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令和元年度 事 業 報 告 

 

 

 １ 地域福祉活動の推進  

 

（１）地区社会福祉協議会の活動支援 

区内の地区社会福祉協議会と連携を図りながら、地域住民の参加・協力による各種 

地域福祉活動を支援した。 

   地区社会福祉協議会への事業費助成［総額：１，216千円］  (単位:円) 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 180,000円 北白石地区  169,000円 

東白石地区  161,000円 北東白石地区  137,000円 

東札幌地区  145,000円 白石東地区  147,000円 

菊水地区  149,000円 菊の里地区  128,000円 

 

（２）福祉のまち推進事業の実施 

   区内８地区社会福祉協議会と連携を図りながら、地域住民の参加・協力のもと福祉のまち推

進事業を実施した。 

① 区福祉のまち推進センター事業の推進 

ア）区福祉のまち推進センター運営委員会（地区福まち連絡会議）の開催 

〇第１回 

・開催日：令和元年７月１２日（金） 

・内 容：①令和元年度の各地区福まちの実施予定事業について（情報交換） 

②見守りネットワーク推進会議の取り組みについて 

③65歳以上世帯名簿の活用方法について 

 

イ）地区社協会長・地区福まち推進センター運営委員長及び事務局長合同会議の開催 

〇第１回 

・開催日：令和元年１２月１３日（金） 

・内 容：①令和元年度福まちパワーアップ事業の活動状況について 

②「福まち活動調整員養成講座」について 

③情報交換「福祉推進委員会の設置状況と個別課題への対応について」 

④区社協からの連絡事項 

〇第２回 

 ※令和２年３月１３日（金）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

  のため、開催を中止。 
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   ウ）福まちパワーアップ事業（対象地区：北東白石地区） 

    ①第１回目ワークショップ 

     ・開催日：①令和元年９月２日（月） 

          ②令和元年９月９日（月） 

          ③令和元年９月１１日（水） 

     ・参加者：①３５名 ②４５名 ③３０名 

     ・内 容 

〇趣旨説明 

説 明：白石区社会福祉協議会 事務局長 佐藤 朋紘 

〇北東白石地区社会福祉協議会の取り組みについて 

 説 明：北東白石地区社会福祉協議会 会長 島田 信也 

内 容：「北東白石地区社会福祉協議会の実践内容について」 

       〇町内会活動者発表（９月２日のみ） 

        川北町内会 副会長 岩 栄一氏 

       〇他地区・他町内会の事例紹介（９月９日・１１日のみ） 

       情報意見交換 

         テーマ「町内会自主防災組織を生かした高齢者の見守りについて」 

 

②第２回目ワークショップ 

※令和２年３月２６日（金）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

 のため、開催を中止。 

 

    ③単位町内会への聞き取り 

     聞き取り町内会数 ２町内会（川北町内会、北都町内会） 

 

   エ）白石区地域見守りネットワーク推進会議 

     ・開催日：令和元年１２月１３日（金） 

     ・参加者：２６名 

     ・内 容 

 見守りネットワーク推進会議の運営について 

 平成３０年度札幌市事業者等による見守り事業の実績報告について 

 各企業・機関の取組み紹介・情報提供 

 地区福まちと民間事業者・機関とのネットワークの構築を図る取組みについて 

  

オ）白石区・地区福祉のまち推進センター活動交換会 

  ※令和２年３月３日（火）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

   のため、開催を中止。 
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カ）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」 

 ①福まち活動調整員養成講座（札幌市社会福祉協議会主催） 

    〇福まち活動調整員養成講座 全体講座 

 ・開 催 日：令和元年１０月２４日（木） 

  ・開催場所：札幌市社会福祉総合センター 大研修室 

・内  容 ①シンポジウム「地域における多様な福祉課題と専門機関の役割」 

            ②講義・演習「相談援助にかかわる基礎的な知識と技術」 

    

   〇福まち活動調整員養成講座 区別講座 

 ・開 催 日：令和元年１１月２９日（火） 

  ・開催場所：厚別西会館 

      ・内  容：①講義「町内会・福祉推進委員会等の活動支援について」 

②取組説明「拠点を活用した日頃の福まち活動について」 

③意見交換・拠点見学 

 

    ②福まち活動調整員連絡会議 

       上記の福まち活動調整員養成講座の修了者が白石地区・北白石地区福まちの参

加者しかいなかったため、白石地区福まちと北白石地区福まちとの情報交換会と

して実施。 

 ・開 催 日：令和元年１２月２３日（月） 

  ・開催場所：北白石地区福まち事務所 

      ・内  容：①活動発表「白石地区・北白石地区福まちの取り組みについて」 

②意見交換 

 

②  地区福祉のまち推進センターの活動支援 

ア) 地区福祉のまち推進センターへの事業費助成〔総額 ４，８５４千円〕 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 650,000円 北白石地区 545,000円 

東白石地区 ※1,0７０,000円 北東白石地区 630,000円 

東札幌地区 360,000円 白石東地区 370,000円 

菊水地区 ※819,000円 菊の里地区 410,000円 

※東白石・菊水地区は、施設借上料含む 

 

イ）共同募金「地域福祉推進事業助成金」〔総額 ６４５，０００円〕 

地区名 事業名 助成金額 

白石地区 ひとり暮らし高齢者のさわやか集い ８０，０００円 

東白石地区 広報紙ふれあいネットワーク発行事業 ８０，０００円 



 

- 4 - 

 

 

ウ）地区福まち・単位町内会等の支援 

【白石地区】 

4月 9日(火) 

4月25日(木) 

5月17日(金) 

５月23日(木) 

5月27日(月) 

6月13日(木) 

 

6月18日(火) 

6月19日(水) 

