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サンタクロースプロジェクト
～メリークリスマス！若いパワ

ーをお届け！～

　学校法人池上学園　池上学院
高等学校ボランティア部では、

平成２９年から学校がある豊平
地区第９分区町内会の一人暮

らしの７５歳以上の方に手作り
のクリスマスプレゼントをお

届けする「サンタクロース・プロ
ジェクト」を実施しています。

　今年度も１２月２０日、ボラ
ンティア部部員の皆さんと中

山町内会長、土谷福祉推進員が
町内をまわり、手作りの除菌

ティッシュケースやクリスマス
カードをお届けしました！

　訪問時に部員の皆さんが「
メリークリスマス！」と声を

かけてプレゼントを渡すと、対
象者からは「良かったらみか

んとおまんじゅう持っていって
ね」、「届けてくれてうれしい

ねぇ」などとお話されて短い時
間ながらも素敵な交流が図ら

れていました。
　例年の訪問で顔見知りの関係

が出来ていて、元気な高校生

の訪問に嬉しそうな表情が印象
的でした。

　本会では、学校や町内会、様
々な団体をつなぐお手伝いを

しておりますので、お気軽にご
相談ください。
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　今年も10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まりました。
　豊平区では、10月１日～７日まで、33団体187名の地域関係団体や学校等の皆様にご協力いただき、区
内地下鉄駅付近や店舗前で街頭募金運動を実施いたしました。
　今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の予防に留意しながら活動いただきました。
　豊平区の街頭募金の実績は、総額222,828円と（前年度［215,276円］より増）なりました。
　皆様のご協力に感謝申し上げます。

街頭募金へのご協力ありがとうございました！

2023年における豊平区限定の赤い羽根共同募金ピンバッジのデザインを募集します♪
赤い羽根共同募金運動を広くPRするために、豊平区らしさが伝わるピンバッジのデザインを募集中です。
あなたのアイデアが、ピンバッジになります。
応募方は所定の応募用紙に必要事項をご記入の上、札幌市豊平区社会福祉協議会（以下、豊平区社協）
に送付下さい。令和5年２月10日(金）までに持参・郵送・Eメール送信のいずれかになります。
【郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は当日受信を有効とします】お早めにご応募ください！
採用作品賞（１点）はQUOカード10,000円分を贈呈します！
なお、応募用紙は豊平区社協窓口で配布しているほ
かホームページ（下記QRコードを参照）からもダ
ウンロードできます。
詳しくはこちらから！➡

民生委員児童委員協議会
豊平地区、美園地区、月寒地区、平岸地区、中の島地区、西岡地区、福住地区、東月寒地区、南平岸地区
福祉のまち推進センター
月寒地区、平岸地区、中の島地区、西岡地区、南平岸地区
町内会連合会
美園地区、月寒地区、中の島地区、西岡地区、東月寒地区
老人クラブ
白樺クラブ、美園和楽美会、月寒長成会、福寿会、喜楽会、望洋ことぶき会、豊生会、スポーツクラブ
各団体
ボランティア連絡会、わくわくWing、NPOシーズネット、ボーイスカウト24団、少年消防クラブ、平岸高等学校

協力していただいた皆様ありがとうございました！

中の島地区民生委員児童委員協議会中の島地区民生委員児童委員協議会

令和４年度　こりん＆めーたん令和3年度　アマビエ

過去のデザイン
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月寒

美園

中の島
南平岸

平岸

西岡

福住

豊平

東月寒

　生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターを配置（区圏域に第１層コーディネーターを１名【豊
平区社協】、３カ所の地域包括支援センター圏域に第２層コーディネーターを各１名計３名【社会医療法人恵
和会】）し、地域の困りごとを把握するとともに、その地域に合った支え合いの仕組みづくりを、地域住民や
団体・企業・社会福祉法人などと連携・協力しながらすすめています。
　市内中心部に比較的近く、交通の便も整っていると思われる豊平区においても、場所によってはスーパー等
の商業施設が近くに無い等により買い物に困ってらっしゃる方がいます。
　豊平区における生活支援体制整備事業では、こうした困りごとに対する取り組みの一環として、下記のよう
な仕組みづくりを行っています。

