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社会福祉法人 札幌市西区社会福祉協議会 

  



平 成 ２８ 年 度 

西区社会福祉協議会 事業報告  

 

Ⅰ 概   要 

 

 

 少子高齢化の急速な進展とともに、核家族化の進行による単身化社会の到来、さらには家族や地

域の関係の希薄化、そうした背景の中で、昨今は地域の福祉課題も多岐にわたっています。 

 

 このような中、西区社会福祉協議会では、これまで、「見守り・支え合い活動」を基本とした住

民同士の支え合い活動を推進してまいりました。特に、「地区福祉のまち推進センター事業」を基

盤として、連合町内会や民生委員児童委員とも連携した活動を目指し、「見守り」「日常的な生活支

援」「ふれあい・いきいきサロン」など、身近な住民同士の支え合い活動の拡充に取り組んできた

ところです。 

 

 そして、平成２８年度は、福まち支援活動については「福まちパワーアップ事業」の実施や「コ

ーディネート機能強化」に向けた研修の開催などにも新たに取組み、これまで進めてきた活動のさ

らなる発展を意識して事業を展開してまいりました。 

また、従来どおり、単位町内会における福祉活動の推進、地域組織との連携のほか、行政や専門

機関も連携して、「つなげる・つながる区社協」をめざし、「だれもが孤立せずにお互いに支えあう

やさしい街づくり」の実現に向けて活動を推進してまいりました。 

  



Ⅱ 重点目標 

   

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 

   

地区福祉のまち推進センター事業を中心とした見守り活動等を推進するため、６５歳以上世帯名

簿を活用した「福祉マップづくり」の支援のほか、「緊急連絡カード等の配布」について継続して

実施をしてまいりました。 

また、福まち事業のさらなる発展を目指して、２８年度は発寒北地区を指定し「福まちパワーア

ップ事業」にも取組みました。２回のワークショップを行い、地域の福祉課題の把握と課題解決に

ついて協議し、次年度以降の活動が期待されるところとなりました。 

 その他、地区福まちの機能強化をめざし、住民の困りごとと支援者を結びつける「コーディネー

ト機能の強化」を目指して、関係者を集めた研修の開催など新たな試みも進めてまいりました。 

 

 

２ ボランティア活動の振興普及 

  

学校等における福祉教育への支援については、区内小学校等において、車いす体験や高齢者疑似

体験など通して、多くの小学校との関わりを持ち、児童・生徒の福祉への関心の向上に努めてまい

りました。 

また、ボランティア講座や活動者の情報交換の場となるボランティアサロン、通信の発行などを

通して、活動者の育成や強化を進めました。 

その他、福祉除雪事業においては、引き続き、市・区社協の共同により協力員の確保にも取組み、

多くの地域協力員の協力のもと事業を実施してまいりました。 

 

３ 在宅生活支援事業の充実 

  

本会貸付相談者については減少しているものの、相談者の生活状況に応じた各種制度の紹介等、

情報提供を円滑に行い、生活に困りごとを抱える方々への適切な支援を行ってまいりました。 

また、日常生活自立支援事業においては、新規相談対応、支援員の確保に重点を置き、円滑な事

業の推進に取り組んでまいりました。 

 

 

４ ふれあい・いきいきサロンの拡充 

  

これまで、本会において重点的に取り組んできた「ふれあい・いきいきサロン」については、特

に、高齢者の方を地域で孤立させないための取組の一つとして、効果が期待されていることからも、

引き続き、新規サロンの立ち上げ等の支援に取組み、サロン数の増加に結び付けることができまし

た。 

  



Ⅲ 主要な取組項目 

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 

（１）見守り・安否確認、日常生活支援活動の充実 

ア 見守りグッズ（緊急連絡カード他）の配布 

    区全域の単位町内会における配布実績（平成２０年度～平成２９年３月末現在） 

グッズ 配布単町 単町総数 単町実施率 

①緊急連絡カード １１７ 

２８８ 

４０.６％ 

②見守り安心ケース １３１ ４５.５％ 

③携帯用緊急連絡カード １１９ ４１.３％ 

④緊急呼子笛 ９１ ３１.６％ 

※①～④配布／実単町数 （１６４） ５６.９％ 

       （２７年度末：配布実単町数（１５６）単町実施率（５３．１％） 

 