生活応援ボランティア講座に向けた地区社協との打ち合わせ 

生活応援ボランティア講座に向けた地区社協との打ち合わせ 

地区社協定期総会参加 

白石区本通親和会福祉推進委員会（福祉研修会） 

地区社協事業打ち合わせ 

生活応援ボランティア講座に向けた地区社協との打ち合わせ 

地区社協との事業打ち合わせ 

生活応援ボランティア講座 

一人暮らし高齢者の「さわやか集い」打ち合わせ 

7月10日(水) 

7月12日(金) 

8月 2日(月) 

 

8月 6日(火) 

8月 9日(金) 

９月 ３日(火) 

９月 ３日(火) 

９月26日(木) 

一人暮らし高齢者の「さわやか集い」（イベント募金実施） 

生活応援ボラ講座フォローアップ研修に向けた打ち合わせ 

地域の支え合い活動推進会議（白石地区協議体） 

生活応援ボラ講座フォローアップ研修に向けた打ち合わせ 

ＪＲ白石駅認知症イベント打ち合わせ 

生活応援ボランティアフォローアップ講座 

生活支援体制整備事業に関する地区社協との打合せ 

生活支援体制整備事業に関する白石区本通親和会との打合せ 

生活支援体制整備事業に関する白石区本通親和会との打合せ 

10月16日(水) 

10月17日(木) 

10月18日(金) 

10月26日(土) 

11月 1日(金) 

12月 2日(火) 

12月23日(月) 

1月16日(木) 

1月17日(金) 

1月21日(火) 

1月29日(水) 

2月12日(水) 

認知症予防講座・さわやかコンサート 

ＪＲ白石駅 まちづくりハウス認知症イベント打ち合わせ 

白石区本通親和会福祉推進委員会（福祉研修会） 

ＪＲ白石駅 まちづくりハウス認知症イベント 

白石地区健康づくり講習会（イベント募金実施） 

白石地区福まち役員会・交流会 

北白石地区福まちとの情報交換会 

白石共栄福祉会オープンサロン「つなげる」見学 

地区民児協新年会 

生活応援ボランティアフォローアップ講座打ち合わせ 

福まち活動懇談会打ち合わせ 

白石地区生活応援ボランティアフォローアップ講座 

2月17日(月) 白石地区福まち活動懇談会 

東札幌地区 東札幌地区福まち交流会事業内配食弁当事業 ８０，０００円 

菊水地区 高齢者ふれあい交流事業 ８０，０００円 

北白石地区 新春ふれあいの集い開催事業 ８０，０００円 

北東白石地区 ふれあい音楽会 ８０，０００円 

白石東地区 さわやか交流会 ８５，０００円 

菊の里地区 広報誌発行（福まちだより） ８０，０００円 
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2月27日(木) 

3月25日(水) 

福まち補助金について打ち合わせ 

シニアサロン「ゆうゆう」打ち合わせ 

 

【東白石地区】 

       4月11日(木)  暮らし応援隊打ち合わせ 

       4月17日(水)  福まちサロン参加 

       5月15日(水)  福まちサロン参加及び予算打ち合わせ 

       5月16日(木)  福まち予算打ち合わせ 

       5月22日(水)   地区社協総会 

       6月 5日(水)   令和元年度福まち事業打ち合わせ 

6月17日(月)  地区福まち運営委員会 

       7月11日(木)  本郷町内会福祉推進委員会準備会 

       7月16日(火)  福まちかわら版取材 

7月17日(水)  地区福まち運営委員会 

7月22日(月)  福まち入浴ツアー 

8月 3日(土)   暁町内会夏祭り 

8月11日(日)  旭町内会親子サマーフェスティバル(イベント募金実施) 

       8月19日(月)  地区福まち運営委員会 

9月 9日(月)  地区福まち運営委員会 

9月10日(火)  お１人暮らしのお年寄りとの会食・懇談会① 

9月12日(木)  お１人暮らしのお年寄りとの会食・懇談会② 

9月25日(水)  暁町内会研修打ち合わせ 

9月28日(土)   暁町内会65名簿研修 

            10月 8日(火)  スマイルでつながろうin東白石 

      10月11日(金)   ハッピークラブ交流会 

      10月21日(月)  地区福まち運営委員会 

      11月 1日(金)  東白石地区福まち健康フェア（イベント募金実施） 

11月12日(火)   あけぼの町内会見守り研修 

11月18日(月)  地区福まち運営委員会 

12月13日(金)  地区福まちとの打合せ 

12月16日(月)   本郷町内会６５歳以上世帯名簿取扱研修 

12月17日(火)  あけぼの町内会見守り研修 

12月18日(水)  東白石福まちサロン見学 

1月24日(金)  地区民児協新年会 

2月17日(月)   地区福まち運営委員会 

2月17日(月)   本郷町内会研修会 

3月24日(火)  地区福まちとの会計打ち合わせ 
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【東札幌地区】 

   4月 5日(金)  地区福まち定例会 

   4月25日(木)  地区民児協定例会 

   5月10日(金)  地区福まち定例会 

  5月27日(月)  地区社協総会 

   5月30日(木)  地区民児協定例会 

  6月 7日(金)  地区福まち定例会 

  6月27日(木)  地区民児協定例会 

  7月 4日(木)  福まち65名簿研修 

  7月 5日(金)  地区福まち定例会 

  7月25日(木)  地区民児協定例会 

  8月 2日(金)  地区福まち定例会 

8月 4日(日)   ふれあいバスツアー 

8月20日(火)  福まち研修会事前打ち合わせ 

   8月22日(木)  地区民児協定例会 

  9月 6日(金)  福まち研修会（講師対応）、定例会 

   9月26日(木)  地区民児協定例会 

 10月 4日(金)  地区福まち定例会 

  10月24日(木)  地区民児協定例会 

11月 1日(金)  地区福まち定例会 

 11月 6日(水)  東札幌地区福まち配食サービス 

 11月28日(木)  地区民児協定例会 

 12月18日(水)  東札幌福まちサロン忘年会・地区福まち定例会 

   1月 ９日(木)   東札幌地区新年交礼会 

  1月17日(金)   地区福まち定例会 

  1月30日(木)  地区民児協定例会 

  1月30日(木)   地区民児協新年会 

  2月 7日(金)  地区福まち定例会 

   3月18日(水)  地区福まちとの会計打ち合わせ 

 

