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令和２年度 事 業 報 告 

 

 

 １ 地域福祉活動の推進  

 

（１）地区社会福祉協議会の活動支援 

区内の地区社会福祉協議会と連携を図りながら、地域住民の参加・協力による各種 

地域福祉活動を支援した。 

    

①地区社会福祉協議会への事業費助成〔総額：１，２１６千円〕(単位:円) 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 180,000円 北白石地区  169,000円 

東白石地区  161,000円 北東白石地区  137,000円 

東札幌地区  145,000円 白石東地区  148,000円 

菊水地区  149,000円 菊の里地区  127,000円 

 

②共同募金「地域福祉推進事業助成金」〔総額 ６５０千円※一部返還あり〕 

 (単位:円) 

  ※白石地区・東札幌地区・菊水地区・北白石地区・白石東地区社協については、新型コロナウ

ィルス感染症の影響により予定していた交流事業を中止したため事業変更を行った。 

※北東白石地区社協については、２回予定していたふれあい音楽会のうち１回中止となった

ため返還金有り 

 

 

 

地区社協名 事業名 助成金額 

白石地区社協 ひとり暮らし高齢者健康啓蒙品配布事業 ８０，０００円 

東白石地区社協 広報紙ふれあいネットワーク発行事業 ８０，０００円 

東札幌地区社協 
見守り対象者のお一人暮らし高齢者（80歳

以上）への激励訪問事業 
８０，０００円 

菊水地区社協 広報誌発行事業 ８５，０００円 

北白石地区社協 認知症等啓発チラシ発行事業 ８０，０００円 

北東白石地区社協 ふれあい音楽会 
８０，０００円

※18,844円返還 

白石東地区社協 友愛訪問 ８５，０００円 

菊の里地区社協 広報誌（福まちだより）発行 ８０，０００円 
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（２）福祉のまち推進事業の実施 

   区内８地区社会福祉協議会と連携を図りながら、地域住民の参加・協力のもと福祉のまち推

進事業を実施した。 

① 区福祉のまち推進センター事業の推進 

ア）区福祉のまち推進センター運営委員会（地区福まち連絡会議）の開催 

〇第１回 

〔開催日〕令和２年７月３１日（金） 

〔内 容〕①令和２年度の市・区社協福まちの事業について 

②令和２年度地区福まち助成金について 

③「コロナ禍における地区福まち活動について」（情報交換） 

④区役所・区社協からの連絡事項 

 

    〇第２回 

〔開催日〕令和２年１０月２１日（水） 

〔内 容〕①地区福まち予算執行状況等確認について 

     ②共同募金助成事業の内容変更について 

     ③令和２年度白石区・地区福まち活動交換会について 

     ④前回の会議での情報交換「コロナ禍における地域福祉活動」の振返り 

について 

          ⑤「道内の過去の災害支援活動を振り返って（講演） 

     ⑥防災シミュレーションゲーム「クロスロード」体験 

 

イ）地区社協会長・地区福まち推進センター運営委員長及び事務局長合同会議の開催 

〔開催日〕令和３年３月１０日（水） 

〔内 容〕①令和２年度地区福まち助成金の返還について 

     ②令和３年度地区福まち補助金並びに各種助成金について 

     ③令和３年度白石区福まち事業計画（案）について 

     ④令和２年度福祉除雪実施世帯数について 

     ⑤情報交換「地区社協・地区福まち事業等への愛情銀行の活用について 

     ⑥「Withコロナ時代における地域福祉活動について」（講演） 

 

   ウ）白石区地域見守りネットワーク推進会議の開催 

〔開催日〕令和３年２月１０日（水） 

〔人 数〕18名 

〔内 容〕①白石区地域見守りネットワーク会議の運営について 

     ②令和元年度札幌市事業者等による見守り事業の実績報告について 

     ③各事業者の取り組み紹介・情報提供 

     ④令和３年度みんなの暮らしお役立ち講座の開催について 
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     ⑤地区福まちと民間事業者とのネットワーク構築を図る取り組みについて 

 

エ）白石区・地区福祉のまち推進センター活動交換会の開催 

 ※令和2年１１月１８日（水）に開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防 

  のため、開催を中止し、当日配布予定資料を参加予定者１２０名に送付 

 

オ）地区福祉のまち推進センター「コーディネート機能強化事業」の実施 

 〇福まち活動調整員養成講座（札幌市社会福祉協議会主催） 

    ・全体講座 

 〔開催日〕令和2年10月２４日（木） 

 〔場 所〕札幌市社会福祉総合センター 大研修室 

〔内 容〕・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」 

           ・講義・演習「相談援助にかかわる基礎的な知識と技術」 

   ・区別講座 

〔開催日〕令和３年３月２日（火） 

〔場 所〕厚別西会館 

〔内 容〕 ・講義「町内会・福祉推進委員会等の活動支援について」 

・取組説明「拠点を活用した日頃の福まち活動について」 

・意見交換・拠点見学 

 