●豊平区内における買い物交流・支え合いの場（令和５年１月現在）

買い物支援から新たな交流・支え合いの場へ!
～ 豊 平 区 に お け る 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 の 取 り 組 み ～

中の島１条７～ 12丁目、
　　　２条７～９丁目
▶火曜日　午前　５カ所

※現在休止中

新木の花団地
（平岸１条４丁目）

▶火曜日　午後　１か所

福住さつき町内会
（福住３条12丁目）

▶月曜日　午前　１か所

詳しい場所及び日時等につきましては、
豊平区社会福祉協議会
（☎815-2940）までお問合せください。

旭　町５～７丁目
水車町５～６丁目（旭水町内会）
▶火曜日　午前　３カ所
▶金曜日　午後　３カ所

平岸４条14丁目
▶火曜日　午後　１か所
▶金曜日　午後　１か所
　※一部入居者のみ利用可

平岸４条17丁目
▶月曜日　午後　1か所

平岸６条12丁目、
平岸７条13丁目
▶金曜日　午後　２カ所

平岸６条14丁目
▶月曜日　午後　１か所

生活支援コーディネーター
（調整役）

マンション・町内会

買物がしやすくなるだけではなく、
住民同士の交流・支え合いの場
づくりにつながっています！

提案・交渉

「お困りの声」
をキャッチ！

相談・調整

運行に向けた
住民同士の
話し合いを

お手伝い

移動スーパー「とくし丸」

「買物が大変！」「買物が大変！」 運行できます!

移動スーパー「とくし丸」とは…
株式会社ダイイチと提携している移動スーパーで、買い物にお困りの地域
やお宅を訪問する動くスーパー。決まった曜日と時間に、懐かしい音楽を
鳴らせてやってきます。
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すずらん町内会（東月寒地区）の取り組み

　一人暮らしの高齢者を対象に町内会の喫茶店で年２回サロンを開催していました
が、新型コロナウイルスの感染拡大により、集まれなくなってしまいました。それ
と同時期にサロンを行っていた喫茶店も閉店してしまいました。そのような中、な
にかできないかと思い、情報提供として感染症対策の方法を資料にして町内会全８
班に配布しようと提案しました。作成にあたっては豊平区第２地域包括支援セン
ターの保健師さんにご協力いただき、「今年の冬の感染症対策について」（新型コロ
ナウイルス感染症、インフルエンザウイルス感染症、ノロウイルス感染症）、体力
づくりについて掲載しました。コロナ禍２年目は「コロナに負けない健康づくり」
と題して日常生活の注意ポイントを掲載して全戸配布しています。ご覧になった方
からは「ためになる」との声も寄せられました。次年度は総会開催時を活用して、（※）
サッポロスマイル体操を行いたいと考えています。
　現在は町内会で福祉のまち推進センターと一緒に見守り活動を行っています。�
見守るというよりは近くに住んでいる方を少し気に掛けるという感覚の方が近いで
すね。
（※）サッポロスマイル体操とは札幌市の介護予防体操のことです。

　すずらん町内会は111世帯で構成され、町内の中心部は東月寒すずらん公園が位置しており、
春は桜が満開に咲き、お花見スポットとなっています。また、町内には、人気飲食店もあり、
最近テレビ番組で紹介された町内会です。

すずらん町内会（東月寒地区）の取り組み

　中野さんが事務局長を務める東月
寒地区福祉のまち推進センターでは、
東月寒中学校の生徒が描いた年賀状
を福祉のまち推進センターに登録し
ている一人暮らし高齢者へお届けし
ています。
生徒にとっても地域の方にとっても
お互いに交流できる貴重な場になっ
ています！

福祉のまち推進センターでは

すずらん町内会　福祉厚生部長　中野さん
町内会に全戸配布をした

感染症対策　資料

キラリ発見！ 見福まちかわら版

年賀状でえがいた「卯」年賀状でえがいた「卯」中学生から年賀状を受け取る佐々木運営委員長中学生から年賀状を受け取る佐々木運営委員長
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西岡二区さくら南町内会（西岡地区）の
取り組み

