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「平成 30年度 主な事業の取り組み」 

 

本会では、地区社会福祉協議会・福祉のまち推進センター、町内会、また多くの関係機関・団体と

連携し、すべての人が、住み慣れた場所で安心して暮らせるよう「誰もが孤立せずお互いに支え合う

やさしいまちづくり」を基本目標に、各種事業の取り組みを継続しております。 

平成30年度においても、地域福祉推進の中心となる福祉のまち推進事業を取り組みの中心に位置

づけ、見守り活動の拡充を推進してきました。折しも、９月６日に発生した北海道胆振東部地震で、

地域の支えあいへの意識が高まり、多くの地区において、災害に備えた日頃のつながりを見直して

いく機会が設けられ、本会としても積極的に係わってまいりました。平成29年度より取り組んでい

る生活支援体制整備事業では、11月より地区単位で事業を推進する２層コーディネーターが配置さ

れ、地域の支えあいの仕組みづくりを目指し、活動を始めたところです。そして、地域支援だけでは

なく、日常生活支援事業や貸付事業といった住民個別の課題に係わる支援も、継続して実施いたし

ました。 

また、中央区のボランティアセンターとして、地域福祉活動の担い手となるボランティア活動者

の育成、活動支援も継続して行いました。特に、担い手としてだけでなく、その人自身の「生きがい

づくり」という観点で、シニア層への働きかけを重点的に行いました。 

 

１ 地域福祉活動の推進 

（1）地区社会福祉協議会活動の支援 

①地区社会福祉協議会等に対する助成 総額2,422,000円 

〈区内16地区の社会福祉協議会等（地区社協未結成１地区含む）へ活動助成金を交付〉 

地区名 金額 地区名 金額 

本 府 100,000円 山 鼻 227,000円  

中 央 103,000円 幌 西 184,000円 

東 北 126,000円 大 通 124,000円 

苗 穂 118,000円 西 165,000円 

東 133,000円 南円山 155,000円 

豊 水 124,000円 円 山 204,000円 

西創成 128,000円 桑 園 200,000円 

曙 149,000円 宮の森大倉山 182,000円 

 

②赤い羽根共同募金を財源とする地域福祉推進事業助成金交付と取りまとめ 

 総額1,532,460円 

地区名 助成事業名 金額 

本 府 札幌市本府地区敬老会 110,000円 

中 央 中央地区敬老会 105,000円 

東 北 東北地区ふれあい事業 80,000円 

苗 穂 敬老祝いの品の贈呈事業 80,000円 
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地区名 助成事業名 金額 

東 ふれあい食事会 85,000円 

豊 水 豊水地区町内会活性化事業「豊水ガーデン」 85,000円 

西創成 ふれあい交流もちつき大会 90,000円 

曙 
ひとり暮らし高齢者への「見守り・ふれあい配食サービス」事業 80,000円 

住民行事用テント設置事業 107,460円 

山 鼻 独居高齢者訪問事業 85,000円 

幌 西 ふれあいの集い(ひとり暮らし高齢者交流事業) 90,000円 

大 通 大通地区新年交礼会 85,000円 

西 西地区一人暮らし高齢者交流支援事業 80,000円 

南円山 広報誌「南円山ふれあいだより」発行事業 85,000円 

円 山 おとしより交流会 100,000円 

桑 園 「桑園福まちだより」発行事業 95,000円 

宮の森大倉山 やまなみ探検会 90,000円 

 

③地区社会福祉協議会が実施する各種研修会等に対する支援(福まち対応含む) 

 

（2）福祉のまち推進事業の実施 

  ①地区福祉のまち推進センター活動費助成 総額7,520,720円 

地区名 基本活動費 事業加算費 拠点借上費 備品整備費 

中 央 210,000円 90,000円 90,720円  

東 北 215,000円 230,000円 500,000円  

苗 穂 205,000円 80,000円   

東 225,000円 230,000円   

豊 水 220,000円 180,000円   

西創成 225,000円 260,000円 500,000円  

曙 250,000円 30,000円   

山 鼻 295,000円 40,000円  500,000円 

幌 西 250,000円 260,000円   

大 通  220,000円 30,000円   

西 250,000円 150,000円   

南円山  250,000円 110,000円   

円 山 285,000円 140,000円   

桑 園 280,000円 150,000円   

宮の森大倉山 250,000円 320,000円   

合計 3,630,000円 2,300,000円 1,090,720円 500,000円 
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②福まちを中心とした、各地区支援状況（本会職員による） 

