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原始林さわやかサロン
場所：厚別区厚別東2条 4丁目7-17　原始林会館 
月4回（木曜日）10時00分～12時00分�

　原始林さわやかサロンは、お互いの元気を分け合う交流の場、また体操など
を取り入れた健康増進の場として2016年に設立されました。代表の飯田悦子さ
んは立ち上げ時から関わり、2代目として他のメンバーと協力しながらサロンを
運営しています。現在、登録者は29名。会場に入れる人数の関係から、入会を待っ
てもらっている方もいるというほど、地域では人気のサロンです。
　特徴は何と言っても当初から続いているリズム体操。気持ち良い汗を流したら、
水分を取りながら休憩とおしゃべり。和気あいあいとした雰囲気で笑顔が絶えな
い地域の居場所となっています。
　ふれあい・いきいきサロンに関するお問い合わせは、厚別区社会福祉協議会へ

写真撮影のため、マスクをはずしています。写真撮影のため、マスクをはずしています。



─今こそ互助

　青葉地区民生委員児童委員協議会（以下「地区民児協」）
の前会長千葉一晴さん（75歳）は、1968年札幌市役所に入職。
同じ年、厚別区では、「ひばりが丘団地」に続く大規模な市
営住宅「青葉団地」が完成します。「最初の配属先は住宅課
でした。」という千葉さん。入居の調整業務などで青葉団地
に関わり何度も足を運ぶ中で、青葉との縁が深まりました。
　「青葉地区は市内で2番目に高齢化率が高い地域。だか
らこそ互助の意識が大切です。」1978年、自らも青葉に移
り住んだ千葉さんは、一時は市内で最も高い高齢化率と
なった地区を40年以上見続けてきて実感すると言います。
　「加齢が進むと要介護認定者の割合が急激に増加するこ
とはデータからはっきりしています。つまり、高齢化率が
高い青葉は要介護認定率が他の地区と比較して高い。た
だ、現行の介護保険制度で全てのニーズに対応することは
困難です。」行政サービスのしくみもよく知る千葉さんが、
安心して暮らしていくためにたどり着いた一つの考えが互
助による支え合いの定着です。
　近年は年金制度の変革もあり、高齢になっても働けるだ
け働くという方も増えつつあります。「会社を定年した方を
地域活動の担い手として期待するのではなく、働きながら
できる活動に変えていくべきです。」現代の働き方に合わせ
て地域活動の在り方も変わるべきだと千葉さんは考えます。

─負担感への懸念
　千葉さんが民生委員・児童委員（以下「民生委員」）を引
き受けたのは、2007年。札幌市役所在職時代の先輩から
声をかけられたことがきっかけでした。「現職時代に福祉
分野の業務を経験したことがないので、初めは不安でし
た。」という千葉さん。担当する市営住宅のエリアで孤立
死の現場に居合わせたことも。2016年からは地区民児協
の会長に就任し、会の運営や所属する民生委員のフォロー

生委員の負担軽減」です。グループワークで課題やノウハ
ウの共有を行い、最終的に手引書としてまとめることで達
成を目指します。
　特に長岡さんが着目したのは、このワークショップの開
催にあたって民生委員への聞き取りを行う中で気づいた
「活動のコツ」です。例えば、良好な関係を築くためのコ
ミュニケーションや訪問の空振りを少なくするための工夫
など、民生委員それぞれが持つ「やり方」は、他の民生委
員が抱える悩みを解決する「活動のコツ」となる可能性が
あります。これを整理して共有することができれば、地区
民児協の大きな力となります。
　二つ目は、「民生委員と地域資源・人材とのつながり作
り」です。ワークショップでは、地域活動に携わる方や事
業者なども参加して、それぞれの活動が紹介されました。
グループワークでは別々の活動をしている人同士が連携す
ることで新しい取組が生み出される可能性について意見を
出し合いました。
　民生委員は地域の身近な相談役でありつなぎ役です。地
域にある資源や人材とのつながりを持つことは、様々な相
談に対応する自信にもつながります。また、福祉の枠を超
えたつながりづくりは、前述の千葉さんの意を汲むもので
もあります。
　「これまでどちらかというと、電話でのやり取りや書類
の取りまとめなど、机の上で完結する業務が多かったので、
たくさんの方と直接お話をすることができた今回のワーク
ショップは自分にとってとても貴重な経験となりました。
協力いただいた関係機関の皆さま、そして、課題への気づ
きを与えていただき、提案を受け入れていただいた青葉地
区の民生委員の皆さまには感謝しかありません。」まだ、
これから「手引書」の作成という仕上げが残っていますが
…と笑う長岡さん。今回のワークショップの枠組みがモデ
ルケースとなり、市内の他の地区にも広がっていくことを
期待しつつ、少しだけその成果に自信ものぞかせます。