    〇福まち活動調整員連絡会議の開催 

〔開催日〕令和３年2月１０日（水） 

〔内 容〕①コロナ禍における活動拠点の活用及び周知方法について 

     ②福まちに寄せられる相談について 

     ③区社協からの連絡事項 

 

② 地区福祉のまち推進センターの活動支援 

ア）地区福祉のまち推進センターへの事業費助成〔総額 ４，６８９千円〕 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 
560,000円 

※110,000円返還 
北白石地区 

550,000円 

※10,000円返還 

東白石地区 
１,100,000円 

※30,000円返還 
北東白石地区 

590,000円 

※225,330円返還 

東札幌地区 
360,000円 

※60,000円返還 
白石東地区 390,000円 

菊水地区 
819,000円 

※40,000円返還 
菊の里地区 

320,000円 

※28,000円返還 

※東白石・菊水地区は、施設借上料含む 
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※白石・東白石・東札幌・菊水・北白石・北東白石・菊の里地区では、新型コ 

ロナウィルス感染症の影響により交流行事や研修会等を中止したため返還あ 

り。 

 

イ）地区福まち・単位町内会等の支援 

【白石地区】 

5月19日(火) 

5月28日(木) 

8月11日(火) 

10月29日(木) 

 1月２2日(金) 

2月 3日(水) 

 2月19日(金) 

2月19日(金) 

本通親和会副会長との生活支援の取り組み打ち合わせ 

福まち助成金打ち合わせ 

地区福まちとの事業打ち合わせ 

地区福まちとの助成金・協議体の打ち合わせ 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まちとの協議体の打ち合わせ 

白石地区生活支援推進連絡会（白石地区協議体） 

地区福まち予算執行状況確認 

 

【東白石地区】 

6月 3日(水) 

6月15日(月) 

7月14日(火) 

7月20日(月) 

8月14日(金) 

8月19日(水) 

8月24日(月) 

9月23日(水) 

9月28日(月) 

9月29日(火) 

10月8日(木) 

10月19日(月) 

10月27日(火) 

10月29日(木) 

10月30日(金) 

12月18日(金) 

 1月18日(月) 

1月22日(金) 

2月 1日(月) 

2月 4日(木) 

2月15日(月) 

3月 1日(月) 

3月15日(月) 

3月24日(水) 

地区福まち助成金打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

地区福まち助成金打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

地区福まちとの事業打ち合わせ 

東白石地区福まちサロン 

地区福まち運営委員会 

東白石連町会長会議 

地区福まち運営委員会 

栄通中央親交会地域見守りサポーター養成講座講師対応 

地区福まちとの事業打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

東白石地区ボランティア養成講座１日目 

福まち助成金打ち合わせ 

東白石地区ボランティア養成講座２日目（協議体として実施） 

地区福まち予算執行状況確認 

地区福まちとの打ち合わせ 

本郷町内会総務部長との打ち合わせ 

本郷町内会福祉推進委員会 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

本郷町内会生活支援推進連絡会（協議体） 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まちとの打ち合わせ 
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【東札幌地区】 

6月12日(金) 

8月27日(木) 

9月 4日(金) 

9月 4日(金) 

9月14日(月) 

9月24日(月) 

10月 9日(金) 

11月 6日(金) 

12月23日(水) 

1月27日(水) 

2月 8日(月) 

 2月19日(金) 

3月 5日(金) 

3月24日(水) 

地区福まち定例会 

地区民児協定例会 

地区福まち定例会 

東札幌第３町内会との打ち合わせ 

東札幌合同地域お困り事相談会 

地区民児協定例会 

地区福まち定例会 

地区福まち定例会 

地区福まち予算執行状況確認 

東札幌6条団地自治会会長との打ち合わせ 

地区福まち広報誌打ち合わせ 

地区福まち広報誌打ち合わせ 

地区福まち定例会 

東札幌６条団地「水曜の会」訪問 

 

【菊水地区】 

6月 9日(火) 地区福まち定例役員会 

７月 ７日(火) 

7月28日(火) 

地区福まち定例役員会 

地区福まち助成金打ち合わせ 

8月11日(火) 

8月28日(金) 

9月 8日(火) 

地区福まち定例役員会 

地区民児協への挨拶 

地区福まち定例役員会 

10月６日(水) 

10月13日(火) 

10月24日(土) 

