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令和元年度事業報告 
＜平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日＞ 

Ⅰ 基本方針 
  ～省略～ 
 

Ⅱ 重点事業項目 
 

 １ 地域福祉の推進                            

  （１）福祉のまち推進事業の充実                      

  （２）ふれあい・いきいきサロン事業の拡充                         

  （３）福祉除雪事業の充実            

 ２ ボランティア活動の振興・普及                     

  （１）ボランティア活動の振興・普及の強化 

  （２）札幌市介護サポートポイント事業                       

 ３ 権利擁護事業の推進                          

  （１）日常生活自立支援事業の推進          

  （２）成年後見に関する事業の推進               

  （３）市民後見推進事業の実施            

  （４）権利擁護を推進する各種相談事業の推進                       

 ４ 生活困窮者自立支援                          

  （１）各種資金貸付事業の推進                      

 ５ 自主事業による在宅福祉サービス                    

  （１）地域支え合い有償ボランティア事業 

  （２）さわやかヘルプサービス             

 ６ 介護保険法等による在宅福祉サービス                  

  （１）訪問介護及び札幌市日常生活支援総合事業           

  （２）地域密着型サービス事業      

  （３）居宅介護支援及び介護予防支援事業                   

  （４）特定入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護                  

  （５）通所介護、介護予防通所介護及び札幌市日常生活支援総合事業        

  （６）介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護事業、医療保険法に 

よる訪問看護業      

  （７）障害者総合支援法による在宅福祉サービス事業                    

 ７ 札幌市からの委託による各種保健福祉事業                     

 （１）札幌市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス事業 

 （２）札幌市養育支援員派遣事業 

 （３）札幌市地域包括支援センター運営事業 

 （４）札幌市介護予防センター運営事業 

 （５）自主活動化支援事業 

 （６）生活機能向上支援事業 

 （７）札幌市短期集中予防型訪問指導事業 

 （８）札幌市要介護認定調査事務事業 

 （９）札幌市高齢者生活支援型ショートステイ事業 
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 （10）札幌市生活支援体制整備事業の実施 

 （11）さっぽろ子育てサポートセンター事業 

 ８ 指定管理施設の管理運営                        

  （１）養護老人ホーム札幌市長生園 

  （２）老人福祉センター 

  （３）老人休養ホーム札幌市保養センター駒岡 

  （４）札幌市社会福祉総合センター 

 ９ 障がい者支援の取組                            

  （１）障がい者講師養成・派遣事業 

  （２）障がい者のスポーツ・遊び体験事業 

 10 広報・啓発活動                             

  （１）市民への福祉情報の提供と広報・啓発活動の充実強化 

  （２）広報戦略会議の設置・運営 

   (３) 終活制度に係る調査・研究及び終活セミナーの実施 

   (４) 遺贈相談の実施 

 11 社協組織の運営                             

  （１）経営強化の取組 

  （２）職員確保・育成強化 
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Ⅲ 計画事業項目 
〔１〕地域福祉の推進                           
（１）地区社協の活動強化                            

  ①地域の福祉活動計画づくりの実施に向けた検討 

（２）福祉のまち推進事業の充実（区・地区福祉のまち推進センター支援事業）  

 

  福祉のまち推進事業の充実《１（１）》                

コミュニティソーシャルワーク機能の強化を図り、職員の地域 

福祉推進にかかわる援助技術を向上させ、福まち事業における身 

近な生活圏域（地区・単町）での支え合い活動（見守り・訪問等）をより 

一層推進します。 

また、地域共生社会の実現に向け、地区福まちにおけるコーディネート 

機能を強化し、身近な地域ならではの活動として、ゴミ出しや除雪など、 

見守り・訪問からもう一歩踏み込んだ日常生活支援の拡充に努めます。 

  

  ①単位町内会範囲の組織（福祉推進委員会等）づくりの推進 

≪福祉推進委員会設置状況推移≫ 

 導入地区数・設置単町 単町単位設置地区 ブロック単位設置地区 

Ｈ２６ 
82地区 

1,296単町 

76地区 

1,101単町 

6地区／31 ﾌﾞﾛｯｸ 

195単町範囲 

Ｈ２７ 
76地区 

1,255単町 

70地区 

1,087単町 

31地区／ﾌﾞﾛｯｸ 

168単町範囲 

Ｈ２８ 
77地区 

1,270単町 

71地区 

1,103単町 

6地区／31 ﾌﾞﾛｯｸ 

167単町範囲 

Ｈ２９ 
80地区 

1,295単町 

74地区 

1,133単町 

6地区／31 ﾌﾞﾛｯｸ 

162単町範囲 

Ｈ３０ 
81地区 

1,283単町 

75地区 

1,123単町 

6地区／32 ﾌﾞﾛｯｸ 

160単町範囲 

Ｒ1 （令和 2年 6月以降に集計） 

   ≪福まち活動者の推移≫                 〔単位：名〕 

 合計 運営委員 福祉推進員 住民協力員 その他 

Ｈ２６ 13,166 1,749 6,979 3,925 513 

Ｈ２７ 13,255 1,818 7,149 3,780 508 

Ｈ２８ 13,356 1,805 7,495 3,656 400 

Ｈ２９ 13,077 1,824 7,351 3,582 320 

Ｈ３０ 13,074 1,792 7,346 3,638 298 

Ｒ1 （令和 2年 6月以降に集計） 

②福まち発 地域福祉市民活動フォーラムの開催 

〔開 催 日〕令和元年 9月 17日 

〔場  所〕札幌市民ホール 
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〔内  容〕 

〇基調講演 

「地域共生社会の実現に向けて～いま私たちにできること～」 

（講 師）武庫川女子大学 文学部 心理・社会福祉学科 教授 松端 克文 氏 

〇シンポジウム（実践発表） 

「福祉のまちづくりを進める身近な地域の拠点づくり」 

（発表者）白石区北白石地区福祉のまち推進センター 副委員長 小池 誠治 氏 

 西区発寒地区福祉のまち推進センター    事務局長 川端 武雄 氏 

〔参 加 者〕835 名 

③福まちウィーク事業の実施 

   ア 福まち活動パネル展の開催 

〔内  容〕福まちに対する市民理解と活動への参加促進を図ることを目的 

に、福まち活動の様子を記録した写真パネル等の展示を「福まちウィー 

ク」期間中に開催。 

〔展示期間〕令和元年 9月 14日～20日 

〔展示場所〕オーロラプラザ（地下街オーロラタウン内） 

   イ 福まち活動写真コンクール及び地区福まち広報紙作品展の開催 

〔内  容〕福まち活動の様子を記録した「活動写真」のコンクールを通じ 

て、福まち実践者の取組みを賞賛し、コンクール入賞作品や地区福まち 

の広報紙を展示することで、多くの市民に地区福まち活動について理解 

いただき、活動への参加促進を図ることを目的に開催。 

〔展示期間〕令和元年 9月 14日～20日 

〔展示場所〕オーロラプラザ（地下街オーロラタウン内） 

〔応 募 数〕 

（写 真）77作品（38地区福まち、6単位町内会・自治会） 

〔受賞団体〕 

市長賞：菊の里地区 菊水元町連合町内会 

市社協会長賞：札苗地区福まち 

審査委員特別賞(2地区)：西岡地区福まち、新発寒地区福まち 

優秀賞(6 地区) 

〔表 彰 式〕令和元年 9月 17日 札幌市民ホール 

〔作 成 物〕福まち広報紙作品展に展示された全作品（55 作品）を「福ま 

      ち広報紙集」として冊子化して各地区福まちへ配布。 

   ウ 小・中学生の描く「人にやさしい福祉のまちづくりポスター作品展」の開催 

〔内  容〕未来を担う子どもたちに、すべての人々が住み慣れた地域で 

安心して生活できるような、「人にやさしい福祉のまちづくり」のイメ 

ージを伝えるポスター展への参加を通じて、福祉に対する意識の啓発を 

図るとともに、出展作品の展示等により、多くの市民に地域福祉活動の 

理解と参加促進を図ることを目的に開催。 

〔応 募 数〕 

＜小学生の部＞457 作品（35 校） ＜中学生の部＞90作品（19校） 

〔展示期間〕令和元年 9月 14日～20日 

〔展示場所〕オーロラプラザ（地下街オーロラタウン内） 

〔受 賞 者〕 
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 ＜小学生の部＞ 

市長賞：北海道教育大学附属札幌小学校 5年生 

市社協会長賞：三里塚小学校 6年生 

審査委員特別賞：受賞者 2名   ・優秀賞：受賞者 5 名 

 ＜中学生の部＞ 

市長賞：啓明中学校 2年生 

市社協会長賞：札苗北中学校 1年生 

審査委員特別賞：受賞者 2名   ・優秀賞：受賞者 5 名 

〔表 彰 式〕令和元年 9月 16日 札幌すみれホテル 

  ④見守り・訪問活動強化事業の実施 

〔内  容〕毎月３日を「見守り・訪問の日」として制定し、市民が、「見 

守り・訪問活動」を意識し、日常生活に取り入れてもらえるよう 

地区福まちと一体となったＰＲ活動を行うとともに、企業等への 

働きかけを行う。 

   ア 地区福まちにおける支え合い（見守り・訪問等）活動の拡充 

   ≪対象者の把握・支援状況≫              〔単位：世帯〕 

 合計 一人暮らし高齢者世帯 高齢夫婦のみ世帯 障がい者世帯 子育て世帯 その他 

Ｈ２６ 55,447 37,882 13,174 390 3,742 259 

Ｈ２７ 54,135 39,140 11,803 363 2,429 400 

Ｈ２８ 58,001 42,645 11,973 621 2,369 393 

Ｈ２９ 60,306 41,986 15,607 780 1,499 434 

Ｈ３０ 57,452 39,601 14,992 827 1,560 472 

Ｒ1 （令和 2年 6月以降に集計） 

   ≪対象世帯への日常支援状況≫             〔単位：世帯〕 

 合計 訪問 見守り(電話・外から) 除雪支援 外出・託児支援 家事・育児支援 介護支援 

Ｈ２６ 66,117 29,656 32,044 2,413 699 1,271 34 

Ｈ２７ 62,779 33,452 25,131 2,110 355 1,651 80 

Ｈ２８ 66,408 38,160 24,426 2,113 159 1,510 40 

Ｈ２９ 73,398 38,576 30,776 2,778 243 904 121 

Ｈ３０ 71,640 35,410 31,190 3,570 457 925 88 

Ｒ1 （令和 2年 6月以降に集計） 

イ 企業等への働きかけ 

〔内  容〕毎月３日を「見守り・訪問の日」として制定し、市民が「見守 

り・訪問活動」を意識し、日常生活に取り入れてもらえるよう、 

地区福まちと一体となったＰＲ活動を行うと共に、企業等への働 

きかけを行う。 

〔作 成 物〕啓発用ポスター（３種 Ａ２版、Ａ３版(縦・横)） 

〔掲示企業〕・札幌ヤクルト              ： 60枚 

・北海道新聞社 販売局           ：100枚 

・明治安田生命保険 相互会社 札幌支社   ： 50枚 

・株式会社 セブン-イレブン・ジャパン    ：350枚 
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・佐川急便 株式会社            ： 10枚 

・株式会社 ツルハホールディングス     ：110枚 

・第一生命保険 株式会社          ： 40枚 

・日本郵便 株式会社            ：227枚 

・株式会社 あいプラン           ： ７枚 

・明治フレッシュネットワーク 株式会社   ： ９枚 

・株式会社 セコマ（セイコーマート）    ：350枚 

・株式会社 エンパイア―          ： 80枚 

・日本生命保険 相互会社          ： 22 枚 

・三井住友海上あいおい生命保険 株式会社  ： 15枚 

・北海道コカ・コーラボトリング 株式会社  ： 70枚 

・区社協・区役所・区民センター・地区福まち 

消防署（出張所含む）          ：170枚 

ウ 新たな福祉人材の発掘への支援（地域見守りサポーター養成研修） 

〔内  容〕日常生活の中で「なにげなく気にかける」程度の見守りにより 

高齢者等の安否を確認し異変に気づいた際には、行政や地域の民 

生委員等に連絡する「地域見守りサポーター」を養成することを 

目的に実施。 

また、サポーターの養成を通じて、福まち活動の理解促進と今 

後の担い手の発掘にもつながるよう事業展開を図る。 

                 〔単位：名・回〕 

 

 
 
 

〔単位：名・団体〕 
 単

位
町
内
会 

連
合
町
内
会 

福
祉
推
進 

委
員
会 

福
祉
の
ま
ち 

推
進
セ
ン
タ
ー 

地
区
社
会 

福
祉
協
議
会 

老
人
ク
ラ
ブ 

民
生
委
員
児
童 

委
員
協
議
会 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

団
体 

企
業 

学
校 

そ
の
他 

合
計 

22~30

年度 

人 1,420 363 140 1,071 353 1,225 260 154 1,360 1,833 2,455 10,634 

団体 67 8 9 25 7 34 9 7 17 11 77 271 

令和 1

年度 
人 24    97 43 29  315  147 655 

団体 1    2 1 1  4  7 16 

合計 
人 1,444 363 140 1,071 450 1,268 289 154 1,675 1,833 2,602 11,289 

団体 68 8 9 25 9 35 10 7 21 11 84 287 

  ⑤福まちコーディネート機能強化事業の実施                
ア 福まち活動調整員養成講座の開催 
地区福まちにおいて、地域の支え合い活動への住民参加の促進、困りごと 

や暮らしづらさを抱えた住民の相談支援を中心的に担う人材を養成すること 
を目的に「全体講座」と「拠点訪問研修」の２日間の日程で講座を開催。 
≪全体講座≫ 
〔開 催 日〕令和元年 10月 24日 

〔場  所〕札幌市社会福祉総合センター 

区  分 令和元年度 平成 30 年度 

受講者数 655 734 

実施回数 22 26 
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〔内  容〕 

〇シンポジウム 

「地域における多様な福祉課題と専門機関の役割」 

（登壇者）南区第３地域包括支援センター センター長 鈴木 信博 氏 

             札幌市障がい者相談支援事業所ノック 所長 荒川 倫代 氏 

              札幌市子どもコーディネーター 沢村 紀子 氏 

        札幌市社会福祉協議会 地域福祉課長 柏 浩文 

〇講義・演習 

「相談援助にかかわる基礎的な知識と技術」 

（講 師）北星学園大学 社会福祉学部福祉臨床学科 准教授 畑 亮輔 氏 

〔参 加 者〕91 名 
≪拠点訪問研修≫ 
〔内  容〕市内 6 か所の地区福まち活動拠点(福まち事務所)を訪問 

〇講  義 

「町内会・福祉推進委員会等の活動支援について」 

（講 師）札幌市社会福祉協議会 地域福祉課職員 

〇取組説明 

「拠点を活用した日頃の福まち活動について」 

（説明者）各地区福祉のまち推進センター 

     ○意見交換・拠点見学 

〔参 加 者〕93 名 

〔開催日・場所等〕 
日 時 訪問先 取組説明者 参加者 

11月 19日 北白石地区福まち 副委員長 小池 誠治 氏 25人 

11月 20日 厚別西地区福まち センター長 久郷 光徳 氏 10人 

11月 18日 西岡地区福まち 副ｾﾝﾀｰ長 大友 壽子 氏 8人 

11月 22日 北野地区福まち 運営委員長 平山 加代 氏 20人 

11月 21日 八軒中央地区福まち 事務局長 野島 紀子 氏 15人 

11月 12日 富丘西宮の沢地区福まち 事務局長 久瀧 洲一 氏 15人 

≪講座修了者(両日参加者)≫ 70 名 
イ 福まち活動調整員「活動マニュアル」の作成 
〔作 成 物〕養成講座修了者（福まち活動調整員）の円滑な活動に向けて、 

全市共通のマニュアルを作成し、福まち活動調整員へ配布。 
    ウ 各区における活動調整員連絡会議の開催 

〔内  容〕福まち活動調整員の資質向上・情報交換の場として、各区域に 

     て福まち活動調整員連絡会議を開催。 

 日時・場所 出席者 

中央区 1月 23 日・山鼻会館 福まち活動調整員 

北区  3月下旬 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

東区  3月 25 日・東区民センター 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

白石区 12月 13日・白石区民センター 福まち活動調整員、各地区福まち関係者 
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厚別区 3月 4 日・厚別区民センター 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

豊平区 2月 4 日・美園会館 福まち活動調整員、各地区福まち関係者 

清田区 3月 9 日・清田区役所 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

南 区 2月 21 日・南区民センター 福まち活動調整員、各地区福まち関係者 

西 区 2月 27 日・ホテルヤマチ 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

手稲区 2月 3 日・手稲区民センター 福まち活動調整員、養成講座受講者 

 ⑥福まちパワーアップ事業の拡充支援                   
〔内  容〕地区福まちにおける日常的な見守り活動等の拡大を図る取組 

として、ワークショップと単町訪問を相互に組み合わせた支援活 
動を展開している。ＣＳＷ業務とも連動させながら、昨年度に引 
き続き１３地区をモデル指定して取組を展開する。 

〔モデル地区指定数〕 
29年度から全区で実施：１年度に全市で 13地区を指定のうえ実施 
指定地区数：大規模区（中央区・北区・南区）⇒ ２地区指定 

中・小規模区（その他の７区） ⇒ １地区指定 
※新型コロナウィルス感染予防のため２月下旬～３月実施分中止 

〔モデル地区：ワークショップの開催及び単町訪問の実施〕 

 
令和元年度モデル地区 

地区名 ワークショップ開催 単町訪問 

中央区 
大通地区 

円山地区 

・１回目 ７／11    ・２回目 ２／２６中止   

・１回目 12／25   ・２回目 ２／２６中止 

16単町中  4単町 

28単町中  2単町 

北区  
新琴似地区 

篠路地区 

・１回目 ７／16   ・２回目 ３／１１中止 

・１回目 ７／12   ・２回目 ３／７ 中止 

38単町中  2単町 

48単町中 35単町 

東区  札苗地区 ・１回目 ７／12   ・２回目 １０／１６ 47単町中  4単町 

白石区 北東白石地区 

・１回目➀９／２   ・２回目 ３／２６中止 

    ②９／９ 

    ③９／11 

6単町中  2単町 

厚別区 もみじ台地区 ・１回目 ７／11   ・２回目 11／14 16単町中  3単町 

豊平区 平岸地区 

・１回目➀10／３    ・２回目 ①２／19 

    ②10／７        ②３／４中止 

    ③10／21 

    ④10／28 

37単町中  1単町 

清田区 北野地区 ・１回目 ７／５   ・２回目 11／28 17単町中  2単町 

南 区 
石山地区 

藤野地区 

・１回目 ６／12   ・２回目 ３／13 中止 

・１回目 12／11   ・２回目 ３／30 中止 

27単町中  5単町 

19単町中   0単町 
※3 月の訪問中止 

西 区 琴似二十四軒地区 ・１回目 ９／12   ・２回目 ３／７ 中止 63単町中 23単町 

手稲区 手稲鉄北地区 

・１回目 ９／20   ・２回目①２／５ 

               ②２／12 

               ③２／21 

44単町中 13単町 

合計 13地区 25回 開催(中止９回) 406単町中 96単町 
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  ⑦地区福祉のまち推進センター拠点活性化事業の支援              
〔内  容〕地区福まちの活動拠点の活性化を目的に、地区福まちコーディ 