日付 地区名 支援内容等 

４月３日 幌西 「わいわいサロン」訪問 

４月４日 大通 「シニアサロン ひだまり」訪問 

４月６日 西 「秀和おしゃべりサロン」訪問 

４月16日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

４月16日 桑園 桑園地区福まち研修打ち合わせ 

４月17日 円山 サロン「だるま会」訪問（サロン登録相談） 

４月22日 西創成 西創成第４町内会餅つき大会 出席 

４月23日 大通 大通地区民児協定例会 出席 

４月23日 幌西 幌西地区民児協定例会 出席 

４月26日 西 西地区民児協定例会 出席 

５月12日 宮の森大倉山 荒井山町内会見守り会議 出席 

５月14日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

５月14日 苗穂 苗穂地区個別相談ケース対応 

５月15日 東 東地区社協総会・研修会 出席 ※研修会講師 

５月15日 桑園 桑園第18町内会役員会 出席 

５月16日 西創成 西創成地区研修会等打ち合わせ 

５月17日 山鼻 山鼻第13西町内会「おしゃべりサロン」訪問 

５月22日 南円山 南円山地区社協総会出席 

５月25日 西創成 西創成地区民児協定例会 出席 

５月28日 南円山 サロン「えぞりす」訪問（サロン登録相談） 

５月28日 苗穂 苗穂地区研修等打ち合わせ 

５月28日 桑園 桑園地区社協総会出席（福まちパワーアップ事業報告） 

５月30日 宮の森大倉山 宮の森大倉山地区社協総会・研修会 出席 ※研修会講師 

５月30日 桑園 桑園第２町内会ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ大通公園管理組合理事会出席 

６月１日 南円山 南円山地区民児協研修会 出席 

６月１日 西 「秀和おしゃべりサロン」訪問（ボランティア調整） 

６月３日 桑園 桑園第２町内会総会 出席 ※研修会講師 

６月４日 幌西 幌西地区福まち65歳以上世帯名簿研修 ※研修会講師 

６月８日 曙 曙地区福まち連絡会議（総会）・研修会 ※研修会講師 

６月８日 南円山 南円山旭山町内会推進委員会 出席 

６月13日 南円山 南円山旭ヶ丘町内会推進委員会研修会 参加 

６月15日 東 東地区研修打合せ 出席 

６月18日 曙 曙第３・第６町内会懇談会 出席 

６月19日 中央 中央地区社協総会・研修会 ※研修会講師 

６月20日 東 東地区研修打合せ 出席 

６月22日 苗穂 苗穂地区民児協定例会 出席 
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日付 地区名 支援内容等 