【菊水地区】 

4月 2日(火) 

5月28日(火) 

6月11日(火) 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区社協・福まち合同総会 

地区福まち定例役員会議 

7月 9日(火) 

7月12日(金) 

8月 6日(火) 

8月 7日(水) 

8月25日(日) 

8月31日(土) 

地区福まち定例役員会議 

地区福まち支え合い研修会打ち合わせ 

地区福まち定例役員会議 

地区福まち支え合い研修会打ち合わせ 

菊水１条１丁目町内会主催避難訓練見学 

地区福まち支え合い研修会 
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9月 3日(火) 

9月19日(木) 

9月29日(日) 

菊水地区ふれあい交流会開催内容確認会議 

地区ふれあい交流会（イベント募金実施） 

上白石小学校イザ！カエルキャラバン参加・見学 

10月 8日(火) 地区福まち定例役員会議 

10月28日(火) 

11月12日(火) 

菊水地区地域ケア会議 

地区福まち定例役員会議 

12月20日(金) 

1月 14日(火) 

1月 22日(水) 

1月 31日(金) 

2月 12日(水) 

2月 16日(日) 

区社協だより福まちページインタビュー訪問 

地区福まち定例役員会議・懇談会 

地区民児協定例会・新年交礼会 

福まち活動交換会打ち合わせ 

地区福まち定例役員会議 

地区福まち「障がいのある方々を考えよう」研修会参加 

 

【北白石地区】  

    4月22日(月) 地区福まち運営委員会 

  5月14日(水) 高齢者福祉計画実行委員会 

  5月20日(月) 地区社協総会 

  5月22日(水) 地区民協定例会 

5月27日(月) 地区福まち運営委員会 

  5月31日(金) 福祉推進委員会責任者会議 

  6月 4日(火) 北白石地区地域福祉活動フォーラムの講師との打合せ同行 

  6月24日(月) 地区福まち運営委員会 

  6月26日(水) 北白石地区地域福祉活動フォーラム打ち合わせ  

  7月 2日(火) 福まち地域福祉活動フォーラム打ち合わせ 

  7月10日(水) 北白石地区地域福祉活動フォーラム 

    7月21日(日) 北郷瑞穂町内会夏祭り（イベント募金実施） 

7月29日(月) 地区福まち運営委員会 

  8月 7日(水)  北郷東町内会ボランティア講座打ち合わせ 

  8月19日(月) 北郷親栄町内会連絡協議会認知長高齢者徘徊訓練打ち合わせ 

  8月26日(月) 地区福まち運営委員会 

  9月 5日(木) 北郷親栄第３町内会ボランティア講座打ち合わせ  

  9月27日(金) 地区福まち一般向け研修 

  9月30日(月) 地区福まち運営委員会 

  9月30日(月) 地区福まち電話相談反省会 

  10月 4日(金)  北白石徘徊模擬訓練 

  10月10日(木) 北郷東町内会ボランティア講座 

10月19日(土) 新栄第３町内会ボランティア講座 

   10月25日(金) 北白石秋の集い（イベント募金実施） 

10月28日(月) 地区福まち運営委員会 

11月 5日(火) 北白石地区有償ボランティア打ち合わせ 
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11月19日(火)  福まち活動調整員養成講座拠点訪問受入 

11月25日(月) 地区福まち運営委員会 

12月 5日(木) 北白石地区有償ボランティア検討会 

12月12日(木) 北白石地区認知症講座打合せ 

12月23日(月) 白石地区福まちとの情報交換会 

12月25日(水) 地区民児協歓送迎会 

1月15日(水)  北白石地区認知症講座打ち合わせ 

1月23日(木) 北白石連合町内会新年交礼会 

1月27日(月) 地区福まち運営委員会 

1月29日(水) 北白石地区有償ボランティア検討会 

2月 5日(金) 北白石地区ふれあい新春の集い 

2月26日(水) 北白石地区有償ボランティア検討会 

３月23日(月) 北白石地区有償ボランティア検討会 

３月30日(月) 地区福まち運営委員会 

３月30日(月) 地区福まち健康講座 

 

【北東白石地区】  

5月 9日(水) 

6月14日(金) 

6月26日(火) 

7月 8日(月) 

7月 9日(火) 

7月22日(月) 

 

8月 5日(月) 

 

8月 6日(火) 

 

8月 7日(水) 

 

 

8月 9日(金) 

 

8月28日(水) 

 

9月 2日(月) 

9月 9日(月) 

9月11日(水) 

9月20日(金) 

9月30日(月) 

シニアサロン和み訪問 

福まちパワーアップ事業打ち合わせ 

連町会長会議にて福まちパワーアップ事業説明と協力依頼 

福まちパワーアップ事業打ち合わせ 

東川下町内会健康フェスタ打ち合わせ 

地区民児協定例会にて福まちパワーアップ事業説明と協力依

頼 

東川下町内会福まちパワーアップ第１回ワークショップ説明 

川下町内会福まちパワーアップ第１回ワークショップ説明 

東川下団地自治会福まちパワーアップ第１回ワークショップ

説明 

川北町内会福まちパワーアップ第１回ワークショップ説明 

川下団地自治会福まちパワーアップ第１回ワークショップ 

説明 

連町会長福まちパワーアップ第１回ワークショップ説明 

北東白石七夕の集い 

川北町内会副会長へ福まちパワーアップ 

第１回ワークショップ活動発表内容打ち合わせ 

福まちパワーアップ第１回ワークショップ(川北会館) 