ネート機能強化事業と連動して、活動者による先進地区福まちの 

拠点訪問や、各地区において拠点を活用した相談窓口の設置・運 

営などを支援することで、地区福まちが「住民の困りごとを把握 

し、解決の道筋を考え、ノウハウとして蓄積していく仕組みづく 

り」を進める。 

〔支援地区〕養成した福まち活動調整員の配置状況や地区福まちの活動に応 

じて、拠点ＰＲのためのチラシ作成や、専門機関と連携した相談 

活動の実施、相談対応にかかわるマニュアル作成といった支援活 

動を随時展開する。 
⑧地域見守りネットワーク推進会議の開催                  
ア 札幌市地域見守りネットワーク推進会議の開催 

〔委  員〕 

地域関係者：地区福まち(代表)、地区民児協(代表) 

公的機関 ：北海道警察生活安全部、札幌市消防局警防部、札幌市保健 

福祉局総務部、札幌市都市局市街地整備部 

関係機関・団体：日本賃貸住宅管理協会北海道支部、北海道マンション管理 

組合連合会、地域包括支援センター(代表)、障がい者相談支 

援事業所(代表) 

民間企業 ：生活協同組合コープさっぽろ、株式会社エンパイアー、札 

幌ヤクルト販売株式会社、道新会札幌八日会、明治安田生命 

保険相互会社、株式会社セブン-イレブンジャパン、佐川急 

便株式会社、第一生命保険株式会社、日本郵便株式会社、生 

活クラブ生活協同組合、日本生命保険相互会社、株式会社あ 

いプラン、明治フレッシュネットワーク株式会社、三井住友 

海上あいおい生命保険株式会社  （市見守り協定締結 14 事業者） 

〔内  容〕地域（地区福まち）と各種民間事業者等が連携した重層的な見 

守りの仕組みづくりに向けた体制整備を進める。 

第１回 日 時：令和元年 6 月 13 日 14：00～15：30 

    場 所：札幌市社会福祉総合センター 技能習得室 

参加者：３４名（ネットワーク会議委員・区社協等） 

内 容：新規見守り協定締結事業者の活動紹介 

：事業者等による見守り事業実績報告（前年度実績） 

 ：各区地域見守りネットワーク推進会議の開催報告について 

 ：地区福まちと民間企業による活動交換会の開催報告について 

 ：企業による見守り活動ＰＲチラシの作成および配布について 

 ：見守り活動啓発ポスターの配布（掲示のご依頼） ほか 

第２回 日 時：令和元年 12月 5 日 14：00～15：30 

    場 所：札幌市社会福祉総合センター 技能習得室 

参加者：３５名（ネットワーク会議委員・区社協等） 

内 容：新規見守り協定締結事業者の活動紹介 

：集合住宅における見守り活動の現状について 

 ：企業による見守り活動ＰＲリーフレットの作成について 
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 ：見守り活動啓発ポスターの掲示実績報告 ほか 

 ：札幌市版「民生委員制度創設 100周年活動強化方策」につい 

て 他 

イ ＰＲリーフレットの作成 

〔内  容〕見守り協定締結事業者の取組みや、地区福まちと連携した活動 

事例を紹介するリーフレットを作成し、重層的な見守りの仕組み 

づくりに対する理解とネットワークの更なる拡大を目指す。 

〔作 成 物〕ＰＲリーフレット（Ａ３版２つ折り：2,000枚） 

ウ 各区における地域見守りネットワーク推進会議の開催支援 

〔内  容〕地域と各種民間事業者等が連携した見守り体制の整備を推進す 

るため、各区域において区地域見守りネットワーク推進会議を年 

１回開催する。 

 日時・場所 出席者 

中央区 3月 6日 福山南三条ビル 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

北区  3月下旬 北区民センター 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

東区  
➀8月 7日 東区民センター 

②3月 3日 東区民センター 

➀各地区社協会長・福まち関係者、各地区民

児協会長、各連町会長、医師会東支部 

②新型コロナウィルス感染予防のため中止 

白石区 12月 13 日 白石区民センター 
各地区福まち関係者、包括、障害者相談支援

事業所、ヤクルト、エンパイアー 

厚別区 3月 13 日 アークシティホテル 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

豊平区 3月 3日 美園会館 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

清田区 12月 25 日 清田区役所 
各地区社協(町連)、区福まち代表、民児協、

区老連、商工会、道新、区役所 他 

南 区 3月 18 日 南区民センター 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

西 区 2月 27 日 ホテルヤマチ 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

手稲区 3月 11 日 手稲区民センター 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

 

エ 地区圏域における見守りネットワークの構築に向けた各種取組の支援 

〔内  容〕地域と各種民間事業者等が連携した見守り体制の整備を推進す 

るため、地域からの要望に応じて地区圏域で研修会等を開催する。 

 日時・場所 出席者 

北区 新琴似西地区 

（福まち研修会） 

8／26 

双葉福祉会館 
地区福まち関係者、道新(新琴似西部販売所) 

中央区 南円山地区 

（福まち研修会） 

2／26 

円山会館 
新型コロナウィルス感染予防のため中止 

北区 鉄西地区 

（ﾈｯﾄﾜｰｸ交流会） 

3／16 

鉄西会館 
新型コロナウィルス感染予防のため中止 
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⑨福まち活動の推進にかかわる手引書・事例集等の作成 

〔内  容〕福まち活動における課題の解決に向けて参考となる手引書を作 

成し、福まち活動の更なる活性化を図る。 

〔印刷物名〕福まち活動の手引き～活動拠点<事務所>編～ 

〔発行部数〕11,000 部 

⑩社協ホームページにおける地区福まち情報の充実              

   ・各区社協ＨＰにて「福祉のまち推進センターニュース」を随時更新 

・福まち基本情報シート［全地区分を公開］ 

⑪報道機関などを活用した積極的な周知活動の展開             

   テレビ・ラジオ・新聞等を活用し、福まち活動の紹介等を随時実施する。 

⑫コミュニティソーシャルワーク機能の強化                 

〔内  容〕「地区福まちの未来像と区・市社協の役割（Ｈ26）」に基づく 

取組として、コミュニティソーシャルワーク（ＣＳＷ）機能の 

強化を以下のとおり進める。 

   ア 地区福まち情報の収集・記録・整備にかかわる支援 

社協活動の見える化に向けて、区社協の地区福まち支援に係る各種記録 

等の作成・整備を進め、全市的に支援ノウハウの蓄積と共有化を図る。 

〇地域支援業務にかかわる記録票 

・地域支援援助記録票［会議・打合せ・研修・行事用］ → 通年作成 

・地域支援援助記録票［個別相談用］         → 通年作成 

・地区社協組織図・福まち構成図           → 随時更新 

・福まち基本情報シート          → ［全区４～７月更新］ 

・実施指定地区にかかわる記録票（段階的に指定地区拡大） 

Ｈ27～30：各区７地区指定実施（89 地区中 68地区） 

Ｒ1   ：各区２地区拡大指定（89 地区中 80地区） 

（指定地区において作成・更新する書類［課題分析票、支援計画票、 

支援実施票、町内会・自治会基礎データ］） 

≪実施指定地区の状況≫ 

 Ｈ27：１地区 Ｈ28：２地区 Ｈ29：２地区 Ｈ30：２地区 Ｒ1：２地区 合計 

中央区 宮の森大倉山 桑園・南円山 山鼻・幌西 東・苗穂 東北・大通 9地区 

北 区 新川 新琴似西・太平百合が原  鉄西・麻生 北・屯田 新琴似・篠路 9地区 

東 区 栄西 元町・苗穂東 栄東・北栄 丘珠・伏古本町 鉄東・北光・札苗 10地区 

白石区 北東白石・白石東  菊の里 菊水・北白石 白石・東白石・東札幌 ※全地区指定済 ８地区 

厚別区 厚別西 青葉・もみじ台 厚別東・厚別中央 厚別南 ※全地区指定済 ６地区 

豊平区 東月寒 豊平・月寒・福住 美園 中の島・西岡 平岸・南平岸 9地区 

清田区 平岡 北野・清田 清田中央・里塚・美しが丘  ※全地区指定済 5地区 

南 区 藤野 芸術の森・簾舞 南沢・藻岩下 石山・澄川 真駒内・藻岩 9地区 

西 区 西町 発寒北・発寒 琴似二十四軒・山の手 八軒・西野 八軒中央 8地区 

手稲区 富丘西宮の沢 手稲鉄北・前田 稲穂金山・星置 手稲中央・新発寒 ※全地区指定済 ７地区 
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〇個別支援業務にかかわる記録票：全地区対象 

・個別支援対応票・個別支援援助記録票        → 通年作成 

・個別支援検討会議報告書              → 通年作成 

     以上の各種記録票等については、各区社協で作成更新のうえ整備し、随 

    時区社協内での情報共有や地区支援の検討・合意形成に活用するとともに、 

必要な内容・情報は、地区福まちの活動者とも共有し、地区福まちに対す 

る支援活動のレベルアップへとつなげる。 

   イ コミュニティソーシャルワークスキルアップ事業の実施（会議・訪問・研修）

〔内  容〕「地区福まちの未来像と区・市社協の役割（Ｈ26）」に基づく取 

組として、コミュニティソーシャルワーク（ＣＳＷ）機能の強 

化を以下のとおり具体的に進める。 

〔具体的な取組〕 

○ＣＳＷにかかわる知識・技術の習得 

・新人職員等に対する「地区福まちの未来像と区社協及び市社協の役割」 

に関する説明の実施（４/24 ６名参加） 

・道内外ＣＳＷ研修への職員派遣 

（全国ＣＳＷ実践者養成研修への職員派遣：７月・２月 各２名派遣） 

（地域福祉コーディネーター研修会への職員派遣：９月 １名派遣） 

（道社協ＣＳＷ養成研修への職員派遣：９月 ６名派遣） 

○各種支援情報の共有化（各種業務担当者会議の開催） 

・福まち業務担当者会議 ：年４回開催（市社協会議室） 

（第１回：６/６、第２回：８/９、第３回：10/９、第４回：１/17） 

・サロン業務担当者会議 ：年２回開催（市社協会議室） 

（第１回：６/25、第２回：２/４） 

・福祉除雪業務担当者会議：年３回開催（市社協会議室） 

（第１回：４/26、第２回：７/11、第３回：３/16） 

⑬包括的な支援体制の整備 

〔区社協に寄せられた地域生活課題の内容および対応結果〕 

分 類 内 訳 令和元年度 

相談受付件数  253 

相談経路 

本人 70 

住民 11 

その他（関係機関等） 172 

相談内容 
※ 重複あり 

介護 53 

障がい 20 

子育て 6 

経済困窮 19 

その他 171 

対応結果 

課題解決 86 

関係機関へのつなぎ 69 

その他（入院等） 31 
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（３）ふれあい・いきいきサロン事業の拡充                  

 

ふれあい・いきいきサロン事業の拡充《１（２）》 

高齢者、障がい者、子育て親子など、住民が定期的に集い 

交友関係を築いていく場づくりとして、引き続きサロン活動 

の拡充を図り、孤立死や悪質商法の防止・早期発見を図りながら、ゴミ 

出しや除雪など、地域での日常生活支援を拡げていく基盤整備を進めま 

す。 

 

①サロンの登録及び助成                          

〔内  容〕高齢者や障がい者、子育て親子が集い交友関係を築くための場づ 

くりとして、引き続きサロン活動の拡充を図り、孤立死や悪質商法 

の防止・早期発見、更には、ゴミ出しや買い物などの軽易な生活支 

援を拡げていく地域での基盤づくりを進める。 

〔新規登録サロン〕 46サロン（内訳：高齢 40・子育て 1・複合型５） 

〔活動中サロン〕 718サロン 

（内訳：高齢 532・子育て 117・障がい 1・複合 68） 

   ≪ふれあい・いきいきサロン登録・助成≫         （単位：団体） 

分 類 種 類 令和元年度 平成 30 年度 

登録総数  
718 

（活動休止・中止除く） 
713 

（活動休止・中止   除く） 

種別登録数 

高齢者 532 529 

子育て 117 119 

障がい者 1 1 

複合型 68 64 

新規登録数 46 40 

②サロン活動情報の収集と提供                      

隔月発行のサロン情報紙にて新規開設サロン等の活動情報紹介のほか、ホ 

ームページにて随時情報を提供。 

  ③サロン活動にかかわる統計資料の作成 

登録サロンの実施状況の傾向を把握し、それを活用・分析することによっ 

て今後のサロン事業の充実を図るため、各区統一様式に登録サロンデータを 

入力した統計資料を作成する。 
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（４）福祉除雪事業の充実                          

 

  福祉除雪事業の充実《１（３）》                

   福祉除雪事業の円滑な制度運営を図るため、地域協力員のさら 

なる確保に向けた働きかけを、様々な年代の市民、様々な市内の 

組織（地域組織・企業等）に対し進めます。 

また、将来に向けて安定した制度運営が図れるよう、市民と地域協力員 

双方のニーズを踏まえ、継続して、現行制度の見直しを行政に働きかける 

とともに、地域協力員が活動しやすい環境づくりに努めます。 

  

  ≪実施状況≫ 

実施状況 令和元年度 平成 30 年度 

申込数 
(冬季支援事業分) 

5,462世帯 
(9世帯含む) 

5,547世帯 
( 9世帯含む) 

該当世帯数 
(冬季支援事業分) 

5,211世帯 
(9世帯含む) 

5,300世帯 
( 9世帯含む) 

非該当世帯数 37世帯 40世帯 

辞退世帯 209世帯 207世帯 

該当要件調査中 0世帯 0世帯 

 

地域協力員 年度 人数 対応世帯数 割  

合 地域組織 

（近隣協力員） 

1 2,084人 3,705 世帯 70.5％ 

30 2,031人 3,595 世帯 67.3％ 

ＮＰＯ 
1 6団体 41 世帯 0.8％ 

30 7団体 46 世帯 0.9％ 

福祉施設 
1 10団体 41 世帯 0.8％ 

30 9団体 41 世帯 0.8％ 

学校 
1 3校 17 世帯 0.3％ 

30 4校 15 世帯 0.3％ 

地域企業 
1 75社 996 世帯 19.0％ 

30 80社 1,165 世帯 21.8％ 

災防協加盟業者 
1 83社 455 世帯 8.7％ 

30 87社 477 世帯 8.9％ 
※途中で区分が異なる地域協力員に変更となった場合（地域組織と企業等）、対応世帯数は重複計 

上される。 
①地域協力員確保に向けた取組の継続・強化                 

   ア 企業・団体・学校等への協力依頼の拡大 

   〔市 社 協〕自衛隊 隊友会への協力依頼 

   〔各区社協〕区の特性や状況等を踏まえ、区社協ごとに様々な場面・機会を 

活用して福祉除雪地域協力員の募集を働きかける。 

（区連町協連絡協議会、区災害防止協力会、区自立支援協議会、 
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区土木センター、中学校等） 

   イ 除雪ボランティア説明会の実施 

〔内  容〕引き続き福祉除雪地域協力員を中心に除雪ボランティア活動 

への一層の市民理解と協力を求めるための説明会を適宜開催する。 

〔開催日・場所〕 各会場 

   ウ 情報媒体の活用による地域協力員の発掘 

     市・区社協が一体となり、ラジオ・新聞・広報さっぽろ・本会広報誌や 

    ホームページ・ＰＲチラシの町内回覧・地下鉄掲示版へのポスター掲示な 

ど、様々な媒体を活用し、幅広い世代が身近な地域福祉活動に参加できる 

取り組みとして、地域協力員の募集を積極的に実施する。 

②企業、団体等による除雪ボランティア活動の推進 

   〔内  容〕自力での除雪が困難な高齢者・障がい者世帯等を対象に、福祉 

除雪では活動外となる場所（窓・灯油タンク・ガスボンベ周辺等） 

を中心とした単発の除雪支援を、企業・団体（労働組合・ボラン 

ティア団体）の協力を得て実施する。  

○実施日：令和２年２月２日、２月８日、２月 15日 

○協力企業・団体数、活動者数：13 企業・団体、271名 

 ・㈱東芝 北海道支社     ・札幌地区連合青年委員会   

・札幌防犯健全協力会    ・北海電気工事労働組合 

・アサヒビール㈱北海道工場 ・㈱日立国際電気 北海道支店 

・ＫＤＤＩ㈱北海道総支社  ・サントリー労働組合 札幌支部 

・イオン北海道労働組合  ・㈱オープンループパートナーズ 

・㈱モロオ   ・カルビー㈱   ・㈱田中組 

○実施世帯数：34世帯（申込世帯 44世帯中活動中止 10世帯） 

  ③事業内容を検証するためのアンケート調査の実施             

〔内  容〕今後の事業内容を検証する参考とするため、事業年度終了後 

     に利用世帯・地域協力員（個人・団体）を対象に、送付先を無 

作為抽出のうえアンケート調査を実施する。 

      ①利用世帯            500 世帯（前年度同数） 

      ②地域協力員／個人用（地域組織） 500 名（前年度同数） 

        ③地域協力員／団体用（企業等）  全て（前年度同様） 

 

〔２〕ボランティア活動の振興・普及                        
 

  ボランティア活動の振興・普及の強化《２（１）》         

多様化する福祉ニ－ズと高まるボランティア活動への期待に 

応えるため、ボランティア活動の普及・啓発、コーディネート、 

人材発掘・育成、情報提供等札幌市におけるボランティア・地域福祉活動 

の振興に努めます。 

また、多くの知識や経験を有するシニア世代が「生涯現役」として活躍 

できるよう支援・促進するほか、ボランティアや地域貢献活動、社会的包 

摂、地域共生社会への理解と関心を深めるため、学校や地域・企業・官公 

庁等に対して研修や講座の開催など、学ぶ機会の提供・支援を行います。  
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（１）ボランティア活動センターの運営                      