組織的な活動体制
　西岡二区さくら南町内会では、町内会長、２名の副
会長、38の班とそれを４～５班ごとにとりまとめる
連絡役員８名を中心に見守り活動をはじめとした町内
会の活動を行っています。
　５年ほど前から、班長が自分の班の見守り活動中に
異変を見つけたり、対応に苦慮することがあった場合
などは、まずは連絡役員に相談→町内会長・副会長に連絡・報告といった組織的な体制
で活動を行っています。民生委員・児童委員や町内会の福祉厚生部とも連携しながら活
動しています。ほとんどの連絡役員は福まちの福祉推進員を兼任しています。なかなか
会うことが減ったコロナ禍では、この体制は連携しやすく、とても有効でした。
　町内の70歳以上の一人暮らしの方と80歳以上の方を対象に、カーテンが開いている
か、電気がついているかなどのさりげない異常がないか！の確認を含めた見守りをして
います。見守りをする中で、ゴミ出しに困っていると聞いた際は、近所で出来る方にやっ
てもらうこともありました。また、ゴミステーションの清掃当番を全世帯が1週間ごと
に行うことになっているので、その際に見守りや情報交換にもつながっています。
　社会福祉協議会が行っている福祉除雪事業も、地域の支え合いを進める活動なので、
利用したい方にはこういった制度があることを伝え、地域協力員（除雪をしてくださる
方）も町内で見つけるようにしています。利用者の方と地域協力員の調整をする際は、
会長が前職や特技などを加味しながら行っています。

　西岡二区さくら南町内会は518世帯で構成される戸建ての多い町内会です。
　押木会長は地区社会福祉協議会の会長・地区福祉のまち推進センターのセンター長でもあり、
町内会長としても見守り・支え合い活動や福祉除雪事業など様々な活動を行っていらっしゃいます。

西岡二区さくら南町内会（西岡地区）の
取り組み

活動する上で大切にしていること
　町内会の活動をする上で、町内の方々と日ごろからコミュニケーションを取ることが大切だと感
じています。福祉除雪の調整をする際も、相手のことを知っているとスムーズにいくことがあると
思っています。
　また、少子高齢化が進み、担い手が不足していますが、例えば、「日曜日だけなら出来る」「この
行事だけなら参加出来る」という方もいると思います。幅広い方々に参加してもらえるよう、柔軟
な活動を心がけています。

西岡二区さくら南町内会　押木会長

め守りの

5



豊かな心No.91豊かな心No.91

新たな任期の 民生委員・児童委員 が、
地域で活動します

　令和４（2022）年12月１日に、民生委員・児童委員が一斉改選を迎えました。
　全市で、定数2,766名（豊平区：334名）の民生委員・児童委員（以下「民
生委員」という。）に厚生労働大臣・札幌市長より委嘱状が交付されておりま
す。新しい民生委員の任期は、令和４年12月1日～令和７年11月30日まで
の３年間となります。

〔民生委員の活動〕
　毎月、豊平区内各地区の会長が豊平区役所に集まり、全国
や札幌市などから提供される各種福祉情報等の連絡や協議す
る代議員会が行われています。
　ここで提示された各種福祉情報については、各地区で開催
される地区定例会において、各民生委員へ伝達され個々の民
生委員活動に生かされていきます。

〔住民性と包括・総合性を持った活動〕
　民生委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤としてい
ます。そこで町内会や福まちなどと連携を図るため会議など
を開催しています。
　地域にある様々な福祉課題への解決を図ったり、地域社会
にある課題などを共有化して継続対応を行います。

〔主任児童委員〕
　社会的支援を必要とする子ども・子育て家庭を児童委員との連携・協力により支えていくの
が主任児童委員です。主任児童委員は担当地区を持たず児童委員活動に専念しており児童に関
係する福祉関係機関と連携を深めながら地域活動を進めております。

〔行政機関等への協力活動〕
　民生委員は、札幌市から提供された70歳以上名簿（従前は65歳以上名簿）に基づき調査活
動や介護保険などを利用していない高齢者等が地域から孤立しないようにひとり暮らしの高齢
者等巡回相談として見守り安否確認を行っています。

〔基本的人権の尊重〕
　民生委員には、民生委員法に基づき守秘義務が課せられて
います。また、人種、信条、性別、社会的身分または門地に
ある差別的、優先的な取り扱いはしません。基本的人権の尊
重や政治的中立性等を特に重視しています。