福まちパワーアップ第１回ワークショップ（東川下記念会館） 

福まちパワーアップ第１回ワークショップ（北都地区会館） 

東川下町内会介護予防フェスタ打ち合わせ 

オレンジリング 支え合い研修会 
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10月15日(火) 

10月25日(金) 

10月31日(木) 

11月 9日(土) 

11月25日(月) 

12月 4日(水) 

12月11日(水) 

12月16日(月) 

 1月17日(金) 

1月18日(土) 

2月18日(火) 

 2月20日(木) 

東川下町内会健康フェスタ（イベント募金実施） 

北都町内会健康フェスタ（イベント募金実施） 

サロン「ハナの会」見学 

１日地域の茶の間スペシャル（イベント募金実施） 

福まちパワーアップ 単町聞き取り調査（北都町内会） 

地区民児協歓送迎会 

福まちパワーアップ第２回ワークショップ打ち合わせ 

福まちパワーアップ 単町聞き取り調査（川北町内会） 

地区社協新年会 

北東白石地区ニューイヤーコンサート（イベント募金実施） 

川北町内会 進捗状況聞き取り調査 

地区連町会長会議にて福まちパワーアップ第２回目ワークショ

ップの説明 

 

【白石東地区】 

  4月18日(木) 地区社協役員会・運営委員会 

  5月15日(水) 地区社協総会 

    5月24日(金) 地区社協役員会・運営委員会 

  6月 5日(水) 地区社協研修会 

  7月17日(水) 健康まつり打合せ 

7月25日(木) さわやか交流会(イベント募金実施) 

 9月26日(木) 健康まつり(イベント募金実施) 

 10月18日(金) 健康まつり反省会 

 10月18日(金) いきいき・栄・健康サロン見学・生活支援体制整備事業説明 

  1月 8日(水)  区福まち活動交換会の活動発表依頼・打ち合わせ 

   1月17日(金) 地区社協役員会・運営委員会・新年交礼会 

   1月27日(月) 地区民児協新年会 

  2月 5日(水)  地区社協災害研修会 

  3月27日(金) 地区社協役員会・運営委員会 

 

【菊の里地区】 

4月12日(金)  

4月15日(月) 

4月16日(火)  

4月19日(金)  

5月23日(木)  

5月27日(月) 

6月18日(火) 

6月25日(火) 

生活支援事業相談 

民児協会長へ2019年度事業説明 

サロンきらく参加・社協事業説明 

お茶の間サロン「ゆうゆう」 

地区民児協定例会 

健康づくりフェスタ打ち合わせ 

サロンきらく参加 

健康づくりフェスティバル（イベント募金実施） 
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10月15日(火) 

 1月 10日(金) 

 1月 24日(金) 

サロンきらく（イベント募金実施） 

菊の里地区新年交礼会 

地区民児協新年会 

 

エ)地区福祉のまち推進センター活動の周知・広報 

・「白石区社協だより」に福まちかわら版の掲載など 

 

（３）生活支援体制整備事業 

Ⅰ 第１層コーディネーターの活動 

① 各関係機関とのネットワーク構築 

   ・地域包括支援センター・介護予防センター連絡会議等における各種会議出席 

 

② 社会資源の情報収集 

   ・社会資源マップ「地区別高齢者元気マップ」の更新等 

 

③ 平成２９年度モデル取組エリア「北白石地区」の継続応援 

   ・北白石地区福祉計画実行委員会等会議出席 

   ・北白石地区フォーラムの開催協力 令和元年７月１０日（水） 

     講演内容「有償ボランティアについて」 

   ・有償ボランティア検討会への参加・助言 

   ・有償サービス「北白石おたすけたい」マニュアル作成支援 

 

   ④ 区生活支援推進連絡会(協議体)の開催 

    〇第１回 

    〔日時〕令和元年１０月３１日（木） 

〔場所〕白石区民センター 集会室Ｂ 

〔内容〕白石区第１層及び第2層の実施方針及び実施内容について 

    白石区第１層事業進捗状況について 

    白石区生活支援推進員〔第２層生活支援コーディネーター〕事業進捗状況に 

ついて 

意見交換 白石区の生活支援ニーズの実態と担い手の育成について 

     

    〇第２回 

   ※令和２年３月１０日（火）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

       のため、開催を中止。 

                   

⑤ 区生活応援ボランティア養成講座の開催 

〔日時〕令和元年１０月１７日（木） 

〔場所〕白石老人福祉センター〔受講者数１９名〕 

〔内容〕 
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講義①「介護保険制度の改正 これからどうなる」 

講師 白石区社会福祉協議会 事務局次長 佐竹 勝寿 

講義②「地域で暮らす高齢者に必要なちょっとしたお手伝い・困りごと」 

講師 札幌市社会福祉協議会 地域包括部長 横井 勝博 

          講義③「身近な地域で取組むことができる生活応援ボランティア活動」 

           講師 白石区社会福祉協議会 ボランティア担当 直江 絢子 

          演 習 助け合いゲーム～助け合いの仕組みを考えよう 

          活動発表・ワークショップ 

           テーマ「誰もが安心して暮らせるまちを目指してわたしたちができる 

こと」 

          活動発表  

ボランティアグループしろいし生活応援「ひだまり」 

             代 表 大盛 芳彦氏、副代表 藤井 幸夫氏 

           進行役 

              白石区社会福祉協議会 事務局次長 佐竹 勝寿 

              白石老人福祉センター 館長 澤口優子 

 

