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社会福祉法人 札幌市手稲区社会福祉協議会 

 



 

平成２７年度 事業報告 

 

 

１ 地域福祉活動の推進 

 

（１）地区社会福祉協議会への支援 

・地区社会福祉協議会事業費の助成（７地区） 

・赤い羽根共同募金地域福祉推進事業費の助成（７地区）        （単位：円） 

地区名 地区社協事業助成 基盤整備費 賛助会費配分助成 共募助成金 合 計 

手稲中央 

130,000 17,000 

100,000 

 （82,400） 

80,000 

（80,000） 

327,000 

（309,400） 

手稲鉄北 

140,000 17,000 

249,100 

（238,500） 

90,000 

（90,000） 

496,100 

（485,500） 

前  田 

130,000 17,000 

393,300 

（327,400） 

80,000 

（80,000） 

620,300 

（554,400） 

新発寒 

130,000 17,000 

89,500 

（8,200） 

95,000 

（95,000） 

331,500 

（250,200） 

富丘 

西宮の沢 150,000 17,000 

174,900 

（160,800） 

95,000 

（80,000） 

436,900 

（407,800） 

稲穂金山 

130,000 17,000 

101,400 

（71,200） 

90,000 

（85,000） 

338,400 

（303,200） 

星  置 

120,000 17,000 

25,800 

（25,700） 

90,000 

（95,000） 

252,800 

（257,700） 

合  計 

930,000 119,000 

1,134,000 

（914,200） 

620,000 

（605,000） 

2,803,000 

（2,567,200） 

  ※（   ）内は２６年度の金額。地区社協事業助成及び基盤整備費は前年度と同額 

 

 

 

 

 

 



 

（２）福祉のまち推進事業の実施 

①地区福祉のまち推進センター活動の充実に向けた支援 

・見守り・訪問活動の支援【強化】 

   ア 札幌市６５歳以上世帯名簿の活用支援及び取扱研修の実施 
   ＊見守り活動の意義や方法などについての研修も併せて実施 

地区名 実施日 実施町内会等 参加人数 備 考 
手稲中央 １２／３ 千代ヶ丘南町内会 ５名  

前田 
６／３０ 前田連合町内会福祉部 ２１名  
７／１６ シーアイ町内会 １９名  

稲穂金山 

５／１７ 手稲金山青葉台町内会 ４名  
６／２４ 稲穂連合町内会 ２１名 単位町内会役員合同研修 
７／３ 耕楽第二町内会 ２名  
８／６ 暁星第二町内会 １名  

 
イ 地域福祉マップの作成支援及び研修会の実施 

   ＊見守り活動の意義や方法などについての講話も含めて実施。 
    また、町内会エリアを拡大した地域福祉マップ（Ａ０、Ａ１）とマーキングシールなど 

を提供。 
地区名 実施日 実施町内会等 参加人数 備 考 

前田 ６／２４ がるがわ町内会 １０名 新規 

新発寒 
６／６ 新発寒地区福祉のまち推進センター ２０名 ※講話のみ 

７／１１ 新発寒栄町内会 １４名 新規 
富丘西宮の沢 ５／１８ 富丘東四町内会 １１名 更新 
稲穂金山 ７／２２ 耕楽第二町内会 １２名 更新 

星置 １１／２９ 星置地区福祉のまち推進センター ５４名 新規 
 

ウ 見守り活動出前講話の実施 
地区名 実施日 実施町内会・地区 参加人数 備 考 
手稲中央 ８／２８ 手稲中央地区福祉のまち推進センター １９名  

前田 

９／７ 前田ゆたか町内会 ２６名 認知症サポーター集中講座 
９／２８ 前田ゆたか東町内会 ２７名 認知症サポーター集中講座 

１０／１６ 前田連合町内会福祉部 ３１名  
１１／３０ シーアイクラブ ６２名 地域見守りサポーター養成講座  
２／１９ 前田連合町内会福祉部  ３２名  
３／２７ 前田ゆたか東町内会 ５０名 新旧班長見守り活動研修 

新発寒 ６／２５ 朝日町内会 ３３名  

富丘西宮の沢 
６／９ 富丘西宮の沢地区社協 ８６名  

６／２２ 富丘コーポ自治会 １８名 認知症サポーター集中講座 
１０／２６ 富丘西宮の沢地区福祉のまち推進センター ５０名  

稲穂金山 

５／２９ 暁星第一町内会 ５名 活動先進町内会（富丘 
丸山町内会）からの講話 

７／３１ 暁星第一町内会 １２名  
２／２９ 稲穂新栄町内会 １８名  

星置 

６／３０ 星置地区福祉のまち推進センター（夢トピア星置町内会連合会地区）  ５０名 ご近所パワーアップ事業 
７／１６ 星置地区福祉のまち推進センター（星置・山口連合町内会地区）  ４１名 ご近所パワーアップ事業 
２／１８ 星置地区福祉のまち推進センター ７２名 ご近所パワーアップ事業 
２／２９ 星置地区福祉のまち推進センター（福祉推進委員会）  ３４名 サロン講話と併せて 

 

 



 

・地区福祉のまち推進センター及び福祉推進委員会活動への支援・助言 

  各種会議や事業参加を通じて随時実施。 

単位町内会から見守り活動等の相談があった場合には、地区福まちへ相談・報告を 

行い、単位町内会の福祉推進員会活動に対して、地区福まちと連携した活動の支援及び 

助言を行った。 

９月２９日、１２月２１日、３月２８日の合計３回にわたり、前田ゆたか町内会（前 

田地区）の見守り活動者定例連絡会に担当職員が出席し、活動の共有、課題の解決に向 

けた支援を行った 

 また、富丘西宮の沢地区福祉のまち推進センターへの支援として、他区福まち（西区 

西町地区福祉のまち推進センター）との視察交流会（９月１４日開催）の開催支援（連 

絡調整等）を行った。 

 １０月には、耕楽第二町内会（稲穂金山地区）より見守り活動に関する相談を受け、 

手稲区第二地域包括支援センター、介護予防センター稲穂・金山・星置、手稲区保健福 

祉課保健支援係の地区担当職員、担当民生委員も参加した同町内会の見守り活動に関す 

る勉強会の開催に向けた支援を実施し、１１月２５日の開催当日には、見守り活動の推 

進に向けた助言を行った。 

 ３月２４日には、朝日町内会（新発寒地区）の１年間の見守り活動を振り返る、見守 

り活動連絡会に出席し、活動者からの質問への回答および助言を行った。 

 