地区福まちとの助成金打ち合わせ 

地区福まち定例役員会 

地域支え合い研修 

11月10日(火) 地区福まち定例役員会 

11月19日(木) 地区福まちと区役所・区社協との情報交換会 

12月17日(木) 地区福まち予算執行状況確認 

  3月 9日(火) 地区福まち定例役員会 

 

 【北白石地区】 

6月 26日(金) 

6月 29日(月) 

7月  ７日(火) 

10月 4日(水) 

10月 ５日(火) 

11月4日(水) 

12月16日(水) 

12月17日(木) 

北白石地区高齢者福祉計画実行委員会 

地区福まち運営委員会 

福まち活動調整員養成講座打ち合わせ 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まちとの助成金打ち合わせ 

福まち活動調整員養成講座拠点訪問受入 

地区福まち予算執行状況確認 

地区福まち助成金打ち合わせ 
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12月21日(月) 

12月25日(金) 

 １月25日(月) 

 ２月22日(月) 

  2月24日(水) 

3月 8日(月) 

3月29日(月) 

地区福まち助成金打ち合わせ 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

地区福まち運営委員会 

福祉の電話相談室見学 

地区福まちとの打ち合わせ 

地区福まち運営委員会 

 

【北東白石地区】  

６月 4日(木) 

7月16日(木) 

7月17日(金) 

7月20日(月) 

7月22日(水) 

7月22日(水) 

8月20日(木) 

10月 8日(木) 

11月13日(金) 

12月10日(木) 

 3月11日(木) 

 3月15日(木) 

地区福まち助成金打ち合わせ 

川北町内会おしゃべりサロン見学 

地区社協「市民講座」 

地区社協会長との打合せ 

地区社協福祉推進委員会 

川北町内会正副会長会議 

東川下健康フェスタ打ち合わせ 

川下老人クラブとの協議体との打ち合わせ 

川下老人クラブ訪問 

地区福まち予算執行状況確認 

川下地区生活支援推進連絡会（協議体） 

地区福まち予算執行状況確認 

 

【白石東地区】 

4月20日(月) 

7月10日(金) 

8月27日(木) 

9月 3日(木) 

9月24日(木) 

10月22日(木) 

10月30日(金) 

11月 6日(金) 

12月24日(木) 

1月22日(金) 

1月27日(水) 

2月18日(木) 

3月25日(木) 

地区社協理事会・福まち運営委員会 

いきいき栄・健康サロン 

栄自治会福祉推進委員会 

リズム体操教室 

栄自治会福祉推進委員会 

栄自治会福祉推進委員会 

地区社協事務局長と福まち活動交換会の打ち合わせ 

白石東地区ボランティア養成講座 

地区福まち予算執行状況の確認 

地区社協理事会・福まち運営委員会 

地区民児協定例会 

白石東地区災害72時間との取り組み６（災害研修会） 

地区社協理事会・福まち運営委員会 

 

【菊の里地区】 

6月 8日(月) 

6月16日(火)  

地区福まち助成金打ち合わせ 

サロンきらく訪問（イベント募金） 
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7月 3日(金) 

7月 3日(金) 

7月10日(金)  

7月17日(金)  

7月22日(水) 

9月15日(火) 

9月25日(金) 

10月 2日(金) 

10月13日(火) 

10月14日(水) 

10月16日(金) 

12月22日(火) 

1月13日(水) 

2月 2日(火) 

3月 ５日(金) 

3月11日(木) 

3月11日(木) 

健康づくりフェスティバル実行委員会 

地区福まち助成金打ち合わせ 

地区福まち助成金打ち合わせ 

地区福まち助成金書類内容確認 

地区民児協への挨拶 

サロンきらく訪問 

サロン福祉の日訪問 

米里町内会福祉部長との協議体の打ち合わせ 

サロンきらく訪問（イベント募金） 

地区福まち助成金打ち合わせ 

菊の里連町会議（生活支援体制整備事業の説明） 

地区福まち予算執行状況確認 

札幌市６５歳以上世帯名簿取扱研修 

地区福まち予算執行状況確認 

米里町内会生活支援推進連絡会（協議体） 

菊の里地区ボランティア研修会 

地区福まち助成金打ち合わせ 

 

ウ)地区福祉のまち推進センター活動の周知・広報 

・「白石区社協だより」に福まちかわら版の掲載、区社協ＨＰに地区福まちの情報 

掲載など 

 

（３）生活支援体制整備事業 

Ⅰ 第１層生活支援コーディネーターの活動 

     

①  地域資源の把握 

 〇サロンや老人クラブ等の地域の集いの場の状況把握 

 

②  生活支援サービスに係る情報の集約 

 〇「みんなのくらしお役立ち手帳」の配布 

 