６月25日 幌西 幌西地区民児協見学研修例会 参加 

６月27日 宮の森大倉山 宮の森大倉山地区民児協定例会 出席 

６月27日 桑園 桑園地区民児協定例会 出席 

６月27日 大通 大通地区福まち総会・研修会 ※研修会講師 

７月２日 西創成 西創成親和会役員会 訪問 

７月６日 西 「秀和おしゃべりサロン」訪問 

７月７日 宮の森大倉山 荒井山町内会見守り会議 出席 

７月10日 東 東地区女性部定例会 出席 

７月11日 苗穂 苗穂地区65歳以上世帯名簿研修 ※研修会講師 

７月12日 宮の森大倉山 宮の森東3町内会65歳以上世帯名簿研修 ※研修会講師 

７月17日 幌西 幌西・ふれあいの集い 出席 

７月19日 山鼻 「やまはなハツラツ健康教室」打合せ 出席 

７月19日 山鼻 わんわんパトロール山鼻・伏見 ※研修会講師 

７月23日 苗穂 苗穂第3町内会65歳以上世帯名簿研修 ※研修会講師 

７月24日 南円山 南円山地区福祉推進員研修会及び推進員会連絡会議出席 

７月24日 桑園 桑園地区福まち研修会 出席 

７月25日 桑園 桑園第２町内会マンション理事打ち合わせ会議 出席 

７月26日 苗穂 苗穂地区認知症講座 出席 

７月27日 東北 東北地区ふれあい交流会 出席 

８月３日 山鼻 「やまはなハツラツ健康教室」打合せ 出席 

８月３日 南円山 南円山地区子育てサロン 訪問 

８月５日 曙 サマーフェスティバル2018in曙 ※イベント募金 

８月６日 幌西 幌西ちびっこサマーランド 出席 

８月９日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」訪問 

８月12日 苗穂 苗穂地区夏祭り 出席 ※イベント募金 

８月13・14日 円山 円山地区盆踊り大会 出席 ※イベント募金 

８月25日 南円山 緑ヶ丘町内会サロン打合せ会議 出席 

８月28日 宮の森大倉山 宮の森地区社会資源マップ作成委員会 出席 

８月29日 東 東地区研修打合せ 出席 

８月29日 曙 曙地区カレンダー作成打合せ 出席 

８月29日 円山 円山地区福まち「住民向け研修会」出席 

８月29日 宮の森大倉山 サロン「荒井山倶楽部」訪問 

８月30日 西 西地区民児協定例会 出席 

８月31日 苗穂 苗穂女子会 出席 

９月１日 山鼻 市電フェスティバル 出席 ※イベント募金 

９月１日 宮の森大倉山 荒井山町内会65歳以上世帯名簿研修 ※研修会講師 

９月４日 円山 旭山町内会推進委員会 出席 
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日付 地区名 支援内容等 

９月５日 大通 「シニアサロンひだまり」訪問 

９月７日 西 「秀和おしゃべりサロン」訪問 

９月12日 南円山 緑ヶ丘町内会「緑ヶ丘さわやかサロン」訪問 

９月14日 山鼻 山鼻地区研修打合せ（福まちパワーアップ事業） 

９月14日 曙 曙地区カレンダー作成打合せ 出席 

９月17日 南円山 旭山町内会敬老会 支援 

９月17日 宮の森大倉山 荒井山町内会敬老会 出席 

９月18日 幌西 サロン「なごみの家」 訪問 

９月25日 桑園 桑園地区福まち研修 ※研修会講師 

９月25日 幌西 幌西地区民児協定例会 出席 ※事業説明 

９月26日 東 東地区研修会 出席 

10月３日 円山 円山地区老人クラブ「コスモス会」 訪問 

10月６日 宮の森大倉山 やまなみ押し花展示会 訪問 

10月10日 宮の森大倉山 宮の森交通安全母の会高齢者疑似体験講習 ※研修会講師 

10月10日 桑園 桑園地区個別地域ケア会議 出席 

10月13日 山鼻 「山鼻ハツラツ健康教室」出席 

10月15日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

10月16日 円山 サロン「だるま会」 支援 

10月17日 大通 大通地区研修打合せ 出席 

10月17日 東 東地区研修振り返り 出席 

10月18日 山鼻 山鼻第13西町内会「おしゃべりサロン」 訪問 

10月18日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」 訪問 

10月22日 曙 サロン「曙お茶の間わきあいあい」 訪問 

10月22日 幌西 幌西地区民児協定例会 出席 

10月23日 曙 曙地区カレンダー作成打合せ 出席 

10月24日 西創成 西創成地区健康教室 出席 

10月25日 宮の森大倉山 荒井山・こぶし町内会健康教室 出席 

10月26日 東北 サロン「東北恵寿会」 見学 

10月27日 桑園 桑園第２町内会ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ管理組合研修 ※研修会講師 

10月30日 西 西地区連合町内会研修 出席 

11月２日 山鼻 山鼻地区研修打合せ（福まちパワーアップ事業） 

11月３日 宮の森大倉山 荒井山町内会見守り会議 出席 

11月５日 宮の森大倉山 宮の森大倉山地区やまなみ押し花教室修了式 出席 

11月６日 山鼻 山鼻地区福まちパワーアップ研修会 ※パワーアップ事業 

11月10日 桑園 サロン「むつみ会」 出席 ※研修会講師 

11月10日 桑園 桑園第２町内会役員・マンション理事懇話会 出席 

11月12日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 
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日付 地区名 支援内容等 

11月13日 宮の森大倉山 宮の森地区マップ作成委員会 出席 

11月14日 山鼻 すこやか倶楽部 出席 

11月15日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」 訪問 

11月15日 豊水 地区地域ケア会議 出席 

11月19日 豊水 サロン「ファミールひまわり会」 訪問 

11月19日 大通 サロン「りおん」 訪問 

11月21日 桑園 桑園福まち研修打ち合わせ 出席 

11月22日 西 サロン「萌黄会」訪問 

11月22日 幌西 幌西福まちパワーアップ事業打ち合わせ 出席 

11月26日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

11月28日 南円山 緑ヶ丘町内会「緑ヶ丘さわやかサロン」訪問 

11月28日 円山 円山地区福まち研修会 訪問 

11月29日 東 東地区社協及び東地区福まち研修会・役員会 訪問 

11月30日 山鼻 山鼻地区福まちパワーアップ研修会 ※パワーアップ事業 

11月30日 幌西 幌西地区福まち研修会 ※パワーアップ事業 

11月30日 苗穂 地区地域ケア会議 出席 

12月３日 曙 曙地区店舗訪問 

12月４日 山鼻 山鼻地区研修振り返り（福まちパワーアップ事業） 

12月７日 桑園 桑園地区第３回福まち研修会 出席 

12月９日 東北 東北地区三世代交流会 出席 

12月10日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

12月10日 宮の森大倉山 宮の森地区マップ作成打ち合わせ 出席 

12月10日 苗穂 地区地域ケア会議振り返り 出席 

12月12日 桑園 桑園第２町内会ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ居住者の会研修会 ※研修会講師 