区代議員会

民生委員・町内会・福まちとの連携会議

見守り訪問活動
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〔民生委員　札幌版100周年活動強化方策〕
　民生委員制度が創設され平成29年度には、100周年を迎え
ました。
　「地域のつながり、地域力の強化」、「さまざまな課題を抱
えた人びとの支援」、「民生委員・児童委員制度を守り、発展
させていく」の活動重点3項目を制定し次の100年に向けて
活動を進めていくこととしています。

豊平区民生委員児童委員協議会の役員をご紹介します。

地区民生委員・児童委員定数表

共同募金活動への協力

美園地区
髙橋　恒夫 会長

西岡地区
田原　伸一 会長

東月寒地区
浅野　政則 会長

中の島地区
向　　俊孝 会長

月寒地区
牧口　和子 会長

平岸地区
宮崎眞由美 会長

豊平地区
井原　則之 会長

福住地区
髙橋　俊行 会長

南平岸地区
髙橋　宣男 会長

地区民児協 民生・児童委員 主任児童委員 合　計
豊　平 41 3 44
美　園 33 2 35
月　寒 50 3 53
平　岸 39 2 41
中の島 26 2 28
西　岡 41 3 44
福　住 20 2 22
東月寒 26 2 28
南平岸 37 2 39
小　計 312 21 334

※欠員が生じている地区があります。民生委員を募集しています。

民生委員・児童委員
札幌市ご当地キャラクター

「ミンジー」
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●�平成30年～平成32年を第１次期間として「北白石地区高齢者福祉計画」を策定。
●�計画に基づき、地区内の高齢者の暮らしのサポート「福祉の電話相談室」を平成30年10月より開設。月・
水・金10時～ 13時にまちづくりセンター内の福まち事務所で実施。広く住民に周知するため、チラ
シの全戸配布、回覧板への印刷、マグネット・ステッカーを作成。令和３年９月までに累計107件の
相談受付。相談内容をまとめた事例集も作成。
●�コロナ禍においても、感染予防や認知症対策の情報誌の発行、行事参加者に挨拶状及び啓発品の配布、
オンライン会議の導入を実施。令和４年度からは３密を避ける等工夫しながら行事を開催。

　豊平区内の地区社会福祉協議会・地区福祉のまち推進センター、民生委員・児童委員、行政・福祉関係者
を対象として毎年開催している「豊平区福まち全体研修会」。
　令和４年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響が長期化する中でも、これまで培ってきた
人と人とのつながりを絶やさない地域づくりをテーマに開催いたしました。

と　き：令和４年11月18日（金）
ところ：北海きたえーる　108名参加

コロナ禍を経て、「昔はよかった」から「いまもいいよね」を創る活動に期待
　地域住民の複雑化・複合化した課題に対応する包括的な支援体制の構築を目指した福祉施策が全国的に進
んでいます。
　しかし、地域福祉を進めるためには、見守り活動を基本とした地域における「支え合い活動」が不可欠。
その活動は行政の福祉施策の「下請け」ではありません。
　コロナ禍の経験を踏まえ、福まち活動のベースとなる町内会・自治会圏域での地域福祉活動の意義を振り
返っていただき、感染予防に配慮した実施方法、スマホやZOOM等の活用などについて皆さんで話し合いな
がら、新しい地域福祉活動の在り方を模索していただいきたい。

報告者：白石区北白石地区福祉のまち推進センター運営委員会
　　　　　　　　　　　　　　副運営委員長　小池　誠治　氏
　北白石地区では、地区で独自の高齢者福祉計画を策定され、連合町内会、民生
委員児童委員協議会、福祉のまち推進センター、老人クラブといった地域組織が
一体となり、行政・専門機関と連携して、様々な活動を展開。

講師：北星学園大学　社会福祉学部　教授　伊藤　新一郎　氏
　北星学園大学の社会福祉学科長であり、社会福祉学を専門として教鞭をとられ
ています。また、日本ソーシャルワーク教育学校連盟の事務局長として、未来の
ソーシャルワーカーの育成にも尽力。

「北白石地区のコロナ禍でも、
つながりを絶やさない地域づくり」

「これからの地域福祉活動への期待
～施策動向とコロナ禍の経験から～」

実践
報告

基調
講演

「豊平区福まち全体研修会」を「豊平区福まち全体研修会」を
開催しました！開催しました！

令和

４
年度
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＊支援を実際に行う生活支援員も募集しています。詳細は札幌市社会福祉協議会自立支援課まで
☎011-633-2941