③  生活支援ニーズの把握 

      〇地区福まち定例会や町内会の会議及び地域包括支援センター・介護予防センタ 

ー連絡会議等における各種会議での生活支援ニーズの聞き取り 

      〇新規福祉除雪利用者の実調の際に生活支援ニーズの聞き取り 

 

④   地域資源の開発 

〇白石区生活応援ボランティア養成講座の開催 

  〔開催日〕令和２年９月１１日（金） 

   〔場 所〕白石区民センター集会室Ｅ 
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  〔参加者〕１４名 

  〔内 容〕  

    ・講義①「誰もが安心して暮らせるまちを目指して私たちができること」 

     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 

    ・講義②「身近な地域で取り組む生活支援ボランティア活動の紹介」 

     しろいし生活応援「ひだまり」 代表 大盛 芳彦氏 

     白石区社会福祉協議会 事務職員 新沼 衣里奈 

    ・ワークショップ「助け合いゲーム」 

     説明・進行 白石区生活支援推進員 

    ・まとめ 

     白石区第１層生活支援コーディネーター 柳 厚志 

 

  〇しろいし生活応援「ひだまり」例会の開催支援 

   〔開催日〕令和２年７月３０日（木）、令和２年９月２５日（金） 

        令和３年３月３０日（火） 

 

⑤  区協議体の設置運営及び開催 

 〇第１回白石区生活支援推進連絡会（区協議体）の開催 

         〔開催日〕令和２年８月２１日（金） 

〔場 所〕白石区民センター集会室Ｅ 

〔参加者〕１４名 

〔内 容〕 

・令和元年度白石区生活支援体制整備事業 事業報告について 

・令和２年度白石区生活支援体制整備事業 事業計画について 

・意見交換 

     「コロナ禍における各団体・機関に寄せられる生活支援ニーズから今後の

生活支援の取り組みを考える」 

 

〇第２回白石区生活支援推進連絡会（区協議体）の開催 

       〔開催日〕令和３年２月２５日（木） 

〔場 所〕白石区民センター集会室Ａ·Ｂ 

〔参加者〕１２名 

〔内 容〕 

・令和２年度白石区生活支援体制整備事業 事業報告について  

・みんなの暮らしお役立ち手帳の発行について 

・令和３年度「みんなのくらしお役立ち講座」（仮称）の開催について 

・意見交換 

     「生活支援コーディネーターに期待する取り組みについて」 
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⑥  関係者間のネットワーク構築 

〇地区福まち定例会や関係機関との地区連絡会議等への参加・情報交換 

〇地区地域ケア会議への参加 

 

⑦  第２層コーディネーターとの連携協力及び活動支援 

〇白石区第１層・第２層生活支援コーディネーター連絡会議の開催（毎月１回） 

〇地区生活支援連絡会の開催助言及び地域関係者との連絡調整 

⑧  普及啓発 

〇栄自治会（白石東地区）福祉推進委員会での「助け合いゲーム」の実施 

 

⑨  その他 

〇生活支援ボランティアの活動調整・活動実施 

 〔実施件数〕５件 ※しろいし生活応援「ひだまり」メンバーが実施 

 

Ⅱ 生活支援推進員（第２層生活支援コーディネーター）の活動 

     

①  地域資源の把握 

   〇サロンや老人クラブ等の地域の集いの場の状況把握 

  〇地区地域ケア会議への参加 

 

②  生活支援サービスに係る情報の集約 

      〇みんなのくらしお役立ち手帳」の更新・配布 

 

③  生活支援ニーズの把握 

         〇地区福まち定例会や町内会の会議及び地区連絡会議等での生活支援ニーズの聞き取

り 

      〇サロン訪問等による生活支援ニーズの聞き取り 

      〇新規福祉除雪利用者の実調の際に生活支援ニーズの聞き取り ２９件 

 

④  地域資源の開発 

 〇白石区生活応援ボランティア養成講座の開催支援 

〇しろいし生活応援「ひだまり」例会の開催支援 

〇しろいし生活応援「ひだまり」ＰＲチラシの編集支援 

 

⑤  生活支援ニーズと担い手の調整 

〇生活支援ボランティアの実調・活動実施 

 

⑥ 協議体の設置運営及び開催 

〇第１地域包括エリア（白石・北東白石地区） 
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・白石地区 

 〔開催日〕令和３年２月１９日（金） 

  〔場 所〕白石会館 

  〔参加者〕6名 

 〔内 容〕・地域に寄せられる生活支援ニーズ 

・困りごとが寄せられた場合の対応方法 

・高齢者の生活福祉相談窓口機能を充実させるための具体的な取 

組みについて     

 