12月13日 中央 中央地区第８町内会役員会 出席 

12月13日 山鼻 山鼻第15町内会「いきいきサロンホップ」 訪問 

12月13日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」 訪問 

12月14日 豊水 豊水福まち推進委員会 出席 

12月19日 宮の森大倉山 宮の森大倉山地区民児協定例会 出席 

12月19日 桑園 「なつうた翠陽会」 参加 

12月20日 山鼻 山鼻第13西町内会「おしゃべりサロン」訪問 

12月20日 曙 曙地区カレンダー作成打合せ他 出席 

12月21日 宮の森大倉山 宮の森大倉山福まち（やまなみ） 訪問 

12月21日 桑園 「みんなのフィットネス」 参加 

１月７日 中央 中央地区第８町内会お手伝いサロン 出席 

１月17日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」 訪問 

１月18日 中央 中央地区第８町内会お手伝いサロン 出席 
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日付 地区名 支援内容等 

２月４日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

２月７日 曙 福祉のまち推進センター 幹事会 出席 

２月８日 中央 中央地区第８町内会お手伝いサロン 出席 

２月15日 幌西 幌西地区福まち研修会 ※パワーアップ事業 

２月15日 円山 円山地区関係機関会議 出席 

２月15日 南円山 南円山地区関係機関会議 出席 

２月19日 山鼻 山鼻地区福まちパワーアップ事業報告 

２月21日 大通 大通福まち研修会 出席 ※研修会講師 

２月25日 中央 「おしゃべりサロン（サロンえいと）」 訪問 

２月26日 南円山 地区地域ケア会議 出席  

２月26日 山鼻 地区地域ケア会議 出席 ※研修会講師 

２月27日 円山 地区地域ケア会議 出席  

２月27日 南円山 緑ヶ丘町内会「緑ヶ丘さわやかサロン」訪問 

３月１日 西 西地区「秀和おしゃべり茶話会」 訪問 

３月４日 東 東地区子育て広場「ママのためのフラダンス」 訪問 

３月６日 西 西地区関係機関会議 出席 

３月８日 中央 中央地区第８町内会お手伝いサロン 出席 

３月８日 曙 曙地区関係機関会議 出席 

３月13日 桑園 桑園第２町内会ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ居住者の会打ち合わせ 出席 

３月14日 山鼻 山鼻第11町内会「さろんほのか」 訪問 

３月15日 曙 曙地区福まち・民児協合同研修 出席 

３月18日 円山 円山地区関係機関会議 出席 

３月18日 南円山 南円山地区関係機関会議 出席 

３月20日 曙 曙地区「健康づくり教室」 出席 

３月26日 東 東地区関係機関会議 出席 

３月27日 幌西 地区地域ケア会議 出席 

３月27日 山鼻 山鼻地区関係機関会議 出席 

 

③福まちパワーアップ事業（山鼻・幌西地区福まち）  

【山鼻地区福まち】 

 第１回・第２回ワークショップ 

 [開 催 日] 11月６日・11月30日  

 [場  所] 山鼻地区会館 

[参 加 者] 福祉推進員、民生委員・児童委員、町内会役員等、関係機関 95名 

[テ ー マ] 「災害時も安心なまちをつくるために必要な活動」 
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【幌西地区福まち】 

第１回ワークショップ 

 [開 催 日] 11月30日  

 [場  所] 旭山公園通地区センター 

[参 加 者] 福祉推進員、民生委員・児童委員、町内会役員等、関係機関 27名 

[テ ー マ] 「幌西地区にはどんな住民同士のつながりがあるか考えてみよう！」 

 

第２回ワークショップ 

 [開 催 日] ２月15日  

 [場  所] 幌西会館 

[参 加 者] 福祉推進員、民生委員・児童委員、町内会役員等、関係機関 48名 

[テ ー マ] 「これからの幌西地区に必要な活動を考えてみよう！」 

 

④中央区福祉のまち推進センター全体研修会（生活支援セミナーと同日開催） 

[開 催 日] 12月17日 

[場   所] 札幌ビューホテル大通公園 

[内   容]  