イ 区社協における区全域の福祉マップ作成支援実績 

区全域の単位町内会における支援実績（平成２０年度～平成２９年３月末現在） 

地区／マップ作成支援実績 支援単町数 単町総数 単町実施率 

八軒地区 ３４ ４０ ８５．０％ 

琴似二十四軒地区 ３４ ６３ ５４．０％ 

西町地区   １３ １４ ９２．９％ 

発寒北地区  １１ ２６ ４２．３％ 

西野地区   ２３ ３０ ７６．７％ 

山の手地区 １１ ４２ ２６．２％ 

発寒地区   １４ ２８ ５０．０％ 

八軒中央地区（福まち独自での作成のため区社協 

支援実績は０） 

０ ４５ ０％ 

 １４０ ２８８ ４８．６％ 

（２７年度末：配布実単町数（１３１）単町実施率（４５．２％） 

 

  

  

福祉マップ作成の様子 



 

エ 区内福まち活動者全体研修会 

    日 時：平成２８年１１月１日（火）１３：３０～１５：１０  

    場 所：札幌ホテルヤマチ ３階平安の間 

    参加者：３００名 地区福祉のまち推進センター関係者、町内会関係者 

             民生委員・児童委員、福祉専門機関・行政職員等 

    内 容：「お互いに支え合うことのできる西区を目指して 

～現在の制度から見える地域福祉活動～」 

    講 師： 北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 准教授 伊藤 新一郎 氏 

 

オ 区福祉のまち推進センター運営委員会・事務局長合同会議の開催 

    日 時：第１回 平成２８年 ７月２０日（水）１３：３０～１５：００ 

        第２回 平成２９年 ２月２７日（月）１５：００～１６：００ 

    場 所：西保健センター 講堂 

    参加者：各 約３０名 

    内 容：第１回 福祉のまち推進センター事業助成金の見直し、 

福まち拠点ＰＲチラシの配布、福まちパワーアップ事業 等 

        第２回 平成２９年度福祉のまち推進事業助成金、 

西区社協見守り活動実態把握事業助成金の見直しについて 等 

 

カ 福まちパワーアップ事業の展開 発寒北地区【Ｈ28新規】 

   第１回 

日 時：平成２８年９月９日（金） 

9：30～12：00 ワークショップ開催 

    場 所：はっさむ地区センター ３階ホール 

    テーマ：①各単位町内会における地域福祉活動 

の現在の取組について 

        ②見守り活動を活性化するための課題について 

    参加者：７７名（町内会役員、民生委員など） 

   第２回 

日 時：平成２９年２月９日（木） 

9：30～12：00 ワークショップ開催 

    場 所：はっさむ地区センター ３階ホール 

    テーマ：①第１回目の振り返り 

        ②見守り活動聞き取り調査報告 

        ③課題解決に向けた取り組みについて（見守り・災害時支援など） 

    参加者：６３名（町内会役員、民生委員など） 

  

 

 

ワークショップを開催 

 



 

 キ 地区福まち推進センターにおけるコーディネートを考える講座【Ｈ28新規】 

    日 時：平成２８年１１月１５日（火）１３：３０～１６：００ 

    場 所：西保健センター 講堂 

    内 容：「地区社協（福まち）の歩み」「これからの福まちの役割」 

        「福まちのコーディネート機能について」 

    参加者：４０名（運営委員長・事務局長・事務局員） 

         

 

ク 見守り・訪問活動強化事業の実施 

   ○福まち拠点ＰＲチラシの配布・ポスター作成【Ｈ28 新規】 

     発寒地区 チラシ町内回覧及び配布、ポスター掲示等の実施 

    ○区社協封筒（まもりんイラスト・ロゴ入り）作成による事業 PR 

    ○まもりんグッズの作成：地域見守りサポーター研修受講生へ「まもりん缶バッジ」配布 

    ○地域見守りサポーター養成講座の開催 

    （区社協主催） 

     １回目：平成２８年８月２６日（金）１３：３０～１５：００ 

     場 所：西老人福祉センター 参加者：５名 

     ２回目：平成２９年２月２３日（木）１０：００～１１：３０ 

     場 所：西区民センター   参加者：８名   

    （出張研修） 

     ・二十四軒東連合町内会 

     日 時：平成２８年７月４日（火）１０：００～１１：３０ 

     場 所：二十四軒会館 参加者：３０名 

     ・西野中学校 

     日 時：平成２８年１１月２８日（月）１４：３０～１５：３０ 

     場 所：西野中学校（２年生集会） 参加者：約２００名 

  

ケ 地区福祉のまち推進センター及び地区社会福祉協議会への活動費助成支援 

○地区福祉のまち推進センター活動費事業助成    

 地区名 基本活動費(円) 事業加算費(円) 拠点借上げ料(円) 合 計(円) 