・北東白石地区（川下町内会エリア） 

 〔開催日〕令和３年３月１１日（木） 

  〔場 所〕川下会館 

  〔参加者〕13名 

 〔内 容〕・移動販売の利用状況と活用するためのポイント 

      ・地域住民・関係機関と作る「地域コミュニティー」について 

 

〇第２地域包括エリア（東札幌・菊水・北白石・菊の里地区） 

・東札幌地区（東札幌６条団地自治会エリア） 

〔開催日〕令和３年２月２４日（水）に開催予定であったが新型コロナウィル  

     スの感染予防から開催を中止し書面で開催 

〔対象者〕１０名 

〔内 容〕 

 ・「水曜の会（移動販売）」の取り組み支援について 

 ・ＵＲ東札幌6条団地自治会の生活支援課題と対応策について 

 

・菊の里地区（米里町内会エリア） 

 〔開催日〕令和３年３月５日（金） 

  〔場 所〕米里会館 

  〔参加者〕８名 

 〔内 容〕 

  ・移動スーパー「とくし丸」を利用した感想について 

  ・米里町内会の買い物支援ニーズについて 

 

〇第３地域包括エリア（東白石・白石東地区） 

・東白石地区 

      〔開催日〕令和2年10月30日（金） 

〔場 所〕東白石会館 

〔参加者〕18名 
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〔内 容〕 

  ・ボランティア活動者からみた地域での困りごと 

  ・ボランティアに興味を持っていただくにはどうしたらよいか 

 

・東白石地区（本郷町内会エリア） 

           〔開催日〕令和3年3月1日（月） 

  〔場 所〕本郷会館 

  〔参加者〕6名 

〔内 容〕 

   ・困りごと相談先の周知方法について 

   ・移送サービス・送迎サービスについての情報提供 

   ・今後の生活支援の取り組みや課題の共有について 

 

・白石東地区 

〔開催日〕令和２年１１月１０日（火）に開催予定であったが新型コロナウィルスの 

感染予防から開催を中止し書面で開催 

  〔対象者〕16名 

  〔内 容〕 

    ・地域住民同士で解決している困りごとや解決できていない課題について 

    ・来年度開催予定の「くらしに役立つ講座」について 

 

⑦ 関係者間のネットワーク構築 

〇地区福まち定例会や関係機関との地区連絡会議等への参加・情報交換 

〇各地区地域ケア会議への参加 

・白石地区 

〔開催日〕令和2年11月6日（金） 

 

⑧ コーディネーター間の連携 

〇白石区第１層・第２層生活支援コーディネーター連絡会議への参加（毎月１回） 

〇白石区第２層生活支援コーディネーター連絡会議の開催（毎月１回） 

 

⑨ 普及啓発 

〇広報誌「おとなりさん」の発行 （６月・９月・１２月・３月） 

[発行部数] ７，０００部 

〇生活支援推進員活動報告のホームページ掲載（各エリア概ね月２回） 

〇栄自治会（白石東地区）福祉推進委員会での「助け合いゲーム」の実施 

〇ボランティア養成講座の開催 

 ・東白石地区ボランティア養成講座 
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〔開催日〕令和2年10月27日（火） 

  〔場 所〕東白石会館 

  〔参加者〕18名 

  〔内 容〕  

   ・講義①「地域の住民同士の助け合いとボランティア活動」 

    白石区社会福祉協議会 第2層生活支援コーディネーター 山本彩加 

   ・講義②「身近な地域で取り組む生活支援ボランティア活動の紹介」 

    白石区第1層生活支援コーディネーター 柳 厚志 

   ・アイスブレイク （さっぽろスマイル体操） 

    介護予防センター本通 尾崎 有希氏、富田 ルリ子氏 

   ・認知症サポーター養成講座 

    白石区第3地域包括支援センター 小澤 司津子氏、菅野 理紗氏 

 

 ・白石東地区ボランティア養成講座 

〔開催日〕令和2年11月6日（金） 

〔場 所〕白石東会館 

〔参加者〕16名 

  〔内 容〕  

    ・講義①「地域の住民同士の助け合いとボランティア活動」 

    白石区社会福祉協議会 第2層生活支援コーディネーター 山本彩加 

   ・講義②「身近な地域で取り組む生活支援ボランティア活動の紹介」 

    白石区第1層生活支援コーディネーター 柳 厚志 

   ・アイスブレイク 

    介護予防センター本通 富田 ルリ子氏 

 

⑩ その他 

・各種会議・研修会への参加 

 