第１部 福祉のまち推進センター全体研修会 

    講義「つながる地域づくりにむけて」 

     講師 札幌学院大学 人文学部 人間科学科 准教授 中田 雅美 氏 

第２部 生活支援活動セミナー 

    説明「生活支援体制整備事業と今後の展開について」 

     説明者 中央区社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 辻 京美 

    活動紹介 

     ・「福まち協力員による日常生活支援活動について」 

       紹介者 厚別区厚別南地区福祉のまち推進センター  

事務局長 小柳 登喜枝 氏 

     ・「地域の居場所づくり、そこから生まれる支え合い」 

     紹介者 医療法人社団 豊生会 地域包括ケア推進部 

主幹 長井 巻子 氏 

  まとめ 公益財団法人 さわやか福祉財団 

さわやかインストラクター 長井 巻子 氏 

   [参 加 者]  各地区福まち・町内会関係者、関係機関職員等 161名 

 

⑤中央区福祉のまち推進センター連絡会議の開催 

第１回福まち連絡会議 

[開 催 日] ７月31日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室 

[内   容]  

・平成30年度中央区福祉のまち推進センター事業計画 
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・福まちパワーアップ事業について 

・中央区福祉のまち推進センター全体研修会の開催について 

・災害発生時に備えた「避難行動要支援者名簿情報」について（情報交換）他 

   [出 席 者]  各地区福まち代表者・区役所等 26名 

 

第２回福まち連絡会議 

[開 催 日] ２月７日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室 

[内   容]  

・平成30年度福まちパワーアップ事業について 

・平成31年度福まち事業について（福まち活動調整員について） 

   [出 席 者]  各地区福まち代表者・行政・市社協等 26名 

 

⑥中央区地域見守りネットワーク推進会議の開催（第２回福まち連絡会議と同日開催） 

[内   容]  

 ・札幌市事業者による見守り事業及び取り組み状況について 

  日本郵便株式会社 札幌南九条郵便局・道新会札幌八日会中央南販売所 

 ・各機関・団体からの情報提供 

  札幌中央消防署・札幌方面中央、南、西警察署 

 ・情報、意見交換 

   [出 席 者]  各地区福まち代表者・行政・関係機関・札幌市見守り協定事業者等 37名 

 

（3-1）生活支援体制整備事業（第１層） 

  ①第１回生活支援推進連絡会の開催 11月16日 

   第２回生活支援推進連絡会の開催 ３月22日 

 

  ②担い手の育成 

生活支援ボランティア第３回フォローアップ講座の開催  

[開 催 日] ６月６日 

[場   所] 中央区民センター ２階 視聴覚室  

[内   容]  

・「地域だからできる、地域の居場所づくり」 

講師 西町地区福祉のまち推進センター 事務局長 望月 弘子 氏 

・活動懇談会 

[参 加 者] 16名 

 

シニア世代のためのボランティア講座の開催  

[開 催 日] ７月30日、８月２日 

[場   所] 中央区民センター ２階 つどいＡ・Ｂ  

 



－10－ 
 

[内   容]  

・「“地域の居場所”づくりあれこれ」  

講師 中央区社会福祉協議会 事務職員 佐々木 のぞみ 

・「介護予防レクリエーション」 

講師 介護予防センター円山 南部 広司 氏 

・「認知症サポーター養成講座」 

講師 中央区第１地域包括支援センター 松本 美子 

     札幌薬剤師会中央支部 松本 康太 氏 

・「自分達でできること やってみたいこと」（グループワーク） 

進行 中央区社会福祉協議会 事務職員 辻 京美 

    ・終活の一歩～整理と収納ですっきり～」 

      講師 ヤマトホームコンビニエンス株式会社 香川 明子 氏 他２名 

[参 加 者] 17名 

 

生活支援ボランティア養成講座の開催  

[開 催 日] 10月19日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室  

[内   容]  

・「介護保険制度の改正後～ボランティアに期待される高齢者へのちょっとしたお手伝い～」 

講師 中央区社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 辻 京美 

・「傾聴ボランティア〈中級編〉～ボランティア活動の基本 相手に寄り添う聴き方～」 

     講師 特定非営利活動法人北海道総合福祉研究センター 理事長 五十嵐 教行 氏 

[参 加 者] 16名 

 

  ③生活支援ニーズの把握  

・宮の森大倉山地区において、関係機関による「シニアの集いの場マップ」作成のためのアン

ケートを実施。高齢者の日頃の困りごとについても項目を設けて調査。（回答数429件） 

 

  ④社会資源の把握・一覧の作成・ホームページでの情報公開 

   ・買い物・食事に関する支援一覧 

   ・高齢者対象のサロン（集いの場） 

 

