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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

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

構成 備考

年 回

３４名 住民協力員 ０名 その他 年 2 回 春・秋ウォーキング（コロナ禍により春は中止）

平成１２年１２月、八軒会館内に設置 年 2 回 けんこうクラブ（コロナ禍により中止）

年 2 回 お楽しみ会・敬老会

年 回

年 1 回 ふれあいまつり（コロナ禍により中止）

年 回

高齢（独居） 37 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 2 世帯 その他 1 世帯

障がい者 0 世帯

18世帯 236回 34世帯 225回 13帯 312回

8 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

　　　４２町内会のうち　　４２町内会で作成

子育てサロン（ハニーランド）　年１１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） 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
月1回→７カ所、月2回→1か所

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６名、事務局長１名

八軒連合町内会会長が兼務

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〔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

八軒地区社協会長が兼務

副会長２名、事務局長１名、部長３名

　　４０世帯（  ４２単位町内会のうちの ６ 町内会に居住する世帯を対象）

１ブロック【１連合町内会（４２単位町内会）の範囲を対象】で設置

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 □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 42町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 特別養護老人ホーム三陽 定数

八軒5条8丁目5-1

障がい者福祉施設 障がい者支援施設あっぷ

八軒5条東1丁目6-25 □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

10,480人 10,718人

28.3% 25.9%

□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)

17,564人 16,981人 ➚

2,107人 1,865人 ➚

➚

7,914世帯 8,752世帯 ➘

1,004世帯 813世帯 ➚

2,010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）

4,977人 4,398人 ➚

2,362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

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

構成 備考

年 1 回 コロナ流行時の災害対策（コロナ禍により中止）

４４名 住民協力員 ９４名 その他 名 年 1 回 健康食品との付き合い方（コロナ禍により中止）

年 1 回 介護について

年 10 回 福まち配食サービス（月１回）

年 1 回 温泉入浴（コロナ禍により中止）

年 回

年 1 回 お楽しみ会（落語鑑賞と講話）

高齢（独居） 108 世帯 子育て世帯 7 世帯

高齢（夫婦） 13 世帯 その他 2 世帯

障がい者 2 世帯

117世帯 2,078回 41世帯 454回 68世帯 3,254回

39 世帯 0 世帯

5 世帯 7 世帯

31 世帯 1 世帯その他

八軒中央地区社協副会長（地区民生委員児童委員会会長）兼務

副委員長２名、事務局長１名、会計監査２名、委員7名、事務局員３名

平成１８年４月　はちけん地区センターに設置

４４単位町内会のうち４４町内会で設置

　　　１３２世帯（　　４４単位町内会のうちの２５町内会に居住する世帯を対象）

部会名〔　調査・支援部、研修部、広報・啓発部、
交流部　〕

異世代交流

イベントその他

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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

　44町内会のうち44町内会で実施（連町・民児協・福まち合同で実施）

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

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→2カ所、年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

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１名、監査2名、常任理事９名、理事３３名

八軒中央連合町内会会長が兼務

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　〕

活動者 福祉推進員



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 44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

札幌記念病院

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

15,689人 15,738人 ➘

1,884人 1,941人 ➘

9,313人 9,814人 ➘

4,492人 3,983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）

2,232人 1,931人 ➚

28.6% 25.3%

八軒6条東4丁目4-4

特別養護老人ホーム八軒ふくろうの森

八軒9条西10丁目1-13

ケアハウス八軒ふくろうの城

八軒9条西10丁目448-1

介護老人保健施設八軒みどりの園



□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 琴似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

10:00～

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5名、委員13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、歩こう会、健康まつり、健康フェスタ

平成１９年３月、二十四軒会館内に設置 年 42 回 すこやか倶楽部、茶話会

年 3 回 高齢者食事会（コロナ禍により中止）

年 回

年 1 回 キッズカーニバル（コロナ禍により中止）

年 回

　　　59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） 46 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 11 世帯 その他 0 世帯

障がい者 2 世帯

59世帯 920回 59世帯 104回 59世帯 669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　　　〕

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3名、会員10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

●マンション集会室 ： 月 1 回 → 5 カ所、月 2 回 → 2 カ所  週1 回 → 1 か
所
●個人宅 ： 月 1 回→ 2 カ所　●私設ギャラリー ： 月1～2回 → 1 カ所
●会館 ： 月１回→ 1 カ所 、 月 2 回→ 2 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

　　　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）



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 軽費老人ホームB型 札幌市琴寿園

琴似2条3丁目1-25

障がい者福祉施設 障がい者支援施設ホップ □病院

二十四軒4条6丁目3-2

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

さっぽろ二十四軒病院

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

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

名称・所在地

27.2% 24.6% ➚

➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

19,419世帯 18,265世帯 ➚

2,670世帯 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）

➚

4,625人 3,805人 ➚

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 琴似二十四軒まちづくりセンター（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）