なども担ってきました。
　「会長になってより強く感じたことは、活動に大きな負
担感を感じている民生委員が一定数いるということです。」
負担の理由は、「高齢者を訪問しても不在がちでなかなか
会えない。」「つなぎ先がわからない相談を受ける。」など
様々。さらに昨今のコロナ禍で、これまで負担感の軽減に
大きな役割を果たしていた地区民児協の機能が十分に発揮
できない状況も追い打ちをかけます。
　「このままでは、民生委員の担い手もいなくなり、制度
そのものが立ち行かなくなる。」強い危機感を持った千葉
さんは、各地区民児協の会長や行政が参加する会議などで
何度も問題提起をし続けました。

─ワークショップはきっかけ
　そして今年、千葉さんの想いは「青葉地区民生委員活動
活性化ワークショップ」（以下「ワークショップ」）の開催と
いう一つの展開を迎えます。各々の民生委員が抱えている
課題感やノウハウを共有し、負担軽減につなげることを目
的としたこのワークショップは、9月から11月にかけて3
回開催され、グループワークの時間が足りなくなるほど活
発な意見交換が行われました。
　この場で出された意見やノウハウは、「手引書」という
形で残すことで、この先新たに担い手となる方にも引き継
がれていく財産となります。また、ワークショップでは民
生委員だけでなく、町内会の方や青葉にある事業所などか
らの参加も得て、福祉の枠を超えたより広いつながり作り
の場となりました。
　「ワークショップを一回やったからといって全てが解決する
ことはありません。それでも、民生委員が抱える課題の解決、
ひいては青葉全体の課題を解決していくための一つのきっか
けとなることを期待しています。」青葉町自治連合会まちづく
り会議担当部長という立場でもある千葉さんが見据える互助
の形は、民生委員だけでなく住民や事業所が一つにつながり、
青葉を住みよい地域に変えていく支え合いのしくみです。

─地域の想いを受け止めたい
　「庶務関係の経験が長く、事業の企画運営を自分が主体と
なって担った経験はありませんでした。」今回のワークショッ
プの中心となった長岡脩平活動推進担当係長（39歳）は、厚
別区役所保健福祉課で民生委員や老人クラブ、福祉のまち
推進センターの活動を所管する業務を担当しています。長岡
さんは、千葉さんからの問題提起をなんとか受け止めること
ができないかと考え、厚別区役所と厚別区社会福祉協議会と
の共同により、今回のワークショップを企画し提案しました。
　プライベートでは卓球一筋、二児のパパという顔を持つ
長岡さん。中学、高校、大学と卓球に打ち込み、現在も札
幌市役所の卓球部に所属しています。お休みの日は、娘さ
んと卓球台のあるカフェに一緒に行くことが最近の息抜き
の時間なのだと、仕事中は見せない父親の顔で笑います。
　また、読書も趣味で、特に自分の成長につながりそうな
知識が得られる本を読むことが多いのだそうです。「仕事
に生かせる考え方は積極的に取り入れます。」こうした日
ごろの自己研鑽は、慣れない業務へのチャレンジを決断す
る長岡さんの背中を押します。

─ワークショップで目指したもの
　今回のワークショップの目的は主に二つ。一つ目は「民
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　高齢化の進展により、地域では様々な福祉課題 が顕在化しています。高齢者福祉の一翼を担う民
生委員に期待される役割がますます大きなものと なるなか、青葉地区民生委員児童委員協議会では、
より質の高い活動を目指して、この度、活動活性 化ワークショップを開催しました。
　各委員がもつノウハウを共有し、地域の社会資 源や人材とつながるワークショップから見えてき
たものは、福祉の枠を超えた青葉のまちづくりの 未来でした。

