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□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 連合会会長が兼務 １３単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成８年 開催状況 ２０回

設置 有 開催回数 4回
主な開催時
間帯

15:00～

代表者 地区社協会長が兼務

構成 単町福祉部長・福祉推進部長 備考

年 回

３１名 住民協力員 ９０名 その他 ５７名 年 1 回 健康寿命を延ばそう

すみかわ地区センター内 年 回 転倒防止　※５会場

年 1 回 春の食事会

年 回

年 回

年 回

１，６５５世帯（１３単位町内会のうちの１３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1,329 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 326 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

８３４世帯 ６，４２２回 世帯 回 ２４１世帯 ２，８９２回

105 世帯 世帯

世帯 96 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：有

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　〕

澄川地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長１名、副会長４名、監事２名、理事１４名、専門部理事５名、事務局長１名
事務局３名、顧問２名

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ澄川「ﾗｲﾗｯｸ会」、てんとうむしの会、澄十サロン、ふれあいサロン澄川たんぽ
ぽ、このゆび、とーまれ!!、澄六お話し会、微笑みサロン、サロンあすなろ、いきいき脳トレ
倶楽部、パークマンション健康サロン、脳いきいきサロン、澄川・ごちそうさん、チーム・不
二子、澄川きらくに一歩の会、ふれあい・サロン澄川

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

１３町内会のうち６町内会で作成

未実施

茶話会INあじさい（あじさいルーム、月1回）

丘の上ひろば（緑ヶ丘会館、月2～4回）、ホタルのひろば（澄川地区会館、月2
～4回）、さくら山ひろば（澄川児童会館、月2～4回）、ぱおぱおひろば（子育て
支援ワーカーズぐるんぱ、週３回）、澄川児童会館子育てサロン（澄川児童会
館、毎週火曜）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・澄川中学校福祉除雪説明会・反省会
・子育てサロン運営（丘の上ひろば、ホタルのひろば、さくら山ひろば）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 澄川地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 13町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

仁楡会病院

澄川2条1丁目3-8

林下病院

澄川4条5丁目9-38

澄川地区会館、あすなろ会館、澄川中央会館、澄川南福祉会館、澄十会館、

緑ヶ丘会館

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

44人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
南区澄川3条6丁目3-3
じょうてつドエル真駒内1階

介護予防センター澄川
南区澄川3条6丁目3-3
じょうてつドエル真駒内1階

29.6% 28.1% ➚

➚

14,949世帯 14,819世帯 ➚

2,141世帯 1,689世帯 ➚

1,743世帯 1,610世帯

澄川地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 澄川まちセン（澄川3条2丁目6-1）、すみかわ地区センター（澄川4条4丁目4-40）、

名称・所在地

障がい者相談支援事業所相談室ほくほく　澄川3条1丁目5-3

名称・所在地

単位町内会数

29,483人 28,855人 ➚

3,037人 2,848人 ➚

17,728人 17,900人 ➘

8,718人 8,107人 ➚

4,470人 3,982人 ➚



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 地区連合会会長が兼務 　１０単位町内会のうち　１０町内会で設置

地区社協の構成

平成１１年６月 開催状況 各推進委員会において年に１回～数回実施

設置 開催回数 年６回
主な開催時
間帯

１８：００～

代表者 藻岩下地区連合会会長兼務

構成 運営委員長１名、各部長３名、運営委員８名 備考

年 回

３３名 住民協力員 ２８名 その他 年 1 回 元気ハツラツ健康まつり

平成１１年６月、藻岩下地区会館内に設置 年 回

年 回

年 回

年 回

年 4 回 パークゴルフ大会、クリスマスパーティー、
麻雀大会、囲碁大会

　３２８世帯（１０単位町内会のうちの１０町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 196 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 129 世帯 その他 世帯

障がい者 3 世帯

１６７世帯 １４０４回 ４２世帯 ４００回 １２５世帯 １９３２回

19 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　１０町内会のうち２町内会で作成

未実施

もいわした広場（地区会館・第１～４金曜日）
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

敬老祝品の贈呈

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務部、ふれあい交流部、生活支援部　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