八  軒 300,000 290,000 0 590,000 

琴似二十四軒 350,000 320,000 500,000 1,170,000 

西  町 350,000 340,000 0 690,000 

発 寒 北 300,000 230,000 500,000 1,030,000 

西  野 340,000 320,000 500,000 1,160,000 

山 の 手 300,000 320,000 500,000 1,120,000 

発  寒 325,000 320,000 500,000 1,145,000 

八軒中央 280,000 330,000 0 610,000 

合  計 2,545,000 2,470,000 2,500,000 7,515,000 

 

 



○地区社会福祉協議会への活動費助成 

地区名 地区社協事業助成金(円) 共同募金助成金（地域福祉推進事業配分金） 

助成額(円) 事業内容 

八  軒 154,000 85,000 八軒ふれあいサロン事業 

琴似二十四軒 198,000 80,000 高齢者ふれあい交流事業 

西  町 205,000 85,000 地域のお茶の間づくり事業(サロン活動) 

発 寒 北 153,000 25,000 

90,000 

地域ボランティアレベルアップ事業 

高齢者ふれあい交流事業 

西  野 184,000 90,000 児童・青少年健全育成推進事業 

山 の 手 

 

159,000 40,000 

50,000 

福祉委員と一人暮らし高齢者交流事業 

ふれあい福祉まつり事業 

発  寒 179,000 85,000 福祉のまちはっさむ発行事業 

八軒中央 151,000 90,000 高齢者に対する配食サービス事業 

合  計 1,383,000 715,000  

  行事用テント設置事業：99,750円（八軒地区福祉のまち推進センター） 

 

 

○見守り活動実態把握調査事業の実施・助成事業（平成２７年度実績掲載：２８年度は集計中） 

地区名 実施町内会数 実施率(％) 助成額(円) 

八  軒 ６ 15.0 20,000 

琴似二十四軒 １ 1.6 20,000 

西  町 ９ 64.3 60,000 

発 寒 北 １７ 65.4 60,000 

西  野 ６ 20.0 20,000 

山 の 手 １４ 33.3 40,000 

発  寒 １１ 39.3 40,000 

八軒中央 ３０ 66.7 60,000 

計 ９４ 32.4 320,000 

 

  

 

ふれあい福祉まつり（山の手） 

 

福まち広報誌（発寒） 

 



 

ケ 各地区福祉のまち推進センター運営委員会・事務局会議等の職員参加（主なもの） 

地区名 八軒地区 琴似二十四軒地区 

内 容 

福まちボランティア会議(毎月) 

地区社協総会／まちづくり協議会 

福まちお楽しみ会／八軒夏まつり 

八軒地区敬老会 

≪研修講師・説明等≫ 

エバーグリンエルム町内会 

 

 

福まち事務局会議／地区社協総会 

健康まつり／二十四軒東ふれあい交流会 

琴似連町敬老会／二十四軒連町敬老会 

二十四軒一人暮らし高齢者のつどい 

琴似連町一人暮らし親睦交歓会 

二十四軒福祉部マップ研修 

琴似二十四軒福まち交流研修 

二十四軒見守り活動情報交流会 

≪研修講師・説明等≫ 

二十四軒東第１０町内会／二十四軒連町

福祉部／琴似中央西町内会／琴似川添東

／二十四軒連町／地区民児協／ 

 

 

地区名 西町地区 西野地区 

内 容 

福まち運営委員会／推進員連絡会 

地区社協総会 

福まち・連町・民児協合同研修会 

こころふれあい交流会／関係機関会議 

川西農協とサロンとの意見交換会 

災害時支援関係会議 

≪研修講師・説明等≫ 

宮の沢中央／西野中立／西野中央／宮

の沢／ 

 

 

福まち役員会／地区社協総会 

福まち特別相談日／連町合同研修会 

三連町情報交換会（西野・昭和・西町） 

関係機関会議 

≪研修講師・説明等≫ 

西野第一／西野第二／西野第三／平和第

一／平和第二／昭和第１３／昭和第６ 

／昭和第１／昭和第２ 

地区名 発寒地区 山の手地区 

内 容 

福まち役員会 

センター委員会／地区社協総会 

一人暮らし食事会／福祉推進員研修会 

発寒すこやか健康フェスタ 

障がいを理解する研修会 

事務所当番意見交換会 

≪研修講師・説明等≫ 

発寒川沿／西発寒第一/西発寒第二

／中央発寒／発寒第一／推進員研

修 

 

 