～民生委員活動 とまちづくり～
見えるもの

つながりの先に
あつべつ区福まちかわら版

青葉地区民生委員活動活性化ワークショップの模様
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誰もが　安心して
地域で暮らせる　社会を目指して

─ただ一緒に遊びたいだけなんだ
　「元々短大では社会福祉を学んでいました。障がい児に
関わることもありましたが、源資格は保育士です。」社会
福祉法人楡の会総合施設長の加藤法子さん（62歳）が障が
い者支援に本格的に関わったのは、生まれ育った帯広から
ご家族の転勤に合わせて札幌に移り住んだ20代の頃。北
広島市の障がい児通園センターにパートとして5年勤めた
後、1993年楡の会創設時にその立ち上げメンバーとして
関わりました。
　なぜ障がいのある方に関わる仕事を選び、ここまで続け
てこられたのか。加藤さんは小学校時代の一つの記憶につ
いて振り返ります。「放課後お友達と学校の校庭で遊んで
いた時、一人の歩行の不自由な男性が近づいてきました。
今思えば障がいのある方だったのだと思いますが、当時は
そんなことは分かりません。遊んでいた友達はみんな怖
がって逃げてしまいました。」加藤さんは不思議と怖いと
いう感情はなく、近くにいてみたのだそうです。その人は
小声で「アソボ、アソボ」と言っていたのです。その人は
ただ一緒に遊びたいと思っているのだということが分かり
ます。「その後どこまで関わったのかはあまり覚えていま
せん。」それでもこの出来事は原体験として加藤さんの心
に残ります。
　「障がいのあるなしに関わらず、みんなただ安心して仲
間の中で暮らしていきたいと願っているだけなんです。」

─法人の理念に共感して
　現在加藤さんは、管理職として現場での支援を離れて、
職員のマネジメントや対外的な対応、利用者のご家族との
関わりなどを主に行っています。
　加藤さんが楡の会で30年以上勤務している理由の一つ

に法人の根本にある考え方への共感があります。楡の会が
設立以来守り続けている原則の一つ「地域と協働しながら
在宅支援に徹すること」です。「だから楡の会は入所施設
を持ちません。」と加藤さん。どんな障がいを抱えていて
も生活の場はあくまでも地域。「それを支援するのが私た
ちの仕事です。」加藤さんは言葉に力を込めます。
　休日でも障がい福祉の勉強会に参加するという加藤さん
にとって、障がいのある方との関わりは単なる仕事ではな
く、人生の一部です。そんな加藤さんの癒しとなっている
のは、猫とのふれあいの時間。「保護猫活動というほどで
はないのですが、野良猫を引き取って一緒に暮らしていま
す。」と頬を緩ませます。法人内の猫好き職員が集まって
我が家の猫を自慢し合ったり、最近では職員から飼い猫の
写真を募集してカレンダーを作るほど熱が入っています。

─つながりの力を実感
　自立支援協議会厚別区地域部会（以下「地域部会」）は、
所属する団体が単独で対応することが困難なケースも受け
止めるセーフティーネットの役割も果たしています。市内
10区の地域部会で唯一高齢分野の専門職も参加している
厚別区地域部会は、高齢・障がい複合世帯への対応など、
幅広いケースをカバーできるという強みがあります。加藤
さんも楡の会の利用者が家族から虐待を受けているケース
を地域部会に持ち込み、危険な状態から迅速に避難するこ
とができたという経験があります。
　「行政も含め各機関が持つノウハウやつながりを結集す
ることで大きな力となります。その方は、最終的には札幌
市を離れましたが、後日お礼の連絡がありました。」
　住み慣れた土地を離れて新たな生活を始めることは簡単
なことではありませんが、加藤さんはあまり不安を感じて
いないようでした。それはその方自身の力を信じているか
ら、そして何より新しい土地でも加藤さんと同じように障
がい者支援に真摯に取り組む専門職がいるという安心感か
らくる自信なのかもしれません。

