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１ 地域福祉活動の推進 
（１）地区社会福祉協議会への活動支援 

  ■地区社協事務、事業費助成       総額１，０３２，０００円 

    ■ふれあい交流事業（共同募金配分）助成  総額  ２３０，０００円 

   ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、厚別中央地区、厚別西地区、 

厚別東地区は事業中止 

 

（２）広報誌発行事業 

  ■「あつべつ区社協だより 88号・89・90号発行」の発行 

  ■発行部数 ６，５００部×３回 

  ■配 布 先 区内町内会班回覧及び各関係機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜88 号＞         ＜89号＞       ＜90号＞ 

 

（３）社協役員等研修事業 

    今年度開催なし 

 

（４）社協活性化事業                

 ■６地区社協への賛助会費配分金（７割還元分） 

地 区 名 配 分 金（円） 

厚別中央 ４８，８００ 

厚 別 南 １５６，６００ 

厚 別 西 １０，３００ 

 もみじ台 ７，５００ 

青  葉 １２０，９００ 

厚 別 東 １３，８００ 

合  計 ３５７，９００ 

   ※令和２年度分を令和３年 4月に配分 

 

 

 

 

各地区版 チラシを作成 
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（５）ふれあい・いきいきサロン活動への支援 

  ■実施団体 55団体（助成対象 19団体、助成終了・登録のみ 36 団体） 

      地区福祉のまち推進センター、町内会・自治会、ボランティアグループなど 

 厚別中央 厚別南 厚別西 もみじ台 青葉 厚別東 合計 

団体数 16 17 6 ５ 7 4 55 

 

（６）日常生活自立支援事業の実施 

  ■利用者数  １８件（厚別区６件、白石区１２件）３月末現在 

（利用者内訳）                      単位：件 

 認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 その他 合計 

厚別区 １ ３ １ １ ６ 

白石区 ５ ７ ０ 0 １２ 

■新規契約件数 厚別区１件 白石区１件 

■解約件数   厚別区１件 白石区１件 

    ■相談件数   １,１７６件（月平均１９６件） 

■生活支援員登録数  厚別区８名 白石区５名 実働数１３名 

 

（７）福祉除雪事業  

  ■実施期間 １２月１日～３月２５日（受付９月 1日～１０月４日）以降追加 

  ■実施(該当)世帯数 ４１７件（申込件数：４３１件） 

  ■地域協力員 167 名（ほか地域企業 ５／福祉施設 １／NPO 1） 

【地区別実施状況】   

地区名 実施件数 
内     訳 

地域協力員 地域企業 NPO 法人 福祉施設 

厚別中央 35 28(12) 7 0 0 

厚 別 南 94 88(39) 4 1 2 

厚 別 西 76 69(29) 7 0 0 

もみじ台 106 92(35) 14 0 0 

青  葉 45 36(20) 11 0 0 

厚 別 東 61 48(32) 8 ５ 0 

合  計 417 361(167) 51 ６ 
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※カッコ内は地域協力員の実数 
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（８）生活支援体制整備事業  

