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□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 鉄東地区連絡協議会会長が兼務 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11回

設置 開催回数 年11回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 前・鉄東地区民児協会長 □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、副委員長兼事務局長1名、事務局次長兼会計１名 備考

住民向け研修会 年 回

51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 4 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

658世帯（18単位町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 629 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 13 世帯 世帯

障がい者 16 世帯

658世帯 3746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

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

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 福まちサロン　鉄東会館　年24回

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

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2名、副会長１名、副会長兼事務局長１名、監事2名、理事１８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 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

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

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)

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)

1,903人 1,786人 ➚

➚

1,588世帯 1,286世帯 ➚

15,439人 15,042人

23,104人 21,735人 ➚

➚

5,762人 4,907人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,855人 2,299人 ➚

24.9% 22.6% ➚

13,097世帯 12,320世帯

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



□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21名 備考

住民向け研修会 年 回

174名 住民協力員 2名 健康づくり 年 回

占有スペースなし その他交流会 年 1 回 介護予防

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 ふれあい年賀状作成

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

電話 外からの見守り
障がい者サロン

除雪支援

その他
（複合型） ふれあいサロンほっこう　　あかしあ学園　年10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

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

家事・育児支援
子育てサロン

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 地区内１１サロン活動支援

外出・託児支援 介助支援

見守り活動
訪問

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

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2名、会計1名、総務1名、事業担当委員4名、監事2名、理事43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

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

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

25,586人 24,974人 ➚

2,126人 2,154人 ➙

17,006人

名称・所在地

1,960世帯 1,558世帯 ➚

16,972人

連合町内会
（町内会連合会）

3,148人 2,778人 ➚

25.2% 23.4% ➚

➚

6,454人 5,848人 ➚

15,353世帯 14,698世帯 ➚

単位町内会数

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

➚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）

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)



□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4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1名、事務局長1名、運営委員6名 備考

住民向け研修会 年 4 回  

250名 住民協力員 46名 健康づくり 年 回

占有スペースあり その他交流会 年 回

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

イベントその他 年 2 回 夏まつり、ミニ縁日

1,397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） 801 世帯 子育て世帯 8 世帯

高齢（夫婦） 551 世帯 世帯

障がい者 37 世帯

　1,397世帯 3,142回 　49世帯 98回 　1,261世帯 14,317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10町内会で作成

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、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

□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

単位町内会数

24.7% 21.8% ➚

19,679世帯 18,997世帯 ➚

2,376世帯 1,790世帯 ➚

1,510世帯 1,404世帯 ➚

3,884人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

9,260人 8,193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)

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)24,379人

37,557人 37,551人 ➙

3,918人 4,201人 ➘

25,157人 ➘

➚

4,506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 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9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、事務次長１名、運営委員９名 備考

住民向け研修会 年 回

33名 住民協力員 194名 健康づくり 年 3 回 健康づくりの集い

占有スペースあり その他交流会 年 　 回 　

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

　　　　世帯（　　単位町内会のうちの　　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） 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 世帯 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

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１名、副会長６名、事務局長１名、事務次長１名、常任理事２０名、監事２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　　　　　　　〕 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
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

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

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



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

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

主任児童委員名称・所在地 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
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

25.6% 23.3% ➚

➚

名称・所在地

10,926世帯 10,637世帯 ➚

1,297世帯

5,869人 5,451人 ➚

2,850人 2,480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)

14,303人 15,116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)

22,952人 23,357人 ➘

2,780人 2,790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 栄東連合町内会会長が兼務 ３８単位町内会のうち３５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1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 回

イベントその他 年 回

360世帯（38単位町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 360 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 500回 世帯 回 360世帯 1,000回

20 世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 3町内会で作成

　

　

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１１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

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

副委員長１名、事務局長1名、事務局次長８名、会計部長１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

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４名、理事２名、監事２名、委員１５名



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 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 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

