（地域密着型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 定山渓温泉病院

定山渓温泉東1丁目31番地の1

定山渓病院

定山渓温泉西3丁目71番地

単位町内会数

1,197人 1,400人 ➘

72人 105人 ➘

721人 786人 ➘

404人 509人 ➙

208人 275人 ➙

名称・所在地

名称・所在地

定山渓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 定山渓出張所【まちセン併設】（定山渓温泉東4丁目315-4）

905世帯 1,019世帯 ➘

154世帯 148世帯 ➙

76世帯 88世帯

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）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

11人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

33.8% 36.4% ➚

➙



 

西 区 



□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 八軒連合町内会会長が兼務 １ブロック【１連合町内会（４０単位町内会）の範囲を対象】で設置

地区社協の構成

平成９年７月 開催状況

設置 開催回数 １１回
主な開催時
間帯

１３：３０～

代表者 八軒地区社協会長が兼務

構成 副会長２名、理事４名、事務局長１名、事務局次長１名 備考

年 回

48 住民協力員 その他 年 回

平成１２年１２月、八軒会館内に設置 年 3 回 春・秋ウォーキング、日帰り温泉

年 2 回 お楽しみ会

年 回

年 1 回 もちつき大会

年 1 回 ふれあいまつり

　　４３世帯（  ４０単位町内会のうちの ６ 町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 42 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

３５世帯 ５１８回 ２世帯 １４回 ２２世帯 ５２４回

世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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　　〕

八軒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８名、事務局長１名

部会名〔ふれあい事業推進部、地域福祉調査
部、日常生活支援部、広報・研修部　〕

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
・福まちサロン　年１０回　八軒会館
・高齢者サロン　月１回開催７カ所、月２回開催１カ所

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

　　　４０町内会のうち　　４０町内会で作成

子育てサロン（ハニーランド）　年１２回　八軒会館
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）



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 八軒連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 40町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 三陽（特別養護老人ホーム） 定数

八軒５条８丁目５－１

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

イムス札幌消化器中央総合病院

八軒2条西1丁目1番1号

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

介護予防センター八軒
 八軒５条西３丁目４－８　コーポ八軒１
階

10,499人 11,465人

28.1% 23.1%

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

八軒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

八軒会館【まちセン併設】(八軒１条西１丁目7-1)

17,402人 17,485人 ➘

2,008人 1,982人 ➘

➚

7,914世帯 8,752世帯 ➘

1,004世帯 813世帯 ➚

1,887人

主任児童委員名称・所在地

25人 2人
第１地域包括支援センター
二十四軒４条５丁目11-14

西健康づくりセンター(八軒１条西１丁目7-1)

八軒東会館(八軒3条東4丁目3-10)

名称・所在地

名称・所在地

単位町内会数942世帯 811世帯 ➚

➘

➚
連合町内会

（町内会連合会）

4,895人 4,038人 ➚

2,267人

民生委員・児童委員



□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 八軒中央連合町内会会長が兼務 　　４５単位町内会のうち　４４町内会で設置

地区社協の構成

平成９年７月 開催状況

設置 開催回数 3
主な開催時
間帯

代表者 八軒中央地区社協副会長兼務

構成 副委員長２名、事務局長１名、会計監査２名、委員９名、事務局員４名 備考

年 1 回 サービス付き高齢者住宅について

４４名 住民協力員 １０８名 その他 １８名 年 2 回 健康教室

平成１８年４月　八軒地区センターに設置 年 1 回 介護保険について

年 回

年 1 回 温泉入浴

年 1 回 昔遊びと縁日

年 1 回 お楽しみ会（講話とゲーム）

高齢（独居） 121 世帯 子育て世帯 13 世帯

高齢（夫婦） 14 世帯 その他 5 世帯

障がい者 4 世帯

１３３世帯 ３６３４回 ３３世帯 ３８４回 ９９世帯 ４１５１回

56 世帯 7 世帯

8 世帯 13 世帯

39 世帯 2 世帯

　　　１５７世帯（　　４５単位町内会のうちの２８町内会に居住する世帯を対象）

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

　４５町内会のうち　５町内会で実施

子育てサロン　月１回→１カ所
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

部会名〔　調査・支援部、研修部、広報・啓発
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 高齢者サロン　月１回→３カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

八軒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３名、事務局長１名、会計２名、理事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

占有スペース：あり

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 八軒中央連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 45町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 八軒ふくろうの森　 定数

八軒9条西10丁目1-13

（特別養護老人ホーム）

八軒ふくろうの城　 □病院

八軒9条西10丁目448-1

（ケアハウス） 札幌さくら病院

障がい者福祉施設 八軒9条西10丁目1-11

児童福祉施設 北海道脳神経外科記念病院

八軒9条東5丁目1-20

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

介護予防センター八軒
 八軒５条西３丁目４－８　コーポ八軒１
階

八軒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

15,779人 15,820人 ➘

1,934人 1,965人 ➘

9,451人 10,131人 ➘

4,394人 3,724人 ➚

➚

6,853世帯

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

29人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
二十四軒４条５丁目11-14

6,630世帯 ➚

817世帯 664世帯 ➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

八軒中央会館【まちセン併設】（八軒6条西2丁目1-11）

はちけん地区センター（八軒6条西2丁目2-1）

名称・所在地

751世帯 686世帯 単位町内会数➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,202人 1,821人 ➚

27.8% 23.5%



□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 二十四軒地区連合町内会会長が兼務 ３連合町内会（６３単位町内会の範囲を対象）で設置

地区社協の構成

平成１０年９月 開催状況

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

代表者 琴似二十四軒地区社協会長が兼務

構成 運営副委員長３名、地域代表６名、委員１５名、監事２名、会計１名 備考

年 1 回 福まち交流研修会

１０７名 住民協力員 ３０名 その他 年 4 回 健康教室年２回、歩こう会、健康まつり

平成１９年３月、二十四軒会館内に設置 年 36 回 すこやか倶楽部

年 3 回 高齢者食事会

年 回

年 1 回 キッズカーニバル

年 回

　　　４３世帯（63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） 35 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 7 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