  ①ボランティア相談・登録・コーディネートの実施 

〔ボランティア登録状況〕           〔単位：名〕 

団体登録人数 
  

個人登録人数 合  計 
団体数 

33,691 594 2,232 35,923 

37,090 609 1,910 39,000 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

〔ボランティア相談・需給調整〕        〔単位：件〕 

区  分 令和元年度 平成 30 年度 

福祉情報提供 4,831 4,828 

寄附相談（物品等） 252 312 

Ｖ活動希望相談 160 187 

Ｖ要請相談 77 91 

 

紹介成立 61 51 

他機関・他制度紹介 2 44 

紹介未成立 14 22 

合  計 5,320 5,418 

②ボランティア活動拠点の運営       〔単位：団体・名〕 

 利用団体数 利用者数 

研修室Ａ 425 5,304 

研修室Ｂ 329 2,542 

活動室 377 1,827 

印刷室 264 661 

合計 
1,395 

（1,217） 

10,334 

（12,020） 

※（  ）内は前年度実績 

≪ボランティア活動機材の貸出件数≫ 

区  分 保有数 令和元年度 平成 30 年度 

車いす 14台 70 49 

疑似体験セット 12 ｾｯﾄ 25 51 

アイマスク 126枚 8 17 

白杖 32本 4 14 

スクリーン １張 0 0 

ＣＤラジオカセット １台 42 45 

点字器 48台 10 12 

合  計 159 188 
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③ボランティア活動保険等の加入取扱い 

〔加入状況〕                    

区  分 令和元年度 平成 30 年度 

ボランティア活動保険（名） 35,974 37,758 

ボランティア行事用保険（名） 98,031 96,693 

送迎サービス補償制度（台） 
乗用：18 

特殊：2 

16 

福祉事業者総合補償保険（件） 
傷害：14 

賠償：35 

傷害 16 

賠償 35 

・ボランティア活動保険特例措置 

 ア 九州北部豪雨災害（８月 27 日発生） 

    特例期間：令和元年９月２日 11 時 30分より ３か月間 

  イ 台風 19 号による豪雨災害（10 月 12日発生） 

    特例期間：令和元年 10月 15 日 ０時より３か月間 

 ウ 台風 19 号による豪雨災害(10月 12日発生) 特例期間延長 

   延長期間：令和２年１月 16 日から令和３年１月 16 日まで 

④ボランティア活動情報の提供 

・ボランティア活動センターのボランティア募集掲示板の活用 

・札ボラニュースの発行〔毎月 1,700部〕 

※希望者にはＥメール添付送信。ホームページにも掲載 

・市社協ホームページでのボランティア募集・団体活動紹介 

・市社協広報誌「やさしい街」及び区社協広報誌への掲載 

・区社協ボランティア通信への掲載 

・札幌市ボランティア連絡協議会・区ボランティア連絡会広報誌への掲載 

・広報さっぽろへの掲載（認知症サポーター、介護サポーター） 

・市政情報媒体（地デジ・アプリ、イベント情報冊子）への掲載 

・北海道新聞｢善意ボランティア｣の欄・各種新聞社・ミニコミ紙等への掲載 

・研修予定一覧の発行 〔発行部数〕3,500部（4,500 部） 

・研修月刊チラシの発行〔発行部数〕平均 4,700 部/月（5,000 部） 

⑤各種ボランティア研修事業の実施 

研修形式 
令和元年度 平成 30 年度 

研修数 受講者数 研修数 受講者数 

集合型 165研修 3,697名 159研修 3,697名 

出張型 
12テーマ 

170研修 

9,566名 12テーマ 

214研修 

10,503名 

計 335研修  13,263 名 373研修 14,200名 

    ※講師都合による中止 

    集合型 1研修 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

     集合型 12研修、出張型３研修 

 

〔内 訳〕 

  ○福祉啓発研修 
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       １日福祉セミナー、認知症サポーター養成講座、成年後見セミナー、

障がい当事者スピーチマラソン、生涯現役セミナー、介護保険制度

を学ぶ講座 

     ○ボランティア研修 

       はじめてのボランティア講座、「ふくし」体験講座、シニア世代の

ためのボランティア研修、札幌ときめき大学、札幌ときめき大学合

同研修、傾聴ボランティア研修、絵本の読み聞かせボランティア研

修、朗読ボランティア研修、手話研修、障がいを理解するための研

修、ガイドヘルプ研修、芸能ボランティア研修、託児ボランティア

研修、災害ボランティア研修、災害ボランティアフォローアップ研

修、ＮＰＯ基礎研修 

     ○地域福祉研修 

       社会的孤立を考える研修、地域見守りサポーター養成講座、これか

らの助け合い活動の仕組みを学ぶ研修、「個人情報保護法」を理解

するための研修、災害時のための地域支え合い講座、地域の事例か

ら学ぶ研修、ふれあい・いきいきサロン研修、地区福まち活動者研

修、広報紙で新しい仲間づくり研修、民生委員･児童委員テーマ別

研修 

     ○各種登録活動者研修 

    介護サポーター研修、介護サポーター出張研修、障がい者講師養

成講座、「日常生活自立支援事業」生活支援員研修、「地域支え合

い有償ボランティア事業」研修、「さっぽろ子育てサポートセンタ

ー」研修 

 ○介護力向上研修 

       介護集中講座、福祉のお仕事復職サポートセミナー、介護職員初任

者研修 

     ○福祉事業従事者研修 

       福祉施設職員ニューパワー全体セミナー、救急法セミナー、施設レ

クリエーションを見直す研修、福祉施設などにおけるボランティア

受入担当者研修、福祉施設等における社会貢献を考える研修、福

祉・医療・保健関係者のための成年後見セミナー 

     ○出張型 

       地域見守りサポーター養成講座、災害時のための地域支え合い研修、

個人情報保護法を理解しよう！、始めてみよう！ボランティア活動、

日常生活自立支援事業、なるほど！実になる介護保険、障がい当事

者のお話を聴こう！、みんなの介護教室、どんな場面にも役立つ！

傾聴・コミュニケーション力、みんなで楽しく若返り！音読脳トレ、

個人情報保護法を理解しよう！、その他 

○地域ボランティア入門研修会 

     ○札幌ときめき大学 

     〔日 時〕４月 10日～11月 15日（50単位以上取得で終了証交付） 

       〔応募者〕15名 〔受講者〕15名 〔修了者〕13名 

⑥ボランティア体験事業の実施 
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 中央区 北区 東区 白石区 厚別区  
体験施設 
・団体数 

61 80 58 66 74 
48 77 68 63 66 

体  験 
ﾒﾆｭｰ数 

171 208 193 162 230 
122 212 220 153 211 

 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 合 計 
体験施設     
・団体数 

78 58 51 68 78 672 

86 59 55 53 74 649 
体  験 
ﾒﾆｭｰ数 

242 139 143 219 210 1,917 

264 125 150 199 206 1,862 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

⑦ボランティア活動手引書の作成 

〔内 容〕ホップ・ステップ・ボランティア 

〔発行数〕3,100 部 

〔配付先〕ボランティア活動希望者、研修受講者等 

⑧ボランティア活動センター運営委員会の開催 

第１回 

〔日 時〕令和元年５月 30 日 

〔場 所〕ボランティア活動センター研修室Ａ 

〔議 題〕平成 30 年度ボランティア活動センター事業報告について 

第２回 

〔日 時〕令和元年 12月 17 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター4 階第 2研修室 

〔議 題〕副委員長の選任について 

令和２年度研修体系（案）について 

令和元年度重点事業の進捗について 

台風 19 号被災地における災害 VC 運営支援について 

（２）福祉教育の推進                             

  ①社会福祉協力校の指定促進と支援 

≪社会福祉協力校の指定促進と支援≫           

指定協力校の数（令和元年度までの実績）         〔単位：校〕 

種別 小学校 中学校 高等学校 合計 

当年度新規校 0 1（開成中等） 0 1 

指定２年目 0 0 0 0 

指定３年目 0 1（真駒内） 0 1 

指定終了校 209 94 46 349 

合計(廃止校含む) 209 96 46 351 

市内学校数 203 104 52 359 

指定率 100.0% 92.3% 88.5% 97.8% 

再指定校の数（令和元年度までの実績※平成 21 年度～）  〔単位：校〕 

種別 小学校 中学校 高等学校 合計 

当年度新規校 3 
白楊、明園、石山東 

1 

東栄 
0 4 
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指定２年目 
1 

手稲山口 
0 0 1 

指定３年目 3 
平岸高台、手稲中央、新陵東 

1 

上野幌 
0 4 

指定終了校 15 4 1 20 

合計 22 6 1 29 

②福祉教育関連本の作成・配布 
ア 「ふくし読本」地域でともに生きる～みんなのやさしさ～（小学校高学年向け） 

  〔内容〕「ふくし」ってなんだろう／地域を知る／ともに生きる／福祉のま 

ちづくり／わたしたちにできること／じぶんにできることはなんだ

ろう 

 〔部数〕16,300 部 

 〔配布先〕市立小学校 5年生全児童 
イ 地域・学校・社協ですすめる「福祉教育（ふくし学習）ハンドブック」（教員 

向け） 

〔内容〕学校と共有したい基本的視点／「ふくし読本」を使った授業展開

／福祉教育のポイント 

 〔部数〕2,100部 

 〔配布先〕市立小学校５・６年生全学級 

③全道福祉の学習推進セミナーの開催（道社協と共催） 

（３）障がい福祉連携事業の推進                       

①障がい者講師等養成・派遣事業の実施 

 

  障がい者講師等養成・派遣事業の実施《９（１）》  

   障がいのある方を講師として養成し、学校や企業、町内会等に 

派遣することで、障がいに対する市民理解が深まるとともに障が 

い者の社会参加がより促進され、ノーマライゼーションの理念が実現した 

社会を目指します。 

また、当該事業を広く障がいに対する市民理解を深めることを目的とし 

た、「障がい当事者スピーチマラソン」を開催するほか、登録講師自身の 

レベルアップと当該事業の目的の再確認を図ることを目的にフォロー 

アップ研修を開催します   

 

・障がい者講師の派遣 

     〔登録数〕107名（３月末現在） 

     〔派遣先〕市内小・中・高等学校・企業・福まちなど 

                  〔単位：回・名〕  

 令和元年度 平成 30 年度 

回 数 149 124 

聴講者 8,497 8,067 

・障がい者講師養成講座 

 〔日 時〕令和元年５月 28日～７月 10日（全 10日間） 

 〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター 4階 研修室 
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 〔参加者〕参加希望者 21 名・参加者 20名（修了生 19 名） 

 〔内 容〕各種障がいの理解と模擬講演 

    〔講 師〕各専門機関職員及び当事者 

   ・第４回スピーチマラソン 

    〔日 時〕令和元年９月 21日 

    〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター ４階 大研修室 

    〔参加者〕225 名（内一般来場者 119名） 

    〔出演者〕11 名・令和元年度「障がい者講師養成講座」修了生５名 

    〔内 容〕障がい当事者 11名によるリレー形式のスピーチ。 

         令和元年度「障がい者講師養成講座」修了生と社協職員による 

札幌市補助金事業「障がい者講師等派遣事業」と「障がい者講 

師養成講座」の説明。 

  ②障がい者のスポーツ・遊び体験事業の実施 

 

障がい者のスポーツ・遊び体験事業《９（２）》  

   障がい者（児）に屋外スポーツやレクリエーション活動を通し 

て自然に触れる喜びや楽しさを体感しながら、「遊び」から日々 

の生活を豊かにしてもらい、施設や事業所の仲間同士の交流を深めてもら 

うことを目的として、札幌ばんけいスキー場で夏はパークゴルフ、冬はそ 

り滑りの体験事業を実施します。 

   

〔主催〕㈱太陽グループ、札幌市知的障がい福祉協会、市社協 

〔協力〕付添ボランティア 

〔会場〕ばんけいスキー場 

〔実施状況〕 

 夏季 冬季 

実施期間 ７～10月 １～３月 

実施内容 パークゴルフ、散策 等 スキー、チューブすべり 

実施日数 ５日間 ３日間 

参加者数 ３事業所・34名 ３事業所・22名 

付添ボランティア 活動なし １名 

（４）介護サポートポイント事業の実施                       

 

  介護サポートポイント事業《２（２）》  

   ６５歳以上の高齢者の社会参加を促し、介護予防への取り組み 

を広げるため、市内の高齢者福祉施設等でボランティア活動する 

と換算できるポイントがたまる「札幌市介護サポートポイント事業」を 

実施します。 

介護サポーターを募集するための集合型研修をボランティア活動セン 

ターで開催するほか、市内 7 区及び市街地中心部で出張研修を開催する 

など、高齢者の介護サポーター登録と社会参加・介護予防の機会促進に 

努めます。 
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①介護サポーター研修の開催 

ア 受入施設数・サポーター登録者数        〔単位： 事業所・名〕 

 中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 合計 

受 入 

施設数 

17 34 24 24 17 22 23 8 23 20 212 

15 31 23 24 14 22 23 7 21 19 199 

サポーター 

登録数 

222 256 220 141 190 180 129 192 192 178 1,900 

209 230 211 139 172 164 104 195 170 159 1,753 

※上段は今年度、下段は前年度末実績  

                 ※受入施設にはデイサービス、デイケア含む 

イ 介護サポーターの登録拡大、活動支援 

a 介護サポーター研修の開催（集合・出張形式）   

〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

回 数 
22 

 （主催形式 10、出張形式 12） 

16 

受講者 271 293 

  ②受入施設の拡大 

ア 受入施設の拡大、受入環境の整備 

a 新規受入施設説明会の開催    〔単位：回・事業所〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

回 数 6（主催 0回 個別 6回） 8 

施設数 6 55 

（５）市・区災害ボランティアセンターの推進                  

  ①円滑な設置・運営に向けた取り組み 

ア JVOAD主催「第４回災害時の連携を考える全国フォーラム」への参加 

〔日 時〕令和元年５月 21 日～22 日 

〔場 所〕国際ファッションセンターＫＦＣホール（東京都）   

イ 災害ボランティアコーディネーター養成・資質向上研修会への参加 

  〔日 時〕令和元年５月 27日～28 日 

〔場 所〕かでる２．７ 820研修室  

ウ 北海道災害ボランティアセンター初期支援チーム研修会への参加 

     〔日 時〕令和元年６月 27 日 

     〔場 所〕厚真町総合福祉センター １階 大集会室 

   エ 胆振東部地震災害ボランティア活動 振り返り会への参加 

  〔日 時〕令和元年６月 28日 

  〔場 所〕厚真町総合福祉センター １階 大集会室 

オ 2019 年度災害 VC運営者研修への参加 

  〔日 時〕令和元年 10 月１日～３日 

  〔場 所〕タイム 24ビル 研修室（東京都） 

カ 札幌市災害ボランティアセンター設置・運営者研修の開催 

（災害ボランティアフォローアップ研修との合同研修） 

〔日 時〕10 月 16 日 

  〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター ４階 大研修室 
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  〔内 容〕事例報告 

「フェーズ１ 発災直後から仮設住宅等開始 

         ～災害ボランティアセンター立ち上げ期に必要な要素と心構え」 

        「フェーズ２ 生活回復・復旧期（11 月）から現在 

         ～求められるニーズの変化、生活支援活動へ」 

        講師 厚真町社会福祉協議会ボランティアセンター・生活支援主幹 

           山野下 誠 氏 

       情報共有       

〔参加者〕56名（20名） 

   キ 令和元年度石狩地区災害ボランティア組織連携会議への参加 

     〔日 時〕令和元年 12 月２日 

  〔場 所〕北農健保会館 大会議室 

ク 2019（令和元）年度 都道府県・指定都市社協災害ボランティアセン 

  ター会議への参加 

〔日 時〕令和２年１月 17 日 

 〔場 所〕全社協 

   ケ 令和元年度「札幌市災害ボランティアセンター関係機関連絡調整会議」 

の開催 

〔日 時〕令和２年３月２日 

  〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター ４階 ボランティア研修室 A 

  〔内 容〕各出席機関・団体の令和元年度における取組について 

       本会議の今後の展開について 

       活動報告 

       「札幌青年会議所における災害支援活動について」 

      意見交換 

②災害ボランティア活動の普及啓発 

    ア 災害ボランティア研修 

     〔日 時〕平成 31年４月 19 日 

     〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター４階研修室 A 

     〔内 容〕過去の災害から学ぶ災害ボランティアに必要な知識 

          講師 災害ボランティアコーディネーター 吉崎 文浩 氏 

     〔参加者〕21名（20名） 

イ 札幌市災害ボランティアフォローアップ研修の開催 

  （札幌市災害ボランティアセンター設置・運営者研修との合同研修） 

     〔参加者〕56名（33名） 

      ※再掲 

ウ 「災害時地域支え合い出張研修会」の実施     〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

回 数 16（出張 15、主催 1） 26（出張 25、主催 1） 

受講者 403 940 

（６）関係団体との連携・事務局支援                     

  ①札幌市ボランティア連絡協議会に対する支援 

ア 主催事業  
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a ボランティア講演会 

  〔日 時〕平成 31年４月 24日 14:00～16:00 

  〔会 場〕札幌市社会福祉総合センター４階「大研修室」 

  〔題 目〕児童虐待の現状と対応について 

        ～私たちが子どもたちにできること～ 

  〔講 師〕児童養護施設 興正学園 副施設長 鏑木 康夫氏 

  b ボランティアリーダー研修会 

  〔日 時〕令和元年 11 月５日 13:30～16:00 

  〔会 場〕札幌市社会福祉総合センター４階「大研修室」 

  〔内 容〕活動報告 

       札幌市ボランティア連絡協議会の取り組みについて 

       報告 札幌市ボランティア連絡協議会 副会長 渡辺恵美子 

講演・交流・情報交換 

失敗していませんか？コミュニケーション 

講師 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス札幌 

                 代表 真鍋 智美氏 

  c ボランティアセミナー 

  〔日 時〕令和元年７月 11日 13:30～15:30 

  〔会 場〕札幌市社会福祉総合センター４階「視聴覚室」 

  〔題 目〕ボランティアに役立つコミュニケーション術 

  〔講 師〕北海道医療大学看護福祉学部准教授 長谷川 聡氏 

d 生徒・学生ボランティアとの交流・情報交換 

   各区ボランティア連絡会において、次世代のボランティア活動を担う中

学・高校・専門学校・大学の学生ボランティアと交流・情報交換を行い、

ボランティア活動の魅力を確かめあった。 

イ 参加・協力事業 

  a ボランティア愛ランド北海道 

〔日 時〕令和元年９月 28 日 

  〔会 場〕江差文化会館 

  b ボランティア全国フォーラム 

    ※台風 15 号等の影響により開催日再調整 

c 石狩地区ボラネット・スキルアップ研修会 

     「ボランティアリーダー研修会」の欄参照 

d 道社協主催・ボランティアリーダー学習会 

ウ 収集ボランティア活動 

   ペットボトルキャップ・リングプル・使用済切手および未使用鉛筆を集

め、収集ボランティア活動の普及・啓発を行う。 

エ 広報誌「ふれあいネットワークさっぽろ」の発行 

   〔第 50 号〕令和元年９月発行（6,000部）  

オ 会務の運営 

 a 総 会 
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  〔日 時〕平成 31年４月 24日 16:00～17:00 