   ⑥ 区民向けフォーラムの開催 

   ※令和２年３月３日（火）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

    のため、開催を中止。 

 

⑦ ボランティアグループしろいし生活応援「ひだまり」の活動支援 

（生活応援ボランティア活動） 

     ・燃えないゴミの搬出    メンバー1人参加  平成３１年４月１５日（月） 

     ・電球交換         メンバー１人参加  令和元年7月３日（月） 

     ・大型ゴミの搬出      メンバー２人参加  令和元年１１月７日（木） 

     ・大型ゴミの搬出      メンバー３人参加  令和元年３月５日（木） 

  ・活動交換会  令和元年１０月２１日 

 

   ⑧ その他 

     ・白石区本通親和会福祉推進委員会研修会講師対応 令和元年１０月１８日（金） 

     ・白石区老人クラブ連合会研修会講師対応     令和２年 ２月 ６日（木） 

     ・白石地区地域の支え合い推進会議講師対応    令和２年 ２月１７日（月） 

     ・本郷町内会研修会講師対応           令和２年 ２月１７日（月） 

 

Ⅱ 生活支援推進員（第２層生活支援コーディネーター）の活動 

① 生活支援サービス情報一覧の更新 

・事業所情報の区社協ホームページ掲載 

・内容等変更及び新規掲載事業所情報等の更新 
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② 社会資源の把握 

・地域包括支援センターや介護予防センターからの社会資源情報の取得 

令和元年１１月【みんなのくらしお役立ち手帳】更新、区社協ホームページ掲載 

 

③ ニーズの把握及び対象エリアの選定 

【ニーズの把握】 

 「民生委員訪問対象者に対する生活支援ニーズ調査」 

配布枚数４１３９枚、回収枚数１８２７枚、回収率44.1％ 

 

ア）第１エリア（白石・北東白石）、 

・白石地区   配布枚数 １４８０枚  回収枚数 ６４４枚 

・北東白石地区 配布枚数  ６６０枚 回収枚数 ２６７枚 

 

イ）第２エリア（東札幌・菊水・北白石・菊の里） 

・東札幌地区  配布枚数  ３７０枚  回収枚数 ２１６枚 

・菊水地区   配布枚数   ８２０枚 回収枚数 ４５７枚 

・菊の里地区  配布枚数  ２０９枚 回収枚数 １２３枚 

※北白石地区については、平成29年度調査済 

 

ウ）第３エリア（東白石・白石東） 

・東白石地区  配布枚数 １００枚   回収枚数 ５０枚 

・白石東地区  配布枚数 ５０0枚   回収枚数 ７０枚 

 

【ニーズ調査の結果】 

 ・困りごとの1位は「玄関前の雪かき」、続いて「電球交換」、「家具の移動」 

 ・困った時には、ご近所の方にお願いしたいかの問いには、4割が手助けしてほしい 

 ・参加してみたい活動は、1位の「趣味等のサークル活動」につづき、「健康づくり 

や介護予防のための活動」が多かった 

 

④ 地区協議体（地区生活支援推進連絡会）の開催 

ア）第1エリア  対象：白石地区 

[日時] 令和元年８月２日（金）、令和２年２月１７日（月） 

[内容]  

・白石地区における生活支援体制整備事業の取り組みについて 

・意見交換「白石地区における支え合い活動について」 

 

イ）第2エリア  対象：東札幌地区 

[日時] 令和元年１１月１８日（月） 
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[内容]  

・東札幌地区における生活支援体制整備事業の取り組みについて 

・意見交換「事例を通して、高齢化がすすむ団地における支え合いの仕組みづくりにつ

いて考える」 

 

ウ）第3エリア  対象：東白石地区 

[日時] 令和２年２月１７日（月） 

[内容] 

・本郷町内会での生活支援体制事業の取り組みについて 

・意見交換「本郷町内会で活かせる取り組みについて」 

 

⑤ 生活応援ボランティア講座（地域支え合い研修会）の開催 

ア）第１エリア  対象：白石地区 

[日時]   令和元年６月１８日（火） 

[場所]  白石会館 [受講者数２５名] 

[内容]  

講義  「身近な地域で取り組むことのできる助け合い活動」 

ワークショップ テーマ：「グループで出来る活動を決めてみよう！！」 

    

 [日時]   令和元年８月２日（金） 

[場所]  白石会館 [受講者数８名] 

[内容]  

講義  「身近な地域での助け合い活動～これまでのおさらい～」 

実践発表「ボランティアグループ しろいし生活応援「ひだまり」の活動」 

    ワークショップ「わたしたちができる身近な地域での助け合い活動を考えよう！」 

    説明 「生活支援ボランティア登録カードについて」 

 

イ）第2エリア  対象：北白石地区 

[日時]  令和元年１０月１０日（木） 

[場所]  北郷東会館 [受講者数２３名] 

[内容]   

        講義 「ともに支え合える地域活動について」 

    

[日時]  令和元年１０月１９日（土） 

[場所]  北郷会館 [受講者数３２名] 

[内容]   

        講義 「ともに支え合える地域活動について」 

    演習 「支え合い活動って意外と身近？～みんなで体験 助け合いゲーム～」 
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ウ）第3エリア  対象：東白石地区 

[日時] 令和元年９月２８日（土） 

[場所] 東白石会館 [受講者数２７名] 

[内容]   

講義 「生活支援体制整備事業の概要」 

演習 「支え合い活動って意外と身近？～みんなで体験 助け合いゲーム～」 

 