・地区福祉のまち推進センター基本活動費及び事業加算費の助成（７地区） 

・地区福祉のまち推進センター拠点施設整備費の助成（２地区）    （単位：千円） 

地区名 手稲中央 手稲鉄北 前 田 新発寒 
富  丘 

西宮の沢 

稲 穂 

金 山 
星 置 

 

合 計 

基 本 

活動費 
265 

(492)  

792 

(492)  

792 
300 300 300 275 3,024 

事 業 

加算費 
100 330 200 240 300 245 206 1,621 

補助額 

合 計 
365 

(492) 

1,122 

(492) 

992 
540 600 545 481 4,645 

※手稲鉄北地区、前田地区の（ ）書きは 拠点施設整備費（事務室使用料）を表す。 

基本活動費は前年度と同額。 

事業加算費は前年度より114,000円減額。 

 

 



 

・福まち事務局会議・運営委員会への出席 

 月１回（手稲中央･手稲鉄北･前田･新発寒･富丘西宮の沢･稲穂金山･星置地区） 

 

・地区福まち拠点活性化の支援 

拡大した地区福まち活動写真を提供し、各拠点に掲示活用案内。 

また、９月に開催した「手稲区福祉のまち推進センター活動パネル展」で使用した 

パネルを各地区福まちに提供し、こちらも各拠点への掲示活用を案内した。さらなる 

福まち活動の PR及び拠点活性化を図った。 

 

・地域福祉懇談会の開催支援 

  ８月２８日開催、新発寒地区福祉のまち推進センターと新発寒地区民生委員児童委

員協議会との懇談会の開催支援（相談対応等）。 

２月１６日開催、新発寒地区福祉のまち推進センター研修会の開催支援（開催内容

の提案等）を行った。当日は、平成２６年度に実施した「地域福祉懇談会」から課題

として挙った、見守り活動の推進について、町内会・民生委員・福まちが一体となっ

た取り組みに向けて話し合った。また、地区担当職員が情報交換の進行役を務めた。 

 

②区福祉のまち推進事業の実施 

・手稲区ご近所パワーアップ事業（福まちモデル活性化支援事業）の実施（星置地区） 

◇第１回（夢トピア星置連合町内会区域） 

開催日 平成２７年６月３０日（火） 参加者４７名  

内 容  ①講義１ 

     テーマ 「見守り活動の意義と進め方」 

     講 師 手稲区社会福祉協議会 事務局次長 滝谷 貴光 

②講義２ 

 テーマ 「各町内会の見守り活動のアンケートから見えるもの」 

 講 師 札幌国際大学 スポーツ人間学部 教授 飯田 俊郎 氏 

 ③講義３ 

  テーマ 「高齢者名簿の活用と見守りマップ作りについて」 

  講 師 星置地区社会福祉協議会 副会長 大西 國男 氏 

 ④事例紹介 

  テーマ 「町内会で取り組んでいる見守り活動の事例紹介」 

  ア．南十字星町内会 （前）福祉部長 西山 満里子 氏 

   イ．銀河町内会 福祉部長 阿部 正一 氏 



 

 ⑤意見交流・アンケート記入 

   ア．パワーアップ事業に参加して 

   イ．これからの見守り活動について、思うこと 

⑥まとめと講評 

  札幌国際大学 スポーツ人間学部 教授 飯田 俊郎 氏 

          

◇第２回（星置・手稲山口連合町内会区域） 

開催日 平成２７年７月１６日（木） 参加者４５名  

内 容  ①講義１ 

     テーマ 「見守り活動の意義と進め方」 

     講 師 手稲区社会福祉協議会 事務局次長 滝谷 貴光 

②講義２ 

 テーマ 「各町内会の見守り活動のアンケートから見えるもの」 

 講 師 札幌国際大学 スポーツ人間学部 教授 飯田 俊郎 氏 

 ③講義３ 

  テーマ 「高齢者名簿の活用と見守りマップ作りについて」 

  講 師 星置地区社会福祉協議会 副会長 大西 國男 氏 

 ④事例紹介 

  テーマ 「町内会で取り組んでいる見守り活動の事例紹介」 

  ア．明星町内会 中野 満智子 氏 

   イ．星置駅前団地七星会 会長 鈴木 敏一 氏 

 ⑤意見交流・アンケート記入 

   ア．パワーアップ事業に参加して 

   イ．これからの見守り活動について、思うこと 

⑥まとめと講評 

  札幌国際大学 スポーツ人間学部 教授 飯田 俊郎 氏 

 

     ◇第３回 

      開催日 平成２８年２月１８日（木） 参加者７１名 

      内 容 ①説明１ 

           テーマ 「これまでのご近所パワーアップ事業の取組について」 

           説明者 星置地区福祉のまち推進センター 運営委員長 大東  紘 氏 

           

 

 



 

②活動報告 

            ・サロン虹の会 

             講 師 サロン虹の会 代表 中村 恵子 氏 

            ・弘星町内会 

             講 師 弘星町内会 厚生福祉部長 杉崎 富夫 氏 

           ③講話 

            テーマ 「見守り活動の進め方」 

            講 師 手稲区社会福祉協議会 事務局次長 滝谷 貴光 

           ④説明２ 

            テーマ 「見守り活動への支援について～星置地区福祉のまち推進セ

ンターが行う町内会への支援について～」 

            講 師 星置地区社会福祉協議会 副会長 大西 國男 氏 

           ⑤総評 

  札幌国際大学 スポーツ人間学部 教授 飯田 俊郎 氏 

 