  〔会 場〕札幌市社会福祉総合センター４階研修室 

  〔議 事〕平成 30年度 事業・決算・監査報告 

       令和元年度 事業計画案・予算案審議 

       役員改選 

  b 役員会・監事会 

   随時開催 

  c 三役会 

   随時開催 

  d 広報誌編集会議 

   ３回（各号２回開催（２回×２号分）） 

②札幌市在宅福祉活動団体連絡会に対する支援 

ア 研修・交流事業 

    a 研修会 

    ○第１回 

〔日 時〕令和元年５月 14 日 

〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター４階「視聴覚兼会議室」 

〔内 容〕「丸ごとを楽しむ地域の支え合いの居場所づくり」 

    講師 札幌市立大学デザイン学部講師 片山めぐみ氏 

〔参加者〕37 名（29名） 

○第２回 

〔日 時〕令和元年９月 17 日 

〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター4階「視聴覚兼会議室」 

〔内 容〕「自分の人生を生きていく」 

    講師 北海道新聞社くらし報道部編集委員 福田淳一氏 

〔参加者〕42 名 

〇第３回 

〔日 時〕令和２年２月 18 日 

〔会 場〕ボランティア研修室Ｂ 

〔内 容〕からだづくりでリフレッシュ（講義・実技） 

      リンパケアセラピスト 金黒悦子氏 

〔参加者〕20 名 

    b 交流会 

〇交流会 

    〔日 時〕令和元年５月 14日 

    〔参加者〕27 名 

    〇新年交流会 

    〔日 時〕令和２年１月 14日 

    〔会 場〕札幌すみれホテル 

    〔内 容〕第１部 会員レポート 

         “ちさろ”の取材こぼれ話 

          ワーカーズコレクティブプランズ EPO 代表 谷山真佐枝 

         瓢箪から駒？で始まった新たな居場所～子ども食堂 
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          NPO法人たすけ愛ふくろう清田 代表 中村則夫 

         第 2部 交流会 

    〔参加者〕28 名 

   イ 啓発事業 

    a 広報誌「手を繋ごう!なかまたち」の発行 

    b 加入団体紹介冊子の発行 

〔発行月〕８月 

〔発行数〕180 部（社協ホームページ上でも公開） 

c 市民向けリーフレットの発行 

〔発行月〕９月 

〔発行数〕10,000 部（社協ホームページ上でも公開） 

ｄ 市民向け活動レポート（広報誌 23 号）の発行 

〔発行月〕３月 

〔発行数〕850 部 

   ウ 調査事業 

エ 会務の運営 

    a 総 会 

〔日 時〕令和元年５月 14 日 

〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター4階「視聴覚兼会議室」 

〔内 容〕平成 30 年度事業、決算、監査報告 

令和元年度事業計画(案)及び予算(案)、役員改選審議 

〔参加者〕32 名（26名） 

    b 役員会 

７回 

c 会員の増強（通年） 

d 設立 20周年事業実行委員会 

〔日 時〕令和２年２月 25 日 

〔内 容〕20 周年事業の内容検討 

〔出席者〕実行委員６人、オブザーバー１人、事務局１人 

 

  ③札幌スノーバスターズによる除雪ボランティア活動の支援 

 

〔３〕権利擁護事業の推進                       

（１）日常生活自立支援事業                          

 

  日常生活自立支援事業の推進《３（１）》 

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に、福祉サービスの利用支援、 

また、日常的な金銭管理や重要書類の預かり等を行いながら、関係機関 

と連携して、生活課題の解決を図ります。 

また、認知症高齢者等の契約者に対する相談対応を適切に行うため、 

生活支援員の資質向上を図ります。  
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相談・調整件数                   〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

相談・調整件数 22,405 22,027 

      新規契約件数                    〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

高齢者 17 26 

知的障がい 11 7 

精神障がい 9 9 

その他 1 0 

合計 38 42 

解約延べ件数                    〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

高齢者 24 31 

知的障がい 7 6 

精神障がい 8 11 

その他 0 1 

合計 39 49 

 

〔単位：件〕 
 高齢者 知的障がい 精神障がい その他 合計 

現契約件数 
96 65 38 6 205 

102 61 37 6 206 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

 区別契約件数 

 契約等件数 契約者内訳 件数 
３０ 

年度末 
契約 解約 

転出入 

（移管） 

区別 

件数 

認知症 

高齢者 

知的障

がい者 

精神障

がい者 
その他 

契約前 

調整 

中央区 23 3 4 0 22 7 8 5 2 1 

北区 17 9 2 -1 23 16 2 5 0 14 

東区 23 6 6 0 23 9 12 2 0 3 
白石区 16 1 2 -1 14 6 6 2 0 3 
厚別区 16 1 5  0 12 7 3 1 1 5 
豊平区 37 4 9 -1 31 11 8 10 2 4 
清田区 6 5 1 0 10 6 4 0 0 3 

南区 22 4 3 +2 25 13 6 6 0 5 

西区 29 3 7 +1 26 13 7 5 1 0 
手稲区 17 2 0 0 19 8 9 2 0 2 

合計 206 38 39 0 205 96 65 38 6 40 

 

≪生活支援員登録人数≫                  〔単位：名〕 
 中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 市外 合計 

元年度 29 19 14 14 17 18 10 22 21 12 0 176 

30年度 33 32 21 20 21 24 16 23 25 19 1 235 
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  ①契約者への定期的な支援活動とモニタリングの実施 

②生活支援員の養成と研修の実施 

ア 啓発活動（出前講座など） 

    内容：日常生活自立支援事業や成年後見制度について 

   〔単位：回・名〕         

 令和元年度 平成 30 年度 

回数 12 7 

参加者数 242 204 

イ 生活支援員登録に向けた研修・説明会 

    〔開催日〕①令和元年６月 18 日、20日 

         ②令和元年 10 月 15 日、17日 

         ③令和２年１月 15 日、16日 

    〔場 所〕社会福祉総合センター 

    〔内 容〕日常生活自立支援事業の概要、生活支援員の活動の概要・実 

際（実践報告）他 

    〔参加者／延べ人数〕 ①12名 ②12名 ③８名 

   ウ 生活支援員現任者研修 

〔開催日〕①令和２年３月 10日 

         ②令和２年３月 12 日 

    〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕日常生活自立支援事業 利用者へのより良い支援を考える 
         ～活動ケース記録、専門員への報告を題材としたグループワーク～ 

    〔参加者／延べ人数〕 新型コロナウィルス感染防止対策で中止 

   エ 生活支援員登録者研修 

〔開催日〕①令和元年８月 28日  ②令和元年９月３日 

    〔場 所〕社会福祉総合センター 

    〔内 容〕出口支援にかかわる地域生活定着支援センターの役割 

      北海道地域生活定着支援札幌センター 

   所長 鹿野内 賢士氏 

    〔参加者〕①46名  ②34名 

  ③権利擁護審査会の開催 

権利擁護審査会 12 回 

〔開催日〕毎月第３木曜日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

  ④関係機関・団体との連携推進 

  ⑤周知活動の推進 

（２）法人後見事業                                

・権利擁護審査会の開催 

※ 権利擁護審査会（日常生活自立支援事業と併用）【再掲】 12回 

   〔単位：件〕 
 高齢者 知的障がい 精神障がい その他 合 計 

現契約件数 
3 2 1 0 6 

3 2 2 0 7 
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※上段は今年度、下段は前年度末実績 

〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

新規受任件数 0 1 

累
積
内
訳 

認知症高齢者 3 3 

知的障がい者 2 2 

精神障がい者 1 2 

 

（３）成年後見制度利用支援事業                        

 

  成年後見に関する事業の推進《３（２）》 

   家庭裁判所からの審判に基づき、法人として後見人を受任し、 

後見業務（身上監護及び財産管理）を適切に行います。 

また、判断能力が低下した認知症高齢者等に対する権利擁護を推進する 

ために、市長による申立事務手続き等（成年後見制度利用支援事業）を札 

幌市から受託し、成年後見制度の利用促進を図ります。  

 

  ①市長申立て事務及び報酬助成事務 

○市長申立て事務                 〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

札幌市に進達件数 51 44 

内訳 
高齢者の方 35 28 

障がいのある方 16 16 

申立て対応件数 90 57 

申立て途中終了件数 25 30 

その他対応件数 6 10 

途中終了件数 18 25 

合計（当該月末現在） 190 166 

○後見人等報酬助成件数           〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

助成決定件数 74 58 

内

訳 

高齢者 40 35 

障がい者 34 23 

②成年後見制度に関する相談の実施 

   相談・調整件数               〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

成年後見制度関係 223 170 

市長申立関係 4,492 3,241 

報酬助成関係 457 378 

合  計 5,172 3,789 
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（４）市民後見推進事業                            

  

市民後見推進事業の実施《３（３）》 

これまで後見人に選任されてきた親族や専門職（弁護士や司 

法書士等）ではない第３の後見人として「市民後見人」を養成 

し、後見活動を見据えたフォローアップ研修も実施します。 

また、市民後見人の後見活動（家庭裁判所からの審判に基づき）を 

支援するための体制整備が必要であり、専門職団体等と連携し協力を 

得ながら進めていきます。 

①市民後見実施機関の設置（市民後見人の養成研修の実施等） 

高齢者・障がい者生活あんしん支援センター内に市民後見実施機関を設置 

ア 札幌市市民後見推進事業運営委員会 全４回 

イ 札幌市市民後見推進事業運営委員会 受任調整部会 ５回 

  ②市民後見人の支援及び登録者のフォローアップ研修等の実施 

   ・基礎研修 

〔開催日〕令和元年 9月 5日～9月 26日 全５回 

    〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター 

    〔受講者〕21 名 

   ・実務研修 

〔開催日〕令和元年 10月 31 日～１月 21 日 全８回（実習含む） 

    〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター 

    〔受講者〕21 名 

   ・フォローアップ研修 

〔開催日〕令和元年６月 13 日～令和元年 11月 14日 

         １～４期生合同 全３回 

〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター 

〔受講者〕１期生 22名 ２期生 31 名 ３期生 18名 ４期生 15名 

③家庭裁判所の選任に基づいて後見活動を行う市民後見人の活動支援 

（５）福祉サービス苦情相談事業                        

 

  権利擁護を推進する各種相談事業の推進《３（４）》 

   高齢者や障がい者の権利擁護を推進するとともに、福祉サー 

ビス利用者が安心してサービスが受けられるよう、利用者保護 

の取り組みを促進します。  

 

①福祉サービス苦情相談の実施 

   ≪相談件数≫                〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

苦情 176 159 

相談 67 108 

問い合わせ 30 28 

その他（対応含） 186 237 

合計 459 532 
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  ②福祉サービス調整委員会の開催 

第１回 平成 31年 4月 16日 

第 2回 令和元年 10月 16日 

  ③福祉サービス苦情相談報告書の作成・周知 

「平成 30年度苦情取扱状況報告書」の作成（430部） 

（６）障がい者あんしん相談事業                        

  ①障がいのある方の権利擁護等に関する相談の実施 

   〔相談件数〕                       〔単位：件〕 

 身体

危害 
財産 相続 金融 雇用 職場

関係 
知人

関係 
家族

関係 
その他 合計 

令和元年度 10 3 7 47 30 52 42 88 1,855 2,134 

平成 30年度 8 1 11 48 26 114 212 181 2,212 2,813 

  ②法律相談の実施 

   〔法律相談件数〕（毎月第２水曜日実施）          〔単位：件〕 

 
身体

危害 
財産 相続 金融 雇用 職場

関係 
知人

関係 
家族

関係 
その他 計 

令和元年度 0 0 0 4 1 0 0 0 1 6 

平成 30年度 0 1 0 6 1 1 1 0 2 12 

   ○札幌市地域自立支援協議会への参画 ６回 

（７）障がい者虐待相談事業                           

  ①障がいのある方の虐待に関する相談の実施 

〔相談件数〕128件（141件） 

〔虐待通報〕50 件（46件）（重複項目あり）     〔単位：件〕  
身体的 

虐 待 

心理的 

虐 待 
性的虐待 放棄放任 

経済的 

虐 待 
その他 計 

令和元年度 21 75 1 14 16 1 128 

平成 30年度 26 70 6 7 28 4 141 

  ②虐待防止に関する啓発研修（出前講座を含む）の実施 

ア 「障がい者グループホーム支援者が本音で語る会」 

   〔開催日〕   令和元年 8 月 24日   

   〔場 所〕   札幌市社会福祉総合センター大研修室 

   〔内 容〕   グループホームの支援についてのミニシンポジウムと、 

参加者によるグループトーク 

   〔参加者〕   77名  

   イ 「障がい者虐待防止セミナー 障がい者の権利の主体性について考える」 

   〔開催日〕   令和元年 10月 9日   

   〔場 所〕   札幌市社会福祉総合センター大研修室 

   〔内 容〕   弁護士 塚谷 翔 氏による講演 

   〔参加者〕   164 名  

   ウ 障がい者虐待防止出前講座 

〔開催回数〕38 回（28回） 

〔開催場所〕障がい者福祉サービス事業所において開催 

（入所事業所６、通所事業所 27、居宅介護事業所５） 
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〔参加者〕合計 557 名（440 名） 

  ③札幌市障がい者虐待防止ネットワーク会議の開催 

    第１回 令和元年 11月 1 日開催 

 

（８）高齢者虐待電話相談事業                           

高齢の方への虐待に関する電話相談の実施        

〔相談件数〕96 件（82件） 

〔虐待通報〕42 件（36件）           〔単位：件〕重複有 
 身体的虐待 心理的虐待 放棄放任 経済的虐待 性的虐待 計 

令和元年度 22 27 9 10 0 68 

平成 30年度 17 15 9 8 0 49 

（９）中国帰国者生活相談室運営事業                       

   中国帰国者等の生活相談の実施 

〔相談件数〕4,319 件（4,561件）          〔単位：件〕 

 就労 生活 国籍 医療 教育 住宅 日本語 悩み 
支援 

給付 

支援 

計画 
その他 合計 

令和元年度 3 788 0 2,590 106 128 3 6 615 55 25 4,319 

平成 30 年度 12 814 1 2,861 57 37 9 7 713 29 21 4,561 

〔その他〕中国・樺太帰国者を知る集い、学習発表会に参加、中国帰国者新年交流

会に協力 

 

〔４〕生活困窮者自立支援                       

（１）各種資金貸付事業の推進                        

 

  各種資金貸付事業の推進《４（１）》 

低所得世帯などに対する各種資金貸付事業を通じて、今後の安 

定した生活を目指すことを基本に地域福祉の増進に繋がる事業の 

ひとつとして取り組みます。 

札幌市の依頼に基づき実施している「保育士修学資金等貸付事業」につ 

いて、保育士養成機関に合格した高校生を対象に受付を実施し、保育人材 

の確保に協力していきます。 

継続して、生活困窮世帯の自立を支援するために、自立相談支援機関と 

の連携のもと、各種資金貸付事業を推進し生活支援の充実を図ります。 

また、債権管理業務においては、訪問等による償還業務に重点を置き、 

滞納世帯の生活状況に応じた必要な助言や関係機関へ橋渡しするなどの 

支援も併せて行います。 

  

  ①生活福祉資金貸付事業（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担   

保型生活資金、臨時特例つなぎ資金を含む）                   
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〔貸付実績〕 

《生活福祉資金》 

年度 

資金種別 

令和元年度 平成 30 年度 

件数（件） 金額（千円） 件数（件） 金額（千円） 

福祉資金 22 19,971 21 11,474 

緊急小口資金 49 4,101 70 6,277 

教育支援資金 99 199,423 109 194,255 

臨時特例 

つなぎ資金 
0 0 0 0 

総合支援資金 0 0 1 309 

不動産担保型 

生活資金 
3 433 2 350 

要保護世帯向け 

不動産担保型生活資金 
5 404 9 976 

特例緊急小口資金（R1：新

型コロナウイルス感染症対

応特例、H30：平成３０年度

北海道胆振東部地震特例） 

788 135,200 44 5,500 

平成３０年度北海道胆振東

部地震特別緊急小口資金 
- - 31 7,850 

合  計 958 

 
358,695 276 225,665 

  ※『不動産担保型生活資金』および『要保護世帯向け不動産担保型生活資金』 

   は、月額貸付のため、合計額に計上していない。 

②特別（冬期）生活資金貸付事業        〔単位：件・千円〕                 

 令和元年度 平成 30 年度 

貸付件数   5   5 

貸付金額 230  200 

③札幌市保育士修学資金等貸付事業              

年度 

 

資金種別 

令和元年度 平成 30 年度 

件数（件） 金額（千円） 件数（件） 金額（千円） 

保育士修学資金 287 187,385 183 118,076 

保育補助者雇上費 1 8,859 2 7,563 

未就学児をもつ保育士に対

する保育料の一部貸付 
37 7,672 81 17,100 

保育士就職準備金貸付 8 2,644 2 422 

合計 333   206,560 268   143,161 
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④応急援護資金貸付事業           〔単位：件・千円〕                  
 令和元年度 平成 30 年度 

貸付件数 13 11 

貸付金額 1,113 1,016 

⑤要保護世帯等援護事業                          

   公的制度を補完するため、札幌市からの補助金を財源に、被保護世帯ある 

いは要保護世帯等を対象として、一時的な援助を行なっています。 

   ア 要保護世帯援護一時貸付金（生活保護開始までのつなぎ資金） 
   イ 一時宿泊困窮者緊急援護資金 
   ウ 一時浮浪者援護資金（浮浪者移送費） 
   エ 冬季暖房器具購入資金 

