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シリーズ「地区福祉のまち」
新しい地域福祉市民活動計画を策定しています
共同募金会より　～本年度もあたたかなご支援、ありがとうございました
情報トピックス・情報センター資料室からのオススメ紹介
ご寄付ありがとうございました
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本誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行されています

①カラーセラピーボランティアスクール
▼対象／ボランティア活動に色の効果を取り入れ
　　　　たい方または関心のある方
▼内容／彩り豊かな日常と支援活動を行うための
　　　　色の取り入れ方など
▼講師／色彩ボランティアの会「カラフルライフ」
　　　　代表　菅原正子氏　ほか
▼日時／５月14日（木）、15日（金）
　　　　10時～15時
▼定員・受講料／30名、800円
▼受付開始／４月14日（火）

②ボランティア体験スクール
　（子どもへの読み聞かせ・基本コース）
▼対象／子どもへの読み聞かせ活動に関心のある方
▼内容／音読の基本トレーニングなど
▼講師／札幌リーディングサービスグループ
　　　　朗読110番代表　田中隆子氏　ほか
▼日時／５月25日（月）、29日（金）、
　　　　６月中の１日間
　　　　13時30分～16時30分
　　　　（25日は15時30分まで）
▼定員・受講料／30名、700円
▼受付開始／４月24日（金）
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札幌市ボランティア研修センター各種研修会のご案内

今回のオススメはこれ！今回のオススメはこれ！情報センター資料室より情報センター資料室より

「いまあなたにできる、50のこと」　　WAVE出版

　「100円の寄付が、どこの国のどんな人を救うのか」など、複数の支援団体・援助
機関の具体的な活動内容を説明し、日本にいながら国際的な社会貢献ができる方法
を紹介した本。
　「ボランティア」について、広い意味で考えることができる一冊です。

現在加入されている保険は３月31日（火）で保険
期間が終了します。
ボランティア活動をされている方は、忘れずに更
新手続きをお願いいたします。
また、未加入の方は是非ご加入ください。

２月受理分
★匿名 　様
　89,737円

札幌市社会福祉協議会へ
ご寄付ありがとうございました ボランティア保険の更新をお忘れなく！

▼「たくさんの方のお越しをお待ちしています！」
NPO法人地域生活きたのセンター『ぱお』のみなさん　

◀専門学校の学生が
　デザインしたロゴ

▼研修の申込
受付開始日の午前８時45分から電話かファック
スで受付。先着順となります。（ファックスの場
合は講座名、住所、氏名、年齢、職業、電話番
号・ファックス番号を記入）
※申込みいただいた個人情報は、本研修会に関す
　る資料の作成のみに使用いたします。

▼お申込み・お問合せ
札幌市ボランティア研修センター
札幌市中央区北１条西９丁目リンケージプラザ２階
（地下鉄西11丁目駅下車）
TEL 011－223－6005　
FAX 011－261－8881

身近な地域の福祉情報は、お近くの区の社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。

発行／社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会
〒060－0042　札幌市中央区大通西 19丁目１－１　札幌市社会福祉総合センター３階

TEL 011－614－3343　FAX 011－614－1109
ホームページアドレス　http://www.sapporo-shakyo.or.jp/
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詳　細　札幌市ボランティアセンター
　　　　TEL011－219－1737

１月31日、札幌市社会福祉総合センター１階アトリウムに「元気カフェ ふらっと」がオープン
しました。
札幌市と札幌市社会福祉協議会が障がい者の雇用の場として開設したこのカフェは、店のデザ
インや名称など、地域の高齢者や障がい者関係団体、近隣の専門学校からの参加者によるワーク
ショップを重ねた中で決めていきました。
みなさんが、気軽に足を運んでもらえるような憩いの場にしたいと願っています。
　　　　　場　所　札幌市中央区大通西19丁目（地下鉄東西線西18丁目駅下車徒歩３分）
　　　　　営業時間　10時～19時　　T　E　L　011－613－0215