４３世帯 ７８９回 ４３世帯 ５５回 ４３世帯 ９２６回

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

　　　６３町内会のうち　　３４町内会で作成

子育てサロン　地区会館　月１回→１カ所
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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

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
●マンション集会室：　月１回→７カ所　　月２回→２カ所、　月４回→１カ所
●個人宅：　月１回→２カ所　●施設：　月１回→２カ所
●会館：　月１回→１カ所　　月２回→１カ所　　月４回→１カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

琴似二十四軒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３名、会計１名、監事２名、理事４名、会員１３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：あり

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　　　〕



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 琴似二十四軒地区連合町内会連絡会

世帯数 　　琴似連合町内会

単身高齢世帯数 　　二十四軒連合町内会

高齢夫婦世帯数 　　二十四軒東連合町内会

63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

老人福祉施設 札幌市琴寿園　琴似2条3丁目1-25

（軽費老人ホームB型）

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 北祐会神経内科病院 北海道内科リウマチ科病院

二十四軒2条2丁目4-30 琴似1条3丁目1-45

ふかざわ病院 静和記念病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 二十四軒2条4丁目6-8 琴似1条5丁目1-1

北陵内科病院

二十四軒2条4丁目7-20

札幌第一病院

二十四軒4条3丁目4-26

□地域包括支援センター・介護予防センター

主任児童委員

51人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
二十四軒４条５丁目11-14

介護予防センター山の手・琴似
山の手４条５丁目３－１　セージュ山の
手内

名称・所在地

名称・所在地

定数

2,075世帯 ➚

1,496世帯 1,269世帯

琴似連町会館（琴似2条2丁目5-26）、琴似会館（琴似4条2丁目6-40）

➚

4,409人 3,496人 ➚

名称・所在地

26.4% 22.7% ➚

➚

19,419世帯 18,265世帯 ➚

2,670世帯

琴似二十四軒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 琴似二十四軒まちセン（琴似2条7丁目1-10）

西区民センター(琴似2条7丁目1-1)

二十四軒会館(二十四軒3条4丁目4-11)

名称・所在地

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

34,094人 31,339人 ➚

2,651人 2,481人 ➚

22,450人 21,729人 ➚

8,993人 7,129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 福祉のまち推進センター運営委員長が兼務 　４１　単位町内会のうち　１８　町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年５月 開催状況

設置 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

代表者 山の手地区社協会長が兼務

構成 備考

年 3 回 健康に関する研修会

36 住民協力員 22 その他 年 12 回 ふまねっと、健康維持

平成１０年５月　山の手会館に設置 年 1 回 健康まつり

年 12 回 食事会

年 回

年 回

年 2 回 ふれあい福祉まつり、一人暮らし高齢者交流会

高齢（独居） 88 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 15 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

７９世帯 ２４０９回 １９世帯 ９８回 ７３世帯 ６０８０回

世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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　〕

山の手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９名

部会名〔　交流部会、研修部会、広報啓発部
会、

副委員長４名、会計２名、監事２名、事務局長１名、事務局次長１名、事務局５名、運営委員２６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 高齢者サロン　月１回→６カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

　　　１０３世帯（　４１単位町内会のうちの　１２町内会に居住する世帯を対象）

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

　４１　町内会のうち　　１２　町内会で作成

４１町内会のうち　１町内会で実施

子育てサロン　山の手うっき・き　山の手南小学校　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

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 山の手連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 41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

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

（身体障がい者福祉施設） □病院

琴似平和学園　山の手442

札幌育成園　山の手444 緑ヶ丘療育園

（知的障がい者福祉施設） 山の手3条12丁目3番12号

花園学院　山の手3条12丁目3-12 西さっぽろ病院

（知的障がい者福祉施設） 山の手3条2丁目5番1号

児童福祉施設 緑ケ丘療育園 札幌太田病院

 山の手3条12丁目3-12 山の手5条5丁目1番1号

北海道医療センター

山の手5条7丁目1番1号

札幌山の上病院

山の手6条9丁目1番1号

山の手会館(山の手3条2丁目5-20)

名称・所在地

第１地域包括支援センター
 二十四軒４条５丁目11-14

介護予防センター山の手・琴似
山の手４条５丁目３－１　セージュ山の
手内

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

2,491人 2,145人 ➚

20,144人 19,650人 ➘

2,489人 2,546人 ➙

12,419人

山の手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 まちセン（山の手３条７丁目1-38）

12,760人 ➘

5,236人 4,344人 ➚

名称・所在地

953世帯

民生委員・児童委員

➚

主任児童委員名称・所在地

24人 2人

単位町内会数809世帯

名称・所在地

□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）

26.0% 22.1% ➚

8,780世帯 8,853世帯 ➘

1,084世帯 939世帯 ➚

札幌山の手リハビリセンター　山の手433-1



□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 発寒北連合町内会会長が兼務 未設置

地区社協の構成

平成９年７月 開催状況

設置 開催回数 ２回
主な開催時
間帯

代表者 発寒北地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

46 住民協力員 169 その他 年 回

平成１７年５月　発寒北地区会館に設置 年 2 回 ふれあい交流会

年 回

年 回

年 1 回 発寒東小学校（三世代交流昔遊び）

年 1 回 施設見学会（中沼資源選別センター）

高齢（独居） 214 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 76 世帯 その他 世帯

障がい者 4 世帯

３０２世帯 ４６７９回 ２４２世帯 ２３８回 ３００世帯 １３４０４回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