日常生活自立支援事業って？？
　札幌市社会福祉協議会では、高齢や障がいのために、日常生活の判断に不安の
ある方が、地域で安心して暮らせるよう、お手伝いする事業を行っています！

支援日時及び
お問い合わせ

利 用 料 金

対 象 者

援 助 内 容

月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く）午前9時から午後5時
お問い合わせ　札幌市豊平区社会福祉協議会　　☎011-815-2940

● 1時間につき、1,200円と生活支援員（サービス提供者）の交通費がかかります。なお、
生活保護を受けている方は無料です。

● 財産保全サービスでは年間3,000円の利用料をいただき、生活保護を受けている方
も有料です。 ＊生活支援員は地域の協力員です

● 認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある方で判断能力が不十分なため、日常
生活を送るうえで支障がある方

● 本人だけでは生活するうえで必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、
判断、意思表示を適切に行うことが困難な方

● 事業の契約内容について判断できる能力を有していると認められる方

【注意点】
●身体障がい（歩行困難、車いす移動等）を理由とした利用はできません。
●浪費癖や借金で生活費が全く出ないといった方も利用できません。

● 福祉サービスの情報提供や利用手続きのお手伝いをします。

● 日常生活費を銀行から払い戻すお手伝
いや使い方のアドバイスをします。

● 公共料金や税金、医療費などの支払い
をお手伝いします。

金銭管理サービス

日常的な生活支援サービス

財産保全サービス

● 年金証書や定期預金通帳等、普段使わ
ない書類を金融機関の貸金庫でお預か
りします。

基本サービス

選択サービス 選択サービス

ポイント

1

ポイント

2

利用に関わる判断能力（事業対象）
判断能力なし
事業対象外

判断能力が低下
（書類が届いても内容を理解できない方）

対象：赤線部の方

判断能力が著しく低下
（判断力は低下しているが契約能力はある方）
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令和５年４月３日に豊平区社会福祉協議会は
市内９区の社会福祉協議会とともに
札幌市社会福祉協議会と法人合併します。

　社会福祉法人札幌市豊平区社会福祉協議会（以下「区社協」という。）は、地域福祉の増進に向け、区
社協組織及び地域の活動基盤の強化を目的に、昭和６３年に設立し、その後、平成５年９月に法人化い
たしました。法人化以降、地域福祉活動に対する意識の醸成が進み、地域における福祉課題を明確にし
ながら、住民参加による課題解決に向けた各種の取組みが展開されております。
　複雑・多様化している地域課題の解決に向けて、より一層総合的な福祉サービスを展開するためには、
市社協と区社協が一体となり、専門職と地域住民との連携を強化して、重層的な支援体制等を構築する
ことが、必要不可欠となります。
　今後も区社協設立の目的を損なうことなく、地域住民主体の活動を充実していくことを前提に、市社
協と区社協とが法人合併することで、重複している事務等を解消・省力化し、一体的な事業展開の強化
を図ります。
　なお、区社協は法人格がなくなる以外、名称や事務局体制、地域との関係性など、これまでと変わら
ず存続いたします。法人合併後もこれまでどおり『札幌市豊平区社会福祉協議会』として、さらなる地
域福祉の推進に努めてまいります。

～��この社協だより「豊かな心」は、共同募金の助成金を活用して発行しています��～

発行：札幌市豊平区社会福祉協議会　電話815－2940　札幌市豊平区平岸６条10丁目　豊平区民センター内

賛助会員を募集しています ～区社協サポーターになりませんか～

　本会では、地域における福祉活動を推進するため、広く
賛助会員を募集しています。区社会福祉協議会の事業を応
援いただけるサポーターになりませんか？
　趣旨にご賛同いただきご入会いただける方は、本会事務
局、または右記へお振込みいただきますようお願い申し上
げます。お気軽にご相談ください。

ご賛同いただきご入会いただけた方には、
I ♡社協缶バッジ（非売品・数量限定）を
プレゼントいたします！
ぜひご入会ください。

会費額
（年額）

個人(一口)1,000円
法人・団体（一口）10,000円

振込口座
（郵便局）02790-3-23961
加入者名 社会福祉法人

札幌市豊平区社会福祉協議会
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