地域の誰もが安心して暮らしていくために、住民が力をあわせ、専門機関と協力しながら

進める住民主体の活動で、札幌市内に 88 箇所あります。

活動の内容を検討・決定するのが運営委員会であり、活動は福祉推進員と住民協力員が協

力して行います。

福祉のまち推進センター（通称 福まち）とは？

やさしい街2 やさしい街 3

シリーズ

地区福祉のまち地区福祉のまち地区福祉のまち

地区福祉のまち推進センター札苗

組織としての福まちを再スタート
福まちが設立されて10年、今、新たなスタートを切り出したのが北区新琴似西地区です。
これまでは町内会ごとに、高齢者を対象に定期的な訪問などによって安否確認をしていました
が、それぞれの活動はほとんど知らない状況でした。それを改めて見直し、横のつながりを組
織として位置づけるようにしたのです。
具体的には、各町内会から２名の推進員が選出され、「事業・研修班」「広報班」「調査
班」の３つの班に分かれて活動します。その中で互いの情報が交換され、自分の町内会へ伝え
られるのです。班としての活動も動きだし、全戸配付の広報誌も順調に発行されています。組
織として機能し始めたことで、これまで民生委員・児童委員が中心に開催していた子育てサロ

ン「新琴似西かもかもサロン」も福まちとして全面的に協力
するようになり、地域全体での子育て支援へとつながってい
ます。
こうして地域の中での「福まち」への認識が高まっていく
中で、少しずつでも理解者、協力者が増えて活動が充実して
いくことを願い、今できることを積み重ねているところで
す。

「気が付いたら　声かけて　手をさしのべて」を合言葉に
東区札苗地区は、「子育てふれあい広場」、｢茶話会｣、「食事会」といった交流活動を通し
て、誰もが安心して楽しい生活ができる街づくりを進めています。とくに、「子育てふれあい
広場」は、年間22回の開催と、最も力を入れている活動です。誰もが参加しやすいように、
地区内の札苗、東雁来、中沼の３つのエリアでそれぞれ開催し、また、開催時期も公園で遊べ
る暖かい時期よりも、出かける機会が少なくなる冬場の開催を増やすなど、参加者である子育

て家庭のニーズを的確に捉えた活動が企画されています。
高齢者を対象とした「茶話会」、「食事会」においても、
町内会や民生委員と連携して、多くの高齢者に声かけを行
い、車いすを用意して送迎するなど、しっかりとした暖かい
活動が展開されています。交流活動の実施を通して、近隣で
の声かけや助け合いが活発になることを願っています。

地区福祉のまち推進センター新琴似西
地域のニーズにみんなで応える！
人口1,500人ほどの市内で最も小さな地区である南区定山渓。福まちも小規模地区ならでは
の工夫で活動を展開しています。
近年、定山渓では多くの商店が店をたたんでしまい、高齢の方は日常の買い物をする場所に
困っていました。そこで連合町内会と共催で買い物ツアーを企画したところ好評で、月１回の
ペースで継続しています。民間のバスを借りて区内の大型スーパーまで出かけるツアーは、介
護予防センターの職員も乗車し、道中は、レクリエー
ションなどを楽しんでいます。来年度からは、福まち
の独自事業として、閉じこもりがちな方の外出するき
っかけづくりに発展させたいと計画しているところで
す。
他にも、子育てサロン「ゆうゆうかっぱ広場」や男
性のための料理教室、いきいき健康フェアなど地域住
民の声に応えて開催する事業は、地区の小中学校や交
番、地元の温泉旅館などの協力を得て行っています。
小さな地区だからこそ、地域全体が一体となることが
自然と可能になっているのです。

地区福祉のまち推進センター定山渓

笑顔の輪を広げて
菊の里地区は白石区の北西に位置し、平成10年に
北白石地区の分割により誕生した菊の里地区では、家
に閉じこもりがちなお年寄りなどが、地域の人と交流
するきっかけづくりになればと始めた「福まち寄席」
が７年目を迎えました。年２回開催するこの寄席で
は、落語や漫才を身近で楽しむことができ、会場は笑
いの渦に包まれています。
笑いを通じて地域の交流を深めてきた菊の里地区で
すが、緊急時通報カードやふれあいカードを作成するなど、個別支援・在宅支援の取り組み
にも力を入れています。
寄席での交流を土台として、困ったときにはみんなが力を寄せ合う、住みよいまちづくり
を目指します。