福まち見守り部会 

地区社協総会 

健康まつり／一人暮らし食事会 

地区社協役員会・まちづくりサロン 

山の手合同クリスマス会 

山の手地区敬老会 

連町女性部拡大会議 

≪研修講師・説明等≫ 

山の手第１７／山の手第８／山の手第３

７／山の手地区合同研修 



地区名 発寒北地区 八軒中央地区 

内 容 

福まち事務局会議 

連町福祉部会議 

地区社協総会 まちづくり協議会 

単位町内会聞き取り調査 

ふれあい・いきいきサロン交流会 

福まちパワーアップ事業 

発寒北秋のふれあいサロン交流会 

発寒北地区情報交換会 

≪研修講師・説明等≫ 

宮の内／稲荷／柏／五月／栄／天狗西

／天狗南／春日／住吉／吉の原 

 

福まち運営委員会／地区社協総会 

福まち連絡会議 

福祉推進員研修 

福まちのつどい 

施設見学会 

福まちレベルアップ研修 

福まち推進委員会・連絡会 

≪研修講師・説明等≫ 

福まち推進員研修会 

 

（２）地域連携の推進 

○地域包括支援センター・介護予防センターとの協力・連携について 

①地域ケア会議・地区連絡会議の出席 適宜 

②地域包括支援センター・介護予防センター連絡会議への出席（毎月） 

③介護予防センター定例会への出席（毎月） 

 

 ○札幌市自立支援協議会 西区地域部会への参画 

  ・自立支援協議会 会議・研修会の参加 

  ・自立支援協議会 地域交流会２０１６～ふくし元気マーケット～協力 

    日 時：平成２８年９月３日（土）１０：００～１４：００  

    場 所：ちえりあ 

    内 容：福祉施設や事業所等の製品等の販売 

障がい理解（車いす体験・片マヒ疑似体験・点字体験） 

        西区共同募金グッズコーナー設置 

 

 ○視察受け入れ 

   栗山町社会福祉協議会 

    来訪者：会長・理事７名、事務局３名    

日 時：平成２８年１２月６日（火）１０：００～１１：３０ 

    場 所：札幌市社会福祉総合センター 会議室 

    内 容：「福祉のまち推進センター事業、西区の見守り活動の実際」 

 

 ○その他 

   ４／１５ 西区更生保護女性会定期総会   ５／１３ 西区おもちゃ図書館総会 

   ５／１６ 西区老人クラブ連合会定期総会  ６／ ２ 西区地域子育て情報交換会 

   ６／２０ 西区要保護児童対策地域協議会 

  １０／１３ 札幌西訪問看護ステーション運営委員会 等 

 



２ ボランティア活動の振興・普及 

 （１）ボランティア活動相談事業の実施（需給調整） 

  ○ボランティア登録者数 

（２７年度：６６１名） 

  ○ボランティア相談・需給調整 

ボランティア要請相談４２件（紹介成立：３５件、他機関紹介１件、紹介未成立６件） 

内容（紹介成立３５件内訳）高齢者１６件 障がい者７件 児童１件 その他１件 

外出支援（通学・通所、外出時の付添など） １  

生活支援（家事支援・除雪など） ０  

ふれあい活動（話し相手など） ７  

技能提供（朗読・読み聞かせ・点訳・手話など） ０  

趣味・芸能活動（趣味指導・芸能披露） １６  

その他（行事手伝いなど） １１  

 ３５  

（２７年度：要請相談４５件、紹介成立２４件）   

 

○ボランティア活動希望相談 

   活動希望 ３７件［活動紹介７件 その他３０件］（２７年度：活動希望３７件） 

  

 

  ○日常的ボランティア活動受入施設数    ○ボランティア体験受入施設数 

  

 

  

   

○地域ボランティア通信「にじのひろば」発行 

発行回数 年６回（５月・７月・９月・１２月・１月・３月） 

内  容 ボランティア活動情報、研修会案内、イベント紹介など 

配 布 先 各地区福祉のまち推進センター、民生委員・児童委員、ボランティア連

絡会会員、小・中・高等学校、行政機関等 

発送作業 ボランティア連絡会会員 

 

 

区  分 登 録 数 
内 訳 

男 女 計 

団  体 ３２団体 ２１２名 ５１６名 ７２８名 

個  人 １７７名 ６４名 １１３名 １７７名 

計  ２７６名 ６２９名 ９０５名 

分  野 数  分  野 数 

高齢者（特養、老健等） ２２ 高齢者（特養、老健等） １２ 

障がい（作業所等） ６ 障がい（作業所等） ５ 

児童(保育園等) ７ 児童(保育園等) ４ 

その他 １ その他 ０ 



○ボランティア連絡会の活動支援 

会  務 

・総 会 ４月２１日(木) 