35,351人 35,103人 ➚

4,432人 4,588人 ➘

22,044人 22,609人 ➘

8,875人 7,906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）

4,374人 3,493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

25.1% 22.5% ➚

➚

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　まちづくり連合会役員から選出 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４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2名、運営委員14名 備考

住民向け研修会 年 回

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

３８６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） 386 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２０回

障がい者 世帯

　3８６世帯 ３８６回 世帯 回 世帯 回

56 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

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

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

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

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10名、事務局長1名、総務部長1名、総務副部長１名、会計部長1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 □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 23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

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

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

24.0% 21.1% ➚

➚

14,084世帯 12,853世帯 ➚

1,434世帯 1,096世帯

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

➚

1,181世帯 971世帯

6,970人 6,023人 ➚

3,344人 2,748人 ➚

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

29,025人 28,543人 ➚

3,254人 3,561人 ➘

18,801人 18,959人 ➘

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)



□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 副会長2名、事務局長1名、会計１名、幹事２３名 備考

住民向け研修会 年 回

124名 住民協力員 111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 1 回 敬老ふれあいお食事会　４会場

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、ジョギング大会

2188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） 2,188 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 1,327世帯 8,162回

　　　 世帯 　 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

 

子育てサロン　ピノキオ　　札幌小学校　　　年11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

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
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

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

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
副会長２名、事務局長1名、会計1名、監査2名、理事７名、委員１５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 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

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）

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）

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

30.6% 26.4% ➚

➚1,585世帯 1,357世帯

8,865人 7,887人 ➚

4,156人 3,440人 ➚

12,923世帯 12,815世帯 ➚

1,580世帯 1,285世帯 ➚

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)

16,718人 18,290人 ➘

28,956人 29,923人 ➘

3,373人 3,746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 丘珠連合町内会副会長が兼務 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11年3月 開催状況 地区全体で年1回

設置 開催回数 3回
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

23名 住民協力員 70名 健康づくり 年 11 回 ウォーキングほか

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） 25 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

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24
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〔活動部会　　　　　　〕

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

なかよし広場　　丘珠ふれあいセンター　　年１１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

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 □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）

➚

➘

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

4,012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）

5,138世帯

584世帯

単位町内会数

1,830人

902世帯

30.3%

5,147世帯

489世帯

744世帯

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）

4,383人

2,183人

33.9%

□コミュニティ施設等

7,090人

直近基準年 比較対象年 傾向

12,937人

➘

13,261人

1,555人

7,694人

1,464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 ４１単位町内会のうち１９単位町内会で設置

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

41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 7 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

60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） 25 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 35 世帯 世帯

障がい者 世帯

0世帯 0回 0世帯 0回 60世帯 176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４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５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22回
外出・託児支援 介助支援

５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 47町内会（うち連合町内会非加入　6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

38,867人 36,942人 ➚

6,425人 5,840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）

22,522人 ➘

10,041人 8,580人 ➚

22,401人

➚

25.8% 23.2% ➚

12,739世帯 ➚13,825世帯

1,825世帯 1,469世帯

4,629人 3,766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14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 顧問１名、副委員長1名、事務局長1名、委員11名 備考

住民向け研修会 年 2 回 健康寿命・福まちの役割について

46名 住民協力員 12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 1 回

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

1059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） 585 世帯 子育て世帯 36 世帯

高齢（夫婦） 315 世帯 121 世帯

障がい者 2 世帯

　110世帯 679回 27世帯 44回 85世帯 889回

20 世帯  世帯

36 世帯 世帯

福祉マップの作成状況 未実施

・14町内会のうち14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）14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2名、副理事長1名、副理事長３名、常任理事1名、理事27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５２回運行、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 14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）

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）

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

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

28.4% 24.2% ➚

➚

3,745世帯 3,836世帯 ➘

440世帯 373世帯 ➚

412世帯 326世帯

2,268人 2,001人 ➚

1,005人 864人 ➚

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

7,985人 8,259人 ➘

791人 964人 ➘

4,926人 5,294人 ➘




