
「出会い」「ふれあい」「助け合い」の三あい運動で福祉の輪を広げよう！

元気でボランティア活動を続けましょう！！
毎日、ちょっと運動……心と体の健康維持を！
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赤い羽根共同募金の助成金を受けて発行しています

▶ ふくしの出張講座 P2
▶ 福まちかわら版 P3～4
▶ 令和 2年度決算・令和 3年度予算、
 令和 2年度事業報告・令和 3年度事業計画
  P5
▶ 賛助会員募集・共同募金からのお知らせ
  P6

C o n t e n t s ｜

　4月26日、「中央区ボランティア連絡会」の総会・
研修会が開催されました。総会では、コロナ禍でボ
ランティア活動が制限される中、“今できる活動”を
考えて、高齢者施設へ手作りクリスマスカードをプ
レゼントした等の活動報告がありました。総会後の
研修会は、今後再開されるボランティア活動に元気
で参加できるようにと、介護予防センター大通公園
の指導のもと体力維持と介護予防につながる軽運
動を体験しました。

久々に
ボランティアの
仲間と会えて
うれしい！

久々に
ボランティアの
仲間と会えて
うれしい！

皆と一緒に
体を動かすのって
楽しいなあー。

気持ちいいなあー。

皆と一緒に
体を動かすのって
楽しいなあー。

気持ちいいなあー。

ワンツー、
ワンツー
ワンツー、
ワンツー

「三百六十五歩のマーチ」に合わせて元気よく！「三百六十五歩のマーチ」に合わせて元気よく！



　中央区社会福祉協議会では、ボランティア活動や地域福祉活動に
役立つ講座を、ご希望の日時にご希望の場所で開催しています。町内会
や福祉のまち推進センターなどの地域の団体はもちろん、社会福祉に関
心のある市民や団体、企業等を対象に講座を行っています。内容は、下
記のとおりです。また、車椅子体験など学校等へ出向いての福祉教育も
行っています。

　多くの市民が、日常生活場面において「な

にげなく気にかける」、「なにげなく見守る」

ことによって高齢者等の異変に気付き、関

係機関に連絡をする「地域見守りサポー

ター」を養成します。受講していただいた

方には、「修了証」をお渡ししています。

・札幌南高校での講座の様子 ・片麻痺体験の様子

講座のご依頼、ご相談がありましたら、ぜひご連絡をください。
一部、リモートでの講座もありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

地域見守りサポーター
養成講座

　車椅子やアイマスク、疑似体験セット

（高齢者・片麻痺用）を用いて、ふくし

体験をします。また、障がいへの理解を

深めることを目的に、実際に障がいのあ

る講師の方の派遣も行います。

ふくし体験講座

・地域の見守り活動　・生活支援体制整備事業　
・ボランティア活動　・ふれあいいきいきサロン
・福祉教育（ふくし体験講座　障がい者等講師派遣　など）

テーマ

講 座 の 一 例
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　コロナウイルス感染拡大防止の観点により、福まちで開催するイベント等が実施困難な状
況も出てきます。
　まずは自分の暮らしを第一に、その上で今までの活動をとおしてつながってきた人や、同じ
地域に住む人とのつながりが続くよう、今できる形、方法で、そして無理のないタイミングで福
まちの事業を進めていくことを、区社協も一緒に考えていきます。

　福祉のまち推進事業は、「住み慣れた家で安心して、ずっと暮らしたい」と
いうみんなの願いをみんなで支える事業です。
　近年の社会環境、世帯状況の変化に伴い、地域における人間関係の希薄
化が進み、コロナ禍においてさらに社会的孤立が大きな問題となっています。
今まで以上に身近な地域での、見守りや支え合い活動が必要になってきて
います。
　そのため、各連合町内会単位に設置されている地区福祉のまち推進セン
ター（以下「地区福まち」）では、住民同士の支え合い活動を広げていくために、
さまざまな取り組みを行っています。

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新たに「非接触型体温計」を中央区社会福祉協議会で用
意しました。自分の正しい体温を知り、安心して活動に臨むためにも、ぜひご活用ください。「非接触型
体温計」は、今後の福まち活動の様々な機会で活躍すること間違いなしです。貸し出しは随時行ってい
ますので、お気軽にお問い合わせください。