地区福祉のまち推進センター菊の里

今回が最終回です！



地域の誰もが安心して暮らしていくために、住民が力をあわせ、専門機関と協力しながら

進める住民主体の活動で、札幌市内に 88 箇所あります。

活動の内容を検討・決定するのが運営委員会であり、活動は福祉推進員と住民協力員が協
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組織としての福まちを再スタート
福まちが設立されて10年、今、新たなスタートを切り出したのが北区新琴似西地区です。
これまでは町内会ごとに、高齢者を対象に定期的な訪問などによって安否確認をしていました
が、それぞれの活動はほとんど知らない状況でした。それを改めて見直し、横のつながりを組
織として位置づけるようにしたのです。
具体的には、各町内会から２名の推進員が選出され、「事業・研修班」「広報班」「調査
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ン「新琴似西かもかもサロン」も福まちとして全面的に協力
するようになり、地域全体での子育て支援へとつながってい
ます。
こうして地域の中での「福まち」への認識が高まっていく
中で、少しずつでも理解者、協力者が増えて活動が充実して
いくことを願い、今できることを積み重ねているところで
す。

「気が付いたら　声かけて　手をさしのべて」を合言葉に
東区札苗地区は、「子育てふれあい広場」、｢茶話会｣、「食事会」といった交流活動を通し
て、誰もが安心して楽しい生活ができる街づくりを進めています。とくに、「子育てふれあい
広場」は、年間22回の開催と、最も力を入れている活動です。誰もが参加しやすいように、
地区内の札苗、東雁来、中沼の３つのエリアでそれぞれ開催し、また、開催時期も公園で遊べ
る暖かい時期よりも、出かける機会が少なくなる冬場の開催を増やすなど、参加者である子育

て家庭のニーズを的確に捉えた活動が企画されています。
高齢者を対象とした「茶話会」、「食事会」においても、
町内会や民生委員と連携して、多くの高齢者に声かけを行
い、車いすを用意して送迎するなど、しっかりとした暖かい
活動が展開されています。交流活動の実施を通して、近隣で
の声かけや助け合いが活発になることを願っています。

地区福祉のまち推進センター新琴似西
地域のニーズにみんなで応える！
人口1,500人ほどの市内で最も小さな地区である南区定山渓。福まちも小規模地区ならでは
の工夫で活動を展開しています。
近年、定山渓では多くの商店が店をたたんでしまい、高齢の方は日常の買い物をする場所に
困っていました。そこで連合町内会と共催で買い物ツアーを企画したところ好評で、月１回の
ペースで継続しています。民間のバスを借りて区内の大型スーパーまで出かけるツアーは、介
護予防センターの職員も乗車し、道中は、レクリエー
ションなどを楽しんでいます。来年度からは、福まち
の独自事業として、閉じこもりがちな方の外出するき
っかけづくりに発展させたいと計画しているところで
す。
他にも、子育てサロン「ゆうゆうかっぱ広場」や男
性のための料理教室、いきいき健康フェアなど地域住
民の声に応えて開催する事業は、地区の小中学校や交
番、地元の温泉旅館などの協力を得て行っています。
小さな地区だからこそ、地域全体が一体となることが
自然と可能になっているのです。

地区福祉のまち推進センター定山渓

笑顔の輪を広げて
菊の里地区は白石区の北西に位置し、平成10年に
北白石地区の分割により誕生した菊の里地区では、家
に閉じこもりがちなお年寄りなどが、地域の人と交流
するきっかけづくりになればと始めた「福まち寄席」
が７年目を迎えました。年２回開催するこの寄席で
は、落語や漫才を身近で楽しむことができ、会場は笑
いの渦に包まれています。
笑いを通じて地域の交流を深めてきた菊の里地区で
すが、緊急時通報カードやふれあいカードを作成するなど、個別支援・在宅支援の取り組み
にも力を入れています。
寄席での交流を土台として、困ったときにはみんなが力を寄せ合う、住みよいまちづくり
を目指します。