・地区個別支援情報整備事業の充実 

  各地区福祉のまち推進センターの活動情報整備（組織体制、見守り活動等支援状況、

サロンの実施状況など）のほか、単位町内会の活動状況一覧表（見守り活動、地域福

祉マップづくり、災害時避難支援活動など）を作成し、地区福まちとともに、活動状

況の整備及び更新を適時行った。 

 

・手稲区福祉のまち推進センター活動セミナーの開催  ＊（ ）内は２６年度の実績 

      開催日 平成２７年１１月１３日（金） 参加者１６５名（２４４名） 

      場 所 手稲区民センター ２階 区民ホール 

      内 容  

      （１）講 演 「これからの地域における支え合い活動のあり方」 

 ～全国の先進地域から学ぶ～ 

         講 師 北星学園大学 社会福祉学部 福祉計画学科 

教 授  岡田 直人 氏 

      （２）事例発表 「町内会単位での福祉推進委員会の立ち上げによる見守り・助け合

い活動の進め方」 

         発表者 西区八軒中央地区福祉のまち推進センター 

事務局長  野島 紀子 氏 

 

 



 

（３）情報交換  

          発表者 八軒中央地区福祉のまち推進センター  

事務局長 野島 紀子 氏 

              手稲中央地区福祉のまち推進センター  

運営委員長 濱谷 信子 氏 

              暁星第一町内会（稲穂金山地区）  

総務部長 本間 義雄 氏 

 

・福まち活動紹介・広報事業の実施及び社協ホームページにおける地区福まち情報の充実 

  平成２７年度賛助会員募集チラシにおいて、各地区福祉のまち推進センターの活動

写真を掲載して活動の周知を図ったほか、本会ホームページにおいて、「ていぬとまも

りん探訪記」とコーナーを設けて、各地区福祉のまち推進センターの活動を紹介した。 

 

・手稲区福まち活動パネル展の開催 

    開催日 平成２７年９月７日（月）～１０日（木）  

    場 所 手稲区民センターロビー 

    内 容 ・手稲区内７地区の活動写真を拡大しパネルで展示  

        ・その他、各地区の広報誌や見守り活動アイテム（緊急連絡カード） 

を展示 

 

・手稲区福まちキャラクターグッズの作成  

  見守り活動啓発グッズとして、手稲区福まちキャラクター「ていぬ」のピンバッジ

を１，０００個作成。各地区福まちへ１００個ずつ配布し、福まち運営委員・事務局

員のほか、単位町内会で見守り活動をしている方々へ配布依頼をした。 

  また、本会賛助会員に対しても、配布。 

  反響が大きく、８月に５００個の追加作成を行った。 

 

・手稲区福祉のまち推進センター研修会の開催  ＊（ ）内は２６年度の実績 

      開催日 平成２８年３月２日（水） 参加者３１名（６１名） 

      場 所 手稲区民センター ３階 視聴覚室 

      内 容  

      （１）活動発表① 「町内会・自治会単位の福祉推進委員会の立ち上げに対する、

福まちの支援展開について」 

          



 

発表者 西区八軒中央地区福祉のまち推進センター 

事務局長 野島 紀子 氏 

         活動発表② 「福まちと連携した見守り・訪問活動の展開について」 

         発表者 西区八軒中央地区 あかしや町内会・福祉推進委員会 

                       副会長・福祉部長 森 早苗 氏 

（３）グループ懇談  

         テーマ 「町内会・自治会に、福祉推進委員会を立ち上げるためには 

                         ～課題と解決方法について考える」 

 

・手稲区地区福祉のまち推進センター運営・事務局代表者会議の開催 

   ◇第１回 

   開催日 平成２７年７月２８日（火） 参加者１８名 

   場 所 手稲区役所 ３階 Ｂ会議室 

   内 容 ・社協賛助会費の拡大について  

       ・手稲区福まちパネル展の開催に伴う活動写真、広報紙の提供について 

・平成２７年度「福まち発 地域福祉市民活動フォーラム」の開催について 

・手稲区福まちキャラクター「ていぬ」の活用について 

           ・地域福祉マップに活用する地図の取扱いについて 

           ・福祉教育推進事業における「地域講師」の推薦について 

             ・ご近所パワーアップ事業の実施状況について（星置地区） 

             ・平成２７年度各地区福まち事業の実施状況について 

             ・情報交換（テーマ：地区福まちにおける町内会への見守り活動の支援内

容や方法について） 

      ◇第２回 

      開催日 平成２８年３月２日（水） 参加者２４名 

      場 所 手稲区民センター ３階 視聴覚室 

      内 容 ・福祉のまち推進事業助成金の見直しについて 

          ・災害に備えた避難行動要支援者名簿情報の提供について 

          ・地区福祉のまち推進センター「コーディネート機能強化事業」について 

          ・平成２８年度手稲区福祉のまち推進事業の事業計画（案）について 

          ・地区福祉のまち推進センター事業補助金について 

          ・手稲区社協における重点強化事業の実施について 

          ・手稲区福祉のまち推進センター運営要綱の改正について 

          ・ご近所パワーアップ事業の実施状況について 

            ・平成２７年度手稲区社協「賛助会員」の実績報告について 



 

            ・平成２７年度福祉除雪事業の実施状況について 

            ・情報交換（テーマ：各地区福祉のまち推進センターに寄せられる、

地域住民及び福祉活動関係者などからの相談内容やその対応につい

て） 

            ・その他１（単位町内会における見守り活動等の把握について） 

            ・その他２（福祉教育推進事業における手稲区社協の支援実施チラシ

について） 

         