藻岩下区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長２名、会計２名、監査２名、理事１６名　※兼務あり

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：なし

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　３〕



藻岩下地区会館【まちセン併設】(南34条西9丁目2-1)

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 藻岩下地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 札幌南整形外科病院

南33条西11丁目4-1

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員

名称・所在地 名称・所在地 12人 2人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル７階701号室

介護予防センターまこまない
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル701号室

30.9% 27.7% ➚

➚

2,241世帯 2,421世帯 ➘

341世帯 339世帯 ➙

324世帯 295世帯

1,602人 1,436人 ➚

801人 705人 ➚

単位町内会数

藻岩下地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

5,191人 5,191人 ➙

672人 621人 ➚

2,917人 3,134人 ➘

名称・所在地

名称・所在地



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 単町会長兼務 各単町・自治会の状況把握は行われていない。

地区社協の構成

平成７年 開催状況

設置 有 開催回数 0回
主な開催時
間帯

代表者 真駒内地区社協会長兼務

構成 会長１名、副会長３名、理事７名、監事２名、顧問２名 備考

年 回

１０９名 住民協力員 その他 年 回

真駒内まちづくりセンター内 年 1 回 熟年者ふれあい交流会

年 回

年 回

年 1 回 幼稚園児とのふれあい交流会

年 2 回 ふれあい交流会ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、ふれあい雪あかり

各単町・自治会の情報集約は行われていない。

高齢（独居） 51 世帯 子育て世帯 41 世帯

高齢（夫婦） 47 世帯 その他 世帯

障がい者 1 世帯

１５世帯 ３０８回 １５世帯 １７１回 ６５世帯 １，４１１回

73 世帯 世帯

3 世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

各単町・自治会の実施情報の集約は行われていない。

各単町・自治会の実施情報の集約は行われていない。

ボランティアグループ・すずらんの会（南区民センター、第２水曜日）、ＰＨ真駒内茶話会
（パークハイム真駒内集会室、第２火曜日）

真駒内公園小学校ふれあいの場（真駒内公園小学校、第３火曜日）、真駒内児童会館
子育てサロン（真駒内児童会館、毎週木曜日）、ひろっぱ（真駒内公園事務所、不定
期）、さくらんぼのへや（ちあふる・みなみ、月～土曜日※第１日曜日はサンデーサロン開
催）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

子育てｻﾛﾝ協力（真駒内児童会館、五輪児童会館）、敬老の日絵はがき（９
月、８５歳以上世帯、１１７６名）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

寿康会（あけぼの団地集会所、毎週月曜日）、ごりん元気会（五輪団地集会所、毎週木曜
日）、真駒内「百合の会」（あけぼの団地管理事務所、第２・４水曜日）、さわやかサロン（ﾊｲﾏｰ
ﾄ真駒内集会所、第３木曜日）、Ｆ団地交流サロン・フレンドリー（真駒内泉町会館、第３土曜
日）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

真駒内地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長３名、理事７名、監事２名、顧問２名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：有

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 真駒内地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 113町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 定数

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設

小笠原クリニック札幌病院

真駒内緑町1丁目2-1

自衛隊札幌病院

南区真駒内１７番地

団地集会所、五輪団地集会所

南区民センター【まちセン併設】(真駒内幸町２丁目2-1)、真駒内総合福祉センター

（真駒内幸町２丁目1-5）、エドウィン・ダン記念館（真駒内泉町１丁目6-1）、真駒内

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

本町会館、上町道営住宅集会所、真駒内総合福祉センター、泉町会館、あけぼの

41人 3人第３地域包括支援センター
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル７階701号室

1,789世帯 1,657世帯 ➚

4,511人 4,043人 ➚

35.9% 31.5% ➚

11,309世帯 11,925世帯 ➘

2,079世帯 1,715世帯 ➚

真駒内地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

直近基準年 比較対象年 傾向

□コミュニティ施設等

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

介護予防センターまこまない
真駒内幸町２丁目１-５
真駒内幸町ビル701号室

名称・所在地

8,485人 7,968人 ➚

12,919人

23,656人 25,315人 ➘

2,252人 2,591人 ➘

14,756人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 藻岩地区町内会連合会会長が兼務 　２８単位町内会のうち　２５町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年１０月 開催状況 各推進委員会において、年に１回～数回実施。