地区福祉のまち推進センター菊の里

今回が最終回です！
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新しい地域福祉市民活動計画を策定しています新しい地域福祉市民活動計画を策定しています

新　地域福祉市民活動計画の概要

　現在、札幌市社協では、社会福祉協議会が市民や様々な機関・団体と協働しながら地域福祉活動を進めるための「札幌市地域福祉市民活動計画」の策定を進めています。
　このたび、新計画の全体像、取組む事業、新規事業の案がまとまりました。各項目について、日頃、感じていることやご意見、「こんな事業を実施してはどうか」といったアイディアなどがございまし
たら、是非、お聞かせください。また、前計画「186万人の地域福祉市民活動計画」のように、新しい計画の名称・キャッチフレーズも募集します。相応しいネーミングを是非、ご提案ください。

Ⅰ　市民がお互いに支えあう活動の実現

○住みなれた街でいつまでも安心して暮らすために
・生活に密着した福祉課題に対応する地域における「支えあい」の仕
　組みをつくります。
・市民が主体となって参加する場をつくりま　　す。

１地区社協の活動強化
　①地区社協計画づくり〈新規事業〉
２福まち推進事業の充実
　①福まち活動の強化
　②地区福まちの拠点の拡充と財政強化に向けた取り組み
　③地区福まちへの幅広い市民の参加促進と人材育成
　④見守り支援サポーターの登録制度〈新規事業〉
３ふれあい・いきいきサロンの普及と拡充
４福祉除雪事業の充実
５ボランティア活動の振興・普及の強化
　①市・区ボランティアセンターの運営
　②団塊の世代のための福祉啓発事業〈新規事業〉
　③災害ボランティアセンターの整備〈新規事業〉
　④福祉教育の実施〈新規事業〉
６障がい者関係団体とのネットワークの強化〈新規事業〉
　バザー、講演会、障がい者の集い

１高齢者・障がい者生活あんしん支援センターの充実
２日常生活自立支援事業の実施
３成年後見事業（法人後見）の実施
４福祉サービスの質の向上
５地域包括ケアシステムの充実
６低所得世帯等への支援の推進

１広報・啓発活動の実施
２市民への福祉情報の提供
３福祉教育の実施（再掲）
４障がい者関係団体とのネットワークの強化（再掲）
５市民・企業が参加しやすい福祉貢献の環境づくり
６組織体制、財源確保などの経営計画の策定

Ⅱ　安心して福祉サービスを利用できる支援活動の実現

○住みなれた街で自立して暮らすために
・高齢者や障がい者等が自立した生活を送ることができるように、日
　常生活等の包括的な支援をします。
・市民（利用者）の権利を擁護し、適切に制度やサービスが利用でき
　るよう支援します。
・福祉従事者の連携強化と技術の向上に取り組み、各種福祉サービス
　の質の向上を図ります。

Ⅲ　力をあわせる仕組みづくりと見える社協を目指して
　　　～協働とネットワークの実現～

○力をあわせる仕組みをつくるために
・多くの市民が参加できるよう、情報提供機能を強化します。
・福祉への理解と関心を高めるため、福祉教育を充実します。
・各種関係団体の連携と協働の仕組みをつくるため、ネットワークの
　場（機会）をつくります。
○地域福祉推進にあたっての社協体制の強化のために
・住民主体の地域福祉活動を支える経営執行体制を実現します。