■生活支援ニーズの把握 

 生活支援推進員（第２層生活支援コーディネーター）が中心となり、地域住 

民や関係機関からの聞き取りやアンケート調査の実施等によりニーズを把握 

■担い手の養成・把握 

あつべつ区ちょこっとボランティア講座 

・開催日 １０月２６日、２８日 

   ・参加者 ２０名 

   ・内容  講義、グループワーク 等 

■事業周知 

・もみじ台地区福まち事務局会議（５月 24日） 

・厚別東地区福まち推進委員会（７月 12日） 

・厚別中央地区あつべつぷらっと会（８月 10 日） 

・地域包括支援センター実習生への業務説明（９月３日） 

・社会福祉法人えぽっく実習生への業務説明（９月８日/10 月 8日） 

・ちょこっとボランティア講座（10月 26日/28 日） 

・上野幌第８町内会認知症サポーターフォローアップ講座（10月 27 日） 

・もみじ台地区福まち推進委員交流会（10月 29 日） 

・札幌東法人会社会貢献委員会（11月２日） 

・厚別東地区小野幌ニュータウン町内会福祉推進委員会（11月 26日） 

・厚別西地区民生委員児童委員協議会定例会（11月 27 日） 

・厚別南地区民生委員児童委員協議会新任委員研修（12月 2日） 

・青葉地区あじさい自治会活動ヒアリング（12月 27日） 

・青葉地区四つ葉自治会活動ヒアリング（12 月 28日） 

・厚別東地区ぷらっとあつべつ会（1月 17日） 

・青葉地区あさがお自治会活動ヒアリング（1 月 20日） 

・厚別西地区福まち事務局会議（2月 14日） 

・もみじ台地区福まち事務局会議（2月 15日） 

・もみじ台地区福まち合同研修会（2月 25日） 

    その他、関係機関連絡会議等に出席して事業周知 

■区生活支援推進連絡会（協議体）の開催 

・第１回 ９月 28 日 

・第２回 ３月 29 日 

 

（９）相談会の開催及び協力 

■民児協・見守り活動パネル展及び総合相談会 

 ・会 場 サンピアザ光の広場 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

■ちょこっとよろず相談会 

 ・会 場 コープひばりが丘店 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 
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■つながる相談会 

●厚別南地区 

 ・会 場  CAPO大谷地店 他 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

●厚別西地区 

・会 場  西友厚別店 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

●厚別東地区 

・会 場  DCMホーマック 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

・相談会代替として、コロナ禍で役立つ情報をまとめた「コロナに負けるな！ 

厚別東」を発行（８月に第三弾） 

 

 

２ 福祉のまち推進事業の推進 
（１）地区福祉のまち推進センターへの活動支援 

  ■６地区への活動費（基本活動費・事業加算費）の助成 総額 3,156,485 円 

    ■定例会、研修会、各種会議・行事等への支援・参加 

    ■６５歳以上世帯名簿の共同利用及び取り扱い研修の実施 

 

（２）区福祉のまち推進センター運営委員会 

  ■第１回 ９月書面開催 

   出席者 ― 名（各地区実務者、区保健福祉課） 

内 容 令和２年度区福祉のまち推進事業報告について 

令和３年度区福祉のまち推進事業計画について 

令和3年度福祉除雪事業の実施について 

令和3年度福まち活動写真コンクールの結果報告について 

福まち活動調整員関連講座の実施について 

    コロナ禍における地域福祉事業に関連して 

    地区福まちにおける地区福まち活動の近況について 他 

※上記議題について、各地区福まち宛に文書にて意見等を求め、その集約 

結果を後日、文書にてフィードバックした。 

  ■第2回 ３月書面開催 

   出席者 －名 

   内 容 令和４年度区福まち推進事業関連計画（案）について 

       令和４年度地区福祉のまち推進事業助成金等について 

       令和３年度地区福祉のまち推進事業補助金返還について 

       令和３年度福祉除雪事業実績状況について 

       令和４年度地区福まち事業について（コロナ禍を踏まえて） 
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（３）福祉推進委員会「新任福祉推進員研修」 

従来の集合型の研修会を中止し、本会地区担当職員を講師とする出前型の研 

修会として実施 

  ■出席者 合計６２名（地区福祉のまち推進センター活動者・福祉推進委員会

のいずれも１～３年未満の方、単位町内会） 

■内 容 講義① 「福祉のまち推進センターの基本活動について」 

     講義② 「65 歳以上世帯名簿取扱い研修について」 

■開催状況 

№ 開催日 地区名 団体名 研修種類 
参加

人数 
開催場所 

1 6/18 青葉 みどり自治会 65名簿 3 
資料配布（緊急事態宣

言中だったため） 

2 6/18 厚別東 

小野幌ニュータル

ン町内会福祉推進

委員会 

65名簿 5 
資料配布（緊急事態宣

言中だったため） 

3 6/28 厚別東 高台町内会 65名簿 ３ 
資料配布（緊急事態宣

言中だったため） 

４ ７/12 もみじ台 
みなみわかば自治

会 
65名簿 4 もみじ台みなみ第 1 集会所 

５ 9/27 もみじ台 みずほ自治会 65名簿 4 もみじ台管理センター 

６ 10/9 厚別南 
上野幌中央第 5 町内

会 
65名簿 4 もみじ台西集会所 

７ 11/10 厚別東 
厚別東地区福祉推

進委員新任研修会 

新任研修 

65名簿 
30 小野幌会館 

８ 11/14 もみじ台 第二もみじ自治会 65名簿 9 もみじ台北第 2集会所 

※受講終了時に、65歳以上世帯名簿を見るために必要な修了証をお渡しした。 

 