─困っている人がいたら助けたい
　社会福祉法人えぽっくの菊地淳輝さん（33歳）は、相談
室ますとびぃーの相談支援専門員として、地域で生活する
障がいのある方を支援しています。大学卒業後、室蘭市で
３年間現場支援を経験。社会福祉士の資格を取得して現在
の職場で勤務します。
　親が福祉施設に勤めていたこともあり、子どもの頃から
福祉は菊地さんの身近にありました。「福祉という言葉を
使うと特別なことのように感じてしまいますが、困ってい
る人がいたら助けたいと思うのは普通の感情ですよね。」
自然体で話す菊地さんの考え方は、仕事をするうえで身に
つけてきたものではなく、ずっとそばにあった普通の感情
が根底にあるようです。

─想いと夢をのせるサービス等利用計画書
　普段の菊地さんは、障がいのある方からの相談を受けたり、
サービスを受けるのに必要なサービス等利用計画書（以下「計
画書」）を作成したり、また、相談室ますとびぃーが担ってい
る地域部会の事務局としての業務など忙しい毎日を送ってい
ます。自分の時間は大好きなプロレスを観戦したり、読書に
耽ったり。「日々とても充実しています。」と笑顔を見せます。
　「計画書は、福祉サービスを利用する際に作成するもので、
介護保険でいうケアマネージャーが作るケアプランのような
ものです。」その方がどのような生活を送りたいと思っている
のかを、丁寧に聞き取って計画に反映させます。「できないこ
とをサービスで補うというだけでなく、やりたいことをサー
ビスで実現するという前向きな気持ちを利用者と共有するこ
とを心がけています。」という菊地さん。「その人の想いと夢
を形にしたものが計画書です。」と笑顔で話します。
　ある時、住宅の中で満足に動くことができずごみの中で発
見された方に関わることになった菊地さん。周囲からは「即施
設入所」をいう声も挙がる中、在宅での生活を希望される本
人の想いを汲み、実現のための道を模索します。バリアフリー
で保証人不要の住宅探しから始めて、作り上げた計画書は可
能な限りのサービスを組み合わせて在宅での生活を続けると
いうものでした。「進行性の病気があったため、最終的には施
設入所となりますが、在宅で過ごした数年間は本人が望む生

活を送ることができたのではないかと思っています。」当時の
ことを思い出す菊地さん。「調整には非常に苦労しました。」と
いいつつも妥協しない支援への強い思いがみなぎります。

─地域で共に暮らす
　地域部会には、所属団体のつながりによる課題解決機能
の他に、障がいへの理解促進や地域への啓発活動も大きな
使命の一つです。
　「福祉が身近な社会に」という菊地さんは教育の場など
でもっと福祉に触れる機会が増えれば良いと考えていま
す。加藤さんは「障がいへの理解促進が最初のステップと
なるとハードルが高いので、まず出会ってみてほしい。」
と話します。出会いの場は実は身近にたくさんあって、そ
れは、障がいのある方が働くカフェだったり、福祉施設の
お祭りだったり、ボランティア活動だったり。同じ場にい
ることに少しずつ違和感がなくなったら、きっと地域の中
でも一緒に暮らしていけるはずです。
　地域部会では、そんな社会が少しずつ広がっていくこと
を強く願っています

【札幌市自立支援協議会厚別区地域部会】

　厚別区の地域福祉に関わる関係者が集まり、地域に暮ら
す障がいのある方・高齢者・お子さまをはじめ、さまざまな
困難を抱えている方々と、その家族の生活の質の向上と、
より安心な暮らしの実現のために、地域で抱える課題等の
解決に向けた検討・協議を行っています。

　札幌市では、障がいのある方が地域で自立した 生活を送ることができるよう、地域の障がい福
祉の発展のために、中核的な役割を果たす協議の 場として、自立支援協議会を設置しています。
　協議会組織の一つの部会である地域部会は、各 区ごとに福祉専門職が集まり、誰もが安心し
て暮らせるよう課題解決に向けて話し合いをして います。