⑥ 広報誌「おとなりさん」の発行 

・第3号～第６号 

[発行月] 令和元年６月・９月・１２月・令和２年３月 

[発行部数] 6,500部 

 

（４）ふれあい・いきいきサロン活動(高齢者・障がい者・子育て)の活動支援 

① サロンの登録と活動費助成 

    ・登録サロン数：５９団体［高齢者:４６、子育て:１２、複合:１］       

種 別 登録サロン数 新規登録サロン 助成中のサロン 

高齢者 ４６ １ ２４ 

障がい ０ ０ ０ 

子育て １２ ０ １ 

複 合 １ ０ ０ 

合 計 ５９ １ ２５ 

    ・活動助成額 ９３６,０００円（うち愛情銀行より200,000円拠出） 

 

② ふれあい・いきいきサロン担い手研修会の開催 

  ※令和２年３月１９日（木）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

   のため、開催を中止。 

 

③ サロン活動周知・広報 

 ・ホームページに登録サロンの情報を掲載 

 

 

 ２ ボランティア活動の推進  

 

（１）ボランティア受給調整事業の実施 

   ①  ボランテイア登録状況(令和２年３月末日現在) 

・登録件数… 個人１８０名（３４人新規登録） 

１７団体・３３５名 
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   ②  ボランテイア活動に関する相談・コーディネート(令和２年３月末日現在) 

   ・ボランテイア要請相談… ４０件（内成立件数１４件） 

   ・ボランテイア希望相談… ２６件 

   ・福祉情報等問い合わせ… ９６件 

     ・寄付相談…………………  ８件 

 

（２）ボランティア情報提供事業の実施 

① ボランティアかわら版の発行 

    ・第１１３号(５月号)～第１１６号(１月号) 

 

② 日常的なボランティア活動に関する情報の収集、提供 

    ・協力機関 ６６機関（施設、団体） 

    ・提供プログラム数 １６２プログラム 

     ※体験版：４６機関（施設・団体）、１１８プログラム 

 

（３）ボランティア研修・交流事業の実施 

①地域ボランティア入門研修会の開催 

・開催日 令和２年２月２６日（水） 

・参加者 １０名 

・内 容 講義・交流 

時 間 内 容 講 師 

10:00～

10:30 

開会・オリエンテーション 

「はじめてのボランティア」 
白石区社会福祉協議会 職員 

10:30～

12:00 
「聴覚・視覚障がいについて学ぼう」 

公益社団法人札幌市聴覚障害者協会 

若浜 ひろこ氏 

札幌市社会福祉協議会 登録講師 

山口 久美子氏 

12:00～

13:00 

 

アイマスク体験（昼食） 

 

札幌市社会福祉協議会 登録講師 

山口 久美子氏 

13:00～

14:30 

ボランティア活動に役立つ 

「相手に寄り添う聴き方」 

ＮＰＯ法人北海道総合福祉研究 

センター 

理事長 五十嵐 教行氏 

14:30～

15:00 
感想・まとめ・閉会 白石区社会福祉協議会 職員 
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② 第９回ボランティアの集い【白石区ボランティア連絡会との共催】 

・開催日 令和元年１０月５日（土） 

・参加者 ボランティア活動者、関心のある方、地域福祉活動者など３０名参加 

・テーマ    伝えよう！つながろう！広げよう！ボランティアの輪 

・内容  第１部 サロン紹介 

         第２部 講演 

         第３部 交流サロン 

 

（４）白石区ボランティア連絡会への協力及び助成 

① 各種行事開催支援 

  ４月１８日（木）白石区ボランティア連絡会総会 

  ９月 ７日（土）白石区ボランティア連絡会日帰り研修旅行 

  １０月５日（土）第９回ボランティアの集い 

 

② 理事会、事業部会（区社協職員参加） 

    ６/２８・７/２６・８/２３・９/２７ 

 

（５）ボランテイア活動機材貸出実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ボランテイア保険の取扱い（平成３１年４月～令和２年３月） 

 

 

 

 

 

３ 高齢者、障害児・者福祉活動の推進  

 

（１）福祉除雪事業 

  〔制度概要〕 

    高齢の方や障がいのある方が、通院や買物などの外出時に支障となる、道路に面した出入

機材名 所有数 貸出件数 

車いす １0台 ２９件９２台 

高齢者疑似体験セット  ４セット １０件３３セット 

片マヒ疑似体験セット １５セット １０件６９セット 

白杖 １５本 ７件３２本   

アイマスク ４０枚 ４件１３０枚 

ビデオ・ＤＶＤ １３本 ０件 

種類 件数 

ボランティア活動保険 １１７件1,084名（個人124名、団体84件960名） 

ボランティア活動等行事用保険 56件3,845名 
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口部分（間口）と玄関先までの通路部分（敷地内）の雪を地域の協力員（町内会、福祉のま

ち推進センター、地域企業等）の協力を得て、除雪を実施する制度。  

  〔制度周知〕 

前年度利用者宛に郵送にて個別案内を実施した他、一般住民向けには、広報さっぽろや

福祉除雪の利用申込の町内回覧等で事業の周知を行った。 

    また、町内会回覧にて、地域協力員の募集も行った。 

・実施期間／令和元年１２月１日～令和２年３月２５日 

 