福まち活動を後押しするために

福まち

　コロナ禍において、つながりをたやさず、3密を
回避した「新しい生活様式」が提唱されました。札
幌市社会福祉協議会においても、「新・福まちス
タイル」として、感染予防や活動者の健康管理に
留意しながら、活動することが求められています。
また、電話や手紙など会わずにつながることもコ
ミュニケーション手段として効果的です。

◆新・福まちスタイル　スローガン

れあいの気持ちを絶やさずふ
ふうした活動でく
を大切にま
ゃんと予防してつながろうち

・非接触型体温計

「非接触型体温計」を用意しています
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・事業の普及啓発のため
作成したチラシです。

福まち

～支え合い活動を地域に広げていきます～
　札幌市では、高齢者や障がい者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、住民主体
の支え合いの仕組みづくりを進めています。「福まち活動」では、地域住民の困りごとの解決や孤立を
防ぐため、見守りや訪問活動を行っています。
　そのような中、団塊の世代が75歳以上になる2025年までに、地域の助け合い・支え合い活動（生
活支援）の充実が大切になってきています。

～ちょっとした手助けを必要とする方が増加～
　特に、単身高齢者の増加などにより、ゴミ出しや掃除、買い物
支援、外出支援、電球交換など身の回りのことがしづらくなる方
も増えることが予想されています。
　中央区では平成29年から第1層生活支援コーディネーター
が、平成30年から第2層生活支援コーディネーターが配置され、
地域にある居場所や生活支援サービスなどの情報を集め、整
備し、見える化を行っています。支え合い活動の大事な担い手を
発掘・育成し、活動の場へつなげます。また、以下の役割を担っ
ています。

・生活支援コーディネーターの役割

・地域ごとの生活支援課題を住民や関係機関と
共有します。

・地域における生活課題や情報の共有、連携強化
の場として、「協議体」を設置し、話し合いを行い
ます。
・町内会や老人クラブ、地区民児協、企業、団体な
どに出向いて制度の説明を行います。お気軽に
ご相談ください。

ゴミ

互助による支え合い、
助け合いで介護予防と
生活支援サービスを
充実させます。

中央区生活支援コーディネーター
法人名 担当エリア 担当者氏名

第 1層
生活支援
コーディネーター

中央区
社会福祉
協議会

中央区全域 米田　麻衣

第 2層
生活支援
コーディネーター
（生活支援推進員）

中央区
社会福祉
協議会

第 1エリア
本府・中央、東北、
苗穂、東、豊水、
西創成、大通・西、
桑園

奥　　奈美

NPO法人　
ワーカーズ
コープ札幌

第 2エリア
南円山、円山、
宮の森大倉山

成田　英典

第 3エリア
曙、幌西、山鼻 阿部　玄子
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○コロナ禍における地域福祉活動の推進
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの取組
みが延期や中止を余儀なくされ、これまで進めてきた地
域福祉活動が大きく制限された 1 年となりました。その
ような状況においても「新・福まちスタイル」に基づき、
地域福祉活動の歩みを止めないよう、コロナ禍でも出来
る取組みを進めました。

〔取組みの一例〕
・開催中止となった「福まち全体研修会」の代わりに、研
修冊子「地域の仲間を知ろう！」を作成し、「障がい」「認
知症」のある方が地域で活動の担い手として活躍する事
例を紹介しました。
・ふれあい・いきいき
サロン活動者・参加
者を対象に、感染予
防のポイントを学
び、感染症に対する
正しい知識の普及啓
発を図るための講座
を開催しました。