⑥その他                                 

ア 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 
毎月１回／計 12 回開催（定例開催） 

イ 無縁物故者盂蘭盆法要の実施 
日 時 ： 令和元年８月 20 日 16：00～17：00 
会 場 ： 浄土宗北縁山 新善光寺 
 

〔５〕自主事業による在宅福祉サービス                  

（１）地域支え合い有償ボランティア事業                    

 

  地域支え合い有償ボランティア事業《５（１）》 

市民参加による相互扶助精神に基づき、高齢者の介護予防、 

障がい者福祉及び産前・産後支援など、在宅生活に支障がある  

方を対象に有償ボランティアを派遣する「地域支え合い有償ボランティア 

事業」を会員と協働で実施します。 

  

  ①有償ボランティア（協力会員）による在宅福祉サービス（家事援助、 

生活援助、外出援助）の実施 

    ≪会員登録者数≫       〔単位：名〕 

協力員数 利用者数 合 計 

537 1,338 1,875 

539 1,310 1,849 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

     

≪サービス実績数≫          〔単位：世帯・回〕 

区 令和元年度 平成 30 年度 

家事援助 

サービス 
(えぷろん) 

世帯 4,476 4,558 

回数 15,398 15,811 

時間 25,039 26,424 

生活援助 

サービス 
(かいてき) 

世帯 1,363 1,402 

回数 4,419 4,914 

時間 3,758 4,256 
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お出かけ同行 

サ ー ビ ス
(外出援助) 

世帯 548 490 

回数 1,025 1,016 

時間 2,675 2,516 

３サービス 

合計 

世帯 6,387 6,450 

回数 20,842 21,741 

時間 31,472 33,196 

  ②協力会員・利用会員の募集・広報啓発活動 

〔単位：回・名〕 

区 令和元年度 平成 30年度 

開催回数 12 12 

参加者数 131 130 

新規登録者 108 113 

   【広報・啓発】 

    ・協力会員の募集 

      定期的な登録説明会（協力会員対象）を開催して協力会員を募集し、 

有償ボランティアの人材確保を行った。 

今年度は新たに、協力会員の少ない北区・白石区に対して出張形式で 

の登録説明会を実施した。 

    ・利用会員の募集 

      事業に関するチラシ等を区役所、地域包括支援センター、居宅介護 

支援事業所等の関係機関に配付した。 

  ③会報誌「ほっ・と通信」の発行 

   〔発行回数〕年４回：各 2,000部発行 

  ④協力会員交流会の開催 

・会員交流会の開催 

交流会を開催し、情報交換や悩み事相談の場を設定し協力会員相互の交 

流を深める場を設定した。 

〔開催回数〕年１回   

⑤協力会員に関する研修（登録時、スキルアップ）の開催 

ア 協力会員研修（協力員スキルアップ研修） 

多様化する市民ニーズに応えるため、サービス内容ごとに必要な知識及 

び技術の向上を目的とした研修を実施した。   

〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30年度 

開催回数 5 2 

参加者数 111 52 

イ 調整員会議 

職員と調整員とのサービス需給調整にかかわる情報共有や課題の検討等 

を目的に開催した。 

〔開催回数〕年３回 

 

 



～36～ 
 

（２）さわやかヘルプサービス                                                

 

  さわやかヘルプサービス《５（２）》 

   介護保険法または障害者総合支援法では対応できないサー 

ビスを、自立支援・介護予防の観点からホームへルパーが実施します。 

 
 令和元年度 平成 30年度 

利用者数（名） 1,523 1,602 

回 数（回） 4,027 4,600 

時間数（時間） 4,148 5,085 

収 入（円） 9,599,792 11,886,868 

※利用者数は介護保険及び障害者総合支援利用者と重複する。 

 

〔６〕介護保険法等による在宅福祉サービス                
（１）訪問介護事業及び総合事業訪問介護相当型サービス［ヘルパーセンター］                           

 

  訪問介護及び札幌市日常生活支援総合事業《６（１）》 

要介護又は要支援認定を受けた被保険者及び、日常生活支援 

総合事業対象者との契約により、ホームヘルパーが訪問介護計画、 

介護予防訪問介護計画、日常生活支援訪問介護計画に基づいた訪問介護また 

は介護予防訪問介護、訪問介護相当型サービスを提供します。 

 

〔事業所〕中央、北、東、白石・厚別・清田、豊平、南、西、手稲 

（中央、北は 24時間巡回型併設） 
 利用者数（人） 回  数（回） 時 間 数（時間） 

サービス 訪問介護 総合事業 訪問介護 総合事業 訪問介護 総合事業 

令和元年度 13,475 10,203 131,160 51,298 139,529 46,111 

平成 30年度 13,826 10,536 136,648 55,286 147,284 49,450 

（２）地域密着型サービス事業                                

 

  地域密着型サービス事業《６（２）》 

夜間、ホームヘルパーの定期巡回と通報による随時訪問サービ 

スを提供する夜間対応型訪問介護を実施します。これと並行して、 

24時間安心して在宅生活が送れるようホームヘルパーや看護師の訪問 

サービスを 1日複数回、時間帯を問わずに提供する定期巡回・随時対 

応型訪問介護看護も実施しておりましたが、市内の同種サービスの充 

実を受け、令和元年３月を持ってその役目を終えました。 

平成 30 年度からは地域密着型通所介護として、地域に根ざした小規模 

の通所介護事業を展開し、新たな取り組みも行っています。 
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①夜間対応型訪問介護事業［ナイトケアセンター］ 

〔事業所〕中央          〔単位：名〕 
 令和元年度 平成 30年度 

利 用 者 数 1,088 1,253 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業［あんしん２４］ 

〔事業所〕中央、北        〔単位：名〕 
 令和元年度 平成 30年度 

利 用 者 数 24 40 

  ③地域密着型通所介護事業 

    〔事業所〕まもりんガーデン澄川  〔単位：名〕 

  令和元年度 平成 30年度 

利 用 者 数 1291 620 

（３）居宅介護支援及び介護予防支援事業［総合支援センターえがお、相談センター、 

   地域包括支援センター（介護予防支援事業のみ）］                 

 

  居宅介護支援及び介護予防支援事業《６（３）》 

要介護又は要支援認定を受けた被保険者との契約により、在 

宅生活を支援するため介護支援専門員が居宅介護支援または介 

護予防支援及び介護予防ケアマネジメント支援を提供します。  

 

〔事業所〕総合支援センターえがお、中央、北、東、白石・厚別・清田、 

豊平、南、西、手稲   〔単位：名〕 

  令和元年度 平成 30年度 

利 用 者 数 43,747.5 43,668 

  ※介護予防・介護予防ケアマネジメントは 0.5人換算 

（４）特定入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護事業［長生園］  

 

  特定入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護事業《６（４）》 

   長生園の入所者が、心身の状態の変化等により、介護保険サー 

ビスを受ける必要が生じた場合に、自立した日常生活を送るため、 

施設相談員が個別の介護計画等を作成した上、必要なサービスを提供し 

ます。  
 
〔単位：名・日〕 

利用状況 令和元年度 平成 30年度 

延べ実施者数 1135 1,341 

実人員（月毎、累計） 41 51 

実施日数 337 342 
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（５）通所介護事業及び総合事業通所介護相当型サービス            

 

  通所介護、介護予防通所介護及び札幌市日常生活支援総合事業《６（５）》 

要介護又は要支援認定を受けた高齢者及び日常生活支援総合 

事業対象者に対し、通所により各種のサービスを提供することに 

よって、対象者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持 

向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。  
 
[実施場所]中央、東、厚別、豊平、南、西の各老人福祉センター、屯田 

西老人デイサービスセンター（指定管理） 
［施設別利用状況］            〔単位：名・日〕 

施設名  令和元年度 平成 30年度 

中央 
延べ利用人数  5,722 5,993 

実利用人数 738 775 

東 
延べ利用人数 5,854 6,311 

実利用人数 771 881 

厚別 
延べ利用人数 4,740 4,752 

実利用人数 580 607 

豊平 
延べ利用人数 4,983 5,705 

実利用人数 800 886 

南 
延べ利用人数 6,481 5,720 

実利用人数 977 874 

西 
延べ利用人数 5,947 6,309 

実利用人数 751 789 

屯田西 
延べ利用人数 5,581 5,836 

実利用人数 808 862 

計 
延べ利用人数 39,308 40,626 

実利用人数 5,425 5,674 

１日平均利用人数 18.1 19.2 

延べ実施日数 2,170 2,114 

（６）介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護事業、医療保険法による  

   訪問看護事業［訪問看護ステーション］                       

 

介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護、医療保険法等による 

訪問看護事業《６（６）》 

主治医の指示に基づき、利用者と契約を行い、在宅での療養 

生活を支援するため看護師による訪問看護並びに、理学療法士 

によるリハビリテーション指導を行います。 

なお、当事業は市内の同種サービスの充実を受け、令和元年 

12月に休止となりました。 

 

 

 

 



～39～ 
 

［事業所］訪問看護ステーションあんしん   〔単位：名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

訪問看護 335 949 
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護連携型 6 25 

   ※訪問看護ステーションあんしんは 12月をもって休止しました。 

 

（７）障害者総合支援法による在宅福祉サービス事業［ヘルパーセンター］    

 

  障害者総合支援法による在宅福祉サービス事業《６（７）》 

   法律に基づく支給決定を受けた利用者との契約により、ホーム 

ヘルパーが個別支援計画に基づいて支給決定量の範囲内で居宅介 

護等を提供します。 

 

〔事業所〕中央、北、東、白石・厚別・清田、豊平、南、西、手稲 

（中央、北は 24時間巡回型併設）  
 令和元年度 平成 30年度 

利用者数（名） 6,959 7,292 

回 数（回） 87,224 89,718 

時間数（時間） 91,516 94,629 

・札幌市移動支援事業［ヘルパーセンター］ 
単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇 

活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時 

に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。 

〔事業所〕中央、北、東、白石・厚別・清田、豊平、南、西、手稲 
 令和元年度 平成 30年度 

利用者数（名） 874 963 

回 数（回） 3,928 4,213 

時間数（時間） 6,343  27,382  

 

〔７〕札幌市からの委託による各種保健福祉事業                
（１）札幌市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス事業［ヘルパーセンター］    

 

  札幌市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス事業《７（１）》 

介護保険の要介護認定において自立と判定された高齢者で、札 

幌市各区保健福祉部が在宅生活を営むうえで支援が必要と認めた 

高齢者に対し、ホームヘルプサービスを提供します。 

  
 令和元年度 平成 30年度 

利用者数（名） 12 12 

回 数（回） 18 23 

時間数（時間） 33 43 
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（２）札幌市養育支援員派遣事業［ヘルパーセンター］              

 

  札幌市養育支援員派遣事業《７（２）》 

児童虐待等の問題を抱える家庭において安定した児童の養育 

を可能とすることを目的として、当該家庭に対し、児童虐待の 

発生･再発の防止等を図るため、養育支援員(ヘルパー)の継続的な訪問に 

よる支援等を行います。 

  
 令和元年度 平成 30年度 

利用者数（名） 39 53 

回 数（回） 111 170 

時間数（時間） 172 266 

（３）札幌市地域包括支援センター運営事業                    

 

  札幌市地域包括支援センター運営事業《７（３）》 

   高齢者等が住みなれた地域で自立した生活を継続することがで 

きるように、地域の中核機関として関係機関と連携しながら、保 

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が保健・医療・福祉の向上及び 

増進を図るため、総合相談事業、高齢者虐待の防止などの権利擁護事業、 

地域の介護支援専門員等への相談・支援を行います。また、平成 29 年度 

に介護予防・日常生活支援総合事業がスタートしたことに伴い、従前から 

の予防給付ケアプランのほか、事業対象者への介護予防ケアプランに基づ 

き、高齢者を適切な事業に繋げることにより要介護状態となることを予防 

します。 

   

 ［事業所］中央区第１、北区第１、北区第２、北区第３、東区第１、 

   東区第３、豊平区第１、南区第３、西区第２ 

ア 地域ケア会議の開催(地域ケア会議：各地域ケア会議、準備会含) 

〔実績数〕                〔単位：件〕 

 令和元年度 平成 30年度 

中央第１ 58 103 

北第１ 59 79 

北第２ 67 86 

北第３ 56 87 

東第１ 81 104 

東第３ 58 77 

豊平第１ 78 82 

南第３ 59 56 

西第２ 46 51 

合計 562 725 
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 イ 地域包括支援センター運営事業 

   ≪総合相談支援≫                〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30年度 

介護保険制度 8,284 8,142 

介護予防 148 133 

その他の保健福祉サービス 238 277 

権利擁護 126 84 

消費者被害 13 8 

認知症 758 725 

高齢者虐待 39 53 

住まいに関すること 754 791 

心身の健康に関すること 402 485 

その他 887 809 

合計 11,649 11,507 

○総合事業サービス支援計画作成数（新規、更新・変更含む） 

   ≪介護予防ケアマネジメント≫      〔単位：件〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

中央第 1 1,145 1,298 

北第 1 1,484 1,394 

北第２ 1,013 907 

北第３ 1,280 1,231 

東第１ 1,446 1,697 

東第３ 1,152 1,100 

豊平第１ 1,506 1,383 

南第３ 575 509 

西第２ 1,411 1,082 

合計 11,012 10,601 

   ○要支援１・２介護予防ケアプラン作成数（直営、再委託含む）   〔単位：件〕 

 
中央第 1 北第 1 北第 2 北第３ 

要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 

令和元年度 310 579 236 623 228 498 238 566 

平成 30 年度 265 504 258 555 202 447 242 489 

 
東第 1 東第 3 豊平第 1 南第 3 

要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 

令和元年度 330 561 252 391 277 520 189 212 

平成 30 年度 228 714 199 346 325 510 167 209 

 
西第 2 合計   

要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 

 令和元年度 350 535 2,410 4,485 

平成 30 年度 294 431 2,180 4,205 
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≪地域ケア体制の構築≫                 〔単位：回〕 

 

中央第 1 北第 1 北第 2 北第３ 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

令和元年度 0 126 7 229 6 187 7 213 

平成 30 年度 2 158 7 235 12 302 4 233 

 

東第 1 東第 3 豊平第 1 南第 3 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

令和元年度 5 219 4 275 1 135 6 139 

平成 30 年度 18 249 2 268 1 118 7 108 

 

西第 2 合計  

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

ケース 
検討会議 

その他関係

組織・機関

との連携 

令和元年度 9 232 45 1,755 

平成 30 年度 8 274 61 1,945 

 

（４）札幌市介護予防センター運営事業                       

 

  札幌市介護予防センター運営事業《７（４）》 

   地域の身近な相談窓口として、地域福祉活動と連携して介護予 

防の支援が必要な高齢者の早期把握と早期支援を行うため、介護 

予防・日常生活支援総合事業に基づく一般介護予防事業を通じ、地域住民 

や一般高齢者に対する介護予防の普及啓発を行います。 

 

   ［事業所］中央区（大通公園）、北区（新道南）、東区（北栄）、豊平区 

（美園）、南区（まこまない）、手稲区（中央・鉄北） 

ア 地区地域ケア会議の開催 (地域ケア会議：各地域ケア会議、準備会等含) 

〔単位：件〕  

 令和元年度 平成 30 年度 

大通公園 32 38 

新道南 39 44 

北栄 26 28 

美園 58 46 

まこまない 38 33 

中央・鉄北 30 28 

合計 223 217 
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イ 総合相談支援            〔単位：件〕 

相談内容 令和元年度 平成 30 年度 

介護保険制度 118 164 

介護予防 266 356 

その他の保健

福祉サービス 
8 72 

権利擁護 5 5 

消費者被害 6 6 

認知症 36 73 

高齢者虐待 1 2 

住まいに関すること 34 33 

心身の健康に関すること 80 212 

その他 158 70 

合 計 712 993 

 

ウ 介護予防啓発事業の実施             〔単位：回・名〕 

 
大通公園 新道南 北栄 美園 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

介護予防教室 
105 1,601 105 2,229 70 1,432 34 1,188 

72 1,049 109 1,742 88 1,503 71 1,598 

研修会・講演会 
5 90 0 0 1 8 0 0 

3 104 0 0 3 34 1 14 

相談会 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 2 4 1 21 

イベント 
3 77 4 98 2 48 5 575 

1 8 4 87 1 17 9 827 

合 計 
113 1,768 109 2,327 73 1,488 39 1,763 

76 1,161 113 1,829 94 1,558 82 2,460 

事業内容 
まこまない 中央・鉄北 合 計 

 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

介護予防教室 
96 1,750 70 918 480 9,118 

94 1,668 74 1,033 508 8,593 

研修会・講演会 
1 57 0 0 7 155 

0 0 0 0 7 152 

相談会 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 3 25 

イベント 
0 0 2 47 16 845 

0 0 0 0 15 939 

合 計 
97 1,807 72 965 503 10,118 

94 1,668 74 1,033 533 9,709 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 
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エ 地域福祉活動支援業務の実施  

〔実 績 数〕                      〔単位：件・名〕 

 
大通公園 新道南 北栄 美園 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

民生委員 

児童委員 

0 0 1 15 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

福祉のまち推

進活動従事者 

0 0 1 6 16 242 0 0 

0 0 0 0 9 182 0 0 

町内会組織・

地区社協 

2 116 17 275 36 446 6 126 

0 0 10 251 24 444 1 27 

老人クラブ 
1 28 17 409 10 190 9 211 

2 55 15 370 6 121 10 266 

その他 
4 40 18 486 13 89 2 33 

10 324 8 299 15 88 3 36 

合 計 
7 184 54 1,191 75 967 17 370 

12 379 33 920 54 835 14 329 

 
まこまない 中央・鉄北 合 計 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

民生委員 

児童委員 

0 0 0 0 1 15 

0 0 2 29 2 29 

福祉のまち推

進活動従事者 

0 0 17 274 34 522 

0 0 13 283 22 465 

町内会組織・

地区社協 

1 95 7 187 69 1,245 

1 77 5 173 41 972 

老人クラブ 
9 159 13 470 59  1,467 

10 216 20 725 63 1,753 

その他 
0 0 1 13 38 661 

0 0 5 330 41 1,077 

合計 
10 254 38 944 201 3,910 

11 293 45 1,540 169 4,296 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

オ 地域ケア体制の構築                 （単位：回） 

 大通公園 新道南 北栄 美園 まこまない 中央・鉄北 合計 

その他会議

の参加 
1 3 0 0 0 0 4 

2 4 0 0 0 1 7 

地区組織と

の連携 

21 61 18 38 72 80 290 

34 36 25 55 82 91 323 

その他 

関係機関 

との連携 

44 63 53 71 37 46    314 

29 45 76 74 25 69 318 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 
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（５）自主活動化支援事業                             