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

　　　２６町内会のうち　１４町内会で作成

２６町内会のうち　６町内会で実施　

子育てサロン　ふれあいサロンはっさむ　／　地区センター　月２回
子育てサロン　発寒東小ふれあいひろば　／　学校集会室　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

・緊急呼子笛等の配布
・高齢者敬老祝い品の贈呈事業
・レベルアップ研修の実施

買い物支援 その他

副委員長２名、会計１名、監査２名、専門部８名、事務局長１名、事務局次長４名、
事務局員２名

活動者 福祉推進員

外出支援除雪支援（福祉除雪含む）
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
高齢者サロン　月１回　→　７カ所、月２回　→　５カ所
　　　　　　　　　　週１回　→　５カ所、不定期　→　１カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

　　　３０３世帯（　26単位町内会のうちの17町内会に居住する世帯を対象）

発寒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
副会長３名、庶務１名、幹事５名、会計１名、監査２名、委員１８名

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：あり

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〔総務部、推進部、調査支援部、広報研修部　〕



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 発寒北連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 26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

老人福祉施設 さくら苑　発寒17条3丁目4番30号 定数

はっさむはる　発寒11条1丁目3-20

（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

名称・所在地

➘10,292人 11,217人

介護予防センター発寒
発寒14条12丁目2-22

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

連合町内会
（町内会連合会）

➚

➘

➚

➚

7,744世帯

924世帯 834世帯 ➚

17,574人 17,779人

5,226人 4,362人

1,013世帯

名称・所在地

841世帯

2,499人 1,914人

29.7% 24.5%

7,646世帯

発寒北地区会館【まちセン併設】（発寒12条４丁目1-3）➘

2,056人 2,200人 ➘ 発寒集会所(発寒12条5丁目1-10)

発寒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 はっさむ地区センター(発寒10条４丁目1-1）

27人 2人

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

単位町内会数

主任児童委員民生委員・児童委員

➚

第３地域包括支援センター
発寒3条1丁目2-25
ヒロガミビル１階

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 発寒連合町内会会長が兼務 　　　２８単位町内会のうち　１９町内会で設置

地区社協の構成

平成８年８月 開催状況

設置 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

代表者 発寒地区社協会長が兼務

構成 副会長３名、事務局長１名、会計１名、監事２名、部長４名 備考

年 1 回

134 住民協力員 48 その他 年 1 回 すこやか健康フェスタ

平成１５年９月　借家に設置 年 2 回 ２会場で実施

年 5 回 ５ブロックに分け、３会場で実施

年 回

年 1 回 発寒南小学校との交流

年 回

３１７世帯（　２８単位町内会のうちの　１０町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 317 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

３１７世帯 ２７４６回 １５６世帯 ８６６回 ２０７世帯 ３５６４回

世帯 世帯

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

占有スペース：あり

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　　　〕

発寒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５名、会計１名、監事２名、理事２９名、幹事２１

部会名〔　総務・高齢者福祉・児童福祉・広報啓発　　〕

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 高齢者サロン　月１回→５カ所　、月２回→１カ所、週１回→４カ所

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

　　２８町内会のうち　　１５町内会で作成

子育てサロン　なかよし川沿サロン　川沿会館　月１回
　　　　　　　　　にこにこ広場　　　　　福祉会館　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

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 発寒連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28町内会（うち連合町内会非加入　2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 定数

障がい者福祉施設 三和荘　発寒7条9丁目4-47

（知的障がい者福祉施設） □病院

児童福祉施設

発寒中央病院

発寒5条6丁目10番1号

□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）

13,922世帯 12,866世帯 ➚

1,279世帯 964世帯 ➚

1,330世帯 1,164世帯

□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

第３地域包括支援センター
発寒3条1丁目2-25
ヒロガミビル１階

介護予防センター発寒
発寒14条12丁目2-22

22.6% 19.5% ➚

名称・所在地

単位町内会数

主任児童委員名称・所在地

37人 2人

➚

7,096人 5,709人 ➚

20,501人

3,422人 2,713人 ➚

19,896人 ➚

発寒福祉会館(発寒5条3丁目12-20)

発寒川沿会館(発寒1条3丁目16-5)

発寒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 まちセン（発寒5条3丁目12-14）

31,390人 29,298人 ➚

3,793人 3,693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 西町連合町内会会長が兼務 　１３単位町内会のうち　２町内会で設置

地区社協の構成

平成８年２月 開催状況 福祉推進委員会連絡会議を年５回開催

設置 開催回数 5
主な開催時
間帯

代表者 西町地区社協会長兼務

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

年 3 回

60 住民協力員 47 その他 年 6 回 ６会場

平成２０年８月　借家に設置　→　平成２６年１月　西町会館２階に移転 年 2 回

年 回

年 回

年 4 回 近隣小学校生徒との交流会（昔遊びほか）

年 2 回 こころふれあい交流会

　２３９世帯（　　１４単位町内会のうちの　９町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 233 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 5 世帯 その他 1 世帯

障がい者 世帯

２３９世帯 ２３７７回 ２３９世帯 ３１５回 ２３９世帯 １７７０回

123 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

　　１４町内会のうち　　２町内会で作成

１４町内会のうち７町内会で実施

子育てサロン　月１回→２カ所
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〔　広報・啓発部／企画部／学習・研修部／子
育てサロン部　〕

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
男性サロン・女性サロン　　福まち事務所　各月１回（福まち主催サロン）
高齢者サロン　月１回→２カ所、　月２回→１カ所、　月３回→１カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

西町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４名、会計１名、監査２名、理事２０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：あり

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 西町連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14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