基本目標基本理念 具体的な取組み

お互いに支え合う

やさしい街づくりの

実現に向けて

新計画の名称、キャッ
チフレーズ、スローガ
ンなどを募集しており
ます！

広告



やさしい街6 やさしい街 7

①　「地区社協の地域福祉計画」の策定
　社会福祉協議会の活動は住民の意見を基に住民が主体となって展開されるものですが、大都市に
おいては、多くの住民の意見やニーズを受け入れることは非常に難しいのが現状です。そのため、
住民座談会や福祉学習会を開催し、地域の福祉課題の明確化、解決方法の協議等を行い、それぞれ
の地区独自の住民参加による地域福祉計画づくりを市・区社協が支援します。
　地域の方々が地域課題を把握し、共通の計画目標を共有することにより、地域の活動の活性化が
図られ、また、市・区社協が地域の抱える課題や住民のニーズを把握することにより、社協が進め
る地域福祉活動の実効性が高まると考えられます。

②　「見守り支援サポーター」の登録制度
　日常生活の中で「なんとなく気にかける」程度の見守りにより安否を確認し、異変に気づいた際
には、福祉推進員や民生委員に連絡する「見守り支援サポーター」を全市的に養成します。見守り
活動がこれまでよりもきめ細かく展開され、孤立死等の防止につながり、また、｢なんとなく気に
かける｣程度の見守り活動なので、重荷にならず、気軽に参加できる活動であることから、地域の
人材発掘につながります。

③　団塊の世代のための福祉啓発事業
　団塊の世代を対象に、地域福祉への関心を高め、関わる（参加する）きっかけづくりとなる
フォーラム等を開催します。団塊世代の参加により、ボランティア活動や地域福祉活動が活性化さ
れることを期待しています。

④　災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルづくり
　いつ発生するか分からない災害に備え、速やかに対応できるよう、災害ボランティアセンター設
置・運営に関するマニュアルを作成します。これにより、災害発生時の迅速な対応が可能となると
ともに、災害時のボランティア活動等への関心を高めるものです。

⑤　福祉教育推進事業
　「教員向けの福祉教育マニュアル」、「生徒向けの福祉教育副読本」などの作成をとおして、福
祉教育を実施する環境を整備し、児童・生徒等の福祉への興味・関心やボランティア活動への参加
促進を図ります。

⑥　障がい者団体等とのネットワークの強化
　障がい者団体等との懇談会の実施や関係者同士が情報交換できる場の提供を通して、障がい者団
体等（当事者、事業者など）との連携を強化し、障がいへの理解の促進を図り、誰もが安心して暮
らせる街づくりの実現を目指します。

　〈新〉札幌市地域福祉市民活動計画では、これからの４年間で取り組む新規事業を検討して参り
ました。その結果、６つの新たな取組みを計画いたしました。各事業の内容について、みなさまの
ご意見をお待ちしております。

本年度もあたたかなご支援、ありがとうございました
平成20年度募金総額

ご意見・提案については、郵送又はＥメール、ファックスでお待ちしております

〒060－0042　札幌市中央区大通西19丁目１－１　札幌市社会福祉総合センター
社会福祉法人　札幌市社会福祉協議会　総務課あて
メールアドレス：info@sapporo-shakyo.or.jp　　ファックス：011－614－1109

一 　 般 　 募 　 金

地 域 歳 末 募 金

合　　　　　　　計

平成20年度募金額

114,096,193円

3,404,885円

117,501,078円

120,005,134円

3,387,209円

123,392,343円

▲5,908,941円

17,676円

▲5,891,265円

平成19年度募金額 対前年度増減額

清田区北野地区町内会連合会
（北野福祉まつり参加）

豊平区老人クラブ連合会
（札幌中央卸売市場見学）

（社）札幌市母子寡婦福祉連合会
（母と子の一泊旅行）

手稲区おもちゃ図書館ボランティアグループ
りらの会（クリスマスお楽しみ会）

札幌市共同募金会より

募金受配団体募金受配団体募金受配団体募金受配団体

〈新〉札幌市地域福祉市民活動計画の新規事業
みなさまのご意見をお聞かせください！

みなさまからの善意は、民間の福祉施設や団体、ボランティア活動を
通じて、地域福祉の推進に役立っています。

広告
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シリーズ「地区福祉のまち」
新しい地域福祉市民活動計画を策定しています
共同募金会より　～本年度もあたたかなご支援、ありがとうございました
情報トピックス・情報センター資料室からのオススメ紹介
ご寄付ありがとうございました

