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生活支援で安心な東区を！～キーワードは支え合い～
　平成 27 年度の介護保険法改正に伴い、これまで全国一律で介護保険によって行われていた介護予防
訪問介護及び通所介護は、地域の実情に応じそれぞれの市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」
へと移行し、併せて市町村は「生活支援体制整備事業」を行うこととなりました。今回は、札幌市から
社会福祉協議会等が委託を受けて行う、この生活支援体制整備事業について紹介いたします。

　私達が住み慣れた地域で毎日の生活を営んでいくためには、「５つの
事」と、「ちょっとしたこと」が必要だと言われています。
  その「５つの事」とは、①見守ってもらったり相談場所のある「安心
の確保」 ②調理・洗濯などの「日常的な家事」 ③通院や買い物、銀行な
どへの「外出」④知人や地域の集まりでの「人とのかかわり」⑤家電の
買い物、カーテンの洗濯などの「非日常的な家事」、そして「ちょっと
したこと」では、蛍光灯の交換やペットボトル・瓶のふた開けなどが挙
げられますが、高齢になることで、これまで自分でできていたことが、
段々と難しくなってきます。
  こういったことを、近隣の住民やボランティア、各種団体など、地域の様々な方々により、支え合い、
助け合う仕組みをつくっていく事業が、「生活支援体制整備事業」です。
  札幌市では、札幌市社会福祉協議会にこの事業を委託し、今年度からは東区を含む各区の区社会
福祉協議会でこの事業を開始しました。

高齢者の暮らしで必要なことは…？

　生活支援体制整備事業を実施するにあたり、中心となるのが「生活支援コーディネーター（調整
役）」と「協議体」です。
  生活支援コーディネーターの役割は、地域における一人暮らしの高齢者を中心とした日常生活上
の困りごと（買い物や通院の付添い、話し相手、掃除など）を整理し、その困りごとに対応できる地
域の社会資源を把握したり、様々な関係機関・団体との連携を通じて、高齢者の生活を支える体制を
つくることです。
  また、 「協議体」は、生活支援
コーディネーターと住民組織、
生活支援・介護予防サービスの
実施団体、企業・ボランティア
などが一堂に会して、地域の課
題や情報を共有し、生活支援の
体制を整備していくために、連
携を強化する場として開催する
ものです。

（札幌市では「生活支援推進連
絡会」という名称で開催してい
ます）

生活支援コーディネーター（調整役）と協議体

福祉のまち推進センター

町内会 民生委員

ボランティア 社会福祉法人

NPO 民間企業

老人クラブ 地域包括支援センター

生活支援
推進連絡会
（協議体）

生活支援
コーディネーター

連携・協力

特 集『生活支援体制整備事業』のご紹介
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東区における生活支援体制整備事業の取り組み
　本会では、平成 29 年 4 月の事業開始以来、生活支
援コ一ディネーターを中心に、次の取り組みを進めて
きました。

　本会では、これらの取り組みに加え、さらに聞き取り調査を積み重ねて、高齢者の生活二ーズの精度
を高めるとともに、これらに対応できる地域の社会資源に関する情報を収集・把握していきます。
　また、来年度以降も担い手となる活動者の養成を進めながら、地域に必要な助け合いと支え合いの仕
組みを築き、高齢者がいつまでも安心して暮らせる地域づくりを進めていく計画です。
　これを実現していくために、区民のみなさんのちょっとしたお力添えが必要です。

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会のホームページで平成 29年度版「生活支援等サービス情報
一覧」の東区版が見ることができます。　http://www.sapporo-shakyo.or.jp

〈協議体（生活支援推進連絡会）の開催〉
　7 月 27 日に協議体を開催し、東区内の地域資源や地域課題について話し合い、今後の取り組みにつ
いて意見交換しました。 

〈生活支援ボランティアの養成～「タッピーサポーター」養成講座を開催〉
　高齢者の生活を支える「生活支援ボランティア」と、介護予防活動のリーダーを養成することを目的
として、11/2・9・16・30・12/7 にタッピーサポーター養成講座を開催し、33 名の修了生が誕生し
ました。
　今後は、話し相手や外出の付添などのボランティアとして、また「みんなのタッピー体操」の普及・
啓発を進めていくリーダーとしての活躍が期待されます。