（４）地区福祉のまち推進センター活動交換会 

  ■開催日  ２月開催予定 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（５）地域見守りネットワーク会議 

  ■開催日  ２月開催予定 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（６）福祉のまち推進センター周知・広報事業 

    ■あつべつ区福まちかわら版の発行 

（８月・12・３月）６，５００部×３回 ※区社協だよりと併せて発行  
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  ■見守り活動パネル展/総合相談会 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

  ■「まもりんカレンダー」作成・配布（３００枚・12 月発行） 

 

（７）地域福祉ネットワーク構築事業 

  ■地区別サロン交流会 

厚別南地区 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（８）活動研修・交流事業 

   地区福祉のまち推進センター開催事業、各種研修会、施設見学会等への支援 
※概ね施設見学会や研修会等は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（９）福まちコーディネート機能強化事業 

 ■福まち活動調整員フォローアップ（令和元及び２年度登録者対象） 

  ①全体講座（市社協主催） 

・開催日 ７月28日（当初予定）→延期後の１月28日（金）開催延期 

・延期開催日 ３月18日 

・開催場所 札幌市社会福祉総合センター→札幌市教育文化会館 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により再延期も中止 

 ■福まち活動調整員の養成 

  ①全体講座（市社協主催） 

・開催日 10月14日 

・開催場所 札幌市教育文化会館 

  ②拠点訪問（市社協主催） 

・開催日 11月 ８日 

・開催場所 北白石地区福まち事務室 

  ③拠点訪問受入対応支援（市社協主催・厚別西地区福まち・区社協共催） 

・開催日 11月10日 

・開催場所 厚別西地区福祉のまち推進センター 

   ・福まち活動調整員（豊平区及び清田区） 20名 

   ・応対者  厚別西地区福まち役員９名 市・区社協職員８名 

■福祉のまち活動調整員連絡会議（区社協主催） 

●第１回 ９月書面開催 

   出席者 ―（各地区実務者、区保健福祉課） 

内 容 「コロナ禍における地区福まち活動の近況について」 他 

※上記テーマについて、各地区福まち宛に文書にて意見等を求め、その集約 

結果を後日、文書にてフィードバックした。 

●第２回 3月書面開催 

   内 容 「地区福まちにおける地域活動のコーディネートについて」 

     （福祉除雪事業等のコーディネートを含む） 
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【福まち活動調整員養成状況（敬称略）】 

地区 

受講 

年度 

厚別中央 厚別南 厚別西 もみじ台 青葉 厚別東 

令和元年度 
若松 正男 

松島 民世 

小柳登喜枝 

中川 裕子 

菅原 義勝 

鈴木 博子 

齋藤 義樹 

牧野 安紘 

大砂都喜子 

佐藤 俊朗 

白石  瑛 

橋本 弘美 

令和２年度 
上坂 道夫 

菊池 則子 

今野 浩司 

安島  恵 

石山  實 

 
  － 

山本 正幸 

三浦 満子 

岡村 勝孝 

八光 正高 

令和３年度    ― 大石 桂子   ―  本田 豊 

 

 

３ ボランティア活動の推進 
（１）相談・登録・需給調整（コーディネート） 

■活動希望相談…… 15 件（主な活動希望：施設行事の手伝い、自分の趣味・

特技を生かした活動） 

   ・活 動 成 立…… 7件 

   ・そ の 他……  8件 

  ■要請希望相談…… 20件（主な要請相談：家事援助等） 

   ・紹 介 成 立……  8件 

   ・他機関紹介等… 12件 

■区社協個人ボランティア登録人数 219名 

 