札幌市自立支援協議会厚別区地域部会副部会長
社会福祉法人楡の会

総合施設長　加
か

藤
とう

　法
のり

子
こ

さん

札幌市自立支援協議会厚別区地域部会事務局
社会福祉法人えぽっく　相談室ますとびぃー

相談支援専門員　菊
きく

地
ち

　淳
じゅん

輝
き

さん

社会福祉法人楡の会　
電話：898-3929　住所：札幌市厚別区厚別町下野幌49番地

社会福祉法人えぽっく　相談室ますとびぃー
電話：299-3856　住所：札幌市厚別区上野幌3条4丁目1-12

誰もが　安心して
地域で暮らせる　社会を目指して
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このページの写真のうち、マスクをしていない場面は、撮影のため一時はずしていただいたものです。

　2022年度は10月1日から5日まで、新さっぽろ周辺とスー
パーセンタートライアル厚別店と地下鉄大谷地駅、西友厚
別店、そしてもみじ台ショッピングセンターの厚別区内5ヵ
所で街頭募金活動を行いました。2年ぶりに区内5ヵ所全
てで活動を行うことができ、41団体、167人のボランティ
アの協力により、約20万円の募金が集まりました。
　厚別区オリジナルキャラクターピカット君も3年連続で
登場し、子どもたちの人気の的となりました。

　赤い羽根共同募金は、「誰もが安心して暮らしていくため に、住民が主体となって取り組む活動」を応援しています。

　今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金の活 動が展開されました。募金活動に一生懸命取り組む団体や

学校をご紹介します。

街頭募金の取り組み

◦厚別区保護司会
◦�厚別中央地区�
民生委員児童委員協議会

◦�厚別南地区�
民生委員児童委員協議会

◦�厚別西地区�
民生委員児童委員協議会

◦�もみじ台地区�
民生委員児童委員協議会

◦�青葉地区�
民生委員児童委員協議会

◦�厚別東地区�
民生委員児童委員協議会

◦�青葉地区社協ボランティア
青葉（みどり会、四つ葉会、�
あさがお会、白樺会）

◦�寿楽会
◦�清風会
◦�ラポールひばりが丘福寿会
◦�桜台高齢者クラブなごみ会
◦�もみじ台老人クラブ�
みずほ楓会

◦�もみじ台老人クラブ紅葉会
◦�森林公園町内会緑友会
◦�桜シルバー会
◦�プラビ西会
◦�柳寿会

◦�厚別東高杉会
◦�厚西桜会
◦�厚別中央寿会
◦�大谷地友和会
◦�もみじ台北生寿クラブ
◦�厚別西老人クラブ
◦�AOBA13クラブ
◦�西もみじ老人クラブ
◦�パーク健友会
◦�青葉中学校
◦�星槎国際高等学校�
もみじキャンパス

◦�札幌厚別高等学校�
ボランティア部

◦�札幌東商業高等学校
◦�厚別中央しなの�
少年消防クラブ

◦�厚別南少年消防クラブ
◦�パール会
◦�ひまわり
◦�女性学級あさがお
◦�もみじ台むぎの会
◦�楡の会きらめきの里父母会�
木の芽

◦�NPO法人シーズネット

2022 年度 
街頭募金活動をして 
くださった団体・学校

募金を受け取る札幌市立青葉中学校の皆さん募金を受け取る札幌市立青葉中学校の皆さん 募金者から募金を受け取るプラビ西会の皆さん募金者から募金を受け取るプラビ西会の皆さん

星槎国際高等学校の皆さん星槎国際高等学校の皆さん

募金を受け取る厚別中央しなの少年消防クラブの皆さん募金を受け取る厚別中央しなの少年消防クラブの皆さん

札幌厚別高等学校ボランティア部の皆さん札幌厚別高等学校ボランティア部の皆さん

厚別南地区民生委員児童委員協議会の皆さんと厚別区マスコットキャラクターのピカットくん厚別南地区民生委員児童委員協議会の皆さんと厚別区マスコットキャラクターのピカットくん