 

  自主活動化支援事業《７（５）》 

   老人福祉センターにおいて、住民主体の介護予防活動のキー 

パーソンとして活動している方、または今後活動予定の方に自 

主的な運営のノウハウに関する助言や技術的指導、交流の機会を提供する 

ことにより住民主体の介護予防活動が継続的に実施され、地域の中におけ 

る生きがいや役割を持つ高齢者が増えることや住民同士の交流により地域 

の活性化を図ります。 

 

[実施場所]中央、東、白石、厚別、豊平、清田、南、西の各老人福祉センター 

                        〔単位：名〕 

施設別利用回数 令和元年度 平成 30 年度 

中央 87 14 

東 36 20 

白石 46 23 

厚別 120 39 

豊平 191 89 

清田 30 23 

南 48 21 

西 18 12 

合計 576 241 

（６）生活機能向上支援事業                         

 

  生活機能向上支援事業《７（６）》 

老人福祉センターにおいて、日常生活に必要な家事能力を維 

持または向上するための講座を実施することにより、日常生活 

の活動性を高め、介護サービスに頼らない高齢者を増やし、生きがいづく 

りや自立した生活の継続支援を行うことにより、生活の自立に対する意識 

向上を図ります。 

 

    [実施場所]中央、東、白石、厚別、豊平、清田、南、西の各老人福祉センター  

                             〔単位：名〕 

施設別利用回数 令和元年度 平成 30 年度 

中央 64 114 

東 78 93 

白石 95 90 

厚別 115 111 

豊平 132 126 

清田 126 105 

南 144 137 

西 129 98 

延べ利用人数 883 874 
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（７）札幌市短期集中予防型訪問指導事業                   

 

  札幌市短期集中予防型訪問指導事業《７（７）》 

   介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスとして、 

地域包括支援センター等が要支援者と事業対象者について作成 

した介護予防ケアプランに基づき、本会が委託した訪問指導員（保健師、 

看護師）による月 1～2回の訪問指導を 3～6か月の短期間に集中的に行い、 

要介護状態となることを予防します。  

 

                         〔単位：回〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

回数 
訪問指導等 401 115 
サービス担当者

会議等 
130 93 

（８）札幌市要介護認定調査事務事業［調査センター］                     

 

  札幌市要介護認定調査事務事業《７（８）》 

  指定市町村事務受託法人として、札幌市及びその他全国の市町 

村からの委託により、介護支援専門員である要介護認定調査員が 

調査センターから家庭や施設など対象者を訪問し、全国統一の７４の調査 

項目に基づき、身体機能や認知機能等に関する認定調査を行います。  

 

〔単位：件〕 

サービス 令和元年度 平成 30 年度 

札幌市 
介護保険 79,989 63,616 

生活保護 673 562 

他市町村 4,558 3,943 

（９）札幌市高齢者生活支援型ショートステイ事業[長生園]              

 

  札幌市高齢者生活支援型ショートステイ事業《７（９）》 

   長生園において、介護保険の要支援・要介護に該当しないが生 

活支援を必要としている高齢者について、そのご家族等が、病気 

や事故、冠婚葬祭等の理由により、止むを得ず一時的に支援できなくなっ 

たとき、長生園でその高齢者を宿泊によりお世話いたします。  

    

                 〔単位：名・日〕 

 利用状況 令和元年度 平成 30 年度 

利用人員 22 11 

延べ利用日数 269 204 
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（10）札幌市生活支援体制整備事業                      

   

  札幌市生活支援体制整備事業の実施《７（10）》 

要支援者に対する予防給付のうち、訪問介護・通所介護につ 

いて、市町村が地域の実情に応じた取組ができる地域支援事業 

へ移行されており、これに伴い、市内の多様な主体により、高齢者の生活 

課題（話し相手、外出支援、掃除など）に対し住民主体で支え合う体制づ 

くりを、生活支援コーディネーターを配置し進めます。また、協議体の開 

催等を通じ、地域住民に対する啓発活動や担い手養成等を実施するため、 

多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働により、関係機関の 

ネットワークの強化を図ります。 

  

①第１層及び第２層コーディネーターの配置と相互の連携強化 

ア 区（第１層）コーディネーター連絡会議 

     第１回 令和元年５月 28日 13：30～14：55 

     第２回 令和元年７月 23日 11：10～12：20 

     第３回 令和元年９月 24日 10：45～12：15 

     第４回 令和元年 11月 26日 11：00～12：00 

     第５回 令和２年１月 28日 11：10～12：40 

     第６回 令和２年３月 23日  9：00～12：00 

   イ 新任第２層生活支援コーディネーターへの事業説明 

     平成 31 年４月１日 14：30～17：00 （北区、白石区、清田区） 

     令和元年５月７日 14：30～17：00 （北区） 

     令和元年７月８日 14：30～17：00 （手稲区） 

     令和元年８月１日  14：30～17：00 （清田区） 

     令和元年 10 月２日 14：30～17：00 （白石区） 

     令和元年 12 月３日 14：30～17：00 （白石区） 

     令和元年 12 月 16 日 14：30～17：00  （白石区） 

     令和２年３月３日  14：00～17：00 （中央区） 

  ②生活支援コーディネーターの資質向上 

   ア 第１・２層生活支援コーディネーター打ち合わせ 

     白石区 平成 31 年４月 10日 

     南 区 平成 31 年４月 10日 

     北 区 令和元年５月 24日 

     白石区 令和元年６月４日 

     手稲区 令和元年６月５日 

     南 区 令和元年６月 11日 

     中央区 令和元年７月 12日 

     北 区 令和元年７月 31日 

     豊平区 令和元年８月１日 

     白石区 令和元年９月 19日 

清田区 令和元年 11月 26日 

         令和元年 12月９日 

         令和元年 12月 17日 
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         令和元年 12月 24日 

     白石区 令和元年 12月 25日 

     清田区 令和２年 1月 6 日 

         令和２年 1月 20日 

イ 第２層生活支援コーディネーター連絡会 

     第１回 令和元年５月 29日 13：30～15：35 

     第２回 令和元年８月 27日 13：30～15：35 

     第３回 令和２年１月 14日 13：30～15：45 

   ウ 生活支援コーディネーター養成研修会（フォローアップ研修） 

     第１回 令和元年９月 24日 13：30～16：30 

     第２回 令和２年１月 14日 10：00～12：00 

③市生活支援推進連絡会（協議体）の開催 

  第１回 令和元年 10月 25 日 9：30～11：45 

   第２回 令和２年３月 17日 13：30～15：30（新型コロナウィルス感染予防のため中止） 

  第１回 令和元年 10月 25 日 9：30～11：45 

  ④高齢者の生活支援ニーズの把握 

  ⑤社会資源の把握と開発 

  ⑥生活支援等サービス情報一覧の作成 

  ⑦生活支援ボランティアの養成と活動支援 

  ⑧区民向けフォーラムの開催 

      中央区 令和元年７月 12日 

   手稲区 令和元年 11 月 13日 

   南 区 令和元年 12 月５日 

   東 区 令和元年 12 月 16日 

   豊平区 令和２年２月 17日 

    ※北・白石・厚別・清田・西の５区は（新型コロナウィルス感染予防のため中止） 

  ⑨生活支援コーディネーターマニュアル検討会議 

   第１層生活支援コーディネーター対象 令和２年１月 28日 

                     令和２年３月 23日 

   第２層生活支援コーディネーター対象 令和２年２月 18日 

 

（11）さっぽろ子育てサポートセンター事業                  

   

さっぽろ子育てサポートセンター事業《７（11）》 

   子育ての支援を受けたい方（依頼会員）と援助したい方（提 

供会員)とにより会員組織を作り、日常的な子どもの預かりな 

ど地域の会員相互で子育て家庭を支援する「さっぽろ子育てサポートセン 

ター事業」を会員と協働で実施します。 

 

①子育て家庭へのサービス（保育園・幼稚園等の送迎、保育園・幼稚園等 

   終了後の託児）の実施 
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≪サービスの提供≫                  〔単位：名〕 
 提供会員 依頼会員 両方会員 合 計 

会員数 
607 6,428 125 7,160 

591 5,074 143 5,808 

※上段は、今年度（12月末）、下段は前年度末実績 

   ≪サービス実績数≫ 
 令和元年度 平成 30年度 

世  帯 1,807 1,720 

回  数 10,272 10,025 

時  間 15,371.5 13,809.0 

  ②サポートセンター会員の募集・広報啓発活動 

○ 会員の募集 

説明会を開催して会員を募集し、さっぽろ子育てサポートセンター事業に 

係わる会員の確保を行った。 

 説明会 

区分 

開催 

回数 

参加 

人数 
新規登録者数 

令和元年度 

定期 

（全市） 

 

4 
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 提供会員     40 名 

依頼会員  1,273名 

両方会員      6 名 

合   計  1,319名 

定期 

（各区） 
114 48 

個別 随時 

 

100 

 

平成 30 年度 

定期 

（全市） 
4 60 

提供会員   57名 

依頼会員 1,373名 

両方会員     5名 

合   計 1,435名 

定期 

（各区） 
114 315 

個別 随時 244 

  ③会報誌｢さぽめーる｣の発行 

〔発行回数〕 年１回：7,600部発行 

④サポートセンター会員交流会の開催 

交流会を開催し情報交換や会員(依頼会員･提供会員)相互の交流を深め 

る場を設定した。            〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

開催 

回数 

全体交流会 2 0 

区別交流会 0 10 

参加人数 68 83 

託児数 31 34 
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⑤サポートセンター会員に関する研修（新規提供会員登録時、レベルアップ） 

   の開催 

   ○各種研修 

さっぽろ子育てサポートセンター新規提供会員講習会。 

新規に登録した提供会員を対象に、活動に必要な知識及び技術の習得を目的 

とした講習会を実施した。        〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30年度 

開催回数 4 4 

参加者数 89 113 

託  児 実施せず 実施せず 

   ○さっぽろ子育てサポートセンターレベルアップ講習会 

     提供会員の知識及び技術の向上を目的とした講習会を実施した。 

                      〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30年度 

開催回数 2 2 

参加者数 24 40 

託  児 実施せず 実施せず 

   ○連絡調整会議 

     アドバイザーとサブ・リーダーとの定期的な情報交換のため連絡調整 

    会議を開催した。 

   〔開催回数〕サブ・リーダー会議 年 12 回（内３回 サブ・リーダー、 

         エリア・リーダー合同会議） 

（12）介護サポートポイント事業の実施【再掲：〔２〕（４）】                  

 

（13）札幌市情報センター管理運営事業                     

①利用促進と地域、学校への情報提供 

   ≪利用状況≫ 

 令和元年度 平成 30 年度 

開館日数 (日) 266 291 

貸出利用者数 (名) 8,826 8,727 

 １日平均 33 30 

貸出冊数 (冊) 27,558 27,604 

 １日平均 104 95 

新規登録者 (人) 257 228 

≪登録者数≫              〔単位：名・団体〕 

個人 福祉団体 その他団体 

15,960 88 1 

15,713 86 18 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 
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②福祉関連図書の充実と利便性の向上 

○資料室の運営（図書資料サービス）    〔単位：冊・本〕 

 図書資料 ビデオ・ＤＶＤ 

蔵書数 
22,558 945 

22,179 925 

※上段は今年度、下段は前年度末実績 

③自主事業（読み聞かせ等）による広報啓発、情報提供 

   ≪冬休み 小学生のためのよみきかせ会≫    〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 1 0 

参加者数 19 0 

≪親子で楽しむ絵本のよみきかせ会≫    〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 2 3 

参加者数 46 79 

 ≪大人のための朗読会≫          〔単位：回・名〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 2 2 

参加者数 462 238 

※2月の開催は中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

④図書ボランティアの育成と受入   

［ボランティア登録者数］  9名       〔単位：回〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

活動回数 47 51 

   ※3月の受入は中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

⑤学生レポーター事業 

[学生レポーター登録数]  ３名 

   [ミーティング回数]    ５回 

   ア 「学生レポーター通信」の発信 

    本会ホームページを活用し、今までにない学生の視点から福祉に関する 

   身近な話題や取材記事を随時発信 

 

〔８〕在宅支援に関する研修事業の推進                  
（１）介護職員初任者研修の実施                        

                 〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 1 2 

受講者数 9 15 
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（２）同行援護従業者養成研修の実施（一般・応用）【部内向け研修】                           

                 〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 1 3 

受講者数 24 50 

（３）全身性障害者移動支援従業者養成研修の実施【部内向け研修】                           

                 〔単位：回・名〕 
 令和元年度 平成 30 年度 

開催回数 1 2 

受講者数 20 39 

 
〔９〕指定管理施設の管理運営                      
（１）養護老人ホーム札幌市長生園管理運営事業                 

 

  養護老人ホーム札幌市長生園《８（１）》 

環境上の理由や経済的理由により居宅において養護を受けるこ 

とが困難な高齢者に対し、入所により養護するとともに自立した 

生活を営み、社会参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行い 

ます。      

 

［年齢別状況］                令和２年３月末現在 

性別 

年齢 
男 女 計 

69才以下 1名 1名 2名 

70才～74才 1名 3名 4名 

75才～79才 0名 8名 8名 

80才～84才 1名 21名 22名 

85才以上 0名 14名 14名 

合   計 3名 47名 50名 

構 成 比 6.0% 94.0% 100.0% 

  ①措置による養護老人ホーム入居者の支援 
ア 生活指導の実施 
イ 給食の実施 
ウ 保健衛生等の実施 

  ②介護予防事業の実施 
     ≪介護予防事業実施状況≫        〔単位：名〕 

実施状況 令和元年度 平成 30年度 

はつらつ健康体操 408 414 

嚥下(えんげ)体操 - 14,087 

ラジオ体操 9,891 - 
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③余暇活動の実施 
   ≪各種クラブ活動実施状況≫         〔単位：名〕 

クラブ名 令和元年度 平成 30年度 

書 道 - 88 

茶 道 64 77 

詩 吟 138 188 

カラオケ 143 176 

元気体操 466 707 

男 17 - 

≪教養娯楽行事及び季節に合わせたレクリエーション行事実施状況≫〔単位：名〕 

実施月 行事名 参加人数 

４月 

園長月例挨拶 

４・５月合同誕生会 

知っとく講話 

席替え 

買い物し隊 

入園者健康診断 

46 

49 

29 

50 

5 

50 

５月 

園長月例挨拶 

花祭り（龍谷高校交流会） 

日帰りバスレク 

48 

50 

17 

６月 

園長月例挨拶 

合同誕生会 

避難訓練 

よさこい慰問交流会（台湾） 

さより保育園交流会 

43 

49 

49 

34 

5 

７月 

園長月例挨拶 

庭園喫茶 

知っ得講話 

ジンギスカンパーティー 

48 

28 

19 

47 

８月 

園長月例挨拶 

合同誕生会 

脱水についての講話 

夏祭り 

体力測定 

きらく会ゲーム大会 

60 周年記念祭典 

43 

47 

33 

45 

41 

6 

28 
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９月 

園長月例挨拶 

敬老の日（祝膳） 

秋分の日（祝膳） 

入園者懇談会 

生花講習会 

大谷第二幼稚園慰問 

盆踊り会 

宿泊行事 

42 

46 

44 

35 

6 

22 

22 

2 

10月 

園長月例挨拶 

合同誕生会 

席替え 

宿泊行事 

知っ得講話 

39 

45 

50 

3 

28 

11月 

園長月例挨拶 

知っ得講話 

外食レク 

誕生者外食 

42 

28 

15 

5 

12月 

さより保育園交流会 

クリスマス会 

園長月例挨拶 

買物し隊 

イルミネーション見学 

入園者懇談会 

8 

35 

43 

8 

6 

39 

１月 

園長月例挨拶 

新年会 

カルタ会 

もちつき会 

ゆき灯りのまち 

七草粥 

成人の日(祝膳) 

全館消毒 

40 

45 

13 

34 

49 

45 

46 

67 

２月 

園長月例挨拶 

節分豆まき 

節分(祝膳) 

建国記念日(祝膳) 

天皇誕生日(祝膳) 

合同誕生会(祝膳) 

雪まつり見学 

47 

48 

47 

48 

47 

47 

12 

３月 
ひな祭り会(簡易) 

春分の日(祝膳) 

31 

45 

  ④住環境の整備 
   衛生環境向上のため、入園者居室畳表替え工事等を行った。 
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⑤介護保険法による特定入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介 
護事業【再掲：６（４）】 

⑥その他 
（２）札幌市老人福祉センター管理運営事業                   

 

  老人福祉センター管理運営事業《８（２）》 

   市内に居住する 60歳以上の方に対し、通所利用により、各 

種相談をはじめ、健康増進、教養の向上及びレクリエーション 

等の場を総合的に提供することにより、高齢者の健康で明るい生活を営む 

ための支援を行います。 

 

   〔実施場所〕中央区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田区、南区、西区 
        の各老人福祉センター 
   ア 利用状況 
     延べ利用人数 

369,458 名（487,502 名）      
登録人数（新規） 

1,065名（1,887名） 
   ≪各施設別利用状況≫               〔単位：名〕 

施設 利用状況 令和元年度 平成 30年度 

中央 
延べ利用人数 48,722 48,848 

登録人数 224 220 

東 
延べ利用人数 62,194 71,886 

登録人数 178 240 

白石 
延べ利用人数 68,816 76,150 

登録人数 260 349 

厚別 
延べ利用人数 48,474 53,112 

登録人数 227 280 

豊平 
延べ利用人数 37,607 43,771 

登録人数 121 192 

清田 
延べ利用人数 68,297 76,057 

登録人数 183 199 

南 
延べ利用人数 49,574 53,408 

登録人数 92 169 

西 
延べ利用人数 57,655 64,270 

登録人数 202 238 

合計 
延べ利用人数 441,339 487,502 

登録人数 1,487 1,887 

    ※令和２年３月２日～３月 31 日の 29 日間は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため全館臨時休館。 

イ 事業内容（全体） 
    a）高齢者に対する生活相談等に関する業務  〔単位：名〕 

利用状況 令和元年度 平成 30 年度 

生活相談 1,714 2,451 
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健康相談 608 53 