34,994人 32,466人 ➚

2,717人 2,564人 ➚

22,762人 21,927人 ➚

9,515人 7,975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

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

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 1 回 健康まつり（コロナ禍により中止）

平成１０年５月　山の手会館に設置 年 12 回 ふまねっとで健康維持

年 1 回 食事会（コロナ禍により中止）

年 回

年 1 回 ふれあい福祉まつり（コロナ禍により中止）

年 1 回 一人暮らし高齢者交流会

高齢（独居） 51 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 7 世帯 その他 8 世帯

障がい者 0 世帯

66世帯 728回 66世帯 39回 66世帯 4,924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

山の手地区社協会長が兼務

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
常任顧問１名、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、
見守り部会　〕

顧問２名、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28名

福祉のまち推進センター運営委員長（地区民生委員児童委員会会長）が兼務 　４１　単位町内会のうち　１２　町内会で設置

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

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

　　　６６世帯（　４１単位町内会のうちの　９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

山の手地区敬老会

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

定数

山の手4条5丁目3-1

障がい者福祉施設 □病院

山の手433-1

緑ヶ丘療育園

山の手442 山の手3条12丁目3番12号

障がい者支援施設 札幌育成園 西さっぽろ病院

山の手444 山の手3条2丁目5番1号

障がい者支援施設 花園学院 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

児童福祉施設 北海道医療センター

 山の手3条12丁目3-12 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）

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）

2,593人 2,260人 ➚

20,250人 19,686人 ➚

2,479人 2,532人 ➘

12,333人 12,441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 山の手まちづくりセンター（山の手3条7丁目1-38）

➘

5,438人 4,713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

療養介護・医療型障害児入所施設 緑ケ丘療育園

障がい者支援施設 札幌山の手リハビリセンター

障がい者支援施設 琴似平和学園

老人福祉施設 介護老人福祉施設セージュ山の手

連合町内会
（町内会連合会）

26.9% 23.9% ➚

8,780世帯 8,853世帯 ➘

1,084世帯 939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 発寒北連合町内会会長が兼務

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

51 住民協力員 150 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(コロナ禍により中止）

年 回

年 回

年 1 回 発寒東小学校（三世代交流昔遊び）(コロナ禍により中止）

年 1 回 施設見学会(コロナ禍により中止）

高齢（独居） 185 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 46 世帯 その他 10 世帯

障がい者 1 世帯

242世帯 2,631回 238世帯 329回 178世帯 11,512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

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　〕

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16名

未設置

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
高齢者サロン　月 1 回 → 7 カ所、月 2 回 → 4 カ所
　　　　　　　　　 週 1 回 → 4 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

　　　242世帯（　26単位町内会のうちの13町内会に居住する世帯を対象）

相談役1名、副委員長2名、専門部8名、事務局長1名、事務局次長5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

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



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 特別養護老人ホーム さくら苑 定数

発寒17条3丁目4-30

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設

名称・所在地

➘10,173人 10,757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 ➚

コミュニティ施設にこぴあ（発寒11条4丁目18-1）

発寒11条1丁目3-20

17,349人 17,693人

5,231人 4,761人

1,013世帯

名称・所在地

841世帯

2,560人 2,067人

30.2% 26.9%

7,646世帯

発寒北まちづくりセンター （発寒10条４丁目9-1いかりビル）➘

1,945人 2,175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）

単位町内会数

主任児童委員民生委員・児童委員

➚

名称・所在地

特別養護老人ホームはっさむはる

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

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



□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 備考

年 1 回 （コロナ禍により中止）

134 住民協力員 30 その他 年 1 回 すこやか健康フェスタ（コロナ禍により中止）

平成15年9月 借家に設置 → 令和2年3月 発寒西小学校内発寒交流会館に移転 年 2 回 ２会場で実施（コロナ禍により中止）

年 5 回 ５ブロックに分け、３会場で実施（コロナ禍により中止）

年 回

年 1 回 発寒南小学校との交流（コロナ禍により中止）

年 回

357世帯（ 28 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） 357 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 53 世帯 その他 0 世帯

障がい者 0 世帯

332世帯 1,827回 308世帯 420回 332世帯 3,618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4名、会計1名、監査2名、理事31名、幹事22名

□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　週1回→3カ所、月1回→4カ所、月2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