令和2年度の取組み

○単位町内会・自治会等（小地域エリア）による見守り・
支え合い活動の支援・拡充と、新しい生活様式に応
じた活動の検討・実施

○地区社会福祉協議会・福祉のまち推進センター、連
合町内会、民生委員児童委員協議会等との連携およ
び、活動者への支援、ネットワークの構築

○区役所・まちづくりセンター、地域包括支援センター、
介護予防センター等関係機関との連携および情報共有

○区内の企業、団体等への支え合い・ボランティア活
動の周知、協力依頼（賛助会員加入促進）

重点推進項目

令和2年度事業報告・決算報告

令和3年度事業計画・予算

詳しい事業報告・計画、決算・予算については、本会ホームページからご覧いただけます。

▲各地区福まちなどに配布しました

2021.7中央区 社協だより―Vol .90

支出の部
支出科目 支出決算額

事業費支出 3,731,082

事務費支出 3,144,724

助成金支出 14,700,000

負担金支出 900

支出決算額　計 21,576,706

収入の部
収入科目 収入決算額

会費収入 465,500

寄附金収入 1,571,850

経常経費補助金収入 9,459,000

助成金収入 14,099,900

利用料収入 1,448,750

受取利息配当金収入 7,395

収入決算額　計 27,052,395

令和 2年度　収支決算� （単位：円）

負債の部
負債科目 負債額

流動負債 1,017,590

　未払金 882,990

　預り金 134,600

純資産の部
純資産科目 純資産額

純資産 36,758,716

　基本金 3,000,000

　社会福祉基金 8,595,852

　次期繰越活動増減差額 25,162,864

負債及び純資産の部合計 37,776,306

資産の部
資産科目 資産額

流動資産 16,014,655

　現金 27,600

　預貯金 8,476,836

　未収金 439,000

　愛情銀行流動資産 7,063,724

　社会福祉基金流動資産 7,495

基本財産 3,000,000

固定資産 18,761,651

　器具及び備品 163,299

　愛情銀行投資有価証券 10,000,000

　社会福祉基金積立資産 8,595,852

　長期預け金 2,500

資産の部合計 37,776,306

令和 2年度　貸借対照表� （単位：円）

支出の部
支出科目 支出予算額

事業費支出 3,827,000

事務費支出 3,487,000

助成金支出 16,617,000

支出予算額　計 23,931,000

収入の部
収入科目 収入予算額

会費収入 420,000

寄附金収入 700,000

経常経費補助金収入 10,770,000

助成金収入 9,174,000

利用料収入 1,473,000

受取利息配当金収入 9,000

その他の収入 20,000

収入予算額　計 22,566,000

令和 3年度　収支予算� （単位：円）
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ホームページ　http://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/chuo-shakyo/

編
集
・
発
行

社会福祉法人 札幌市中央区社会福祉協議会
〒060-0062　札幌市中央区南2条西10丁目  中央区民センター内
電話：011-281-6113　FAX：011-208-0881

　賛助会員会費は、様々な地域福祉のために活用いたします。
　これまでに、町内会のイベントやふれあい・いきいきサロ
ンなどでも楽しめるグッズを購入し、活用いただいておりま
す。貸し出しを希望される場合は、本会事務局へご連絡くだ
さい。

賛助会員の募集

　令和3年度は、円山動物園が開園70周年を迎えたことから、開園当初から飼育されているオオワシ、エゾ
シカ、エゾヒグマをデザインした缶バッジを製作しました。3種類で計450個限定、200円の募金で1個進呈
します。

　また、今年度は新たな取り組みとして、円山動物園のご協力の
もと「開園70周年記念」ロゴマークとコラボしたピンバッジも製
作しました。こちらは、500円の募金で1個進呈しており、製作費
を除いた約300円が募金となります。

　各種バッジは中央区社協事務所にて取扱いをしています。
　いただいた募金は、地域の見守り活動、交流、イベント等福祉活動のために活用されています。
　多くの皆さまのご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

　昨年度に引き続き、イラストのデザインは絵本画家としても活躍される「PERCY PRESENTS」デザイナーいとう
しょうた 様、缶バッジの製作は特定非営利活動法人　障がい者就労支援の会 あかり家（就労移行支援・就労継続
支援B型）様にご協力いただきました。

円山動物園　赤い羽根共同募金

動物園の人気者
ホッキョクグマが
モチーフです！

　本会が行う地域福祉事業に賛同し、
ご入会頂ける方は事務局までご連絡を
お願いいたします。
　多くの皆さまのご支援をお待ちして
おります。

▶個人（１口）…   1,000 円
▶団体（１口）… 10,000 円会費（年額）

〈オリジナル缶バッジ〉

〈ピンバッジ〉