推進センター研修会を開催しました
　12月8日 ( 金 )、東区民センター 2階の大ホールを会場に
「東区福祉のまち推進センター研修会」を開催しました。
　今回の研修会では、はじめに東区社会福祉協議会の樋
口事務局長から「地区福まちにおけるコーディネート機能
の強化に向けて」と題して基調講演を行った後、札苗地区
福祉のまち推進センターと、苗穂福祉ふれあいテンから事
例報告をいただきました。
　札苗地区の林事務局長からは、3年計画で福まちを再建してきた経緯から「目的や向上心を持たな
いと組織は動かない」そして、「活動者自身もやりがいを感じなければ前に進まない」と報告をいた
だきました。
　続いて、苗穂地区の吉委員長からは、開設時から、「町内会のご理解とご協力をいただいて事業を
軌道に乗せた」ことや、「先人の想いを引継ぎ地域の皆さんの協力と支援に感謝の21年」と報告を

いただきました。
　会場は当初の申込み
数 を 上 回 る209名 と
なり、参加の方々はパ
ネリストの報告に大き
くうなずかれていまし
た。

第2回「ボランティア入門講座」を開催しました

　12月12日（火）～14日（木）の2日間の日程で、東区老人福祉センターとの共催で、地域ボランティ
アの養成を目的に今年度第2回目のボランティア入門講座を開催しました。
　今回は、ボランティア活動にとって必要な「コミュニケーション」と「傾聴」を主題にＮＰＯ法人北海
道総合福祉研究センター池田ひろみ事務局長から講義をいただきました。
　講師の池田事務局長から、ボランティア活動の中での相手とのコミュニケーションや話の聞き方に

ついて、身近な問題を例にとりながら分かりやすくお
話をいただきました。
　参加の皆さんからはボランティア活動だけでなく、身
近な人間関係に役立つと熱心に受講されていました。
　東区社会福祉協議会では、ボランティア活動を始め
たい方、ボランティアをお願いしたい個人や施設の相
談を受けております。

ＮＰＯ法人北海道総合福祉研究センター池田ひろみ事務
局長から分かりやすくお話をいただきました
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平成２９年度東区福祉のまち



「北栄・まもりんトーク」を開催しました

「栄東まもりんトーク」の２回目が開催されました

　11月15日、北栄地区社会福祉協議会（釣部政美会長）と
本会が共催し、「北栄・まもりんトーク」を開催いたしました。
　当日は、21の単位町内会から92名の方々にご参加いた
だき、午前、午後に分けて意見交換をしていただきました。
　参加の方々は地域の見守りについて、自分たちが今やって
いること、できていること、足りないところは何かをテーマ
に熱心に話し合いを進めました。
　話し合いの中では、見守りと「個人情報」の問題や、見守
りについて「どこまで踏み込めばいいのか難しい」といった

発言がありました。
　北栄地区では、今回の話し合いを深めるた
め、２回目の「北栄・まもりんトーク」を２月
21日に開催いたします。

　１１月３０日、栄東地区社会福祉協議会（永渕宏会長）と東
区社会福祉協議会が連携し、栄東まもりんトークを開催しま
した。
　６月開催のワークショップで、町内会と民生委員の連携が重
要、定期的な情報交換の場が必要などの意見が多数ありまし
た。
　今回は、それらを実践している栄中央第一町内会の活動
を、福祉協力員の森さんから報告いただきました。
　また、森さんの報告から感じたこと、自分の町内会ではど
のような事が出来るか、テーブルごとに話し合いました。栄
東地区福まちは昨年、見守り活動５か年計画を打ち出しまし
た。『まずは、外からそっと見守りましょう。この活動に取り
組む町内会を増やしていきたい』と、福まち事務局長の米田
さんは語ってくれました。 
　東区社会福祉協議会は、今年度「福まちパワーアップ事
業」と題して栄東地区のみなさんとワークショップを重ね、
地域の見守り活動の意識向上や取り組みの拡大を図ってきま
した。他の地区においても、社会福祉協議会は地域のみなさ
んと近隣の状況を確認しながら、問題解決の道筋を探ってま
いります。 

北栄地区福まちパワーアップ事業

栄東地区福まちパワーアップ事業

5



6

「りらカフェ」のご紹介
　1月27日（土）北光児童会館を会場に、北海道の食材を使っ
て「子どもからお年寄りまで地域の誰もが楽しむ」を目的に活動
されている、NPO 法人 Efy（エフィ）の皆さんが「りらカフェ」
を開催しました。
　Efy（エフィ）は、地元の大学生を中心に運営され、
今回は、北光児童会館を利用する子どもたちが大学生
の「お兄さん、お姉さん」から味の基本や、出汁の取
り方を教えてもらい、味噌汁作り等を体験しました。
子どもたちは出汁の決め手となる鰹節を「もっと削り
たい！」と目を輝かせていました。
　お昼になると地域の皆さんが「お客さん」としてお
見えになり、子どもたちは「いらっしゃいませ」、「お
席にどうぞ」と接客に大奮闘。
　お客さんから「出汁が効いて味噌汁がおいしい」と
の声に子どもたちは皆、笑顔を見せていました。
　外は雪の降りしきる寒い一日でしたが、会場は子ど
もたちと地域の皆さんの暖かい「ふれあいの場」とな
りました。