（４）ふれあい・いきいきサロン活動(高齢者・障がい者・子育て)の活動支援 

① サロンの登録と活動費助成 

    ・登録サロン数：５２団体      

種 別 登録サロン数 新規登録サロン 助成中のサロン 

高齢者 ４３ ０ ２１ 

障がい ０ ０ ０ 

子育て ８ ０ １ 

複 合 １ ０ ０ 

合 計 ５２ ０ ２2 

・活動費助成額合計 ２２５，０００円 
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  ② サロンの活動支援 

    コロナウィルス感染予防の情報提供 

 

  ③ ふれあい・いきいきサロン交流会の開催 

    新型コロナウィルス感染症予防のため開催を中止 

 

④ サロンの活動周知・広報 

  ホームページ及び広報誌にてサロン情報の掲載 

 

⑤ サロン登録情報の更新 

 

⑥ サロンマップの作成 

    しろいし区社協だより95号にサロンマップを掲載 

 

 

 ２ ボランティア活動の推進  

 

（１）ボランティア受給調整事業の実施 

  ① ボランテイア登録状況(令和３年３月末日現在) 

・登録件数… 個人 １８９名 

団体 １６団体・３２１名 

 

  ② ボランテイア活動に関する相談・コーディネート(令和３年３月末日現在) 

   ・ボランテイア要請相談… 24件（内成立件数：10件） 

   ・ボランテイア希望相談… 18件 

   ・福祉情報等問い合わせ… 84件 

   ・寄付相談………………… 31件 

 

  ③ 施設ボランティア担当者会議の開催 

    新型コロナウィルス感染症予防の観点から中止 

 

（２）ボランティア情報提供事業の実施 

① ボランティアかわら版の発行 

    ・第１１７号（7月発行） 

        ・第１１８号（2月発行） 

 

② 日常的なボランティア活動に関する情報の収集、提供 

    ・協力機関 ２１機関（施設、団体） 
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    ・提供プログラム数 ４４プログラム 

    ※体験版：１２機関（施設・団体）、２７プログラム 

 

（３）ボランティア研修・交流事業の実施 

  ① 地域ボランティア入門研修会の開催 

    令和３年１月１９日（火）に開催予定であったが新型コロナウィルス感染症予防の観点か

ら開催を中止 

 

  ② ボランティアの集いの開催（白石区ボランティア連絡会との共催） 

    新型コロナウィルス感染予防の観点から開催を中止 

 

（４）ボランテイア活動機材貸出実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ボランテイア保険の取扱い 

 

（６）白石区ボランティア連絡会への協力及び助成 

   ① 各種行事開催支援 

    ・白石区ボランティア連絡会総会 

    ・白石区ボランティア連絡会日帰り研修旅行 

    ・白石区ボランティアの集い 

    ・北星学園大学付属高等学校とのボランティア交流会 

     ※上記については、新型コロナウィルス感染症予防の観点から開催を中止 

 

② 三役会、理事会（区社協職員参加） 

    6/11・７/８・9/25・10/23・12/18・1/22・3/26 

機材名 所有数 貸出件数 

車いす １０台 １8件50台 

高齢者疑似体験セット  ８セット 4件20セット 

片マヒ疑似体験セット １５セット 4件22セット 

白杖 １５本 4件39本   

アイマスク ４０枚 ０件 

ビデオ・ＤＶＤ １３本 ０件 

種類 件数 

ボランティア活動保険 83件636名（個人61名、団体21件575名） 

ボランティア活動等行事用保険 23件1,249名 
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３ 高齢者、障害児・者福祉活動の推進  

 

（１）福祉除雪事業 

  〔制度概要〕 

    高齢の方や障がいのある方が、通院や買物などの外出時に支障となる、道路に面した出入

口部分（間口）と玄関先までの通路部分（敷地内）の雪を地域の協力員（町内会、福祉のま

ち推進センター、地域企業等）の協力を得て、除雪を実施する制度。  

 

  〔制度周知〕 

前年度利用者宛に郵送にて個別案内を実施した他、一般住民向けには、広報さっぽろや

福祉除雪の利用申込の町内回覧等で事業の周知を行った。また、町内会回覧にて、地域協

力員の募集も行った。 

 

〇実施期間 令和２年１２月１日～令和３年３月２５日 

 

〇申込状況  

地  区 申込世帯数 該当世帯数 

白  石  ５９世帯（新規２０世帯）  ５０世帯（新規１６世帯） 

東 白 石  ６１世帯（新規 ９世帯）  ５８世帯（新規 ６世帯） 

東 札 幌  １４世帯（新規 ３世帯）  １２世帯（新規 ２世帯） 

菊  水  ２４世帯（新規 ５世帯）  ２４世帯（新規 ５世帯） 

北 白 石 １００世帯（新規２１世帯）  ９６世帯（新規２０世帯） 

北東白石  ３９世帯（新規１０世帯）  ３５世帯（新規 ８世帯） 

白 石 東  ４８世帯（新規 ８世帯）  ４３世帯（新規 ５世帯） 

菊 の 里  ４２世帯（新規 ５世帯）  ４０世帯（新規 ４世帯） 

合  計 ３８７世帯（新規８１世帯） ３５８世帯（新規６６世帯） 

  ※辞退２９世帯 

 