設置 開催回数
主な開催時
間帯

代表者 藻岩地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長２名、部会長４名、運営委員６名、監事２名 備考

年 1 回 住民福祉講座『知っていますか？「こくほ」と「こうき」『さ
あ！貯筋生活をはじめましょう』

１０３名 住民協力員 その他 年 2 回 真駒内公園お花見ウォーキング、藻岩山登山

平成１８年４月、もいわ地区センターに設置 年 回

年 回

年 回

年 回

年 3 回 健康づくりふれあい交流会、ご近所福祉情報交換会、
６５歳以上の世帯名簿取扱について

1221世帯（２８単位町内会のうちの２８町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1,259 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

12５9世帯 回 世帯 回 世帯 回

114 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

未実施

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・独居高齢者（70歳以上）等の世帯調査
・緊急連絡先カードの作成（６５歳以上高齢者等）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務部・会計部・ふれあい推進部、ボランティア部　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
硬石山「ふれあいサロン」（硬石山福祉会館、年２回）、気功・みんなで歌おう（もいわ地区センター、月１回）、ストレッチ
体操（もいわ地区センター、月１回）、民謡を唄おう・民謡を踊ろう（もいわ地区センター・月１回）、折り紙・童謡を歌おう
（みわ地区センター、月１回）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

藻岩地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問１名、会長１名、副会長４名、監事２名、理事３０名、事務局１０名　※兼務
あり

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：あり

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　４〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 藻岩地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 サン・グレイス 川沿13条3丁目5-1

ドリームハウス　北ノ沢1819番地9

(特別養護老人ホーム）

シルバーハウス　北ノ沢1819番地9 □病院

（軽費老人ホームA型）

障がい者福祉施設 第２この実寮　北ノ沢1904-2 札幌共立五輪橋病院 札幌逓信病院

（知的障がい者福祉施設） 川沿2条1丁目2-54 川沿14条1丁目5-1

北ノ沢病院

児童福祉施設 川沿2条1丁目2-55 北ノ沢1732番地

五輪橋整形外科病院

川沿2条1丁目2-56

中村記念南病院

川沿2条2丁目3-1

愛全病院

➚

介護予防センターもいわ
北ノ沢1819-9

➚

名称・所在地

定数

名称・所在地

32人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
 川沿14条２丁目１-36

単位町内会数

主任児童委員

➚

36.8% 32.1% ➚

10,690世帯

23,856人 25,217人 ➘

連合町内会
（町内会連合会）

川沿会館、藻岩北会館、白樺町内会館、中ノ沢会館、北ノ沢会館、北ノ沢第三町内会館

2,431人 2,682人 ➘

➘

10,925世帯 ➘

1,489世帯 1,195世帯

8,790人

藻岩地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 もいわ地区センター【まちセン併設】(川沿８条２丁目4-15)、藻南福祉会館、硬石山福祉会館、

12,635人

川沿13条2丁目1-38

五輪橋産科婦人科小児科病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

障がい者相談支援事業所ほっと相談センター　川沿2条2丁目5-37

14,452人

名称・所在地

8,083人 ➚

1,808世帯 1,579世帯

4,478人 3,870人



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 町内会連合会会長兼務 １４単位町内会のうち１４町内会で設置

地区社協の構成

平成１２年 開催状況 約２８回（＠約２回×１４単町）

設置 無 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

１８：３０～

代表者 地区社協会長兼務

構成 会長１名、副会長２名、単町役員等３４名、民生委員・児童委員１４名、事務局５名 備考

年 2 回 共立五輪橋病院

36名 住民協力員 96名 その他 年 2 回 元気ハツラツ健康まつり

南沢福祉会館内 年 1 回 認知症サポーター養成

年 1 回 ふれあい交流会

年 回

年 1 回 キャンドル作成、冬まつり

年 2 回 集まれ！みんなで遊ぼうよ等

844世帯（１４単位町内会のうちの１４町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 270 世帯 子育て世帯 10 世帯