・役員会 ４月７日(木)、６月９日(木)、８月８日（月） 

１２月９日(金)、２月２４日(金)、３月１７日（金） 

活動内容 

・交流会(総会終了後)  出席者３６名 

 「認知症とその家族について、実体験から学ぶ」         

講師：札幌認知症の人と家族の会 下 村 笑 子 氏 

・第１回ボランティアサロン  出席者１６名 

 ７月２８日(木)「つかえる！在宅サービス           」 

・第２回ボランティアサロン  出席者２０名 

 ９月１３日(火)「施設見学～障がい者支援施設：石山センター」 

・第３回ボランティアサロン  出席者１２名 

 １１月１７日（木）「へそからはじまる健康法～へそヒーリング」 

・第４回ボランティアサロン  出席者１２名 

  ２月１６日（木）「映画鑑賞会～人生、いろどり」 

・赤い羽根共同募金活動 

・区社協広報誌発送作業  

 

 

 

○ボランティア活動保険の取扱い               

ボランティア活動保険 

 個   人 団   体 

Aプラン（３００円） ８７件（８７名） １２３団体（１,４７１名） 

Bプラン（５００円） １５件（１５名） １０団体  （８５名） 

Cプラン（７００円） ３件 （３名）   ２団体   （１２名） 

Dプラン（６００円） ４５件（４５名）  １団体    （８名） 

Eプラン（１,０００円） ３件 （３名） ０ 

Fプラン（１,４００円） ３件 （３名） ０ 

合計 １５６件（１５６名） １３６団体（１，５７６名） 

ボランティア活動等行事用保険 

 件   数 人  数 

A型 a １６６件 ８，３６６名 

A型 b ３件 ４６名 

B型１泊２日 １０件 １９９名 

B型２泊３日   ０件 ０名 

合計 １７９件 ８，６１１名 

 （２７年度：活動保険 計１，６７０名 行事用保険 ９，３８２名） 

 

 

 



○ボランティア活動機材等の貸出 

機材名 件数 機材名 件数 機材名 件数 

車いす ２５ 疑似体験セット １０ アイマスク  ３ 

 計 ３８ 

（２７年度：３０件）  

 

 

（２）知的障がい者支援ボランティア講習会（知ることから始める知的障がい者支援講座） 

  

開催日 内   容 参加者数 

９月７日（水） 

 

講義：知的障がい者に関する基礎知識 

施設見学・体験「生活介護支援事業所つくし」 

講師：社会福祉法人 朔風 常務理事・事務局長 森本 千尋 氏 

１７名 

９月１０日（土） 

 

実技体験・レクリエーション 

障がいのある方と市電「ポラリス乗車」「電車営業所見学」 
１７名 

（平成２７年度：２１名） 

 

 

（３）地域ボランティア入門講座 

  

開催日 内   容 参加者数 

８月２４日（水） 

 

講義：ボランティア活動について 

   ボランティア活動に役立つ傾聴技法 

講師：北海道総合福祉研究センター 理事長 五十嵐 教行 氏 

３０名 

８月３１日（水） 

 

実践発表：西区ボランティア連絡会 

理事 藤原 すみえ 氏 

講義：認知症の基礎知識とその対応方法 

           西区第２地域包括支援センター 

３０名 

 

 

  

  
知的障がい者支援ボランティア講習会 

（電車営業所にて） 
地域ボランティア入門講座 

（西老人福祉センターにて） 



 

(３)福祉除雪事業の実施 

 ○利用申込件数：６５６件（２７年度：６６４件） 

 ○サービス対象（該当）件数：６４１件（２７年度：６３２件） 

 ○地域協力員数：４４１名（２７年度：４３４名） 

○地域協力員内訳（地域組織／町内会等   ２８４名／担当４５９世帯（71.6％） 

        （災害防止協力会 企業   ５９名／担当 ７４世帯（11.5％） 

        （地域企業５・施設３    ９８名／担当１０８世帯（16.9％）  

 

 

(４)福祉教育の推進支援 

・ボランティア活動機材の活用 小学校７件 

・西野中学校２年生に対する見守りサポーター養成研修の実施【再掲】 

・西野中学校 除雪ボランティアの実施 １月１３日（金）  

・子ども会西区ジュニアリーダ―養成研修福祉講話 ６月２日（木） 

・福祉教育支援 

   ７月３０日（土） 西野第二小学校 災害時の避難について 

  １０月 ６日（木） 西園小学校 高齢者疑似体験講座 

   １月２４日（火） 西野第二小学校 車いす体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)社会福祉協力校推進事業の実施（社会福祉協力校指定状況） 

  本年度：発寒東小学校 100,000円助成 

  

  

子ども会西区ジュニアリーダー 

養成研修会 

 