〇該当世帯種別内訳 

       ７０歳以上のみの世帯／     ３３７世帯 

       ７０歳以上と障がい者のみの世帯／  ７世帯 

       重度障がい者のみの世帯／      ７世帯 

       介護保険・特定疾患・その他／    ７世帯 

 

     〇福祉除雪地域協力員状況 

       地域組織／１０７人 
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       福祉施設／２団体 

       地域企業／７団体 

       災防協加盟業者／１０団体 

 

         〇福祉除雪協力員説明会の開催 

      令和２年１１月２５日（水）に開催予定であったが新型コロナウィルス感染症予防の

観点から開催を中止 

 

（２）日常生活自立支援事業の相談・支援 

○契約件数  １４世帯 

（内訳） 

  認知症高齢者／ ５世帯  知的障がい者／ ７世帯  精神障がい者／ ２世帯 

 

（３）白石区老人クラブ連合会との連携と事業費助成 

   １０万円助成 

   （１３単位老人クラブが街頭募金奉仕団体として活動。6単位老人クラブが定例会等で共同

募金に協力） 

 

（４）区内障がい児・者福祉施設、小規模作業所との連携と協力 

 

（５）自立支援協議会 白石区地域部会への参加・協力 

 

 

 ４ 児童・青少年の福祉活動の推進  

 

（１）福祉協力校事業への助成と活動協力   

・札幌市立北都中学校へ活動費として１００，０００円を助成 

 

（２）学校等への福祉教育への支援 

・新型コロナウィルス感染症の影響により依頼なし 

 

（３）子ども食堂への支援 

   ・区内の６団体の子ども食堂へ愛情銀行への指定寄付金総額８５０，０００円を助成 
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５ 低所得者等福祉活動の推進  

 

（１）各種福祉資金貸付業務 

      低所得世帯等の生活支援を目的に、各種福祉資金の相談、申込み受付、進達、償還指導、民

生委員・児童委員との連絡調整などを行った。 

 

   資   金   名 貸付相談件数 貸付件数 

応急援護資金（ 随 時 ） １６３件 ３件 

生活福祉資金（ 随 時 ） １，９９５件 ２４件 

特別生活資金（１０月～３月） ６件 ０件 

緊急小口資金(特例貸付) ７，５６１件 ２，９９６件 

 

 

 ６ 地域生活支援の取り組み    

 

（１）総合相談体制の充実 

   

（２）個別への対応と関係機関との連携・協議 

 

 （３）地域情報の把握・整理・課題分析及び支援計画の作成・展開 

 

（４）白石区地域ケア会議への参加 

    ① 区地域ケア推進会議 

      新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から会議の開催が中止となり書面で開催 

    ② 地区地域ケア会議 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

地 区 開 催 日 

白石地区 １１月６日（金） 

東白石地区 書面開催 

東札幌地区 ９月１３日（月） 

菊水地区 書面開催 

北白石地区 ９月１７日（木） 

北東白石地区 １０月２８日（木） 

白石東地区 書面開催 

菊の里地区 １０月８日（木） 
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③ 個別地域ケア推進会議 

 

 

 

 

     

 

 

④ 区連絡会議・地区連絡会議 

     ・区連絡会議は次長が毎月出席、地区連絡会議は地区担当職員並びに第２層生活支援コ

ーディネーターが随時出席 

 

 

 ７ 広報・ＰＲ活動の推進  

 

（１） 広報誌「しろいし区社協だより」の発行 

発 行 号 印 刷 部 数 配 布 方 法 

第９４号（令和２年９月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

第９５号（令和２年１２月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

第９６号（令和３年３月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

 

（２） 白石区社会福祉協議会のしおりの作成 

     作成部数 １，０００部 

 

（３） 白石区社協ＰＲ活動 

  ① ホームページを活用してのＰＲ 

札幌市社協ホームページの区社協コーナーに関連記事をアップ 

【http://www.sapporo-shakyo.or.jp/】 

 

  ② 白石老人福祉センター内に情報コーナーを設置 

 

 

 

 

 

 

エリア 開催日 

第１地域包括エリア ６月２６日（金）、８月３１日（月） 

第２地域包括エリア ７月６日（月）、８月１９日（水） 

第３地域包括エリア ６月２６日（金）、７月１３日（月）、８月２４日（月） 

９月２３日（水）、10月22日（木） 

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/】
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 ８ 社会福祉施設・団体活動の推進  