「サロンひまわり」のご紹介
　北栄団地むつみ町内会にお住まいの女性の方々が、サロン活
動をはじめたので取材にお邪魔しました。
　サロンのきっかけは、介護予防センター北栄主催の「タッピー
体操教室」に集まった方々が、もっとおしゃべりやふれあいの場
を持ちたいとの思いから始まり、毎月第2、第4木曜日の13時か
ら15時の時間帯で開催されています。

　サロンの名称は
「サロンひまわり」で、会場はサービス付き高齢者向け住
宅スマイルホーム北31の好意で2階の一部屋を低料金で
提供いただいています。
　取材にお邪魔した日も、体操やおしゃべりとにぎやかに
活動されていました。
　東区社会福祉協議会では、「サロンを立ち上げたい」と
お考えの皆さんからの相談をお待ちしています。開設の手
順や運営の注意点など、相談に応じていますのでよろしく
お願いします。

ふれあい・いきいきサロンにお邪魔しました

地域の皆さんおもてなし!

「サロンひまわり」の皆さん

NPO法人Efy の活動は、Facebook で詳しく見ることができます。
　http://www.facebook.com/education.food.yell/ 「おいしいね」の声に子どももニッコリ

子どもたちで鰹節削り

NPO 法人 Efy の
皆さんと子どもたち
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ボランティア活動してみませんか
　「趣味や特技を活かしてボランティア活動がしてみたい」、「福祉施設でボランティア活動がしたい」
とお考えの皆さんへ東区社会福祉協議会では、各種ボランティアメニューをご用意していますので、
皆さんからのお問い合わせをお待ちしています。
　また、「ボランティアさんを紹介して欲しい」とお考えの施設や、個人の方からの相談もお受けし
ていますので、よろしくお願いします。

「似顔絵」のボランティアさんご紹介　－竹越満雄さん－

高齢者施設「ケアハウスさつき園」で
入居の高齢者と折り紙を楽しむボランティアさん

施設や地域行事を盛り上げる
芸能のボランティアさんも紹介しています

　竹越満雄（たけこしみつお）さんは、福祉施設や各種のイベ
ントで、希望者へ似顔絵を描き無料でプレゼントする活動をさ
れています。似顔絵は鉛筆で下書きをした後、色をつけてプレ
ゼントをしています。お1人約20分ほどで仕上げています。活
動時間は最大で2時間です。
　土曜日を除く曜日（時間帯については要相談）で活動され、
依頼される場合には、画用紙（Ａ4かＢ5）とイス、机、洗い場（筆
を洗います）、公共交通機関往復分の交通費をご用意いただい
ています。
　施設の「お誕生会」などで、似顔絵のプレゼントはいかがで
すか？お問い合わせをお待ちしています。

竹越さんが
描かれた
ご自身の
似顔絵です

竹越さんの
作品のご紹介



　

●8月9日　北海道水石連合会 様
 30，000円

●10月5日　福本正志 様　ちい子 様
 10，000円

●10月2日　札幌市東区更生保護女性会 様
  10，000円

●11月7日　株式会社　トリムワン 様
  50，000円

あたたかいご寄付ありがとうございました
＜平成29年8月～ 12月のご寄付のお礼＞
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　東区社会福祉協議会では、活動の主旨に賛同いただける方に賛助会員加入のお願いを
しています。

 賛助会費（年額）  
 ●個人 ･････････････････１，０００円（１口） ●団体・法人 ･･････1０，０００円（１口）

 賛助会費の活用について 
　加入いただいた方の会費は、
　　　◯70％は、地区社会福祉協議会に還元
　　　◯30％は、本会のボランティア振興事業など東区全体の福祉活動事業費
　　　　として活用しております。

　賛助会費は、東区社会福祉協議会が無料で貸し出しをしている車イスのメンテナンス（定期的
な清掃や修理）や地域で行われている見守り活動、サロン活動にも活用されております。

 問い合わせ先 
社会福祉法人 札幌市東区社会福祉協議会　電 話　７４１－６４４０　ＦＡＸ　７２１－６４４４

賛助会員募集中!!

今回、車イスのメンテナンスは、障がい者就労支援事業所ホープにお願いしました

貸し出しの車イス 見守り活動 サロン活動