老人福祉施設 定数

（特別養護老人ホーム） □病院

藤花　西野2条8丁目1-8

（ケアハウス） 山の手通八木病院

障がい者福祉施設 西野3条5丁目1-35

児童福祉施設 心臓血管センター北海道大野病院

西野4条1丁目1-30

中田泌尿器科病院

名称・所在地 西町北5丁目1-5

勤医協札幌西区病院

西町北19丁目1-5

札幌宮の沢脳神経外科病院

西町南20丁目1-30

2,260世帯 1,937世帯

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

手稲リハビリテ-ションセンタ-　宮の沢490

西野ケアセンター　西野2条8丁目1-8

28,403人

第２地域包括支援センター
西野２条２丁目５-７
ロイヤル三王ビル３階

介護予防センター西町
西野２条８丁目１-８

26.4% 22.4% ➚

➚

連合町内会
（町内会連合会）

19,523世帯 19,214世帯 ➚

2,158世帯

名称・所在地

西町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 西町会館(西町南9丁目2-2)西町まちセン（西町南9丁目2-2）

西野福祉会館(西野3条2丁目4-12)

宮の沢中央会館(宮の沢1条5丁目6-27)

手稲記念館(西町南21丁目3-10）

名称・所在地

主任児童委員

60人 3人

民生委員・児童委員

西野地区センター(西野4条2丁目8-30）

西野中央会館(西野3条8丁目6-5)

宮の沢会館(宮の沢2条5丁目1-28)

単位町内会数

□地域包括支援センター・介護予防センター

1,769世帯 ➚

45,336人 43,725人 ➚

5,693人 5,531人 ➚

➘

11,955人 9,791人 ➚

5,918人 4,781人 ➚

27,688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 西野連合町内会会長が兼務 未設置

地区社協の構成

平成１１年７月 開催状況

設置 開催回数 年9回
主な開催時
間帯

代表者 西野地区社協会長兼務

構成 備考

年 3 回 大人の音楽会

157 住民協力員 81 その他 年 12 回 やまべぇ体操

平成２２年３月　借家に設置 年 1 回 バスレク（研修会）

年 1 回 健康講座・お楽しみ食事会

年 1 回 バスレク（研修会）

年 3 回 ３会場（もちつき）

年 回

高齢（独居） 714 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 1619 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

１６２世帯 １３０９回 ３４世帯 １１６回 ２２５世帯 ４１１１回

188 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

　　２３　町内会のうち　　１７　町内会で作成

子育てサロン　週１回→２カ所、月１回→１カ所、月２回→１カ所
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） 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
福まちたんぽぽ　月２回　福まち拠点（福まち主催）
高齢者サロン　　週１回→１１カ所、月１回→６カ所、月２回→４カ所、月３回→
１カ所

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

西野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３名、会計１名、監査２名、理事９名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：あり

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〔　総務部会、支援部会、広報部会　〕

活動者 福祉推進員

運営副委員長２名、事務局長１名、事務局次長１名、部長２名、事業担当者５名

　　　２３３３世帯（　３０単位町内会のうちの　６町内会に居住する世帯を対象）

入浴会

異世代交流

イベントその他



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 ふくい会館（福井3丁目1-9）

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 西野地区連合町内会連絡協議会

高齢夫婦世帯数 　西野連合町内会

　昭和連合町内会

単位町内会数 30町内会（うち連合町内会非加入　5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 五天山園 平和54番地3

(特別養護老人ホーム） 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

札幌西の峰病院

平和2条5丁目10-1

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 平和病院　

平和2条11丁目2-1

平和リハビリテーション病院

平和306番1

小別沢会館(小別沢47)

名称・所在地

名称・所在地

2,567世帯

民生委員・児童委員

➚

主任児童委員

55人 3人

西野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

6,159人 4,905人 ➚

35,115人 36,161人 ➘

4,333人 4,475人 ➘

18,706人 21,084人 ➘

12,076人 10,602人 ➚

34.4% 29.3% ➚

13,693世帯 14,097世帯 ➘

名称・所在地

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西野２条２丁目５-７
ロイヤル三王ビル３階

介護予防センター西野
西野７条３丁目５－３６

1,600世帯 1,439世帯 ➚
連合町内会

（町内会連合会）
2,307世帯

福井清流会館(福井9丁目4)

昭和会館【まちセン併設】（西野6条3丁目14-16）

西野第一町内会館(西野6条8丁目10-33)

平和第三会館(平和377)平和第二会館(平和2条8丁目2-1) 

福井記念館（福井6丁目9）

西野第二会館(西野8条6丁目5-5） 平和第一会館(平和1条6丁目7-20)



 

手稲区 



□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 手稲中央連合町内会総務部長が兼務 １８単位町内会のうち４町内会で設置

地区社協の構成

平成８年11月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 運営委員長（町内会福祉部長が兼務）

構成 副委員長１名、運営委員１５名 備考

年 回

28名 住民協力員 19名 年 回

平成８年11月、手稲コミュニティセンターに設置 年 12 回 転倒予防教室「すこやか転ばん塾」

占有スペースあり 年 1 回 「ふれあい交流会」

年 回

年 回

年 回

258世帯（18単位町内会のうちの18町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 150 世帯 子育て世帯 1 世帯

高齢（夫婦） 99 世帯 その他 世帯

障がい者 8 世帯

112世帯 507回 26世帯 113回 119世帯 895回

7 世帯 世帯

世帯 世帯

6 世帯 世帯

18町内会のうち6町内会で作成

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〔　　　　　　事業部、広報部　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

手稲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、総務部長１名、総務副部長１名、監査２名、評議員１７名

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
福まちミニサロン/福まち事務室または手稲コミュニティセンター会議室/月１
回
ふれあいル・サンク/ル・サンク手稲集会場他/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

除雪支援（福祉除雪含む）

イベントその他

入浴会

異世代交流

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

・18町内会のうち2町内会で実施
平成２９年度～３０年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実
施

山のこどもひろば/手稲コミュニティセンター/月１回
ほっとるーむ/コミュニティカフェめりめろ/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