高齢（夫婦） 560 世帯 その他 世帯

障がい者 4 世帯

682 305回 38世帯 19回 117世帯 682回

83 世帯 0 世帯

1 世帯 0 世帯

1 世帯 0 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

１４町内会のうち５町内会で作成

未実施

ちびっこ広場（南沢福祉会館、毎月第２・４水曜）、南の沢児童会館子育てサロ
ン（南の沢児童会館、毎週火曜日）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

活動者装着品（ＬＥＤライトキーホルダー）作成、相談室開設（月～金曜９～１２時）
福祉除雪協力員説明会・報告会、高齢者サロン（ゆうりん）・子育てサロン（ちびっこ広場）の
運営

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

ゆうりん（南沢福祉会館、毎月第２・４水曜）、ラベンダーウォーキングの会（個人宅・南沢福祉会館、月１回程度）、南
沢友の会（個人宅・南沢福祉会館、月２回程度）、緑陽ふれあいクラブ（個人宅、月２回程度）、南晴台懇話会（洞源
寺、第２土曜）、いきいきうんどうクラブ（札幌南沢神社、毎週木曜）、南沢友和会（南ヶ丘福祉会館、第４土曜）、南沢
月曜会（個人宅、月１回）、緑陽ふれあい倶楽部（南沢福祉会館、個人宅・各月２回程度）、南沢金曜の会（南沢福祉会
館、第３金曜）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

南沢地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長２名、監事２名、理事１１名、事務局６名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：有

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　〕



南沢福祉会館(南沢1822)、南が丘福祉会館（友遊童夢）

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 南沢地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 南成園　南沢1844-35 □病院

（知的障がい者福祉施設）

児童福祉施設 札幌共立五輪橋病院

南区川沿２条１丁目2-54

南沢地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

9,598人 10,062人 ➘

962人 1,114人 ➘

3,565人 3,081人 ➚

5,071人

連合町内会
（町内会連合会）

1,559人 1,254人 ➚

37.1% 30.6% ➚

5,867人 ➘

名称・所在地

4,086世帯 4,197世帯 ➘

454世帯 344世帯 ➚

728世帯 565世帯

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センターもいわ
北ノ沢1819-9

名称・所在地

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員

名称・所在地 名称・所在地 12人 2人

民生委員・児童委員

➚



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 兼務なし 　２6単位町内会のうち　５町内会で設置

地区社協の構成

平成１１年１２月 開催状況 各推進委員会において、年に１回～数回実施

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

13:00～

代表者 地区社協副会長兼務

構成 センター長１名、副センター長１名、運営委員６名 備考

年 1 回 認知症の基礎知識

８４名 住民協力員 ３４名 その他 年 1 回 講話＆体力測定会

平成１２年１月、石山振興会館内に設置 年 1 回 認知症高齢者を地域で支えるには？

年 1 回 昼食交流＆ゲーム大会

年 1 回 日帰り入浴会

年 　 回 　

年 回

世帯（２７単位町内会のうちの２７町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 217 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

世帯 回 世帯 回 217世帯 2604回

43 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

２6町内会のうち　12町内会で作成

・６単町で65歳以上の高齢者52名に対して、研修を実施

・石山コミュニティサロン「駅」（毎月第４金曜日）石山振興会館

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・石山朝市「喫茶コーナー」（毎月第１・３土曜日）石山振興会館

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務部・ふれあい部　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

石山地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問１名、会長１名、副会長４名、常任理事４名、監事２名、理事37名、会員49
名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：あり

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　２　〕



人口 石山七区町内会館、石山栄町町内会館、石山丘晴会館、石山六区会館、石山ﾋﾙﾀｳﾝ

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 石山地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 27町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 もなみの里　石山1条1丁目12-15 定数