  ⑤生活支援活動セミナーの開催（新規／福まち全体研修会とあわせて12月17日開催） 

 

（3-2）生活支援体制整備事業（第２層） 

・11月１日より開始 

・中央区第１地域包括支援センター管轄エリア担当 

（本府・中央・東北・苗穂・東・豊水・西創成・大通・西・桑園） 

  ①生活支援推進連絡会（協議体）の開催 

   ・平成30年２月22日 桑園地区「シニア集いの場マップ作成について」 
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  ②事業説明 ５回 

   ・サロン訪問の際に説明（チラシの配布） 

 

③情報紙の発行 ２回 

   ・「ささえあい」２月、３月発行 

    配布先：第１地域包括支援センター管轄エリア内各まちづくりセンター 

 

  ④ホームページでの活動報告  26回 

 

 

（4）ふれあい・いきいきサロンの開設及び運営に関する支援、活動費助成 

①平成31年度３月末現在の登録数 

 高齢者：45団体  子育て：15団体 

  計60サロン（うち平成30年度新規登録３団体） 

 

②活動費の助成（登録後５年度を限度） 

   ４～９月活動費：平成30年11月助成（30団体・624,500円） 

   10～３月活動費：平成31年５月助成（25団体・511,500円） 

 

③中央区サロン交流会の開催 

[開 催 日] １月21日 

[場   所] 中央保健センター ２階 講堂 

[内   容]  

・「大人も子どもも、みんなで笑顔に！３Ｂ体操」 

講師 公益社団法人 日本３Ｂ体操協会 公認指導士 黄金 町子 氏 

・「情報交換会」 

[参 加 者] 32名 

 

  ④サロングッズの貸出 

 

２ ボランティア活動の推進 

（1）ボランティア活動に関する相談・調整全般 

  ①ボランティア登録者数（平成31年３月末現在） 

個 人 238名 

団 体 86団体（構成人数：5,598名） 

②相談総件数 174件（平成29年度 123件） 

相談内容 相談件数 

福祉情報提供 54件  

寄附相談（物品等） ９件  
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相談内容 相談件数 

ボランティア活動希望相談 62件  

  活動紹介成立（成立件数のみ） 36件 

    施設（高齢、障がい、児童） 28件 

    その他 ８件 

ボランティア要請相談 49件  

  要請紹介成立（成立件数のみ） 36件 

    在宅 ９件 

    施設（高齢、障がい、児童） 22件 

    その他（町内会、保健センター） ５件 

 

（2）各種ボランティア講座の開催 

①「中央区ボランティア入門講座」 

[開 催 日] ６月28日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室 

[内   容]  

・「初めてのボランティア」 

講師 中央区社会福祉協議会 事務職員 辻 京美 

    ・「“手話”を学ぼう」 

講師 公益社団法人札幌聴覚障害者協会 手話講師 若浜 ひろ子 氏 

・「“聴く”スキルを学ぼう」 

講師 傾聴ボランティアグループ アクティブ17 鈴木 くみ子 氏 他２名 

[参 加 者] ６名 

 

②「シニア世代のためのボランティア講座」 ７月30日、８月２日開催（再掲） 

 

③「生活支援ボランティア養成講座」 10月16日開催（再掲） 

 

（3）福祉ボランティア教材の高齢者疑似体験セット及びその他の貸出し  52件 

名 称 貸出件数 名 称 貸出件数 

高齢者疑似体験セット 11件 車いす 32件 

片マヒ疑似体験セット ４件 点字プレート ２件 

視覚障害体験セット ０件 アイマスク ０件 

 

（4）ボランティアに関する情報提供 

  ①ボランティア通信の発行 11回（５月以降毎月） 

 

  ②中央区ボランティア受入施設一覧表作成（協力施設：48） 
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（5）中央区ボランティア連絡会に対する活動支援 

  ①総会・研修会 

   [開 催 日] ４月14日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室 

[内   容] 

総 会：平成29年度活動報告・平成30年度活動計画（案） 

役員改選 

    研修会：「笑いの中で仲間づくり ～レクリエーションを学ぼう～」 

講師 ケアレクリエーション倶楽部  代表 南部 広司 氏 

   ［参 加 者］ 25名 

 

  ②ボランティアサロン 

   [開 催 日] 11月21日 

[場   所] 中央区民センター ２階 和室 

[内   容] 

    ボランティア活動の情報交換、交流の一貫としてクリスマスカード作成 

   ［参 加 者］ 19名 

 

②役員会の開催支援  ９回（内１回はボラ連だより発送作業） 

 

  ③各種研修会、ボランティア活動への参加   

 