・申込状況 

地  区 申込世帯数 該当世帯数 

白  石  ５２世帯（新規 ７世帯）  ４７世帯（新規 ７世帯） 

東 白 石  ５７世帯（新規１２世帯）  ５７世帯（新規１２世帯） 

東 札 幌  １３世帯（新規 ０世帯）  １２世帯（新規 ０世帯） 

菊  水  ２４世帯（新規 ４世帯）  ２４世帯（新規 ４世帯） 

北 白 石  ９３世帯（新規２２世帯）  ９０世帯（新規２１世帯） 

北東白石  ４１世帯（新規１３世帯）  ３６世帯（新規１０世帯） 

白 石 東  ４６世帯（新規 ５世帯）  ４０世帯（新規 ４世帯） 

菊 の 里  ４３世帯（新規 ８世帯）  ４２世帯（新規 ７世帯） 

合  計 ３６９世帯（新規７１世帯） ３４８世帯（新規６５世帯） 

 

・該当世帯種別内訳 

       ７０歳以上のみの世帯／     ３２８世帯 

       ７０歳以上と障がい者のみの世帯／ １２世帯 

       重度障がい者のみの世帯／      ４世帯 

       介護保険・特定疾患・その他／    ４世帯 

 

     ・福祉除雪地域協力員状況 

       地域組織／１０６人 

       福祉施設／２団体 

       地域企業／９団体 

       災防協加盟業者／９団体 

 

     ・福祉除雪協力員説明会 

令和元年１１月２５日（月）白石区民センター視聴覚室  
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（２）日常生活自立支援事業 

○契約件数  １３世帯 

（内訳） 

  認知症高齢者／ ５世帯  知的障がい者／ ６世帯  精神障がい者／ ２世帯 

 

（３）区老人クラブ連合会との連携と事業費助成 

   １０万円助成（令和２年１月交付） 

   （２１単位老人クラブが街頭募金奉仕団体として活動） 

 

（４）区内障がい児・者福祉施設、小規模作業所との連携と協力 

 

（５）自立支援協議会 白石区地域部会への参加 

   （運営部会月１回～担当職員が参加） 

 

 

 ４ 児童・青少年の福祉活動の推進  

 

（１）福祉協力校事業への助成と活動協力   

指定校なし 

 

（２）学校等へのカリキュラム支援 

・北都中学校  講師調整・職員による当日補助 

 

 

５ 低所得者等福祉活動の推進  

 

（１）各種福祉資金貸付業務 

      低所得世帯等の生活支援を目的に、各種福祉資金の相談、申込み受付、進達、償還指導、民

生委員・児童委員との連絡調整などを行った。 

 

   資   金   名 貸付相談件数 貸付件数 

応急援護資金（ 随 時 ） ４１２件 ６件 

生活福祉資金（ 随 時 ） １,８７９件 ３９件 

特別生活資金（１０月～３月） ６件 ０件 

緊急小口資金(特例貸付) 

（令和２年３月２５日～） 
３５２件 ３２件 
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 ６ 地域生活支援の取り組み    

 

（１）個別対応相談 

〇ケース１ 

・依頼経路   白石区第２地域包括支援センター 保健師 

・本人状況 独居高齢者・生活保護世帯 

・相談内容  体が悪く、冬場の除雪に困っているため、自分が外に出る際の道を作

ってほしい。アパート住まいの為福祉除雪の利用はできず、生活保護

世帯でお金がないため、無償のボランティアをお願いしたい。頻繁な

支援は必要なく、雪がたくさん降った時のみ支援をしてほしい。 

・対 応    ボランティア依頼者の居住地区の菊の里地区福まちにボランティア

活動者の調整を依頼したところ、ボランティア依頼者宅の近隣に住む

方が、平成３０年度まで福祉除雪協力員として活動していたことか

ら、菊の里地区福まちから除雪を依頼。依頼者と顔見知りだったこと

もあり、除雪を実施してもらえることになったため、本人宅へは訪問

せず、調整を終えた。何か困りごとがあればすぐに連絡・相談しても

らうよう本人とボランティアに伝えた。 

 

（２）白石区地域ケア会議への参加 

    ①区地域ケア推進会議 

     ・第１回  令和元年9月２６日（木） 

     ・第２回  令和２年２月１０日（月） 

      

    ②地区地域ケア会議 

     【白 石】 令和元年１2月 3日（火） 

【東白石】 令和元年１０月２９日（火） 

【東札幌】 令和元年１１月１８日（火） 

【菊 水】 令和元年１０月28日（月） 

【北白石】 令和元年１１月２２日（金） 

【北東白石】令和元年１１月 ５日（火） 

【白石東】 令和元年１０月１８日（金） 

【菊の里】 令和元年１０月２9日（火） 

 

    ③個別地域ケア会議参加 

     ・令和元年５月１５日（水）(第１地域包括支援センター事例) 

     ・令和２年１月２７日（月）(第３地域包括支援センター事例) 
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    ④区連絡会議・地区連絡会議 

     ・関係職員が随時出席 

 

 

 ７ 広報・ＰＲ活動の推進  

 

（１） 広報誌「しろいし区社協だより」の発行 

発 行 号 印 刷 部 数 配 布 方 法 

第９１号（令和元年 １１月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

第９２号（令和２年  ３月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

  

（２） 白石区社協ＰＲ活動 

  ①老人福祉センターでの情報コーナー設置 

    ②ホームページを活用してのＰＲ 

札幌市社協ホームページの区社協コーナーに関連記事をアップ 

【http://www.sapporo-shakyo.or.jp/】 

 

 

 ８ 社会福祉施設・団体活動の推進  

 

（１）区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

・区民生委員児童委員協議会代議員会（毎月１回） 

・臨時代議員会 令和元年12月2日(月) 

 

（２）区民生委員児童委員協議会の活動PR（街頭啓発）  

令和元年５月１７日（金） 

 

（３）民生委員児童委員互助共励の取扱い 

     公務傷病  ２件  一般死亡 １件  配偶者死亡 １件  一般傷病 １４件   

災害見舞金 ０件  退任慰労 ６５件  

 