和幸園　石山９３２－３

（特別養護老人ホーム）

宏楽苑　石山2条3丁目204 □病院

（軽費老人ホームA型）

障がい者福祉施設 グリンハイム　石山９３３番地３ 石山病院

（身体障がい者福祉施設） 石山2条8丁目2-12

石山センター　石山７８－５３ 札幌エルム病院

（知的障がい福祉施設） 石山1048番地1の2

児童福祉施設

町内会館、とれたてっこ南生産者直売所

石山地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 石山会館【まちセン併設】(石山2条2丁目8-19)、石山振興会館（石山1条3丁目1-30）

5,178人 5,919人 ➘

名称・所在地

10,173人 10,499人 ➘

1,036人 1,006人 ➚

3,959人

➚

38.9% 34.0% ➚

3,574人 ➚

792世帯 658世帯

1,955人 1,637人

4,150世帯 4,311世帯 ➘

504世帯 467世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

名称・所在地

単位町内会数➚

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

17人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
南区澄川3条6丁目3-3
じょうてつドエル真駒内1階

介護予防センター石山・芸術の森
常盤5条1丁目1-7



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 地区民児協会長が兼務 １３単位町内会のうち６町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年 開催状況 月１回若しくは四半期に１回実施

設置 有 開催回数 ４回
主な開催時
間帯

１８：３０～

代表者 地区社協副会長が兼務

構成 委員長１名、各部会部長等７名 備考

年 3 回 個人情報保護法・薬の正しい飲み方

93名 住民協力員 100名 その他 年 回

南老人福祉センター内 年 1 回 健康まつり(2019)

年 回

年 回

年 1 回 地域ボランティアによる、音楽鑑賞及び布バック製作

年 2 回 こまおか朝市

３６９世帯（１３単位町内会のうちの１３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 855 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 487 世帯 その他 世帯

障がい者 6 世帯

1,243世帯 4,907回 591世帯 1,851回 876世帯 2,260回

27 世帯 世帯

1 世帯 世帯

世帯 4 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

１３町内会のうち３町内会で作成

２町内会で実施

もりの仲間の子育てサロン（南老人福祉センター、第１・３水曜）、常盤児童会
館子育てサロン（常盤児童会館、毎週木曜）、おひさま広場（サンブライト会
館、第３火曜）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福祉関係施設見学（年１回）、布製トートバッグ・缶バッチ作成、子育てサロ
ン運営（もりの仲間の子育てサロン）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔活動推進、広報、ふれあい交流、子育て支援〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン 常盤団地自然の会（常盤団地会館、第２・４月曜）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

芸術の森地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長２名、事務局長１名、理事１７名、監事２名、事務局２名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：有

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数４〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 芸術の森地区連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 13町内会

□民生委員・児童委員

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター

定数

老人福祉施設

障がい者福祉施設 南陽荘入所部　真駒内１３３－１１０ □病院

（知的障がい者福祉施設）

もなみ学園（石山東３丁目5-1） ときわ病院

（障害児入所施設） 常盤3条1丁目6-1

児童福祉施設 札幌南病院

石山東７丁目1-28

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

名称・所在地 名称・所在地 15人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
南区澄川3条6丁目3-3
じょうてつドエル真駒内1階

介護予防センター石山・芸術の森
常盤5条1丁目1-7

38.4% 31.9% ➚

3,917世帯 3,896世帯

名称・所在地

単位町内会数➚696世帯 531世帯

芸術の森地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 芸術の森地区会館【まちセン併設】（石山東7丁目1-31）、南老人福祉センター（石山

78番）、石山東平和会館、常盤団地会館、駒岡地区開拓記念会館、駒岡会館、石山

八区会館、ｱｰﾄﾊﾟｰｸﾀｳﾝ町内会館、常盤一区会館、真駒内ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄ会館、真駒内３