西野第二小学校 

車いす体験 

 



３ 在宅支援活動の充実 

(１)各種資金貸付事業の推進 

 ○生活福祉資金貸付事業の実施                 

資金種別 相談件数（件） 貸付件数（件） 貸付金額（円） 

総合支援資金 １９（３８） １（２） ４２０,０００ 

臨時特例つなぎ資金 ０（６） ０（０） ０ 

福祉資金 ６８（１１１） ０（１） ０ 

教育支援資金 ９０（３１２） ３（３） ９３９,０００ 

緊急小口資金 ７２（６４） ２（２） ２００,０００ 

その他 １０２（１８６） ０（０） ０ 

合 計 

（カッコ内２７年度） 

３５１ 

（７１７） 

６ 

（８） 

１,５５９,０００ 

（６,２７４,０００） 

 

 ○応急援護資金貸付事業の実施 

 相談件数：１３２件（２７年度：１６９件） 

 貸付件数：  ０件（２７年度：１件） 

 貸付金額：  ０円（２７年度：１００,０００円） 

 

 

(２)日常生活自立支援事業の実施                 

○利用者数 ４４件（２７年度：３９件） 

○区別内訳 西区２９件、手稲区１５件         

利用者内訳 ( )は新規契約者 

 認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 その他 合計(名) 

西区 １７(５) ５(０) ６(３)  １(１) ２９(９) 

手稲区 ６(０) ７(０) ２(０) ２(０) １５(０) 

 

  



 

４ ふれあい・いきいきサロンの拡充 

○サロンの紹介・PR活動の実施 

 ・サロン開設・運営支援、西区社協だより、西区社協ホームページ紹介 

○登録団体数 

 高齢者 障がい者 子育て 計 

八軒 １１ ０ １ １２ 

琴似二十四軒 １９ ０ １ ２０ 

西町 １２ ０ ３ １５ 

発寒北 １９ ０ ２ ２１ 

西野 ２８ ０ ５ ３３ 

山の手 ８ ２ １ １１ 

発寒 ７ ０ ２ ９ 

八軒中央 ４ ０ １ ５ 

合 計 １０８ ２ １６ １２６ 

 （２７年度：１１７団体） 

 

○登録団体への活動費助成 

  平成２８年度上半期分  ４月～９月 金額 ６４４，５００円 

      〃 下半期分 １０月～３月 金額 ６４５，５００円 

    

○ふれあい・いきいきサロン交流会の開催 

開催日 平成２８年９月２７日（火）１４：００～１６：００ 

場 所 

内 容 

八軒会館 

講演・実技：みんなで歌おう あの歌 この歌 

 講師 うたごえ便よりみち 代表 石澤 佳子 氏 

情報交換：サロン意見交換会の開催  

参加者 サロン参加者５０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サロンお楽しみグッズの貸出 

  １５団体１９件（２７年度：４団体１５件） 貸出（ゲームレール・開運お手玉ボード等） 

 

  



５ 広報活動の強化  

○西区社協だより（広報誌）の発行：各７，７００部 

 第７３号：平成２８年 ６月３０日：サロン活動紹介／地区福まち紹介／研修案内など 

 第７４号：平成２８年１１月１５日：福まちパワーアップ／地区福まち紹介／共同募金など 

 第７５号：平成２９年 ３月３１日：除雪ボランティア／地区福まち紹介など 

 

○地区福祉のまち推進センターニュースの発行（区社協だよりにて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○西区情報プラザ（三角山放送）への参加～ボランティアや研修会等の情報提供～ 

 偶数月第３月曜日午前１１：００～（１５分間）出演：年６回放送 

 

○ホームページの充実 

 ・ふれあい・いきいきサロン登録状況（随時更新） 

 ・西区社協ブログ的日記～福まち活動・寄付受理などを紹介～（随時更新） 

  

 



６ その他の項目  

（１）法人運営の推進 

  理事会等による組織の運営 

  理事会の開催 

 開催日 主な内容 出席者 

第１回 ５月３１日 議案第１号 平成２７年度事業報告について 

議案第２号 平成２７年度決算報告について 

議案第３号 監事監査報告 

議案第４号 評議員の選任について 

理事１４名 

監事 １名 

第２回 

 

 

 

１２月２６日 

 

 

 

報告第１号 平成２８年度事業進捗状況等の報告について 

報告第２号 監事監査報告 

議案第１号 社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正について 

議案第２号 理事並びに評議員選任規程の改正について 

議案第３号 役員及び評議員の費用弁償に関する規程の制定 

議案第４号 規程等管理規程の改正について 

議案第５号 評議員の選任について 

議案第６号 職員就業規則及び育児休業規程の一部改正について  

理事１３名 

監事 １名 

 