・地域福祉ネットワーク構築事業の実施 

  各地区福まちへ区社協登録ボランティアの情報提供を行い、新たな担い手の発掘支

援を行った。 

 

・地区福祉のまち推進センター在宅個別支援事業 

  本会に相談があった在宅における話し相手などのボランティアについて、地区福ま

ちに相談し、調整を依頼。 

①障がい者宅の絨毯張り替えボランティア（前田地区）、②病院に入院している障が

い者の話し相手、遊び相手ボランティア（手稲鉄北地区）、③知的障がい者のカラオケ

同行ボランティア（星置地区）の活動者調整を依頼したが、活動者が見つからず、本

会登録ボランティア等が活動。 

 

・手稲区地域保健福祉活動への支援（富丘・西宮の沢地区） 

  手稲区保健福祉部が行う地域保健福祉活動に対して、助言や会議等への出席を適時

実施。 

  昨年度実施したアンケート結果の報告及び重点課題を絞り込むワークショップを６

月９日に福まちが主催の形で開催。その結果、「見守り活動」が最重要課題となった。 

  １０月２６日開催の第２回ワークショップ（地区内の各町内会における見守り活動

に関する研修会）に向けて、打合せに毎回参加した。当日は、見守り活動に関する講

話を地区担当職員が実施した。 

  １２月に開催の第３回ワークショップ（富丘西宮の沢地区 連町と民児協の懇談会）

に向けても、打合せに毎回参加し、テーマの選定や講師の調整等を行った。当日は、

グループワークにおいて、担当グループの進行役を地区担当職員が務めた。 

  １～３月にかけては、事業実施最終年度である次年度に向けた取り組みについて、

打合せへの参加、助言・提案を行った。 

 

 



 

・地域見守りサポーター養成講座の実施 

   本会広報誌（手稲区社協だより）にてＰＲ記事を掲載。 

  １０月８日には、手稲区老人クラブ連合会の理事会にて、本講座実施のＰＲ活動を

実施。その結果、１１月３０日のシーアイクラブ（前田地区）における講座の開催に

繋がった（参加者６２名）。 

 

 

（３）ふれあい・いきいきサロン活動の普及及び支援 

・ふれあい・いきいきサロンの登録促進と活動費助成  ＊（ ）内は２６年度の実績 

  登録数 ６４（５３）団体 

【内訳】（高齢：４７（３８）、子育て：９（９）、その他：８（６）） 

 ＊新規登録数 １２（１０）団体 

【内訳】（高齢：９（７）、子育て：１（１）、その他：２（２）） 

 

・ふれあい・いきいきサロン活動者交流会の開催  ＊（ ）内は２６年度の実績 

      開催日 平成２８年２月２６日（金） 参加者５０名（３１名） 

      場 所 手稲区民センター ２階 区民ホール 

      内 容  

      （１）活動報告 「気軽に♪集える♪楽しい♪サロン活動 

               ～身近な地域の“こころ”の拠り所～」 

         発表者 ＮＰＯ法人たすけあいワーカーズこころ 

代表 新見 百合子 氏 

      （２）情報交換 

         テーマ「自分たちのサロン活動について語り合おう！」 

 

・ふれあい・いきいきサロンパネル展の開催 

    開催日 平成２８年２月２２日（月）～２６日（金）  

    場 所 手稲区民センターロビー 

    内 容 ・登録サロンの活動の様子をパネルにして展示  

        ・出展のあったサロンでは、手作り作品なども展示・紹介  

 

・ふれあい・いきいきサロンの活動ＰＲと活動助言 

  本会ホームページにおいて、登録団体の情報を適時更新。併せて、活動写真も掲載

し、活動をＰＲした。 



 

  また、新規相談及び継続相談時に、有効な活動となるよう適時助言も行った。 

  なお、新規登録サロンについては、必ず訪問し、活動状況の確認を行った。 

 

・ふれあい・いきいきサロン縁結び事業の実施 

  星置地区福まちにて、サロン未設置地域における新規開設について、星置地区福ま

ち及び介護予防センター稲穂・金山・星置の職員、本会職員で検討会を実施。 

  １２月には区内の福祉施設、学校、商店街振興会に対して、サロンの開催場所に活

用できる場所の情報提供を依頼。高齢者福祉施設、保育所等計８箇所から情報提供が

あり、区内の公共施設、集会施設と併せて一覧表にまとめ、２月１８日開催「あつま

ろう！サロンビギナー」やサロン活動に興味がある区民に対し、配布した。 

 

（４）区ボランティアセンター事業の推進 

・ボランティア活動情報の整備及び提供【強化】 

  手稲区内の社会福祉施設・団体及びボランティアグループなどのボランティア募集

状況を集約し、区民に情報提供をした。（１２頁、『「やってみようボランティア活動」

の発行及び更新』報告参照） 

  また、様々なボランティア募集内容を本会登録ボランティアへ個別に提供したほか、

ボランティア情報誌において掲載し、本会登録ボランティアのほか、福祉除雪地域協

力員に対しても情報提供を行った。（１２頁、『「手稲区ボランティア情報」の発行』報

告参照） 

  さらに、ボランティア情報誌を手稲駅に設置するなど、広く区民に対して情報提供

を行った。 

 ※６４施設のボランティア募集状況を情報提供。取りまとめした情報は、本会登録ボ

ランティアに送付。併せて、本会ホームページにおいても掲載。 

 

・手稲区施設等ボランティア担当者会議の開催【新規】 

開催日 平成２７年８月２０日（木） 参加者１５名 

場 所 手稲保健センター ２階 講堂 

内 容 ・手稲区社会福祉協議会におけるボランティアコーディネートについて  

        ①ボランティア登録者について  

        ②ボランティア情報誌発行の取り組み  

        ③芸能ボランティアの内容 

        ④札幌市介護サポートポイント事業について 



 