保存用・携帯用緊急連絡カード、ネームプレート作成

買い物支援 その他



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 手稲中央連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会（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 幸寿園　手稲本町3条4丁目2-35 定数

（地域密着・特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 相談室 ていね(手稲本町2-2)

□病院

児童福祉施設

手稲中央老人クラブ長楽会会館(手稲本町2条5丁目13-38)

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

5,132人 5,106人 ➙

2,383人 2,037人 ➚

1,174人 989人 ➚

429世帯

8,310人 7,965人 ➚

795人 822人 ➚

手稲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）

直近基準年 比較対象年 傾向

□公共施設等

手稲コミュニティセンター【まちセン併設】(手稲本町3条1丁目3-41)

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

28.7% 25.6% ➚

3,919世帯 3,519世帯 ➚

484世帯 397世帯 ➚

手稲中央会館（手稲本町２条２丁目4-26）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

手稲区介護予防センター中央・鉄北
手稲本町２条２丁目１-１
村田ビル１階

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

14人 2人
第２地域包括支援センター
 曙５条２丁目８－１

382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 ４４単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成９年12月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

10：30～

代表者 運営委員長（地区社協副会長が兼務）

構成 副委員長2名、事務局長１名、事務局次長２名、運営委員１５名 備考

年 1 回 福祉活動研修会

7名 住民協力員 63名 年 1 回 和音コンサート、笑いヨガ

平成９年12月、鉄北コミュニティプラザ内に設置 年 1 回 ひだまり稲山、すこやかクラブ＆お昼の会

占有スペースあり 年 回

年 1 回 ふれあい交流会（独居高齢者対象）

年 1 回 人形劇

年 1 回 セラピードッグ、災害時の支え合い研修と交流会

1039世帯（44単位町内会のうちの44町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 839 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 200 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

450世帯 5400回 200世帯 400回 世帯 回

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

44町内会のうち44町内会で作成(地区福まちで作成）

・44町内会のうち44町内会で実施展開中
・平成２８年度～２９年、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

・鉄北ひだまりサロン／鉄北コミュニティプラザ・第１水曜日
・えがおのひろば/プラザ717/月１～２回
・花サロン千日小鈴/個人宅/月１回
・ひとやすみの日/個人宅/月１回

・ニコニコクラブ明日風／あすかぜ会館・第３水曜日(※H26.4～会場変更)
・地域の親子ひろば　コミコミかふぇ/ていね楽市ビル・週３回
・どんぐりひろば／慈啓会ふれあいの郷・第２水曜日ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

保存用・携帯用緊急連絡カード作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

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

・ふきのとう/ホクレンショップ手稲前田店/月１回　・にんご会/週１回
・認知症サロンしもちゃん家・おしゃべりとお昼の会/個人宅/月２回　　・げんきかい/マンション集会場/月１回
・サロンびぃすけっと/個人宅/月２回　・よつばサロン/特養明日佳ＨＯＵＳＥ手稲/月１回
・サロンすまいる/町内会集会所/月１回　　・明日風シニア会/あすかぜ会館/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

入浴会

手稲鉄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
副会長３名、会計１名、監査２名、理事15名

３連町会長の２年任期の持ち回り。ただし、再任は妨げない（現在は、山口団地連合自治会会長が兼務）

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、事業　　　〕

活動者



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 手稲鉄北連合町内会連絡協議会

世帯数 　手稲曙連合町内会

単身高齢世帯数 　手稲稲山連合町内会

高齢夫婦世帯数 　山口団地連合自治会

44町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム 定数

曙5条2丁目2-17 (養護老人ホーム）

札幌市稲寿園　曙5条2丁目2-21 □病院

（特別養護老人ホーム） 手稲渓仁会病院

スカイラーク　曙11条2丁目3-13号 前田1条12丁目1-40

（ケアハウス） 札幌心臓血管・内科・リハビリテーション病院

障がい者福祉施設 ワークトピア あすか(曙11-1) 前田6条16丁目1-2

児童福祉施設 児童会館(2) 西成病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 曙2条2丁目2-27

名称・所在地 札幌立花病院

曙11条2丁目3-12

曙第七町内会会館(曙6条2丁目1-30)

□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）

主任児童委員

1,318世帯

10,856世帯 ➚11,441世帯

➚

15,439人

➚

➘

8,566人 7,165人 ➚

1,703世帯

名称・所在地

名称・所在地 名称・所在地

32人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

単位町内会数

1,393世帯

4,276人 3,112人 ➚

30.5% 26.0% ➚

手稲鉄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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 鉄北コミュニティープラザ【まちセン併設】(曙７条３丁目6-22)

あすかぜ会館(明日風1丁目)曙第一会館(曙3条1丁目10-1)

山口団地会館(曙11条1丁目2) プラザ７１７（前田７条１７丁目）

16,174人

1,053世帯

手稲区介護予防センター中央・鉄北
手稲本町２条２丁目１-１
村田ビル１階

28,131人 27,572人 ➚

4,126人 4,233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 前田地区連合町内会連絡協議会副会長が兼務 ３０単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成10年８月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 前田地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

住民協力員 13名 年 回

平成11年４月、前田会館に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 「ひとり暮らし高齢者とのふれあい事業」

年 1 回 「日帰り温泉旅行」

年 回

年 回

784世帯（30単位町内会のうちの28町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 682 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 102 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

604世帯 1819回 604世帯 7068回 55世帯 1200回 障がい者サロン

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

30町内会のうち28町内会で作成

・取り組みなし
・平成２９～３０年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

その他
（複合型）

□その他の活動

65歳以上独居高齢者に対して、地域の温泉施設の入浴券を配布
保存用・携帯用緊急連絡カード、救急医療情報キット、ネームプレートの作
成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務、広報、見守り、食事、ボランティア　〕

活動者 福祉推進員

外出支援

ゴミ出し支援 子育て支援
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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