 

第３回 ２月２７日 報告第１号 本会定款の全部改正に伴う条文の一部修正について 

議案第１号 評議員選任・解任委員会運営規程の制定いついて 

議案第２号 評議員選任・解任委員会委員の選任について 

議案第３号 評議員選任候補者の推薦について 

理事１４名 

第４回 ３月３０日 

 

報告第１号 評議員の選任報告について 

報告第２号 平成２８年度資金収支予算補正の会長専決処分報告 

議案第１号 平成２９年度事業計画（案）について 

議案第２号 平成２９年度資金収支予算（案）について 

議案第３号 定款改正に伴う各種規程の改正について 

理事１３名 

監事 ３名 

 

 

評議員会の開催 

 開催日 主な内容 出席者 

第１回 ５月３１日 議案第１号 平成２７年度事業報告について 

議案第２号 平成２７年度決算報告について 

議案第３号 監事監査報告 

議案第４号 理事の選任について 

評議員２０名    

監事 １名 

第２回 

 

 

 

 

１２月１６日 報告第１号 平成２８年度事業進捗状況等の報告について 

報告第２号 監事監査報告 

議案第１号 社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正について 

議案第２号 理事並びに評議員選任規程の改正について 

議案第３号 役員及び評議員の費用弁償に関する規程の制定 

議案第４号 規程等管理規程の改正について 

議案第５号 職員就業規則及び育児休業規程の一部改正について 

 

評議員２１名 

監事 １名 



第３回 ３月３０日 報告第１号 本会定款の全部改正に伴う条文の一部修正について 

報告第２号 評議員の選任報告について 

報告第３号 平成２８年度資金収支予算補正の会長専決処分報告 

議案第１号 平成２９年度事業計画（案）について 

議案第２号 平成２９年度資金収支予算（案）について 

議案第３号 定款改正に伴う各種規程の改正について 

議案第４号 理事・監事の選任について 

評議員２６名 

 

 

監事会の開催 

 開催日 主な内容 出席者 

第１回 ５月２３日 平成２７年度事業報告について 

平成２７年度決算報告について 

第１回理事会・第１回評議員会での監事監査報告について 

監事 ２名 

第２回 １０月２５日 平成２８年度事業進捗状況について（４月～９月期） 

平成２８年度予算執行状況について（４月～７月期） 

監事 ３名 

第３回 １２月８日 平成２８年度事業進捗状況について（４月～１１月期） 

平成２８年度予算執行状況について（４月～10 月期） 

監事 ３名 

 

三役会・総合企画委員会の開催 

 開催日 主な内容 出席者 

第１回 ５月２３日 平成２８年度第１回理事会・第１回評議員会提出議案について 

 

会長・副会長 

常務理事 

第２回 １２月１２日 平成２８年度第２回理事会・第２回評議員会提出議案について 

 

会長・副会長 

常務理事 

第３回 ２月２３日 平成２８年度第３回理事会提出議案について 会長・副会長 

常務理事 

第４回 

総合 

企画 

委員会 

３月２４日 平成２８年度第４回理事会・第 3回評議員会提出議案について 

愛情銀行及び社会福祉基金の管理状況について 

会長・副会長 

常務理事 

総合企画委員 

８名 

 

評議員選任・解任委員会の開催 

 開催日 主な内容 出席者 

第１回 ３月２４日 平成２９年度４月１日付評議員候補者の選任について 

 

委員３名 

 

  



 

（２）会員の加入促進（正会員・賛助会費） 

  

  正会員状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２７年度：369,500） 

 

賛助会員 

  会員数 加入口数 金  額（円） 

個人会員  

 西区役所職員 ２８ ２８□ 28,000 

 民生委員児童委員 ２３３ ２３３□ 233,000 

 ボランティア ２８ ２８口 28,000 

 その他 ４ ５□ 5,000 

団体（法人）会員  

 連合町内会 ７ ７口 70,000 

 福祉関係団体 ２ ２□ 20,000 

合    計 384,000 

 (２７年度：396,000) 

 

（３）各種表彰等にかかわる推薦（札幌市社会福祉協議会会長顕彰の推薦） 

社会福祉協議会役員の分野（２名） 

評議員 西区青少年育成委員会連絡協議会 議長 松 田 秀 夫 氏 

評議員 明るい西区を作る会       会長 澤 野 恵 司  氏  

福祉ボランティアの分野（１名） 

ボランティア活動者 西区ボランティア連絡会     役員 黒 川  進 氏 

 