専門家等相談 1,321 1,545 

    b）健康増進・機能訓練に関する業務      〔単位：名〕 

利用状況 令和元年度 平成 30 年度 

健康管理 55,857 62,944 

機能回復訓練 58,436 66,495 

講演・運動等事業 16,261 31,407 

 c）浴室業務                〔単位：名〕 

利用状況 令和元年度 平成 30 年度 

入浴 41,577 43,374 

 d）教養講座の開講に関する業務 
    ≪各施設別参加人数≫            〔単位：名〕 

施設 令和元年度 平成 30 年度 

中央 14,877 10,141 

東 17,704 22,408 

白石 14,602 15,387 

厚別 12,700 13,202 

豊平 13,996 14,858 

清田 14,474 17,463 

南 9,557 10,926 

西 14,419 16,793 

合計 112,329 121,178 

 e）レクリエーション・各種行事の開催等に関する業務  〔単位：名〕             

利用状況 令和元年度 平成 30年度 

卓球、囲碁、将棋、オセ

ロ、トランプ、読書等 
156,810 179,996 

各種行事 21,633 25,775 

    f）高齢者の活動支援及び地域開放に関する業務 
≪利用状況≫               〔単位：名〕 

施設 令和元年度 平成 30年度 

中央 8,427 7,905 

東 21,857 23,429 

白石 14,467 16,334 

厚別 15,718 17,600 

豊平 11,251 12,192 

清田 15,559 16,731 

南 9,316 10,436 

西 16,571 17,982 

合計 113,166 122,609 

 
（３）通所介護事業及び総合事業通所介護相当型サービス【再掲：〔６〕（５）】  
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（４）老人休養ホーム札幌市保養センター駒岡管理運営事業          

 

  老人休養ホーム札幌市保養センター駒岡管理運営事業《８（３）》 

高齢者等に対して、低廉で健全な保健休養及び生きがいを高め 

るための保養の場を提供することにより、高齢者等の心身の健康 

と福祉の増進を図り、健康で明るい生活を営むためのサービスを提供いた 

します。 

 
ア 施設概要 

宿泊室 17室、大広間、中広間、浴室、レストラン、売店、芝生広 
場、屋外パークゴルフ場、屋外パットゴルフ場 
※屋外パークゴルフ場及びパットゴルフ場は休止中 

 
 
イ 利用状況                 〔単位：名〕 

各施設別利用回数 令和元年度 平成 30年度 

宿泊者数 10,102 10,634 

休憩者数 81,217 86,881 

朝市入場者数 3,411 3,530 

来館者合計 94,730 101,045 

     ※ 令和２年３月２日～３月 31日の 27日間は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため臨時休館。 

ウ 定  員 
宿泊 72 名 

エ 事業内容 
a)各種施設の利用提供に関する業務 
b)高齢者の生活相談、健康増進等に関する業務 
c)介護や支援を要する方及びその介護を行う家族等への支援に関する業務 
d)高齢者等の社会参加機会の創出に係る業務 
e)教養講座の開講に関する業務 
［実施状況］                   〔単位：名〕 

講座名 令和元年度 平成 30年度 

書 道 170 171 

折り紙 69 － 

あへあほ体操 164 198 

合唱 200 180 

カラオケ 688 716 

水彩画 179 211 

英会話 1,609 1,469 

ビリヤード 964 812 

ヨガ 695 685 

声出して本を読もう 86 94 

ペン習字 143 185 

初心者麻雀 1,193 1,211 
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歌いましょう 42 40 

陶 芸 1,433 1,653 

講座計 7,635 7,625 

f)交流促進に係る業務 
［実施状況］                   〔単位：名〕  

実施月 行事名 参加人数 

４月 

アイヌ刺繍講座 

折り紙講座 

けしごむはんこ講座 

カーリンコン体験会 

オカリナロビーコンサート 

7 

7 

   8 

4 

30 

５月 

アイヌ刺繍講座 

折り紙講座 

けしごむはんこ講座 

もりの仲間の駒岡朝市（2回） 

オカリナロビーコンサート 

7 

3 

12 

463 

22 

６月 

アイヌ刺繍講座 

駒岡の自然を知ろう（春） 

折り紙講座 

けしごむはんこ講座 

もりの仲間の駒岡朝市 

講座生バスツアー 

オカリナロビーコンサート 

8 

7 

6 

8 

255 

18 

43 

７月 

アイヌ刺繍講座 

折り紙講座 

フライパンでおやつ講座 

もりの仲間のこまおか朝市 

親子陶芸教室 

オカリナロビーコンサート 

8 

6 

11 

147 

4 

20 

８月 

もりの仲間のこまおか朝市 

アイヌ刺繍講座 

星空観察会 

オカリナロビーコンサート 

88 

7 

21 

25 

９月 

収穫体験 

もりの仲間のこまおか朝市 

アイヌ刺繍講座 

折り紙講座 

駒岡秋まつり 

オカリナロビーコンサート 

35 

89 

11 

7 

2,124 

25 
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10月 

駒岡の自然を知ろう秋 

写真講座 

もりの仲間のこまおか朝市 

アイヌ刺繍講座 

折り紙講座 

もりの仲間のこまおか朝市 

ロビーコンサート 

13 

8 

121 

6 

7 

124 

30 

11月 

写真講座 

囲碁大会 

折り紙講座 

アイヌ刺繍講座 

ロビーコンサート 

6 

21 

13 

10 

25 

12月 

麻雀大会 

写真講座 

アイヌ刺繍講座 

こまおか森のようちえん 

折り紙講座 

親子陶芸教室 

ロビーコンサート 

40 

5 

11 

27 

7 

5 

20 

1月 

折り紙講座 

アイヌ刺繍講座 

ロビーコンサート 

11 

12 

24 

2月 

アイヌ刺繍講座 

こまおか冬まつり 

ファットバイクミーティング＠駒岡 

こまおか森のようちえん 

折り紙講座 

スノーシュー体験ツアー 

脳活塾 

ロビーコンサート 

11 

510 

22 

18 

4 

14 

2 

15 

 
（５）札幌市社会福祉総合センター                         

                     

  札幌市社会福祉総合センター《８（４）》 

多くの市民に、社会福祉に対する理解を深めてもらうため、 

福祉相談やイベントあるいは社会福祉に関する情報を提供しな 

がら、社会福祉活動の場としても積極的に利用していただき、総合センター 

の設置目的である「市民の福祉の増進に寄与する」の実現を目指します。 
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①会議室等の貸出 

 ≪会議室等〔利用状況〕≫                             〔単位：団体・名〕 

階 種    別 
令和元年度 平成 30 年度 

団体数 利用人数 団体数 利用人数 

１ 

保育センター  2,157  2,112 

ひとり親家庭支援センター 1,508 12,789 1,407 12,630 

アトリウム 263  51  

２ 
中央老人福祉センター  49,418  48,848 

シルバー人材センター  9,539  13,581 

 
３ 

相談コーナー  1,615  1,389 

情
報
セ
ン
タ
ー 

貸人数  8,826  8,727 

貸冊数  27,558  27,604 

中国帰国者生活相談室  4,319  4,561 

日常生活自立支援事業  207  311 

法人後見事業  444  995 

成年後見制度利用支援事業  5,172  3,789 

市民後見推進事業  2,704  2,776 

障害者あんしん相談  2,134  2,813 

高齢者虐待相談  100  123 

福祉サービス苦情相談センター  459  532 

障がい者虐待相談  128  140 

４ 
ボランティア活動センター 1,131 9,673 1,217 12,020 

福祉用具展示ホール  7,449  6,395 

５ 運動浴室 370 3,997 81 934 

会 
 
議 
 
室 

大研修室 482 35,745 71 5,797 

第１会議室 555 3,677 97 694 

第２会議室 472 6,223 71 990 

第３会議室 555 6,977 91 1,292 

特別会議室 435 3,012 80 448 

視聴覚兼会議室 419 10,092 66 1,737 

視察団体 13 122 14 170 

合  計 
（貸冊数は除く） 

6,203 186,978 3,246 133,804 

  ※令和元年度実績のアトリウム、中央老人福祉センター、情報センター、福祉

用具展示ホール、運動浴室は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため

に３月３日から３月末まで休止 
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※平成 30年度実績のアトリウム、貸会議室、運動浴室は、総合センター保全工事に 

伴い４・５月のみ稼働 

②各種相談事業                         〔単位：件〕 

内  訳  

 相 談 内 容 

相談件数 

令和元年度 平成 30年度 

認知症高齢者介護相談 

（毎週金曜日） 
260 203 

母
子
相
談 

就業相談 
（年末年始を除く毎日） 

6,163 6,318 

法律相談 
（第２・４水曜日,要予約） 

181 159 

心療相談 
（第３日曜,水曜日,要予約） 

28 27 

一般相談 
（年末年始を除く毎日） 

1,064 981 

父子相談 
(火・木曜日，祝日の場合は土曜) 

140 80 

小     計 7,576 7,565 

一 

般 

ふくし無料法律相談 
（毎月第１・第３木曜日） 

20 18 

終活相談 

（毎月第４水曜日） 
131 108 

合     計 7,987 7,894 

・終活事業（終活相談関連セミナー） 

 「わたしの生き方・逝き方セミナー～終活 2019～」   〔単位：名〕 

実施日 セミナーテーマ 参加人数 

４月 24 日 
春らしいメイクとヘアアレンジを楽しもう 

～パーソナルカラーのみつけ方～ 
35 

５月 22 日 
汽車に乗って旅しませんか？ 

～昭和レトロな旅情発見～ 
65 

６月 26 日 
足は第２の心臓！ 

～いつまでも楽しく美しく歩くために～ 
50 

７月 24 日 
遺志を継ぐもの 相続・遺言 

～遺贈・家族信託～ 
55 

８月 28 日 
もしもは必ずやってくる 

～地域とつながるシニアの防災～ 
35 

９月 25 日 
男性脳・女性脳の違い パートⅡ 

～対人コミュニケーション～ 
45 

10月 23 日 
脳の健康寿命のために 

～知って得する認知症予防～ 
80 

11月 27 日 
住まいに求められるものとは 

～安心・安全と心地よさ～ 
45 

12月 25 日 
終末期と看取り 

～緩和ケアの今～ 
40 
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１月 22 日 
エンディングノートの書き方 

～遺言・遺贈・相続～ 
84 

２月 26 日 
若く老いる       ※新型コロナウイルス拡大防止のため中止 

～食の楽しみ方～ 
- 

３月 25 日 
シニアの生きがいづくり ※新型コロナウイルス拡大防止のため中止 

～趣味やボランティアで広がる世界～  
- 

③アトリウム及び中庭の積極的な活用 

④福祉用具利用促進事業 

ア 福祉用具等の展示及び相談 

・福祉用具関連企業連絡会 

第１回 

〔開 催 日〕令和２年１月 30日 

〔参加企業〕 11 社 

第２回  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

   イ 福祉用具リサイクル事業 

    ≪利用状況≫                    〔単位：件〕 

 令和元年度 平成 30 年度 

福祉用具 

リサイクル 

譲ってください 

登録 

 

135 158 

譲ります 

登録 
156 174 

成立件数 106 115 

   ウ 福祉用具機器展 inさっぽろ 2019 の開催 

     〔開 催 日〕11月８日、９日 

     〔場  所〕札幌市社会福祉総合センター 

     〔内  容〕福祉用具関連企業４７社による最新の福祉用具の展示と体験 

     〔参加人数〕２日間で延べ 1,300 名 

     実行委員会の開催 

     〔第１回〕４月 24日〔第２回〕５月 30日〔第３回〕６月 28 日 

     〔第４回〕７月 30日〔第５回〕８月 28日〔第６回〕９月 30 日 

     〔第７回〕10月 25日〔第８回〕12月５日 

   エ 福祉用具展示ホール 第２土曜イベントの開催 

福祉機器展示ホールを活用したイベント行事の開催（毎月第２土曜日） 

〔単位：名〕 

実施日 イベント名 参加人数 

４月 13 日 オシッコの話～知って安心！おでかけ楽々～ 35 

５月 11 日 最新の電動歩行器 試乗・説明会 20 

６月８日 介護食で手軽に美味しい食事 25 

７月 13 日 夏を乗り切る！水分補給の大切さ 20 

８月 10 日 夏休み親子向けロボットセミナー 18 

９月 14 日 備えて安心 防災グッズ 23 
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10月 12 日 健康はおなかから 腸内フローラ講習会 
※台風により講師が来札できなかったため中止 

中止 

12月 14 日 みんなにやさしく便利な道具～自助具の世界～ 13 

１月 11 日 冬休み親子向け 福祉用具作成体験 23 

２月 8日 睡眠講習会 27 

３月 14 日 聞こえをサポートする福祉用具 
※新型コロナウイルス拡大防止のため中止 

中止 

  オ 福祉用具展示ホール専門職向けセミナーの開催 

第１回「見守りセンサー」 

  〔開 催 日〕令和元年６月 11 日 

  〔内  容〕見守りセンサー「iTSUMO」のデモ等 

  〔参加人数〕18 名 

  第２回「紙おむつの当て方ポイント」 

  〔開 催 日〕令和元年７月 17 日 

  〔内  容〕紙おむつの選び方、当て方の実技等 

  〔参加人数〕32 名 

  第３回「ウエイトトレーニング機器」 

  〔開 催 日〕令和元年 10月 10 日 

  〔内  容〕ウエイトトレーニング機器「パワーチェンジトレーニングマ 

シン」の実演、体験等 

  第４回「福祉の未来を拓く介護ロボット」 

  〔開 催 日〕令和２年１月 22 日 

  〔内  容〕介護ロボットの実演・体験 

  〔参加人数〕27 名 

 

〔10〕広報・啓発活動                          
 

市民への福祉情報の提供と広報・啓発活動の充実強化《１０（１）》 

地域福祉やボランティア活動に関する情報の有効活用を推進し、 

広報誌やホームページの活性化を図ります 

 

（１）広報誌「やさしいまち」発行                      

〔発行回数〕６回（５月号、７月号、９月号、11 月号、１月号、３月号） 

〔発行部数〕113,400部（＠18,900 部） 

（２）ホームページ運営                            

〔内 容〕ボランティア情報、福祉のまちづくり情報、福祉用具情報、 

ふれあい・いきいきサロン紹介、相談窓口、本・ビデオ紹 

介、区社協ページ、総合センター貸室情報、広報誌紹介他 
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（３）広報戦略会議の設置・運営                         

 

広報戦略会議の設置・運営《１０（２）》 

   組織の魅力・価値を積極的に発信し、活動者や応援団を増やす 

ための社協らしい広報のあり方について、組織横断的なプロジェ 

クトとして設置します。 

 

① 広報戦略会議の開催 

年 10回開催。（２月、３月は新型コロナウイルス拡大防止のため中止） 

ア 組織強化チーム 

   ・若手職員が業務の悩みや課題を同世代の職員と共有し、つながりを構築す

ることを目的に「社協職員未来塾」を年３回開催した。（２月は新型コロナウ

イルス拡大防止のため中止） 

・明日の社協を考える「職員アンケート」を実施 

  イ 人材確保チーム 

・民間有料媒体の活用による人材確保ついて検討 

・ホームページ上の「求める人物像」「先輩の声」を更新 

ウ ファンドレイジングチーム 

・「社協の財政とファンドレイジングを考える会」を実施 

令和元年 12月９日、11日 

・オンライン寄附決済の導入に向けた検討 

②「まもりんぬりえ」作成（春夏版・秋冬版 各 500部） 

③「まもりんラインスタンプ」作成（４０種類） 

（４）シンボルマークを活用した広報活動の展開                 

 

（５）情報センター管理運営【再掲：〔７〕（13）】                   

 

（６）札幌市社会福祉大会の開催                          

〔開催日〕 令和元年７月４日 

〔場 所〕 カナモトホール（札幌市民ホール） 

〔内 容〕 記念講演「身近なもので生き延びろ 

～極寒の南極生活で得た知恵と工夫～」 

講師 南極料理人 西村 淳 氏 

表彰式 

〔参加者〕 1,200 名（1,300名） 

（７）終活関連事業の実施                          

 

  終活制度に係る調査・研究及び終活セミナーの実施《１０（３）》 

   自分らしい生き方や終い方について考え、準備をすることで不安を 

解消し、人生を前向きに、心身ともに健やかに暮らし続けるための終 

活制度の調査・研究及び意識醸成・ニーズの把握を兼ねた終活セミナー 

を開催します。 
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① 終活相談関連セミナー 

「わたしの生き方・逝き方セミナー～終活 2019～」 

【再掲：〔９〕（５）②】 

（８）遺贈相談の実施                            
 

  遺贈相談の実施《１０（４）》 

   人生最後の 社会貢献を考えている方に対して、 遺贈に係る必要な 

手続き等に関する専門家による 相談・支援を 行うことで、将来への 

不安の軽減を図ります 。 

 

① 遺贈寄附相談の受付 

[相談件数] １件 

② 職員向け財務研修の実施 

[開催日] 令和２年２月 17 日 

[場 所] 札幌市社会福祉総合センター 

[内 容] 相続税の仕組みを知って賢く贈与 

[講 師] 税理士法人 札幌中央会計 税理士 片岡雅彦氏 

[参加者] 40名 

 

〔11〕障がい者支援の取組                        
（１）働く障がい者表彰事業                         

 

（２）障がい者の日記念事業に対する協力                   

 

（３）札幌市自立支援協議会に対する協力                   

 

（４）人権セミナーに対する協力                       

 

（５）障がい者講師養成・派遣事業の実施【再掲：〔２〕（３）①】        

 

（６）障がい当事者スピーチマラソンの開催【再掲：〔２〕（３）①】       

 

（７）障がい者のスポーツ・遊び体験事業の実施【再掲：〔２〕（３）②】     

 

（８）精神保健福祉事業への協力                       

 

〔12〕企業や市民による社会貢献の活動支援                
（１）企業・市民が参加しやすい福祉貢献の環境づくり                        

  ① 株式会社太陽グループ【再掲：〔２〕（３）②】 

  ② イベント・セミナーでの講師等協力 

  ③ オリジナルペーパーロケット打ち上げ体験事業の実施 

障がい者就労支援施設が提供するペーパーロケット作成キッドを使用し 

て、市内の親子を対象にロケット教室を開催し、障がい者理解促進を図った。 
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〔共催〕株式会社植松電機 就労継続支援Ａ型事業所ＵｎｉＺｏｎｅ 

〔協力〕石屋製菓株式会社・石屋商事株式会社 

（２）プロボノ事業の企画・実施                       

〔13〕社会参加の促進                          

（１）福祉用具利用促進事業【再掲：〔９〕（５）④】                        

 

（２）札幌市高齢者福祉バス事業                        

≪運行状況≫            

 令和元年度 平成 30 年度 

延べ運行台数（台） 377 407 

延べ利用者数（名） 13,292 13,357 

   ○高齢者福祉バス運営委員会 

〔開催日〕令和２年２月 13 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕（１）令和元年度 高齢者福祉バス事業の運営状況について  