       ・各施設等におけるボランティア活動の状況及びコーディネートの方法について  

         （グループごとにサブテーマに基づき情報交換及び発表） 

        ・これからの施設等ボランティア活動を充実させていく取り組み 

 

・ボランティア調整事業の実施 

①ボランティア相談件数   

区    分 件   数 

福祉情報提供    ３５（５０） 

寄付相談（物品等）  ６（ ６） 

ボランティア活動希望相談    ９６（３８） 

ボランティア要請相談 

     ・調整成立 

     ・他機関紹介・未成立など  

  ８２（５６） 

   ４２（３５） 

   ４０（２１） 

合    計   ２１９（１５０） 

     ※（  ）内は２６年度の実績 

  ②ボランティア登録者数 

   ◇個人 １４０名（１３１） 

   ◇団体 ４４団体【９７８名】（３１団体、５４１名） 

    ※（  ）内は２６年度の実績 

 

・「やってみようボランティア活動」の発行及び更新（１回 ※更新は随時） 

６４施設のボランティア募集状況を集約し情報提供。取りまとめした情報は、事務所 

に備え置くほか、本会登録ボランティアに送付。併せて、本会ホームページにおいても 

掲載。更新は随時行った。 

 

・「手稲区ボランティア情報」の発行（月１回） 

  「ぼらってい～ね」と情報誌名を設けて、毎月発行（４ページ）。巻頭には、手稲区

内でボランティア活動をしている団体・個人の活動紹介をしたほか、施設や団体、個

人からのボランティア募集状況を掲載。タイムリーなボランティア情報を提供した。 

・手稲区ボランティア入門講座の開催（１回） ＊（ ）内は２６年度の実績 

    ボランティア活動のきっかけづくりとなることを目的に開催  

   ◇実践！体験！平成２７年度『ボランティア「はじめて」講座』   

   開催日 《全３回》平成２７年７月２４日（金）２６日（日）２７日（月） 

        参加者２１名（２１名） 



 

内 容 １日目 講義① 「ボランティア活動とは」 

           講師  札幌市手稲区社会福祉協議会 事務局職員 

           講義② 「傾聴ボランティアとは」 

講師  傾聴ボランティア・アクティブ１７ 代表 佐々木 綾子 氏 

        ２日目 講義① 「災害時のボランティア活動  

～大切なものを守る取り組み～」 

             演習  「災害発生！助け合うためにはどうする？ 

                  ～自分たちができることを考えるワークショップ～」 

             講師  一般社団法人ウェルビー・デザイン 理事長 篠原 辰二 氏  

         ３日目 講義① 「傾聴ボランティアの実践」 

             講師  傾聴ボランティア・アクティブ１７ 代表 佐々木 綾子 氏 

             交流  ボランティアフリートーキング 

                  ～ボランティアはじめて講座に参加して～ 

             講義② 「これからのボランティア活動について」 

             講師  札幌市手稲区社会福祉協議会 事務局職員 

 

   ・「ていね・ふくし・ボランティア講座」の開催   ＊（ ）内は２６年度の実績 

     平成２７年度は、「あつまろう！サロンビギナー」として、サロンをこれから立ち上

げようとしている、サロン活動に興味がある区民を対象に開催 

     開催日 平成２８年２月１８日（木） 参加者２７名（１８名） 

場 所 手稲区民センター ２階 第１・２会議室 

内 容 ①講 義   

テーマ 「サロンのあれこれ」 

     講 師 札幌市手稲区社会福祉協議会 事務職員 小野寺 敦 

    ②活動報告１  

テーマ 「自宅を開放したサロンの取組み」 

      発表者 つばさサロン（前田地区） 代表 川上 幸栄 氏 

    ③活動報告２  

テーマ 「公共施設を利用したサロンの取組み」 

     発表者 前田地区福祉のまち推進センター 事務局長 手倉森 洋子 氏 

         ④体  験  「サロンを体験してみよう！」（活動報告されたサロンの疑似体験を行う） 

 

・手稲区ボランティア連絡会活動への支援 

役員会 １０回 

総会、講演会、交流会、施設ボランティア事業等 



 

◇総会 

開催日 平成２７年４月２７日（月） 参加者１８名  

内 容  ①平成２６年度事業報告及び決算報告  

②平成２7年度事業計画及び歳入歳出予算 

③手稲区役所周辺の清掃活動  

◇講演会 

開催日 平成２7年６月23日（水） 参加者４１名 

テーマ 「ボランティアから見えたもの～笑って楽しいボランティア～」 

  講 師 林家 とんでん平 氏 

◇バス交流会 

開催日 平成２７年７月３０日（木） 参加者３３名 

内 容 施設見学・交流 

    訪問先 社会福祉法人愛敬園 北愛館、札幌市民防災センター  

     ◇ボランティア事業 

      開催日 平成２７年９月３日（木） 参加者９名 

      内 容 ペープサート披露、キーボード演奏で歌を一緒に歌う。 

      訪問先 特別養護老人ホーム愛輪園  

     ◇集まろうボランティア「ボランティア交流会」 

      開催日 平成２８年３月７日（月） 参加者２５名 

      内 容 手稲区でボランティア活動をしている方々の情報交換 

 

（５）福祉教育推進事業 

・社会福祉協力校の指定（北海道札幌あすかぜ高等学校、手稲西小学校） 

  活動費として１００，０００円を助成。 

また、北海道札幌あすかぜ高等学校は、１１月に共同募金の校内募金活動に協力。 

 手稲西小学校では、１２月８日に５年生を対象に実施した「総合的な学習」に本会職

員が参加。 

 

・福祉教育研修資材の貸出（車いす、疑似体験セット等） ＊（  ）内は２６年度の実績 

  福祉教材を無料で区民へ貸出（学校授業、社員研修など） 

  ◇車いす  ６８件（２４件） 

  ◇片マヒ体験セット １３件４４セット（８件５１セット） 

  ◇高齢者疑似体験セット ２１件７７セット（１３件５８セット） 

 