高齢者サロン

いきいきサロン/前田まちづくりセンター/週１回、ライフネットくらぶ/前田中央会館/月１回
いきいきサロン/前田会館/週１回、ゆたか・いきいきサロン/前田中央会館/月１回
エンジョイプラザ/前田中央会館/週１回、おちゃのま/個人宅/月１回、シニアサロンおいでおいで/サロン事務所/週5
回
つばさサロン/個人宅/月１回、ボランティアあすなろグループ/前田公園団地集会所/月２回
地域のお茶の間来楽/たすけあいワーカーズこころ/不定、前田緑苑ふれあい茶話会/町内会集会所/週１回
ふれあい二線の会/個人宅/月３回、健康寿命のばそう会/前田中央会館/月２回、
ザひばりの会/前田西一町内会集会場/月１回、ガーデンサロン/前田中央会館他/月4回

まえだっこ/前田まちづくりセンター/月１回
あそべばい～しょ/前田会館/週３回
コミコミかふぇ✿すなやま/砂山会館/月１回

前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
副会長４名、総務１名、会計１名、監事２名、理事10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　　５　　〕

副委員長（部会長）５名、副部会長３名、会計（事務局次長兼務）１名、事務局長１名、事
務局次長３名、事務局員５名、監事２名



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

高齢夫婦世帯数 □町内会

前田地区連合町内会連絡協議会

　前田連合町内会

□福祉施設 　稲積連合町内会

30町内会（うち連合町内会非加入　3町内会）

老人福祉施設 手稲つむぎの杜（前田2-10）

（特別養護老人ホーム） □民生委員・児童委員

障がい者福祉施設 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾊｳｽ手稲(前田6-13)

定数

相談室 ていね(前田2-10)

児童福祉施設 児童会館(５) □病院

手稲いなづみ病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 前田3条4丁目2-6

名称・所在地 手稲病院

前田6条13丁目8-15

名称・所在地

1,843世帯 1,446世帯

9,068人 6,899人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

3,685人 2,937人 ➚

32.2% 24.6% ➚

11,869世帯 11,428世帯 ➚

1,135世帯 862世帯 ➚

前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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 まちセン（前田6条9丁目2-1）

15,913人 18,234人 ➘

28,161人 28,076人 ➘

3,180人 2,943人 ➘

市営住宅稲積集会所(前田3条4丁目1)

前田中央会館(前田8条11丁目1-23)

手稲区民センター(前田１条11丁目1-1)

前田会館(前田6条11丁目2-1)

稲積記念会館(前田5条5丁目2-1)

市営住宅前田７条集会所(前田7条12丁目3)

前田西第一町内会集会所(前田4条11丁目2-19)

前田四季彩の街会館(前田8条15丁目15-1)

砂山会館(前田13条10丁目2-7)

名称・所在地

単位町内会数

民生委員・児童委員 主任児童委員

前田緑苑町内会集会所（前田８条９丁目1）

2人30人

名称・所在地

第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

介護予防センターまえだ
前田２条１０丁目１－７手稲つむぎの杜
内

□地域包括支援センター・介護予防センター

➚



□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 新発寒第一連合町内会が兼務(※連合町内会会長が、まわり番で兼務) 14単位町内会のうち3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 開催回数 年2回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 新発寒地区社協会長兼務

構成 委員長１名、運営委員7名 備考

年 回

47名 住民協力員 年 3 回 「ふまねっと」「健康づくりﾌｪｽﾀ」等

平成８年３月、新発寒地区センターに設置 年 2 回 「笑話歌声体操」、「高齢者の栄養バランス研修」

占有スペースあり 年 2 回 「春のお食事会」、「秋のお食事会（連町ごと）」

年 1 回 「日帰りﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」

年 1 回 昔遊び※新発寒児童会館との連携

年 1 回 クリスマス会

571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） 335 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 236 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

571世帯 1830回 65世帯 139回 275世帯 1489回

81 世帯 世帯

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〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

新発寒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３名、総務１名、会計１名、事務局１名、監事２名、理事５名

活動者 福祉推進員

外出支援

各町内会にて適時開催。推進委員が町内会の福祉部長であるため、年１2回
新発寒地区福まち福祉推進委員会を開催。。

福祉マップの作成状況

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
いきいきサロン/新発寒地区センター/月１回、サロンde朝日/朝陽会館/月１回
新発寒ひだまり/新発寒キリスト教会/月１回、ハートサロン/わらび会館/月４回
サロン月いち/わらび会館/月１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

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2町内会で実施（避難行動要支援者名簿情報提供）
・平成２８～２９年度、手稲区により「災害時支え合い出前研修」を実施

新発寒わらびひろば/新発寒わらび会館/月１回
新発寒ひまわりひろば/新発寒地区センター/月１回
新発寒むくどりひろば/新発寒小ミニ児童会館/概ね月１回
絵本のとびら/新陵小学校開放図書館/概ね月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

高齢者世帯及び独居世帯に対して寒中見舞状を訪問にて配布（年１回）
ミニサロン（月・水：麻雀、火：小物作り、木：オカリナ）を福まち事務室内で
実施

買い物支援 その他

障がい者サロン

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

高齢化率 □町内会

世帯数 新発寒地区連合町内会連絡協議会

単身高齢世帯数 　新発寒わらび連合町内会

高齢夫婦世帯数 　新発寒連合町内会

　新発寒第一連合町内会

単位町内会数 14町内会

□福祉施設

□民生委員・児童委員

老人福祉施設

定数

障がい者福祉施設

児童福祉施設 児童会館(3) □病院

札幌秀友会病院

新発寒5条6丁目2-1

名称・所在地

新発寒新生会館(新発寒5条6丁目12-1)

2,053人 1,659人 ➚

28.6% 20.3% ➚

➚

6,815世帯

新発寒朝陽会館(新発寒6条10丁目2-10)