（２）新規高齢者団体の登録審査について 

（３）令和２年度 高齢者福祉バス事業計画（案）等について 

   ○高齢者福祉バス抽選会 

〔開催日〕令和２年３月 25 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、従来の各団体からの参 

加による抽選会を行わず、立会人（運営委員３名）を設けての厳正なる

抽選会として実施。 
    

〔14〕社会福祉事業関係者への支援                    
（１）社会福祉施設への支援（施設福祉部会事業）                        

  ①社会福祉施設新人職員セミナーの開催 

   〔開催日〕 令和元年８月 30日 

   〔内 容〕 ①研修会 テーマ「接遇マナーについて」 

          講 師 株式会社アムリプラザ 取締役 坂井 礼子 氏 

         ②交流会「会食・ゲーム」 

   〔参加者〕 62 名（77名） 

  ②社会福祉施設職員救急法セミナーの開催 

   〔開催日〕 令和元年８月 21日～23日 

   〔場 所〕 社会福祉総合センター 

   〔内 容〕 普通救命講習Ⅱ 

   〔参加者〕 合計 108 名（100名）  

  ③大都市社会福祉施設協議会（札幌市大会）の開催 

   〔開催日〕 令和元年７月 25日～26日 

   〔場 所〕 京王プラザホテル札幌 

   〔テーマ〕 「大都市の社会福祉施設が目指す未来」 

   〔内 容〕 運営協議会、基調講演、種別研究会、総会 他 

   〔参加者〕 248 名                   
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④社会福祉施設内定者向け合同オリエンテーション 

   〔開催日〕 令和２年２月 29日 

   〔場 所〕 社会福祉総合センター 

   〔内 容〕 「社会人としての心構え～チームで働くということ～」 

       ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（２）区社協及び各種団体への助成                         

  ①区社協助成事業                             

②各種団体助成事業 

（３）介護保険事業所及び介護施設に勤務する職員への支援                        

   

〔15〕社協組織の運営                         
 

  経営強化の取り組み《１１（１）》 

   介護報酬の改定や補助・委託の考え方が厳しくなる中、安定 

的な経営基盤を確保するためにファンドレイジングの手法を取り 

入れた自主財源確保の取り組みを、組織をあげて進めます。 

 
   

職員確保・育成強化《１１（２）》 

職員の資質の向上を図るために研修体系を更に充実させると 

ともに、全国的に働き手の不足が深刻化してくる中、組織の魅 

力を伝える広報戦略及び待遇の見直し等職員の確保にかかる取組を強化し 

ます。 

 

（１）事務局体制等の充実強化                          

①事務の効率化の促進                           

○ 経営会議の開催 

第１回 令和元年５月 30日 

第２回 令和元年９月６日 

第３回 令和元年 12月２日 

第４回 令和２年３月 17日 

  ②諸規程及び内規類の整備による管理機能強化 

③職員研修の実施（部内研修、部外研修、資格取得支援等） 

                                             〔単位：回、名〕 

                         

 

 

 

 

  ア 部内研修 

a 一般・共通研修 

【採用・昇任等研修】 

・採用時研修(新規で採用された全職員対象) 

研 修 区 分 回 数 
受講者数 

派遣者数 

部内研修 57 延べ    562   

部外（派遣）研修 42 延べ    122 
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〔開催日〕新任職員採用時研修Ⅰ及びⅡ 

職員研修計画に基づき隔月開催(全５回Ⅰ・Ⅱ併せて) 

         Ⅰ：４月、６月、８月、10 月、12 月（５回） 

         Ⅱ：４月、６月、８月、10 月、12 月（５回） 

〔内 容〕Ⅰ：社協の組織と関係規程・規則等、事業概要の説明、社  

協職員として身に付けておくべき基本的なスキル ほか 

Ⅱ：関係諸規程の理解、供覧と回覧、起案の仕方、経理処理ほか 

〔人 数〕合計 212 名 

・新任事務職員研修（３日間） 

〔開催日〕平成 31 年４月 22 日、23 日、24 日 

〔内 容〕市・区社協の地域福祉部門に採用された事務職員が職務遂行に 

必要な基本的知識と特に地域福祉を推進するＣＳＷとしての必

要な知識と技術、専門的価値などを学ぶ。 

〔人 数〕６名 

・新任係長職研修 

〔開催日〕平成 31 年４月 25 日 

〔内 容〕係長職としての責務とマネジメントの役割を理解し、業務上の 

進行管理、プライオリティーについて学ぶとともに、コーチング 

による部下育成の手法を習得する。 

〔人 数〕５名 

・新任管理職研修 

〔開催日〕平成 31 年４月 18 日 

〔内 容〕組織機能と管理職の役割を理解し、部下育成のためのコミュ 

ニケーションスキル、モチベーション向上の手法を習得し、強

い職場の構築方法を学ぶ。 

〔人 数〕２名 

   ・新任第１種・第２種専門職員研修 

    〔開催日〕令和元年６月 11 日 

    〔内 容〕当該専門職員としての役割と心構えを理解し、業務上の責任 

について理解する。 

    〔人 数〕10 名 

・中堅係長職研修 

 〔開催日〕令和元年９月５日 

 〔内 容〕効果的にリーダーシップを発揮する方法をはじめ、部下育成 

のための「コーチング」、及び信頼関係を築く手法を学ぶ。 

       〔人 数〕６名 

b【課題別研修】 

・雇用管理者研修(係長職以上の全職員) 

    〔開催日〕令和元年６月 11 日 

 〔内 容〕社会保険労務士による全体講話と主要ポイントの説明 

     ・働き方改革の総合的な推進について 
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     ・長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現に向けて 

     ・雇用形態に限定しない是正処遇の確保      ほか 

 〔人 数〕54 名 

c【専門職員研修】 

・地域包括支援センター職員採用時研修 

 〔開催日〕４月１日～３日、５月 14 日～16 日、６月３日～５日 

       ６月 17 日～19 日、７月 10 日～12 日、８月１日～２日  

８月５日、９月２日～４日、12 月２日～４日       

〔人 数〕20 名 

・調査センター職員採用時研修 

〔開催日〕４月１日～２日、５月９日～10 日、６月３日～４日  

６月 24 日・26 日、８月１日～２日、９月 24 日～25 日       

〔人 数〕13 名 

・ヘルパーセンター第５種嘱託職員採用時研修 

〔開催日〕５月８日、６月７日、８月８日、９月９日      

〔人 数〕４名 

 ・ヘルパーセンター第４種専門職員採用時研修 

 〔開催日〕10 月１日～３日 

〔人 数〕1 名 

・居宅介護支援事業所職員採用時研修 

〔開催日〕４月１日～５日、６月３日～７日、９月２日～６日 

〔人 数〕７名 

・地域包括支援センター職員フォローアップ研修 

 〔開催日〕令和元年７月 23 日 

 〔内 容〕事例検討及び直近のケアプランによる作成ポイントの指導 

 〔人 数〕18 名 

・地域包括支援センター職員フォローアップ研修（第２回） 

 〔開催日〕令和元年 10 月 23 日 

 〔内 容〕自作のケアプランを用いたグループワークと業務情報共有 

 〔人 数〕７名 

・地域包括支援センター職員予防プラン研修 

 〔開催日〕令和元年 11 月 14 日、20 日、22 日、27 日、29 日 

 〔内 容〕介護予防プラン促成上の留意事項について 

 〔人 数〕121 名 

・地域包括支援センター第１種専門職員スキルアップ研修 

 〔開催日〕令和元年 10 月１日 

 〔内 容〕介護予防ケアマネジメントについて、セルフケア、自立支援 

の視点を持ったケアプランの作成 

 〔人 数〕21 名 

・調査センター新任所長研修 

〔開催日〕平成 31 年４月 12 日  
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〔人 数〕２名 

・調査センター職員フォローアップ研修 

 〔開催日〕令和元年７月３日 

 〔内 容〕適正な認定調査を実施するうえで求められる判断力、特記事 

項を的確に記載できる力を高めるとともに、ロールプレイを 

通して、今後の調査に役立てる内容とする。 

 〔人 数〕19 名 

・調査センター中堅職員研修Ⅰ 

〔開催日〕令和元年９月４日 

〔内 容〕中堅職員へのメッセージ及びグループワーク、意見交換。 

〔人 数〕９名 

・調査センター職員対象研修要介護認定調査員専門研修 

 〔開催日〕令和元年 10 月３日 

 〔内 容〕要介護認定調査の実務とポイントについて 

 〔人 数〕26 名 

・居宅介護支援事業所第１種専門職員研修 

〔開催日〕令和元年５月 24 日  

〔人 数〕６名 

・居宅介護支援事業所職員フォローアップ研修 

 〔開催日〕令和元年７月 24日～25日 

 〔内 容〕気づきシートからの判断力を養い、今後のケアプラン作成の向 

上に役立たせる。 

 〔人 数〕５名 

・居宅介護支援事業所職員フォローアップ研修（第２回） 

 〔開催日〕令和元年 11月 28日 

 〔内 容〕介護予防・ケアマネジメント概論とプラン作成を基に振返りと 

意見交換。 

〔人 数〕２名 

   ・居宅介護支援事業所職員スーパーバイズ研修 

    〔開催日〕令和元年９月 11日・11月 21日 

    〔内 容〕ケアマネジャーに関するスキルを基本としたスーパービジョン 

を学ぶ。 

 〔人 数〕25 名 

・サービス提供責任者フォローアップ研修（３～６か月） 

〔開催日〕令和元年８月 28 日 

〔内 容〕業務振り返りシートの確認とサービス提供責任者に求められる 

業務上のスキルを学ぶ。 

   〔人 数〕５名 

・サービス提供責任者フォローアップ研修（１～２年） 

〔開催日〕令和元年 10月 25 日 

〔内 容〕利用者の理解とサービス管理、リスクマネジメントと苦情対応

（演習） 
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〔人 数〕６名 

・サービス提供者スキルアップ研修 

〔開催日〕令和元年９月 26 日～27 日 

〔内 容〕非常勤職員の労務管理、訪問介護員に必要なアセスメントの視点 

を学ぶ。 

〔人 数〕101 名 

・相談センタースキルアップ研修（実践編） 

〔開催日〕令和元年８月 29 日、９月 19 日、９月 20日 

〔内 容〕ＨＤＳ-ＨＣの仕組みとＣＡＰＳ講義 

〔人 数〕73名 

イ 部外（派遣）研修 

〔研修数〕42 件（42回）施設、高齢者及び介護系分野、CSW系各分野 

〔人 数〕延べ 122 名 

〔主催者〕北海道社会福祉協議会 ほくろう福祉協会 公財）テクノエ 

イド協会 その他 

④市社協事業連携会議の開催                         

 

（２）役員会等組織の運営                            

①理事会・評議員会及び監事会の開催                           

ア 理事会・評議員会 

【第１回理事会】 

〔開催日〕令和元年６月４日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕平成 30年度事業報告、平成 30年度決算報告、平成 30年度監

事監査報告、令和元年度第１回評議員会の招集について、内

部管理体制の基本方針の制定について 等 

【第２回理事会】 

〔開催日〕令和元年６月 25 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕会長、副会長及び常務理事の選定について、資金運用規程の

一部改正（案）について 等 

    【第３回理事会（みなし決議）】 

     〔開催日（決議があったとみなされた日）〕令和元年 11 月 18日 

     〔内 容〕令和元年度第２回評議員会の開催について 

    【第４回理事会】 

     〔開催日〕令和元年 12 月 11 日 

     〔場 所〕札幌市医師会館 

   〔内 容〕副会長の選定について、給与規程の改正について 

評議員候補者の選定について 等 

     【第５回理事会（みなし決議）】 

〔開催日（決議があったとみなされた日）〕令和２年２月 19日 
〔内 容〕令和元年度第３回評議員会の開催について 

     【第６回理事会（みなし決議）】 
      〔開催日（決議があったとみなされた日）〕令和２年３月 11 日 
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      〔内 容〕令和元年度第３回評議員会の書面による開催について 
【第７回理事会（みなし決議）】 

      〔開催日（決議があったとみなされた日）〕令和２年３月 30 日 
 
〔内 容〕令和元年度資金収支予算補正について、令和２年度事業計

画（案）について 等 

    【第１回評議員会】 

〔開催日〕令和元年６月 25 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕平成 30 年度事業報告、平成 30 年度決算報告、平成 30 年度

監事監査報告、理事・監事の選任について 

    【第２回評議員会】 

     〔開催日〕令和元年 12 月 11 日 

     〔場 所〕札幌市医師会館 

     〔内 容〕理事の選任について 等  

    【第３回評議員会】 

     〔開催日（決議があったとみなされた日）〕令和２年３月 31日 

〔内 容〕令和元年度資金収支予算補正について、令和２年度事業計画
（案）について 等 

   イ 監事会 

【第１回】 

〔開催日〕令和元年５月 29 日 

〔内 容〕平成 30 年度決算監査 

    【第２回】 

     〔開催日〕令和元年９月 27 日 

     〔内 容〕第１四半期監査 

    【第３回】 

     〔開催日〕令和元年 12 月６日 

     〔内 容〕第２四半期監査 

    【第４回】 

     〔開催日〕令和２年２月 28 日 

     〔内 容〕第３四半期監査 

②評議員選任・解任委員会の開催 

  【第１回】  

   〔開催日〕令和元年 12月 16 日 

   〔内 容〕評議員の選任について           

  ③正副会長会議の開催 

    【第１回】 

〔開催日〕令和元年５月 31 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕第１回理事会・評議員会上程議案について 

    【第２回】 

     〔開催日〕令和元年 12 月４日 

     〔場 所〕社会福祉総合センター 
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     〔内 容〕第４回理事会及び第２回評議員会上程議案について 

    【第３回】 

      新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

④部会の運営                              

○施設福祉部会【再掲：１４（１）】 

⑤各委員会の開催                             

  ⑥市社協・区社協連絡会議の開催                      

○市・区社協各種会議 

・事務局長会議（毎月１回開催） 

・係長会議（毎月１回開催） 

・連絡調整会議（原則毎週１回開催）、担当者会議（随時開催） 

・地域包括ケア・介護事業本部幹部会議（毎月１回開催） 

・包括センター長、調査センター所長、事業所長会議（毎月１回開催） 

 

（３）経営改革室の取り組み                          

・働き方改革推進チーム 

   外部コンサルタントを招き、同一労働同一賃金への対応を主テーマに検討。 

   チーム会議 13回実施。 

・経営改善推進チーム 

   主に事業検証と令和２年度経営改善指針を検討。チーム会議８回実施。 

・経費削減及び経営分析向上チーム 

   印刷機入替、航空会社との法人契約導入、伝票様式の変更、旅費ハンドブッ

クの作成、RPA 導入の研究。 

・全体協議体 

   各チーム間の情報共有と迅速な事務局の意思決定機能。３回開催。 

 

（４）会員の加入促進                            

  ①正会員の整備と賛助会員の増員 

   ア 賛助会員数推移 

 令和元年度 平成 30 年度 

団 体 81団体、131口 72団体、133口 

個 人 208名、397口 228名、328.98 口 

②ファンドレイジングによる実践取組 

   ア 内部研修【１５（１）ア】 

   イ ファンドレイザー育成  

③第１回賛助会員交流会の開催 

[開催日]  令和２年２月 14日 

[会 場]  ホテルノースシティ 

[内 容]  社協の紹介及び賛助会員同士の交流 

[参加者]  78 名 
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（５）各種基金等の管理運営                            

   社会福祉基金、矢舘福祉基金、八重樫福祉基金、種田福祉基金、 

   仁和福祉基金、根っ子の会福祉基金、愛情銀行 

       

【寄附の募集】 

 令和元年度 平成 30 年度 

金 額 80,127,206円 4,161,259円 

件 数 
75件（内物品）13 件 
（遺贈寄附１件を含む） 

41件（内物品）8件 

① 基金運営委員会の開催 

   【第１回】 

〔開催日〕令和元年 11月 26 日 

〔場 所〕社会福祉総合センター 

〔内 容〕新たな助成制度の制定について、令和 2年度助成について、  

資金運用規定の一部改正・債券購入について、令和元年度各 

種基金充当事業実施状況について、令和元年度各種基金運用 

状況について 他 

   【第２回】 

〔開催日〕書面確認 

〔内 容〕愛情銀行への寄附について、債券購入について、令和元年

度各種基金の充当実施状況・運用状況について、さっぽろ総

合福祉推進助成の審査について、令和 2 年度各種基金運用益

充当事業予算（案）について 他 

 

〔16〕関係機関との連携促進・ネットワーク構築                              
（１）地域活動団体、施設及び専門機関との連携の推進                        

①地域福祉ネットワーク事業 
地域福祉のネットワークづくりへの支援 

②札幌市介護保険サービス事業所連絡協議会の運営支援 
③札幌市介護支援専門員連絡協議会への協力 

（２）札幌市民生委員児童委員協議会との連携及び協力             

〔会員数〕   2,799名 

①理事会及び専門部会の開催 

②札幌市民生委員児童委員大会及び研修会の開催・参加等 

③広報活動 

（３）札幌市福祉友の会との連携及び協力                    

〔会員数〕   102名 

①社会福祉向上のための協力参加 

②各種研修会の開催 

③会員相互の親睦 

（４）札幌市老人福祉施設協議会との連携及び協力               

 〔会員数〕  105施設 

①役員会、施設長会議の開催 

②各種研修会の開催・参加等 
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③災害支援及び災害対応 

（５）札幌市身体障がい者福祉事業連携協議会との連携及び協力             

〔会員数〕   13 施設 

 

①総会、役員会、会議の開催 

②各種研修会の開催 

③合同避難訓練の実施、災害支援及び災害対応 

（６）札幌市共同募金委員会との連携及び募金運動に対する協力          

〔単位：円〕 

 令和元年度 平成 30 年度 比較増△減 

募金実績 90,786,927 92,979,836 △2,192,909 

内

訳 

一般募金 88,507,248 90,671,539 △2,164,291 

歳末募金 2,279,679 2,308,297 △28,618 

    

①会長会議、運営理事会の開催 

   ②感謝状贈呈式の開催 

   ③助成の実施 

   ④各種募金運動・広報活動の実施 

（７）札幌市ボランティア連絡協議会との連携及び協力【再掲：〔２〕（６）①】              

 

（８）札幌市在宅福祉活動団体連絡会との連携及び協力【再掲：〔２〕（６）②】             

 

 

 

  