（４）新任民生委員・児童委員研修会への協力（講師として区社協事業を説明） 

   令和元年８月１日（木）、１２月６日（金） 

 

（５）白石区民生委員児童委員委嘱状伝達式への協力 

   ・開催日  令和元年１２月２日（月） 

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/】
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   ・開催場所 白石区複合庁舎５階 区民センターホール 

 

（６）白石区退任民生委員感謝状伝達式への協力 

   ・開催日  令和元年１２月１７日（火） 

   ・開催場所 白石区複合庁舎４階 保健センター講堂 

 

（７）白石区民生委員児童委員協議会全体（総合基礎）研修の実施（区保健福祉部と共催） 

※令和２年２月２５日（火）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

のため、開催を中止。 

 

（８）主任児童委員連絡会への協力 

 

（９）各種団体への協力 

    ○社会を明るくする運動第４４回白石区民大会（令和元年７月１日）への助成 

  ○第４４回白石区ふるさとまつり（令和元年７月１３日～１４日）への助成 

 

 

 ９ 共同募金、歳末たすけあい運動の推進  

 

（１）共同募金運動の実施 

・令和元年度募金額   ７，２７９，４２０円 

戸別募金     ６，０２７，９０３円 

地域法人募金     ７２５，２２３円 

      イベント募金        ４５，８６８円（１４件） 

      街頭募金        ４８０，４２６円    

実施日  令和元年１０月１日（火）～６日（日） 合計５日間 

        ボランティア／団体 延べ ３７団体 

個人 延べ ４２３名 

 

・寄付金付きバッジ実績  ４０８個 

（白石区限定しろっぴーバッジ３８６個、札幌市限定バッジ1２個、 

北海道限定ピンバッジ5個、初音ミクバッジ５個） 

     ※製作費を除いた額が募金実績に反映 

 

（２）札幌市白石区共同募金委員会事務局の運営 

○白石区共同募金委員会 理事会 

開催日／令和元年８月２７日（火） 
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１０ 会務の運営  

 

（１）正副会長会議の開催 

○第１回正副会長会議  令和元年 ５月２２日（水） 

○第２回正副会長会議  令和元年１２月１９日（木） 

〇第３回正副会長会議  令和２年 ３月１７日（火） 

 

（２）理事会・評議員会の開催 

○第１回理事会  令和元年５月28日（火） 

① 平成30年度事業報告について 

② 平成30年度資金収支決算について 

③ 令和元年度第１回監事監査報告について 

④ 諸規程の一部改正（案）について 

⑤ 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について  

⑥ 令和元年度第１回評議員会の招集（案）について 

⑦ 社会福祉充実残額の算定結果について  

⑧ 平成30年度第四半期会長及び常務理事職務執行状況について 

 

○第２回理事会  令和元年６月２5日（火） 

① 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

② 会長、副会長及び常務理事の選任について 

 

〇第３回理事会  令和元年１２月２５日（水） 

①  令和元年度第１・第２四半期事業報告について 

②  令和元年度第１・第２四半期予算等執行状況について 

③  令和元年度第１・第２四半期監事監査報告について 

④  評議員選任・解任委員会による評議員の選任について   

⑤  会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

〇第４回理事会  令和２年３月に書面議決 

①  評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

②  社会福祉基金運用資金満期及び再運用に伴う資金収支予算補正の会長専決処分報告   

 について 

③  令和２年度事業計画（案）について 

④  令和２年度資金収支予算（案）について 

⑤  諸規程の一部改正（案）について 
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⑥  令和元年度第２回評議員会の招集（案）について 

⑦  令和元年度第3四半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

○第１回評議員会  令和元年６月２5日（火） 

① 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

②  平成30年度事業報告について 

③  平成30年度資金収支決算について 

④  理事及び監事の一部選任（案）について 

⑤  社会福祉充実残額の算定結果について 

 

○第2回評議員会  令和２年３月に書面議決 

① 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

② 社会福祉基金運用資金満期及び再運用に伴う資金収支予算補正の会長専決処分報告

について 

③  令和２年度事業計画（案）について 

④  令和２年度資金収支予算（案）について 

⑤  監事の選任（案）について 

⑥ 令和元年度第4四半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

（３）評議員選任・解任委員会 

○第１回 令和元年 ６月１９日（水） 

   評議員の選任について 

   

  〇第２回 令和２年 ２月１３日（木） 

   評議員の選任について 

 

（４）監事監査 

  ○第１回 令和元年 ５月１6日（木） 

   平成３０年度事業報告並びに資金収支決算監査 

 

○第２回 令和元年１２月１７日（火） 

   令和元年度上半期事業報告並びに資金収支決算監査 

   

（５）総合企画委員会の開催 

※令和２年３月１３日（金）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防のた

め開催を中止。 
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（６）正会員・賛助会員 

  〇正会員 

    ・第1種 公立 5施設 私立施設８９施設           

    ・第2種 民生委員3３１人、保護司5０人         

    ・第3種 8地区社協                        

    ・第5種 居宅介護、訪問看護、訪問介護事業所２６か所     

         地域包括支援センター・介護予防センター６か所   

         障がい福祉サービス事業所１９か所         

         各種団体６団体                 

     合 計 1５９団体 ３８１人 正会費合計 ６１９,５００円 

 

  〇賛助会員  

    ・個 人  ３９名・７４口     

    ・団 体  ９団体・１０口     

    ・合 計 １７４，０００円 

 

（７）寄附の受理 

  〇寄附件数 ６件  

内訳）現金 ６件 ４２１，６７４円 

 

  ○指定寄附件数 １２件（同一企業より毎月寄付） 

   内訳）現金 １２件 ６９０，０００円  

※白石区内6か所の子ども食堂への寄附 