（４）各種団体事業助成 

団体名 事業名 助成額(円) 

西区老人クラブ連合会 区老連だより発行、指導者研修会等 50,000 

西区母子寡婦福祉連合会 研修会、レクリエーション大会事業等 50,000 

在宅介護者のつどい「あおいくま」 在宅介護者の交流・研修事業等 50,000 

合   計 150,000 

（２７年度：４件、200,000円）  

第１種会員 公私社会福祉事業施設及び団体 ５４ 

第２種会員 民生委員児童委員・保護司等社会福祉奉仕者 ３６０ 

第３種会員 地区社会福祉協議会及び住民組織 ８ 

第４種会員 社会福祉等関係行政職員 会費免除 

第５種会員 社会福祉、保健・医療、教育、労働関係団体・機関 ６ 

第６種会員 社会福祉に関する学識経験者 会費免除 

正会費合計（円） 369,000 



（５）社会福祉基金の管理・運営（設置年月日：平成２年１２月１９日） 

［３月末残高］：１６,８６２,９６４円 

 

（６）愛情銀行の管理・運営（設置年月日：平成２年９月４日） 

３月末残高 １４，４２６，７２０円 

３月末寄付状況 

金銭預託 １６件（１,４４９,９６８円） 

物品預託 ７件（お菓子） 

 １件（81,182円相当物品） 

（２７年度：金銭預託１３件、２５９,５６５円、物品預託１３件） 

 

（７）区民生委員児童委員協議会事務局運営 

①区民生委員児童委員協議会代議員会の開催 

開 催 毎月１回開催 

出席者 地区民生委員児童委員協議会会長８名、区保健福祉部 他 

②主任児童委員部会の運営 

役員会 年４回開催（定例部会の開催内容協議、情報交換） 

定例部会 年４回開催（研修会・施設見学会・意見情報交換会等） 

③新任民生委員児童委員研修会の開催等 

４月１日 福まち事業・貸付事業等の説明 

８月１日 福まち事業・貸付事業等の説明 

12月 1日 福まち事業・貸付事業等の説明 

④民生委員児童委員互助共励事業への協力（互助共励事業給付金） 

種 類 件数 給付金額 種 類 件 数 給付金額 

公務傷害 １件 110,000円 公務疾病 ０件 0円 

一般傷病 ４件 80,000円 配偶者死亡 ０件 0円 

一般死亡 ０件 0円 退任慰労 ６２件 記念品：盾贈呈 

⑤地区民生委員児童委員協議会活動の支援 

 民生委員・児童委員活動強化週間（５月１２日～１８日） 

 ・街頭啓発の実施：山の手・発寒・発寒北地区 

PRグッズ：ポケットティッシュ配布 

 ・訪問活動にあわせ PRチラシ等を配布：八軒・琴似二十四軒・西町・西野・八軒中央 

 地区民児協定例会・研修会等への参加・協力 

⑥西区民生委員児童委員協議会全体研修会 

 日時：平成２９年３月１４日（火）１３：３０～１５：１０ 

 内容：①円滑なコミュニケーションが育む信頼と笑顔 

     ～民生委員児童委員活動を安心して進めていくための傾聴技法～ 

     講師 北海道総合福祉研究所 理事長 五十嵐 教行 氏 

    ②個人情報の取扱いについて 

     講師 西区保健福祉部保健福祉課 活動推進担当係長 細川 郁子 氏 

 

  



 

（８）赤い羽根共同募金運動の推進 

○理事会の開催 

開催日 平成２８年６月１３日（月）１４：００～１５：００ 

場 所 西区民センター ３階ホール 理事・監事 ５４名出席 

内 容 ○理事及び監事の改選について 

○会長・副会長の選任について 

○平成２７年度事業報告・決算報告について 

○平成２８年度事業計画（案）・予算（案）について 

○平成２８年度期待額及び分解活動費配分案について 

○会則の一部改正について 

 

○募金活動の実施 

募金内容／期間 募金額(円) 

戸別募金(１０月１日～１２月３１日) 9,187,890 

法人募金(１０月１日～１２月３１日) 1,742,043 

街頭募金（１０月１日(木)～６日(火)） 552,732 

合 計 11,482,665 

（２７年度：11,667,876円） 

○各種表彰等にかかわる推薦 

札幌市共同募金委員会会長表彰 

共同募金運動奉仕者 西区共同募金委員会 会長 土 肥   弘 氏 

優秀地区・優秀の部 山の手地区分会  

北海道共同募金会長表彰 

 優秀地区・団体 ロピア八軒西町内会 

    〃 南発寒北町町内会 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

夏祭りでの共同募金イベント募金の様子 