連合町内会
（町内会連合会）

新発寒わらび会館(新発寒3条5丁目2-10)

□地域包括支援センター・介護予防センター

新発寒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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

18,576人 18,512人 ➘

2,479人 2,355人 ➙

□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

名称・所在地

23人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢
西宮の沢４条３丁目３-40 愛輪園内

名称・所在地

新発寒地区センター【まちセン併設】（新発寒5条4丁目2-2）

北発寒稲積会館(新発寒5条1丁目1-3)

946世帯 697世帯

6,712世帯 ➚

531世帯 427世帯 ➚

10,781人 12,401人 ➘

5,316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 富丘連合町内会会長が兼務 28単位町内会のうち26町内会で設置

地区社協の構成

平成10年９月 開催状況 地区全体では年１回、その他各町内会にて適時開催。

設置 開催回数 年１回(事務局会議・年12回)
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 富丘西宮の沢地区社協会長が兼務

構成 備考

年 回

78名 住民協力員 10名 年 3 回 「いきいき元気教室」

平成24年6月、新)富丘西宮の沢会館1Fに設置 年 1 回 「介護予防フェスタ」

占有スペースあり 年 1 回 「高齢者ふれあい交流会」

年 回

年 1 回 「異世代交流会」

年 1 回 「子育てふれあい交流会」、「百人一首大会」

596世帯（28単位町内会のうちの26町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 361 世帯 子育て世帯 46 世帯

高齢（夫婦） 175 世帯 その他 世帯

障がい者 14 世帯

197世帯 2364回 45世帯 540回 536世帯 12864回

5 世帯 世帯

8 世帯 46 世帯

3 世帯 3 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　　３　　〕 部会名〔　　　総務、事業、広報　　　〕

富丘西宮の沢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、事務局長１名（副会長兼務）、会計１名、監査２名、理事10名

訪問 電話 外からの見守り
障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む）

活動者 福祉推進員

外出支援

運営委員長１名、副運営委員長４名（１名事務局長兼務）、運営委員５名、監査２名

※町内会福祉部などに、機能・役割を充てる。福祉推進委員の推薦
があった町内会数。

・ポコアポコ/児童会館/年12回
・母と子のひとときタイムひよっこ/児童会館/月１回
・出張ひろば「ちいさなおうち」/プルマンベーカリーギャラリーヤード/月１回
・コープさっぽろ西宮の沢店『子育てひろば』/コープさっぽろ西宮の沢店組合員交流ルーム /週２回ゴミ出し支援 子育て支援

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

・福まちサロンとみにし/富西会館/月１回　　　　　　・ふれあい「ロピアサロン」/マンション集会場/月１回
・みんなのお茶の間/おおぞら町内会館/月１回　　　　・カトレア会/個人宅/月１回
・西宮の沢団地お茶会/団地集会所/月１回　　　　　　・富丘コーポ自治会ふれあいサロン/マンション集会室/月１回
・サロンつくし/民間ビル/月２０回程　　　　　　　　・富丘いきいきサロン/高台団地集会所/週１回

見守り活動

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

28町内会のうち15町内会で作成

・28町内会のうち７町内会で実施
・平成２７～２８年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

その他
（複合型）

□その他の活動

保存用・携帯用緊急連絡カード（安心・安全カード）、ていぬマグネット、ネームプ
レートの作成。
・赤い羽根共同募金活動（街頭募金）

買い物支援 その他



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 富丘西宮の沢連合町内会連絡協議会

高齢夫婦世帯数 　富丘連合町内会

　西宮の沢連合町内会

29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

老人福祉施設 愛輪園　西宮の沢4条3丁目302-9 定数

（特別養護老人ホーム）

□病院

西宮の沢1条4丁目14-10　

（ケアハウス） 札幌宮の沢病院

障がい者福祉施設 アンビシャス(西宮の沢6-2) 西宮の沢1条4丁目14-35

北愛館(西宮の沢6-2) 札幌田中病院

児童福祉施設 児童会館(3) 西宮の沢4条3丁目3-45

札幌緑誠病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 西宮の沢4条4丁目18-11

名称・所在地 札幌グリーン病院

西宮の沢5条1丁目13-15

1,361世帯

➚1,336世帯 816世帯

1,051世帯

介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢
西宮の沢４条３丁目３-40 愛輪園内

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

おおぞら町内会館(西宮の沢2条5丁目7-1）

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

民生委員・児童委員 主任児童委員

30人 2人
第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

➚

手稲高台会館(富丘4条7丁目5-29）

14,769人

2,857人

16,486人

25,688人 25,796人 ➚

3,130人 3,407人 ➘

市営住宅西宮の沢団地集会室(西宮の沢6条2丁目)

市営住宅富丘高台団地集会所(富丘3条6丁目2)

市営住宅宮の沢集会所(西宮の沢4条3丁目4)

➚

富丘西宮の沢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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 富丘西宮の沢会館【まちセン併設】（富丘2条2丁目1-1）

名称・所在地 名称・所在地

➘

7,789人 5,903人 ➚

3,946人

➚

10,684世帯 10,084世帯 ➚

30.3% 22.9%



□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 稲穂金山連合町内会連絡協議会副会長が兼務 22単位町内会のうち5町内会で設置

地区社協の構成

平成９年10月 開催状況 各町内会で適時開催

設置 開催回数 －(事務局会議・月１回)
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 －  

構成 事務局長１名、事務局員3名 備考

年 回

29名 住民協力員 34名 年 5 回 健康体操、脳トレ、講演会

平成10年８月、稲穂金山まちづくりセンター内に設置 年 回

占有スペースあり 年 2 回 「さわやかランチ会（連町単位）」

年 1 回 「温泉でふれあい会食（連町単位）」

年 2 回 「ふれあい餅つき大会(連町単位）」

年 2 回 「三世代交流百人一首大会（児童会館単位）」

136世帯（22単位町内会のうちの22町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 31 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 92 世帯 その他 世帯