２～３
４～６
７
８

も く じ

本誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行されています

①カラーセラピーボランティアスクール
▼対象／ボランティア活動に色の効果を取り入れ
　　　　たい方または関心のある方
▼内容／彩り豊かな日常と支援活動を行うための
　　　　色の取り入れ方など
▼講師／色彩ボランティアの会「カラフルライフ」
　　　　代表　菅原正子氏　ほか
▼日時／５月14日（木）、15日（金）
　　　　10時～15時
▼定員・受講料／30名、800円
▼受付開始／４月14日（火）

②ボランティア体験スクール
　（子どもへの読み聞かせ・基本コース）
▼対象／子どもへの読み聞かせ活動に関心のある方
▼内容／音読の基本トレーニングなど
▼講師／札幌リーディングサービスグループ
　　　　朗読110番代表　田中隆子氏　ほか
▼日時／５月25日（月）、29日（金）、
　　　　６月中の１日間
　　　　13時30分～16時30分
　　　　（25日は15時30分まで）
▼定員・受講料／30名、700円
▼受付開始／４月24日（金）

8 やさしい街

札幌市ボランティア研修センター各種研修会のご案内

今回のオススメはこれ！今回のオススメはこれ！情報センター資料室より情報センター資料室より

「いまあなたにできる、50のこと」　　WAVE出版

　「100円の寄付が、どこの国のどんな人を救うのか」など、複数の支援団体・援助
機関の具体的な活動内容を説明し、日本にいながら国際的な社会貢献ができる方法
を紹介した本。
　「ボランティア」について、広い意味で考えることができる一冊です。

現在加入されている保険は３月31日（火）で保険
期間が終了します。
ボランティア活動をされている方は、忘れずに更
新手続きをお願いいたします。
また、未加入の方は是非ご加入ください。

２月受理分
★匿名 　様
　89,737円

札幌市社会福祉協議会へ
ご寄付ありがとうございました ボランティア保険の更新をお忘れなく！

▼「たくさんの方のお越しをお待ちしています！」
NPO法人地域生活きたのセンター『ぱお』のみなさん　

◀専門学校の学生が
　デザインしたロゴ

▼研修の申込
受付開始日の午前８時45分から電話かファック
スで受付。先着順となります。（ファックスの場
合は講座名、住所、氏名、年齢、職業、電話番
号・ファックス番号を記入）
※申込みいただいた個人情報は、本研修会に関す
　る資料の作成のみに使用いたします。

▼お申込み・お問合せ
札幌市ボランティア研修センター
札幌市中央区北１条西９丁目リンケージプラザ２階
（地下鉄西11丁目駅下車）
TEL 011－223－6005　
FAX 011－261－8881

身近な地域の福祉情報は、お近くの区の社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。

発行／社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会
〒060－0042　札幌市中央区大通西 19丁目１－１　札幌市社会福祉総合センター３階

TEL 011－614－3343　FAX 011－614－1109
ホームページアドレス　http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

札幌市社会福祉協議会広報誌「 　　　　　　」 通巻 171 号　2009 年 3月 25 日発行

詳　細　札幌市ボランティアセンター
　　　　TEL011－219－1737

１月31日、札幌市社会福祉総合センター１階アトリウムに「元気カフェ ふらっと」がオープン
しました。
札幌市と札幌市社会福祉協議会が障がい者の雇用の場として開設したこのカフェは、店のデザ
インや名称など、地域の高齢者や障がい者関係団体、近隣の専門学校からの参加者によるワーク
ショップを重ねた中で決めていきました。
みなさんが、気軽に足を運んでもらえるような憩いの場にしたいと願っています。
　　　　　場　所　札幌市中央区大通西19丁目（地下鉄東西線西18丁目駅下車徒歩３分）
　　　　　営業時間　10時～19時　　T　E　L　011－613－0215
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