④広報紙「中央区ボラ連だより」の発行  ２回（７月 39号、３月 40号） 

 

 

３ 高齢者福祉活動の推進 

（1）福祉除雪事業の実施 

   申込受付：９月１日～10月４日  実施期間：12月１日～31年３月25日  

①利用（該当）世帯 266 世帯（平成29年度 264世帯） 

［地区別該当世帯数一覧］                   （単位：世帯） 

地区 29年度 30年度 地区 29年度 30年度 

本府 ０ ０  山鼻 43 42 

中央 ０ ０  幌西 32 31 

東北 １ ２  大通 ０ ３ 

苗穂 ５ ６  西 17 15 

 東 ２ ２  南円山 33 32 

豊水 １ １  円山 19 18 

西創成 ４ ４  桑園 28 28 

曙 ８ ６  宮の森 71 76 
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②地域協力員 73 名・21 団体（平成29年度 68名・21団体） 

 

③地域協力員説明会の実施 

 [開 催 日] 11月26日 

 [場  所] 福山南三条ビル ６階会議室 

[内  容] 福祉除雪事業の内容・留意事項の説明 

[参 加 者] 18名 

 

（2）車イス等福祉機器等の貸出し（再掲） 

 

（3）地域包括支援センター・介護予防センターとの連携・協力等 

  中央区連絡会議出席（毎月） 

  中央区地域ケア推進会議・地区地域ケア会議出席 

  各地区関係機関会議出席 

 

 

４ 障がい者福祉活動の推進 

（1）日常生活自立支援事業 

①支援員による金銭管理サービスを中心とした日常生活支援サービスの提供 

 

  ②専門員による利用契約時等の同行訪問及びサービス実施全般に係る支援 

[平成30年度日常生活自立支援事業支援実施状況]             （単位：件） 

内容 
本事業に関するもの 

その他 合計 
認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 不明・その他 

問合せ件数 37 ４ 22 ５ 0 68 

初回相談 21 １ 12 ３ 0 37 

相談援助件数 703 674 713 99 0 2,189 

合 計 761 679 747 107 0 2,294 

 

（2）福祉除雪事業の実施（再掲） 

 

（3）自立支援協議会中央区地域部会との連携・協力等 

  地域部会定例会・事務局会議等出席 

 

 

５ 児童・生徒等の福祉活動推進・人材育成の支援 

（1）主任児童委員の活動支援 

①役員会開催支援 



－15－ 
 

②部会の開催 

 第１回部会 ６月11日開催 17名 

・平成29年度主任児童委員部会事業報告について 

・平成30年度主任児童委員部会事業計画（案）について 

・小学校校長会・中学校校長会との交流会（案）について 

 

第２回部会 １月24日開催 16名 

 ・地域型子育てサロンに役立つ技法 パート２ 

  講師 札幌市中央区保健福祉部 健康・子ども課 子育て支援係長 増山 香織 氏 

 

※予定していた小学校長会・中学校長会との情報交換会については、日程が北海道胆振東部

地震の直後であったため中止 

    

（2）福祉ボランティア教材の高齢者疑似体験セット及びその他の貸出し（再掲） 

 

（3）長期休暇期間のボランティア体験メニューの提供 

  区内小学校・中学校・高校へボランティア体験メニュー一覧の送付 ７月・11月 

 

 

６ 低所得世帯等福祉活動の推進 

（1）生活福祉資金【債権者 道社協】  

①相談    1,751件  

②貸付実績    16件 

内訳：緊急小口資金 ７件 ／ 福祉費 １件 ／ 教育支援資金 ８件 

(緊急小口資金のうち 地震特例・特別貸付 ４件） 

 

（2）総合支援資金 相談（導入）    24件 ※貸付窓口は札幌市社協が担当 

 

（3）特別生活資金（冬期限定）      ４件  貸付実績 ０件【債権者 道社協】 

 

（4）応急援護資金 相談          511件   貸付実績 ０件【債権者 市社協】 

 

 

７ 関係団体事務局の運営  

（1）中央区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

①区代議員会の開催（毎月） 

 

②全国民生委員の日活動強化週間にかかる街頭広報啓発活動の実施 

５月16日 地下街小鳥の広場、大通西３・４丁目地上交差点付近 
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③民生委員互助共励申請事務の取り扱い：一般傷病２件、退任慰労７件、公務傷害１件、 

配偶者死亡２件、一般死亡１件  計13件 

 

④民生委員総合基礎研修の実施にかかる開催協力 

 [開 催 日] ７月26日 

[内  容] 