障がい者 13 世帯

110世帯 1320回 世帯 回 33世帯 654回

11 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

22町内会のうち7町内会で作成

・22町内会のうち5町内会で実施

若がえり/稲穂会館/不定期

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・雪だるまづくり
・保存用・携帯用緊急連絡カードの作成

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

・ミニサロン福まち(かなやま ふれあい)/地区会館/月１回　　・ささの会/個人宅/月１回
・かなやまﾆｭｰｻｳﾝｽﾞ/月4回/夢トピアコスモプラザ他　　・シニア・サロン金山団地/個人宅/月２回
・カトレア会/パシフィック星置ヒルズ集会室/月１回　　・ふれあいサロン暁星/稲穂会館/月１回
・やまなみやすらぎサロン/手稲高台会館/月２回　・ふれあい喫茶/個人宅/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

稲穂金山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、事務局長１名、監査委員２名、理事7名、評議員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　　　　　　　〕

※地区社協を位置づけ



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 稲穂金山連合町内会連絡協議会

世帯数 　稲穂連合町内会

単身高齢世帯数 　金山連合町内会

高齢夫婦世帯数 23町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 手稲ロータス　稲穂5条2丁目6-5 定数

(特別養護老人ホーム）

星置ハイツ　手稲金山133-5 □病院

障がい者福祉施設 北海道立子ども総合医療・療育センター

金山1条1丁目240－6

児童福祉施設 児童会館(2) イムス札幌内科リハビリテーション病院

手稲金山124番地

中垣病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 金山1条2丁目1-6

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

単位町内会数

稲穂金山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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

17,089人 17,537人 ➘

1,826人 2,021人 ➘

9,826人

介護予防センター稲穂・金山・星置
稲穂５条２丁目６-１　手稲あんじゅ内

597世帯 530世帯 ➚

1,020世帯 785世帯

11,245人 ➘

5,437人 4,051人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

2,532人 2,007人 ➚

31.8% 23.1% ➚

➚

6,851世帯 6,782世帯 ➚

民生委員・児童委員

18人 2人

主任児童委員

稲穂会館【まちセン併設】（稲穂3条5丁目1-28）

金山会館(金山2条2丁目3-1)

市営住宅稲穂集会所(稲穂4条3丁目9)

連合町内会
（町内会連合会）



□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 星置地区連合町内会連絡協議会会長が兼務 35単位町内会のうち19町内会で設置

地区社協の構成

平成8年5月 開催状況 地区全体で年４回開催、その他各町内会で適時開催

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

9：30～

代表者 運営委員長

構成 備考

年 回

44名 住民協力員 年 1 回 「健康お花見ｳｫｰｷﾝｸﾞ」

平成8年5月、星置地区センターに設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 「高齢者ふれあい交流会」

年 回

年 5 回 「高齢者いきいき交流会」

年 1 回 「新春交流もちつき大会」

20世帯（35単位町内会のうちの35町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 18 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 2 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

20世帯 204回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン 福祉サロン　えがお/星置地区センター/年10回

20 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

35町内会のうち19町内会で作成

・３５町内会のうち２町内会で実施（うち１町内会が災害時避難行動要支
援者名簿情報の提供あり）

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〔総務、福祉推進、健康・交流、地域支援〕

活動者 福祉推進員

外出支援

ゴミ出し支援 子育て支援
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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

高齢者サロン

高齢者健康サロン/星置地区センター/年5回
星置駅前団地親和会/星置駅前団地付属集会所/週１回
なかよし会.11./個人宅/週１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サロン虹の会/個人宅/月１回
お茶の間倶楽部/個人宅/月１～２回　　　ゆうあいサロン 井戸端/イトーピア星置シティビュー マンション集会室/月１
回
悠遊クラブ/星置会館/月１回　　　　　　　　ふくろうサロン/個人宅/週１回　　　スポルト星置/星置地区センター/週１回
四つ葉クラブ/アークシティ星置マンション集会室/月１回　　サロン星の里/個人宅/月１回

子育てサロン「いちばん星」/夢トピアコスモプラザ/月１回
あそびのひろばはとぽっぽ/星置会館

星置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、総務部会（部会長１名、広報部長１名、会計部長１名）、監査委員２
名、役員５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　　　〕

副委員長１名、総務部会・福祉推進部会・健康部会・地域支援部会会長各１名、運営委員10名



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 星置地区連合町内会連絡協議会

単身高齢世帯数 　夢トピア星置町内会連合会

高齢夫婦世帯数 　星置連合町内会

　山口連合町内会

34町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設

□民生委員・児童委員

老人福祉施設 主任児童委員

定数 2人

障がい者福祉施設 子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ(金山1-1)

児童福祉施設 児童会館(2) □病院

北都病院

手稲山口550番地

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

介護予防センター稲穂・金山・星置
稲穂５条２丁目６-１　手稲あんじゅ内

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

□地域包括支援センター・介護予防センター

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

➚

➚

名称・所在地

➚28.7% 21.9%

➚

17人

5,754世帯 5,669世帯

466世帯 365世帯

897世帯 699世帯

民生委員・児童委員

4,579人 3,390人

➚2,002人 1,454人

9,427人 10,334人

15,932人 15,514人 ➚

1,926人 1,790人 ➘

星置地区センター【まちセン併設】（星置2条3丁目14-1）

市営住宅星置駅前団地集会室(星置1条4丁目3-30)

星置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） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

山口クラブ(手稲山口557)

緑地会館(手稲山口381)

星の里会館(星置1条6丁目)夢トピアコスモプラザ(星置1条1丁目498-63)➚

星置会館(星置3条9丁目7)

山口公民館(手稲山口423)➘