問い合わせ／厚別区共同募金委員会� ☎895-2483

◦�僕のヒーロー
アカデミア
　1枚300円
◦雪ミク
　1枚200円

グッズ代金の一部
又は全部が募金と
なります。

募金グッズ紹介

©�赤堀耕平／集英社・僕の
ヒーローアカデミア製作委
員会

Art�byねこい
©CFM

～初音ミクのクリアファイルなど多数あります。

あなたの募金が地域をつなぐ
赤い羽根共同募金

清風会とみずほ楓会の皆さん清風会とみずほ楓会の皆さん

　この度、平成26年から厚別区共同募金委員会で会長を
務める樋田並久さんが、北海道共同募金会会長表彰を受
賞されました。

　永きに渡り厚別区の共同募金運動を牽引いただいた樋
田会長。これからも引き続きご協力をよろしくお願いいた
します。

北海道共同募金会会長
表彰を受賞しました
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介護付有料老人ホーム（特定施設）・サービス付高齢者向け住宅
〒004-0003 札幌市厚別区厚別東 3条 6丁目5-35　☎011-897-6610

社協
あつべつ区

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/atsubetsu-shakyo/
本紙はホームページでもご覧になれます 厚別区社協 検 索

@mamorin93

まもりんの
Twitterアカウントも
よろしくお願いします！

発行／社会福祉法人 札幌市厚別区社会福祉協議会　札幌市厚別区厚別中央 1 条 5 丁目　厚別区民センター 1F　TEL 895ー2483　FAX 896ー4260　2023 年 1月 発行

賛助会員へのご加入ありがとうございました 《2022年7月30日～12月7日まで》

【厚別中央地区】
《個人》	 樋田　並久　様　　小林　征一　様　　鎌倉　秀幸　様　　細井　好幸　様　　野口　信子　様　　本望　由佳　様
	 佐藤　妙子　様　　細井　幸子　様　　黒田　祥子　様　　西根由美子　様　　岡　　継二　様　　三浦　惠子　様
	 山本　智子　様
《団体》	 新さっぽろ町内会　様　　厚別中央振興会　様　　旭町町内会　様　　ひばりが丘親和会　様
	 厚別中央地区民生委員児童委員協議会　様

【厚別南地区】
《個人》	 仲野　勝廣　様
《団体》	 上野幌中央第11町内会　様　　上野幌中央第2町内会　様　　上野幌町内会　様　　上野幌中央第三町内会　様
	 上野幌中央第10町内会　様　　パークシティ大谷地町内会　様　　上野幌中央第四町内会　様

【厚別西地区】
《個人》	 井上　一弘　様　　三田　　保　様　　管野　和好　様　　石井　良治　様　　三浦　英雄　様　　柴田　俊明　様
	 佐々木國男　様　　佐藤　英明　様

【青葉地区】
《個人》	 池田　康徳　様　　池田　栄子　様　　紺谷　好範　様　　澤出桃姫子　様　　井内　良彦　様　　長谷川美代子　様
	 浅川　陽子　様　　三浦　満子　様　　佐藤　るみ　様　　津村　善彦　様　　大砂都喜子　様　　森脇多美子　様
	 髙平　弥生　様　　安富扶美惠　様　　千葉　一晴　様　　結城　道子　様　　山本　和子　様　　山本　正幸　様
	 平野理恵子　様　　千葉　千佳　様　　鳥本　康子　様　　佐藤　俊朗　様　　伊藤　弘毅　様　　安居　法仁　様
	 平工喜久子　様　　城　　哲也　様　　佐々木　甫　様
《団体》	 特定非営利活動法人ホームヘルパーノア　様　　D団地四つ葉自治会　様　　青葉自治会　様
	 青葉町B団地自治会友和会　様　　白樺会　様　　青葉町EF団地あさがお会　様　　青葉町A団地みどり自治会　様
	 あゆみ自治会　様	 青葉地区民生委員児童委員協議会　様　　青葉町紅葉会　様　　新さっぽろ団地さくら自治会　様
	 青葉13町内会　様　　あじさい自治会　様　　わかば町内会　様

【厚別東地区】
《団体》	 厚別東地区民生委員児童委員協議会　様

愛情銀行へのご寄附
　　ありがとうございました

明治安田生命保険相互会社の安井所長（右）と松山さん（中央）

《2022年7月から10月までのご寄附》
・匿名　様     5,000 円
・匿名　様     10,000 円
・匿名　様     10,000 円
・明治安田生命保険相互会社　様     108,000 円

※
写
真
撮
影
の
た
め
、
マ
ス
ク
を
外
し
て
い
ま
す
。
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