団会館、札幌ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ、常盤二区会館、滝野会館

4,044人 3,490人 ➚

10,543人 10,951人 ➘

1,114人 1,203人 ➘

6,258人 ➘5,385人

➚

417世帯 348世帯 ➚

1,943人 1,651人 ➚



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 単町会長兼務 １９単位町内会のうち１９町内会で設置

地区社協の構成

平成７年 開催状況 約７６回（＠４回×１９単町）

設置 有 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

15:00～

代表者 地区社協会長兼務

構成 委員長１名、副委員長３名、運営委員２７名 備考

年 1 回 自助・互助

210名 住民協力員 78名 その他 11名 年 1 回 藤野いきいき元気フェスタ

民間ビル（クロヤナギビル）に設置 年 回

年 回

年 回

年 1 回 ふれあい交流会

年 1 回 子育てサロンフェスタ

８６１世帯（１９単位町内会のうちの１９町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 357 世帯 子育て世帯 9 世帯

高齢（夫婦） 473 世帯 その他 世帯

障がい者 6 世帯

４４９世帯 ３，１６７回 ３２世帯 １５６回 １４６世帯 ９２４回

91 世帯 0 世帯

5 世帯 0 世帯

1 世帯 2 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

１９町内会のうち2町内会で作成

未実施

むくどりホーム・ふれあいの会（むくどりホーム、毎週月・火・土）、ウキウキひろば
（十五島町内会館、第１木曜）、西藤野子育てサロントコトコひろば（西藤野会館、第
４木曜）

白樺文庫（藤野白樺会館、月４回木曜）、りんごひろば（藤野南小、毎月１日）、こと
りのむら（藤の沢小、毎月１５日）※共に祝祭日は休み明け、やまびこ文庫子育て
サロン（藤野三区町内会館、月２～３回火曜）、藤野児童会館子育てサロン（藤野
児童会館、毎週水曜）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

相談所開設（月曜１３～１５時）、広報紙「きぼう」（年１回）、子育てサロン（り
んごひろば、ことりのむら　各年間１２回）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔ふれあい交流、生活支援・調査点検、研修、広報啓発、健康づくり、子育て支援〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
ルピナス・ミニ（個人宅、第１・３土曜）、ふじの健康クラブ（藤野児童会館、毎週
月曜）、地域交流サロンふじのカフェ（地域交流サロンふじのカフェ、月～金
曜）、イースト藤野（個人宅、週１回）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

藤野地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長４名、理事27名、監事２名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：有

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数６〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 藤野地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 19町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 らいらっく　藤野4条4丁目20-30 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 札幌育児園 藤野6条2丁目427番地4

(児童養護施設) 札幌しらかば台南病院

藤野2条11丁目7-1

丁目7-18）、藤野第一会館、藤の沢福祉会館、藤野三区会館、藤ヶ丘センター、藤野中央町内会館、

藤野高台会館、高見台会館、藤野白樺会館、野々沢会館、藤野緑町交流館（みどりん）、藤野公園

町内会館（ふれあいの里）、西藤野町内会館、白川会館

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

27人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

38.4% 32.9% ➚

➚

7,174世帯 7,319世帯 ➘

927世帯 740世帯 ➚

1,369世帯 1,158世帯

藤野地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 藤野地区センター【まちセン併設】(藤野２条７丁目2-1)、クロヤナギビル【連町事務所】（藤野２条８

名称・所在地

名称・所在地

単位町内会数

17,799人 18,626人 ➘

1,623人 1,815人 ➘

9,340人 10,686人 ➘

6,836人 6,125人 ➚

3,377人 2,886人 ➚



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 地区町内会連合会会長が兼務 ９単位町内会を６ブロックに分け、６ブロックで設置

地区社協の構成

平成９年９月 開催状況 各推進委員会において年２～６回及び必要に応じて随時開催。

設置 開催回数
主な開催時
間帯

代表者 ――

構成 ―― 備考

年 1 回 ころころ転ばん体操

１８名 住民協力員 その他 年 1 回 ウォーキング・入浴会

平成９年９月、簾舞地区センターに設置 年 1 回 おたのしみ会

年 回

年 回

年 1 回 みすまいまつり2019

年 1 回 麻雀大会

　423世帯（９単位町内会のうちの　９町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 180 世帯 子育て世帯 0 世帯