（２）ボランティア体験事業 

    ■ボランティア活動受入メニューの収集（区内７２施設・団体の協力） 

  ■ボランティア活動受入メニューの提供 

 

（３）ボランティア交流会 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（４）事務局ボランティア受け入れ  

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（５）あつべつ区ちょこっとボランティア講座 

■開催日 １０月２６日、２８日 

  ■参加者 ２０名 

  ■内容  講義、グループワーク 等 
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（６）認知症サポーター養成講座フォローアップ研修 

研修プログラム内で「地域におけるボランティア等について」講話担当 

■１０月２０日 もみじ台地区みなみ自治会  

  ■１０月２７日 厚別南地区上野幌第８町内会 

 

（６）ボランティア情報提供事業 

  ■ボランティア情報誌「ボランティアサロン通信」の発行（12回） 

 

（７）ボランティア活動保険等の取扱い 

  ■Ａセット（  ３００円）    1,０５５名 

    ■Ｂセット（  ５００円）     ７９名 

    ■Ｃセット（  ７００円）      ３名 

■Ｄセット（  ６００円）      ８名 

■Ｅセット（１，０００円）      ０名 

■Ｆセット（１，４００円）      ０名 

    ■行事用保険           １,１４０名（２６件） 

 

（８）ボランティア活動資機材の貸出 

機  材  名 保有数 貸出件数 貸出台数 

 車いす（自９・介４）    １３台 

  

  ２９件 ５９台  

 高齢者疑似体験セット   １０台 

  

   ７件      ４６台 

   片マヒ疑似体験セット    ４台 

  

    ６件      ２４台 

   点字器   ７８個 

  

     ３件  １６５個 

   アイマスク   ７３個 

  

     ６件  ３２５個 

 

（９）区ボランティア連絡会への活動支援 

  ■自主活動への支援（ボランティアサロン、研修会開催など） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（10）福祉教育推進事業 

 ■「総合的な学習の時間」の講師調整など依頼なし 

  ■「総合的な学習の時間」等への協力 

   ・支援依頼なし 
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４ 各種資金貸付事業の推進 
来所・電話による全体の相談件数 979件（月平均 195件） 

 

（１）生活福祉資金貸付事業 

  ■貸付件数  89件 

   【総合支援資金（住宅入居費）貸付金額     0 円（ ０件）】 

   【臨時特例つなぎ資金貸付金額          0 円（ 0件）】 

   【教育支援資金貸付金額（支度・支援）13,935,000円  3件）】 

      【教育支援資金貸付金額（支援）    1,872,000円 1件）】 

   【緊急小口資金貸付金額            0 円（ 0件）】 

   【緊急小口資金貸付金額(コロナ特例貸付) 

16,150,000 円（85件）】 

   【福祉資金（福祉費）貸付金額           0円（ 0件）】 

（２）応急援護資金貸付事業 

    ■貸付件数    0 件 貸付金額          0 円） 

 

（３）特別（冬期）生活資金貸付事業 

  ■貸付件数    0 件      （貸付金額 ０円） 

 

 

５ 各種福祉団体等への活動支援 
（１）区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

  ■定例代議員会の開催（月１回）※書面開催月もあり 

  ■新任民生委員児童委員研修会への協力 

  ■民生委員児童委員・見守り活動パネル展/総合相談会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

  ■民生委員児童委員研修会 

   ※３月３日に認知症の人と家族の会の方を講師として開催を予定していた 

が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

（２）区共同募金委員会事務局の運営 

  ■理事会の開催 書面によるみなし決議 

  ■街頭募金運動の実施 

   ・実施期間  １０月 1日～5日 合計５日間 

   ・実施箇所  区内 2か所で実施 

   ・活動者   18 団体、延べ 127名 

   ・募金額   132,267 円 

  ■イベント募金の実施 

   ・なし 
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■募金別実績 

募 金 名 募 金 額 （円） 

街頭募金 132,267 

戸別募金 2,869,385 

法人募金 793,967 

学校募金 136,497 

 