「介護保険制度の概要と介護予防・日常生活支援総合事業の取組について」 

    講師 保健福祉局 高齢保健福祉部 介護保険課 管理係長 久富 倫生 氏 

       保健福祉局 高齢保健福祉部 認知症支援・介護予防担当課長 關 靖子 氏 

[参 加 者] 268名 

 

（2）中央区共同募金委員会事務局の運営と募金実施 

①区内拠点における街頭募金の実施（10月１日～７日実施） 

②理事会の開催 

[開 催 日] ７月31日 

[場   所] 福山南三条ビル ６階 会議室 

[内   容] 

・平成29年度事業・決算・監査報告 

・平成30年度事業計画・予算 

・平成30年度各地区分会別期待額 

・理事・監事・会長・副会長の選任 

 

 

８ 法人運営事務等 

（1）理事会・評議員会の開催 

  ①第１回理事会 ５月31日 中央区民センター ２階 会議室Ａ  

報告第１号 平成29年度会長及び常務理事の職務執行状況について 

議案第１号 平成29年度事業報告について 

   議案第２号 平成29年度決算について 

   議案第３号 平成29年度監査報告について 

議案第４号 評議員候補者の推薦について 

 

 ②第２回理事会 ６月25日（書面によるみなし決議） 

   議案 平成30年度第１回評議員会における議案の追加提案について 

 

③第１回評議員会 ６月26日 中央区民センター ２階 つどいＡ・Ｂ 

議案第１号 平成29年度事業報告について 

議案第２号 平成29年度決算について 

議案第３号 役員（理事）の選任について 

議案第４号 会員規程の一部改正について 
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④第３回理事会 12月６日 福山南三条ビル ６階 会議室 

報告第１号 平成30年度上半期事業報告について 

報告第２号 平成30年度上半期決算状況について 

報告第３号 平成30年度第１・第２四半期監査報告について 

報告第４号 平成30年度上半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

報告第５号 生活支援体制整備事業第２層運営業務の実施について 

報告第６号 平成30年度資金収支予算の一部補正について 

議案第１号 職員就業規則の一部改正について 

議案第２号 平成30年度第２回評議員会の招集について 

 

⑤第４回理事会 ３月20日（書面によるみなし決議） 

   議案 平成30年度第２回評議員会における議案の追加提案について 

 

⑥第５回理事会 ３月28日 中央区民センター ２階 会議室Ａ 

報告第１号 平成30年度第３四半期監査報告について 

報告第２号 平成30年度資金収支予算の一部補正について 

議案第１号 2019年度 事業計画（案）について 

議案第２号 2019年度 資金収支予算（案）について 

議案第３号 評議員候補者の推薦について 

議案第４号 役員（監事）の候補者について 

 

⑦第２回評議員会 ３月28日 中央区民センター ２階 つどいＡ・Ｂ 

報告第１号 職員就業規則の一部改正について 

報告第２号 平成30年度資金収支予算の一部補正について 

議案第１号 2019年度 事業計画（案）について 

議案第２号 2019年度 資金収支予算（案）について 

議案第３号 役員（監事）の選任について 

 

（2）評議員選任・解任委員会の開催  

①第１回 ４月25日 中央区社会福祉協議会事務所 （１名分） 

 

②第２回 ５月31日 中央区民センター ２階 会議室Ａ （５名分） 

 

（3）監事監査の実施 

   ５月 15日（前年度事業及び決算にかかる監査）  

８月 17日（４月～６月までの事業及び収支状況にかかる監査） 

11月14日（７月～９月までの事業及び収支状況にかかる監査） 

２月 27日（10月～12月までの事業及び収支状況にかかる監査） 
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（4）総合企画委員会の実施 

   ３月７日 中央区民センター ２階 つどいＢ 

協議事項 ・愛情銀行の基金運用方法について 

・社会福祉基金預金口座の整理について 

 

（5）中央区社協だよりの発行 

８月  第81号を8,000部作成 全単位町内会班回覧 

11月 第82号を8,000部作成 全単位町内会班回覧 

３月  第83号を8,000部作成 全単位町内会班回覧 

 

（6）正会員・賛助会員の加入状況 

正会員 連合町内会 16団体 

 地区社会福祉協議会 15団体 

 福祉施設 10団体 

 公立保育園 １団体 

 私立保育園 25団体 

 歯科医師会  １団体 

 民生委員 344名 

 保護司 44名 

 

賛助会員 個人 31名 34口 

 団体 ２団体 ２口 

    ※賛助会員会費：個人1,000円（１口）、団体10,000円（１口） 

 

（7）愛情銀行及び社会福祉基金の管理・運営 