 

・総合的な学習の授業への実施支援 

  福祉教育資材の借用申込みがあった学校に対し、出張講座（障がい当事者講師派遣）

についてＰＲを実施。 

  ９月８日、手稲山口小学校の４年生の「総合的な学習」において、札幌市社協と連

携のもと、出張講座（障がい当事者講師派遣）を実施した。 

 

 

２ 在宅福祉サービス活動等の推進 

 

（１）住民参加による福祉事業の推進 

・福祉除雪事業の実施【強化】  

□申し込み件数等  ＊（ ）内は２６年度の実績           

地 区 名 申込件数 実施件数 町内会・個人で対応 業者等対応 

手稲中央 25(27) 24(25) 17(19) 7(6) 

手稲鉄北 124(133) 120(124) 72(76) 48(48) 

前   田 143(131) 139(125) 108(100) 31(25) 

新 発 寒 63(63) 63(60) 44(39) 19(21) 

富丘西宮の沢 101(104) 94(95) 65(70) 29(25) 

稲穂金山 89(85) 85(83) 64(60) 21(23) 

星   置 46(52) 45(51) 22(25) 23(26) 

合   計 591(595) 570(563) 392(389) 178(174) 

□地域協力員募集の強化 

    ①地域協力員募集チラシの作成及び町内会回覧 

      ５，０００部印刷し、町内会へ回覧依頼。 

      個人の地域協力員が前年度に比べ５名増え、２３４名。 

    

 

 ②手稲区連合町内会連絡協議会役員会における協力依頼 

      ９月８日開催の役員会にて、各町内会への地域協力員活動の協力を依頼。 

    ③手稲区災害防止協力会への協力依頼  

      手稲区災害防止協力会会長へ、継続協力及び新たに協力していただける会

員企業の紹介をお願いしたところ、２社紹介していただいた。 

   □地域協力員活動説明会の実施 



 

  開催日 平成２７年１１月３０日（月） 参加者３０名 

  場 所 手稲保健センター ２階 講堂 

  内 容 ・近年の札幌市及び手稲区における福祉除雪利用件数及び地域協力員の状況について 

      ・活動の方法や留意事項について 

              

・在宅要支援者に対する登録ボランティアの活動調整（再掲） 

  調整件数３件 

 

・移送サービス事業の実施 ＊（ ）内は２６年度の実績 

高齢者や障がい者に対する外出支援  

◇移送車両の運行 

◇利用件数 ６９（１０６）件（運転ボランティア送迎による）  

◇利用内容 通院・リハビリ５６（８６）件、レク６（１１）件、 

買い物等の日常生活７（８）件 

◇利用会員  

◇２９（４１）名（身体障がい者２８（４０）名、要支援認定１（１）名） 

   ◇運転ボランティア 

    ◇登録１３（２１）名（男性１３（２１）名、女性０（０）名） 

  

・日常生活自立支援事業の実施 

利用件数 １７（１３）件  

【内訳】認知症高齢者７（７）件、知的障がい者８（４）件、精神障がい者２（２）件  

 

（２）低所得世帯等への貸付事業の実施及び相談・援助の推進 ＊（ ）内は２６年度の実績 

・生活福祉資金貸付事業の実施 

・応急援護資金貸付事業の実施 

・特別（冬期）生活資金貸付事業の実施 

◇相談件数 ２０３（２２２）件 ◇貸付件数 １２（２１）件  

◇貸付金額 １２，７６３，０００（１７，３５２，７７０）円 

 

 ①生活福祉資金貸付  

資金種別 相談件数 貸付件数 貸付金額 

総合支援資金（小計） 

 ・住居入居費 

 ・一時生活再建費 

１０（１９） 

０（２） 

４（６） 

０ 

０ 

0 

０円 

   ０円 

０円 



 

 ・生活支援費 ６（１１） ―      ― 

福祉資金福祉費（小計）  

・生業費 

 ・技能習得費 

・療養・生活費 

・転宅費 

・障害者自動車購入費 

・住宅補修・改修費 

・冠婚葬祭費 

・災害援護費 

・その他経費 

３２（５２） 

０（０） 

０（３） 

９（２７） 

２（４） 

４（１） 

２（０） 

３（１） 

１（２） 

１１（１４） 

０（３） 

０ 

０（１） 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

0（２） 

０円（１ ,５５３ ,７７０） 

０円 

０円（1,２０１ ,０００） 

０円 

０円 

０円 

０円 

０円 

０円 

0円（３５２，７７０）  

緊急小口資金 １４（9） １（１） ５６，０００円   

（１００，０００）  

教育支援資金 ５１（４８） １０（14） １２，６０９，０００円  

（１５，４４６，０００） 

リバースモーゲージ  １１（８） － － 

合   計 118（136） １１（18） １２，６６５，０００円 

（１７，０９９，７７０） 

 ※生活支援費、札幌市生活就労支援センターSTEP経由の緊急小口資金及びリバースモーゲージの貸付については、市社協にて決定のため、上記表に記入なし。 

 

②応急援護資金貸付 

・相談件数 ８４（８５）件 

   ・貸付件数  １（２）件 

   ・貸付金額 ９８，０００（１９３，０００）円 

 

③特別生活資金貸付 

・相談件数  １（１）件 

   ・貸付件数  ０（０）件 

   ・貸付金額  ０（０）円 

 

３ 福祉情報の提供及び相談・援助活動の推進 

 

（１）福祉情報提供の促進 

・ていね区社協だよりの発行 

６７号（平成２７年１０月発行）、６８号（平成２７年１２月発行）、 

  ６９号（平成２８年４月発行） 

  各５，０００部を発行し、各町内会へ全戸回覧、関係機関・団体等へ送付。 

 



 