□その他の活動

・広報誌発行 年2回　・チラシ、リーフレット配布（各年1回）
・運営委員、推進員、協力員研修（年3回）　・障がい者支援研修会（年1回）
・事務所当番意見交換会（年1回）、敬老祝い品贈呈（年1回）

買い物支援 その他

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）

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

副会長4名、事務局長1名（副会長兼務）、会計1名、監事2名、部長4名(副会長兼務)、副部長3名

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

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

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳



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

老人福祉施設 定数

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

➚

2,886人 ➚

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

➚

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

➚

民生委員・児童委員

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 発寒交流会館【まちセン併設】（発寒5条7丁目1-2 発寒西小学校内）

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)

➚

➘

➚

22.9% 20.7%

知的障がい者福祉施設 三和荘

発寒7条9丁目4-47

名称・所在地

31,804人 30,094人

3,790人 3,868人

7,271人 6,229人

20,743人

3,542人

19,997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 　14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1回開催

設置 開催回数 3
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 1 回

52 住民協力員 47 その他 年 1 回

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 1 回

年 回

年 回

年 回 地域と子どもの交流会（中止）

年 1 回 シルバーサロン交流会

　218世帯（　14 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） 182 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 31 世帯 その他 0 世帯

障がい者 5 世帯

141世帯 1,191回 93世帯 597回 149世帯 2,186回

120 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：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　　　〕

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19名、参与1名、構成員24名

部会名〔　広報・啓発部／見守り部／企画部／学習・
研修部／福祉除雪部　〕

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

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

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

町内会福祉懇談会(中止)、福祉除雪協力員顔合せ会、福祉除雪協力員意
見交換会、連町・民児協・福まち合同研修会（中止）

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 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

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設

名称・所在地

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

特別養護老人ホーム 手稲リハビリテーションセンター

宮の沢490

特別養護老人ホーム 西野ケアセンター

西野2条8丁目1-8

ケアハウス藤花

西野2条8丁目1-8

27,810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
西町南21丁目2-15第1ワコービル

26.6% 24.3% ➚

➚

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【まちづくりセンター併設】（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 ➚

45,702人 44,155人 ➚

5,590人 5,621人 ➘

➚

12,163人 10,724人 ➚

6,103人 5,110人 ➚

27,949人

山の手通八木病院

西野3条5丁目1-35

北海道大野記念病院

西区宮の沢2条1丁目16-1

中田泌尿器科病院

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



□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 昭和連合町内会会長が兼務

地区社協の構成

平成１１年７月 開催状況

設置 開催回数 年2回
主な開催時
間帯

18:00～

代表者 西野地区社協会長兼務

構成 備考

年 2 回 健康講座、サテライト講座

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 西野チャレンジ

年 1 回 お楽しみ食事会

年 1 回 バスレク（研修会）

年 3 回 ３会場（餅つき・交流会）

年 回

高齢（独居） 136 世帯 子育て世帯 1 世帯

高齢（夫婦） 12 世帯 その他 世帯

障がい者 4 世帯

123世帯 1,634回 24世帯 61回 134世帯 4,529回

6 世帯 0 世帯

2 世帯 0 世帯

0 世帯 3 世帯

運営副委員長2名、事務局長1名、事務局次長2名、事業担当者6名

153世帯（　30単位町内会のうちの11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

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

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11名

　30単位町内会のうち　2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
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→7カ所、週2回→1カ所、月１回→5カ所、月2回→6カ所、
　　　　　　　 　　　 月3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

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　　13　町内会で作成

子育てサロン　週1回→1カ所、月1回→1カ所、月2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）



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 西野地区連合町内会連絡協議会

単身高齢世帯数 　西野連合町内会

高齢夫婦世帯数 　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8町内会で福井町内会連合会を形成）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 五天山園 平和54番地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 札幌西の峰病院

平和2条5丁目10-1

平和病院　

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 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

名称・所在地

名称・所在地

民生委員・児童委員 主任児童委員

55人 3人

□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

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

6,426人 5,302人 ➚

35,013人 35,858人 ➘

4,343人 4,408人 ➘

2,307世帯2,567世帯 ➚

34.9% 31.8% ➚

13,693世帯 14,097世帯 ➘

西野第二会館(西野8条6丁目5-5）

平和第二会館(平和2条8丁目2-1) 

昭和会館【まちセン併設】（西野6条3丁目14-16）

福井清流会館(福井9丁目4)

1,600世帯 1,439世帯 ➚

18,465人 20,040人 ➘

12,205人 11,410人 ➚

名称・所在地

西野第一町内会館(西野6条8丁目10-33)

小別沢会館(小別沢47)

平和第一会館(平和1条6丁目7-20)

ふくい会館（福井3丁目1-9）

連合町内会
（町内会連合会）