（３）各種福祉団体等の活動に対する協力及び助成（助成金合計 220,000円） 

・厚別区母子寡婦福祉連合会   ・厚別区子ども会連絡協議会 

   ・厚別区老人クラブ連合会    ・厚別区少年消防クラブ 

・厚別区青少年健全育成事業推進会・厚別区町内会連合会連絡協議会 

 

（４）小地域ふれあい事業実施団体への助成・支援 

  ■実施団体  1団体  3，０００円 

 

（５）食事サービス事業実施団体への助成・支援 

今年度申請なし 

 

 

６ 会務の運営 
（１）正副会長会議 

  ■第１回 ５月 2８日 

   ○第１回及び第２回理事会並びに第１回評議員会にかかる議案について 

  ■第２回 １２月９日 

   ○第３回理事会にかかる議案について 

  ■第３回 ３月１７日 

   〇第４回理事会及び第２回評議員会にかかる議案について 

 

（２）理事会・評議員会 

  ■６月７日 第１回理事会（書面によるみなし決議） 

   〇令和２年度下半期事業・予算執行状況について    

〇令和２年度第 4～5次資金収支予算補正の会長専決処分報告について 

     〇令和２年度 事業報告について 

     〇令和２年度 資金収支決算報告について 

〇令和２年度 監事監査報告について 

〇令和３年度第１回評議員会（定時評議員会）の書面による開催 

（みなし決議）について 

〇評議員候補者の選定について 



11 

〇評議員選任・解任委員の選任について 

〇令和３年度第１回評議員選任・解任委員会の招集について 

〇諸規程の改正について 

〇その他 

    ・社会福祉充実残額の算定結果について 

  ■６月１８日 第１回評議員会（書面によるみなし決議） 

   〇令和２年度第 4～5次資金収支予算補正の会長専決処分報告について 

〇諸規程の改正について 

〇令和２年度 事業報告について 

〇令和２年度 資金収支決算報告について 

〇令和２年度 監事監査報告について 

〇理事及び監事の選任について 

〇その他 

・社会福祉充実残額の算定結果について 

  ■６月１８日 第２回理事会（書面によるみなし決議） 

   〇会長、副会長及び常務理事の選定について 

■１月４日 第３回理事会（書面によるみなし決議） 

   〇令和３年度上半期事業・予算執行状況について 

   〇令和３年度第２回監事監査報告について 

〇評議員候補者の選定について 

〇評議員選任・解任委員会の招集について 

〇令和３年度第２回評議員会の招集について 

〇経理規程の一部改正について 

  ■３月２５日 第４回理事会 

   〇令和３年度第３回監事監査報告について 

〇令和４年度 事業計画（案）について 

     〇令和４年度 資金収支予算（案）について 

     〇役員等賠償責任保険への加入について 

〇その他 

 ・市・区社会福祉協議会 法人合併の方針について 

■３月２５日 第２回評議員会 

   〇令和３年度第 2回・第 3回監事監査報告について 

〇役員等賠償責任保険への加入について 

     〇令和４年度 事業計画（案）について 

     〇令和４年度 資金収支予算（案）について 

   〇理事の選任について 

〇その他 

 ・市・区社会福祉協議会 法人合併の方針について 

※書面におけるみなし決議の開催日は決議があったとみなされた日とする 

 

 



12 

（３）監事会 

  ■第１回  ５月２６日 
  ■第２回 １２月  ６日 
  ■第３回  ３月１１日 
 
（４）評議員選任・解任委員会 
  ■第１回  ６月 1８日 
  ■第２回  １月  ６日 
 
（５）総合企画委員会 
   ３月１６日 
   〇委員長及び副委員長の選任について 
   〇愛情銀行の活用について 
   〇区社協の法人格について 
 
（６）正会員・賛助会員の加入促進 

  ■正 会 費  367,000円（第 1 種 72 件、第 2種 7件、第 3 種 7件、 
第５種 5件  ※市社協会費代行徴収含む） 

  ■賛助会費   543,000円（個人 130 件・153 口、団体 31件・39 口） 
 
（７）寄付受理及び寄付金の社会福祉事業への有効活用（３/31） 

  ■寄付受理  団体    ６件 
個人    ９件 

  ■寄 付 額  1,011,436円（うち指定寄付 41,436円） 
 