高齢（夫婦） 626 世帯 その他 世帯

障がい者 5 世帯

世帯 回 世帯 回 世帯 回

38 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：あり

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　３　〕

簾舞地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長２名、会計１名、監事２名、理事22名　※兼務あり、監事２名

部会名〔　広報部、事業部、会計部　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
ふれあいサロンひまわり（簾舞地区会館、通年）、水曜会（簾舞一区平成会館、4月～10
月）、セキレイ会（簾舞一区平成会館、通年）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

９町内会のうち　９町内会で作成

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

お便り発信（暑中見舞い・年賀状）　・広報紙作成（年２回　７月・３月）
・簾舞通行屋まつりへの協力（９月）　・緊急情報カプセル作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 簾舞地区町内会連合会

高齢夫婦世帯数

9町内会

□福祉施設

□地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設

定数

障がい者福祉施設

児童福祉施設 □病院

簾舞四区会館(簾舞458-34)

砥山会館(砥山69）

簾舞地区会館【まちセン併設】(簾舞３条６丁目8-25)

ミソマップ会館(簾舞4条2丁目10-18)

豊滝中央会館（豊滝436）

簾舞１区平成会館（簾舞1条2丁目1－12)

簾舞2 区集会所（簾舞347）

簾舞地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

➘2,603人 3,046人

4,587人 5,010人 ➘

371人 486人 ➘

1,870世帯 1,944世帯 ➘

216世帯 182世帯

798人 690人 ➚

35.2% 29.5% ➚

名称・所在地

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員

名称・所在地

11人 2人

民生委員・児童委員

名称・所在地

名称・所在地

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

上砥会館(砥山１９６‐６６ )

豊滝会館(豊滝494）

➚

➚292世帯 281世帯

1,613人 1,478人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 定山渓地区連合町内会長兼務 　８単位町内会のうち　８町内会で設置

地区社協の構成

平成１５年４月 開催状況 隔月開催（年間６回）

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

10:30～

代表者 定山渓地区民児協会長兼務

構成 センター長１名、副委員長１名、事務局長１名、会計１名、会計監査２名、理事６名、推進委員３名 備考

年 2 回 健康講話会

３名 住民協力員 ５名 その他 年 1 回 いきいき健康フェア（和・歯・8020ワールド）

平成１５年４月、定山渓まちづくりセンターに設置 年 6 回 やまびこ運動教室

年 1 回 ふれあい食事会

年 回

年 2 回 異世代交流

年 1 回 ふれあい交流臨時便

　155世帯（　８単位町内会のうちの　８町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 85 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 70 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

90世帯 170回 40世帯 40回 １００世帯 １００回

5 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：あり

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　４　〕

定山渓地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長1名、監事２名、理事9名、会計１名

部会名〔　高齢者・児童・障がい者・広報　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン ミニサロンやまびこ（定山渓集会所・年２４回）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　　８町内会のうち　　８町内会で作成

子育てサロンかっぱ広場（定山渓小学校ミニ児童会館・年１１回、第２火曜）
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

地域ケア会議（５月22日、９月２５日）定山渓まちづくりセンター

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口 定山渓７区会館（定山渓601）

年少人口 定山渓地区集会所

生産年齢人口 小金湯会館

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 定山渓連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 8町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 ひびきの郷札幌　 定数

定山渓温泉西2丁目36-1

（地域密着型特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 定山渓温泉病院

定山渓温泉東1丁目31番地の1

定山渓病院

定山渓温泉西3丁目71番地

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

11人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
川沿14条２丁目１-36

介護予防センター定山渓
定山渓温泉西３丁目71 定山渓病院内

33.6% 37.6% ➘

➙

905世帯 1,019世帯 ➘

154世帯 148世帯 ➙

76世帯 88世帯

定山渓地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 定山渓出張所【まちセン併設】（定山渓温泉東4丁目315-4）

名称・所在地

名称・所在地

単位町内会数

1,099人 1,306人 ➘

63人 77人 ➘

667人 738人 ➘

369人 491人 ➘

183人 259人 ➘