・手稲区社会福祉協議会ホームページの充実 

  毎月１～３回、更新。手稲区社協の事業報告や地区福まち等の活動を紹介。 

  更新回数は、計４６回。 

 

・やってみようボランティア活動の発行（再掲） 

 

・ボランティア活動情報の整備及び提供（再掲） 

 

・手稲区ボランティア情報の発行（再掲） 

 

（２）相談・援助活動の推進 

・ボランティア相談・援助（ボランティア希望、支援調整等）（再掲） 

 

・各種資金貸付相談・援助（再掲） 

 

・その他福祉に関する相談・援助 

    福祉の総合相談窓口として、区民の様々な相談に対して、電話や面談で対応した。 

    また、ていね区社協だより６８号においても「福祉の総合相談窓口」としてＰＲし、区

民の様々な相談に対して、電話や面談で対応した。 

   ＊相談例（成年後見制度の利用について、老人クラブにおける研修内容について、介護保

険の利用についてなど） 

 

 

 

 

４ 各種福祉団体・施設等の活動に対する支援 

 

（１）手稲区民生委員児童委員協議会の運営 

・民生委員児童委員協議会代議員会の開催（月１回） 

  １２回開催 

 

・民生委員児童委員研修会の開催 

      開催日 平成２８年３月８日（火） 参加者１３０名 



 

      場 所 手稲区民センター ２階 区民ホール 

      内 容  

        （１）講 演 「地域包括ケアシステムにおける民生委員・児童委員の役割」 

           講 師 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 

認知症支援・介護予防担当課長  岡島 さおり 氏 

        （２）講 話 「民生委員・児童委員活動における個人情報の取扱い」 

           講 師 手稲区保健福祉部保健福祉課長  百川 修平 氏 

 

・各地区民生委員児童委員協議会への研修会開催支援 

    生活福祉資金の償還に関する援助指導と地域福祉課題への対応について、研修会を行 

った。 

①手 稲 地 区～開催日：平成２７年５月２６日（火）、参加者：８名 

②手稲鉄北地区～開催日：平成２７年１２月２５日（金）、参加者：３２名 

③前 田 地 区～開催日：平成２７年５月２２日（金）、参加者：３１名 

④新発寒地区～開催日：平成２７年７月２５日（土）、参加者：２７名 

⑤富丘西宮の沢地区～開催日：平成２７年６月１７日（水）、参加者：３４名 

⑥稲穂金山地区～開催日：平成２７年７月２３日（木）、参加者：２０名 

⑦星 置 地 区～開催日：平成２７年６月２５日（木）、参加者：１４名 

 

・主任児童委員研修会及び連絡会の開催 

◇第１回  

開催日 平成２７年６月２９日（月） 参加者２３名 

内 容 講話 「平成２７年度からの手稲区の子育て支援体制について」  

 講師 手稲区保健福祉部健康・子ども課 子育て支援担当係長 大久保 ひろみ 氏   

 

◇第２回 

開催日 平成２７年１０月２８日（水） 参加者１９名 

内 容 講話 ①「平成２７年度全国主任児童委員研修会の参加報告」 

        ②子育て家庭をめぐる課題と主任児童委員の活動（グループワーク） 

     講師 富丘西宮の沢地区民生委員児童委員協議会 主任児童委員 末田 香織 氏 

    ◇第３回  

      開催日 平成２８年３月４日（金） 参加者２７名 

      内 容 講話 「教育相談室からみた子ども理解～発達障がい等～ 

          講師 札幌市教育委員会 教育相談担当課 特別支援教育相談担当係長 山田 哲也 氏  

＊研修会終了後、連絡会を開催 



 

 

（２）札幌市手稲区共同募金委員会の運営 

・理事会の開催 

   開催日 平成２７年８月２４日（月） 参加者４５名 

   場 所 手稲区民センター ２階 第１・２会議室 

   内 容 ・理事、監事の選任について 

       ・会長、副会長の選任について 

       ・平成２６年度事業報告及び歳入歳出決算について 

       ・平成２６年度監査報告について 

       ・平成２７年度事業計画及び歳入歳出予算について 

 

・戸別・法人募金活動の開始  ＊（  ）内は２６年度の実績 

   平成２７年１０月１日（木）から実施   

  ＊戸別募金額：６，２５１，０００円（６，７２０，０００円） 

  法人募金額：  ２５５，０００円（  ２１０，０００円） 

 

・街頭募金活動の実施  ＊（  ）内は２６年度の実績 

  平成２７年１０月１日（木）～１０月５日（月） 

  ＊協力団体数：４６団体（４８）  募金額：３１３，７３２円（２６５，９５６） 

 

 

 

 

 

（３）社会福祉施設・各種福祉関係団体との連携強化 

   ・手稲ふれあいフェスティバルへの協力 

     事前打ち合わせ、協議のための会議に参加（３） 

     開催日 平成２７年９月１１日（金）～９月１２日（土） 

 

   ・介護予防フェスタへの協力 

     平成２７年７月１３日（月）開催の新発寒地区介護予防フェスタへ参加 

 

   ・札幌市手稲訪問看護ステーション運営委員会への参加 

     平成２７年１１月１０日（火）開催の運営委員会へ参加 



 

 

・手稲区地域包括支援センター・介護予防センター連絡会議等への参加・協力 

   全体会議には、５回参加。地区別連絡会議には概ね月１回参加。 

 

・認知症サポーター集中講座の開催支援 

   平成２７年度手稲区実施プランのひとつであるこの講座の開催支援として、講座開

催町内会の選定及び認知症の方を地域で支える講話の実施などの支援を行った。（関係

機関：手稲区保健福祉部、手稲区第１地域包括支援センター、介護予防センターまえ

だ、介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢、手稲家庭医療クリニック） 

【実施町内会及び開催日】 

  ①富丘コーポ自治会（富丘西宮の沢地区）～平成２７年６月２２日（月）、平成２７年７月８日（水） 

  ②前田ゆたか町内会（前田地区）～平成２７年９月７日（月） 

  ③前田ゆたか東町内会（前田地区）～平成２７年９月２８日（月） 

 

・地域ケア会議の参加と開催支援 

   手稲区における会議の参加と各地区における会議の開催支援などを担当職員がおこ

なった。 

【区地域ケア会議への参加及び開催日】 

  ①平成２７年１０月２７日（火） 

  ②平成２８年３月１０日（木） 

 【地区地域ケア会議の参加と開催支援及び開催日】 

     ①手稲中央地区：平成２８年３月２４日（木） 

     ②手稲鉄北地区：平成２８年１月２０日（水） 

     ③前田地区：平成２８年２月２８日（木） 

     ④新発寒地区：平成２７年７月２２日（水） 

     ⑤富丘西宮の沢地区：平成２８年２月２３日（火） 

（４）札幌市要配慮者避難支援活動への支援・協力 

    手稲区要配慮者避難支援活動研修会（手稲区主催）への開催協力のほか、富丘西宮の沢

地区における同活動の研修会開催支援をおこなった。 

 

（５）札幌市自立支援協議会手稲区地域部会への参加・協力 

    月１回の会議のほか、学習会（年３回）に参加。 

 

（６）手稲区要保護児童対策地域協議会への協力 

    研修会等へ参加 

 

（７）手稲警察署犯罪被害者支援ネットワークへの協力 



 

    講演会へ参加 

 

（８）手稲区子育て支援推進ネットワーク会議への参加・協力 

    各地区の会議へ参加 

 

（９）手稲区青少年育成委員会連絡協議会に対する事業助成 

 

（１０）手稲区母子寡婦福祉連合会に対する事業助成  

 

 

５ 会務の運営 

 

（１）賛助会員への加入促進【強化】 ＊（  ）内は２６年度の実績 

   加入した個人や団体に対して、福まちキャラクター「ていぬ」のピンバッジを提供。 

 ・個人  ３０５（３１２）名   ４２２，０００（３８９，０００）円 

 ・団体  ９２（６５）団体  １，１９８，０００（９１７，０００）円  

 

（２）正会員への加入  ＊（  ）内は２６年度の実績 

   新たに、ボランティアの受入をしている施設に対して加入依頼を行った。 

・第１種（公私社会福祉事業施設）   

３７（３５）団体   １１０，０００（１０７，０００）円 

・第２種（民生委員・児童委員、保護司）  

 ２０３（２００）人  １０１，５００（１０３，０００）円 

・第３種（地区社協、町内会）          

２３（２２）団体  ４８，０００（４４，０００）円 

・第５種（社会福祉、ボランティア等関係団体）   

１０（１０）団体  ２０，０００（２０，０００）円 

 

（３）理事会及び評議員会の開催 

 ・第１回理事会  平成２７年４月１日（木） 

 ・第２回理事会  平成２７年５月２７日（水） 

・第１回評議員会 平成２７年５月２７日（水） 

・第３回理事会  平成２７年１２月１８日（金） 

・第２回評議員会 平成２７年１２月１８日（金） 



 

・第４回理事会  平成２８年３月１８日（金）  

・第３回評議員会 平成２８年３月１８日（金） 

 

（４）正副会長会議の開催 

 ・第１回 平成２７年５月２１日（木） 

 ・第２回 平成２７年１２月７日（月） 

 ・第３回 平成２８年３月１０日（木） 

  

（５）監事会の開催 

 ・第１回 平成２７年５月１４日（木） 

 ・第２回 平成２７年９月１７日（木） 

 ・第３回 平成２８年１月２８日（木） 

 

（６）総合企画委員会の開催 

   ◇第１回 

 開催日 平成２７年８月２４日（月） 参加者１１名 

  場 所 手稲区民センター ２階 第１・２会議室 

  内 容 ・地区社会福祉協議会に対する助成金について 

      ・平成２７年度手稲区福祉のまち推進センター活動セミナーの開催について 

       ・手稲区社協における重点強化事業の実施状況について 

        ①見守り・訪問活動の支援について 

        ②ボランティア活動情報の整備及び提供について 

        ③福祉除雪事業の実施について（地域協力員募集の強化等） 

        ④賛助会員への加入促進について 

       ・手稲区施設等ボランティア担当者連絡会議の開催について 

       ・拡大印刷機の活用について 

 

◇第２回 

      開催日 平成２８年２月１９日（金） 参加者１０名 

      場 所 手稲区役所 ３階 Ｃ会議室 

      内 容 ・平成２８年度手稲区社協事業計画（案）について 

          ・手稲区福まちキャラクター「ていぬ」の活用に伴うＰＲグッズの作成に

ついて 



 

          ・札幌市手稲区福祉のまち推進センター運営委員会要綱の改正について 

          ・地区福祉のまち推進センター活動の充実に向けた支援について（見守り・

訪問活動の支援） 

          ・ボランティア活動情報の整備及び提供について 

          ・福祉除雪事業の実施について（地域協力員募集の強化、地域協力員活動

説明会の実施） 

          ・賛助会員への加入促進について 

          ・福祉のまち推進事業助成金の見直しについて 

          ・生活支援体制整備事業について 

 

（７）寄付の呼びかけ、受理、社会福祉基金の管理・造成  ＊（  ）内は２６年度の実績 

    各地区福祉のまち推進センターの会議等で寄付の呼びかけを行った。 

  ・寄付件数１８（１８）件（寄付金１１（１２）件、物品７（６）件） 

  ・寄付金額 ２１２，８１８円（３１２，９９２）円 

 

（８）ていね区社協だよりの広告収入の確保   ＊（  ）内は２６年度の実績 

    ていね区社協だより発行３回にわたり、２社より計６０，０００円  

（３０，０００円）の広告収入。  

 

 

 

 

 