 

（１）白石区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

区民生委員児童委員協議会代議員会（毎月１回） 

 

（２）白石区民生委員児童委員協議会の活動PR 

〔開催日〕令和２年９月１５日（火） 

    〔場 所〕白石区複合庁舎地下２階 まちづくりイベント広場 

   〔内 容〕民生委員の活動パネル展示 

 

（３）民生委員児童委員互助共励事業への協力 

    公務傷病  ０件  一般死亡 ３件  配偶者死亡 ０件  一般傷病 １０件  

災害見舞金 ０件  退任慰労 ７件  

 

（４）新任民生委員・児童委員研修会への協力（講師として区社協事業を説明） 

   〔開催日〕令和２年８月３日（月）、令和３年３月３０日（火） 

 

（５）白石区民生委員児童委員協議会全体（総合基礎）研修の開催協力 

    新型コロナウィルス感染予防の観点から開催を中止 

 

（６）白石区主任児童委員連絡会への参加・協力 

    〇令和２年第３回定例会     〔開催日〕令和２年７月１３日（月） 

    〇小学校校長会との合同研修会  〔開催日〕令和２年８月１８日（火） 

    〇中学校校長会との合同研修会  〔開催日〕令和２年８月２０日（木） 

    〇令和２年第４回定例会     〔開催日〕令和２年１０月１２日（月） 

    〇令和３年第１回定例会     〔開催日〕令和３年１月１９日（火） 

    〇白石区主任児童連絡研修会   〔開催日〕令和３年３月２９日（月） 

 

（７）各種団体への協力 

    ※新型コロナウイルス感染症の影響により「社会を明るくする運動白石区民大会」及び「白石

区ふるさとまつり」が中止となったため助成なし 
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 ９ 共同募金、歳末たすけあい運動の推進  

 

（１）共同募金運動の実施 

〇令和２年度募金額       7,160,433円 

 （内訳） 

・戸別募金        5,885,840円 

・地域法人募金       885,320円 

・イベント募金        52,000円 

      ・街頭募金           389,723円    

実施日  令和２年１０月１日（木）～５日（月） 合計５日間 

        ボランティア／団体 延べ ３４団体 

個人 延べ １４８名 

 

〇寄付金付きバッジ実績 564個（令和３年３月末時点） 

  （内訳） 

白石区限定しろっぴーバッジ 475 個、北海道限定バッジ 30 個、札幌市限定バッ

ジ１8個、初音ミクバッジ7個、白石区限定しろっぴーバッジ（2019 年Ver.）

25個、白石区限定しろっぴーバッジ（2018年Ver.）6個、白石区限定ピンバッ

ジ（2017年Ver.）1個、札幌市限定（ぞう）バッジ2個 

       ※製作費を除いた額が募金実績に反映 

 

（２）札幌市白石区共同募金委員会事務局の運営 

① 白石区共同募金委員会理事会の開催 

〔開催日〕令和２年８月４日（火） 

 

  ② 白石区共同募金委員会監事会の開催 

〔開催日〕令和２年７月２９日（水） 

 

 

１０ 会務の運営  

 

（１）正副会長会議の開催 

① 第１回正副会長会議   

〔開催日〕令和２年５月２０日（水） 

〔議 題〕第１回理事会・第２回理事会・第１回評議員会の上程議案について 
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② 第２回正副会長会議   

〔開催日〕令和２年１２月１日（火） 

〔議 題〕第３回理事会の上程議案について 

 

③ 第３回正副会長会議   

〔開催日〕令和３年３月１６日（火） 

〔議 題〕第４回理事会・第２回評議員会の上程議案について 

 

（２）理事会の開催 

① 第１回理事会  

〔開催日〕令和２年５月２８日（木）※書面によるみなし決議で実施 

〔議 題〕 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度収支決算報告について 

・令和２年度第１回監事監査報告について 

・令和２年度定時評議員会の開催（案）について 

・評議員選任・解任委員会委員の一部選任（案）について 

・評議員選任候補者の推薦について 

・社会福祉充実残額の算定結果について 

・令和元年度第４半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

② 第２回理事会 

 〔開催日〕令和２年６月１９日（火）※書面によるみなし決議で実施 

〔議 題〕 

・副会長の選任について 

 

  ③ 第３回理事会   

〔開催日〕令和２年１２月８日（火） 

〔議 題〕 

・令和２年度第１・第２四半期事業報告について 

・令和２年度第１・第２四半期予算等執行状況について 

・令和２年度第１・第２四半期監事監査報告について 

・会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

  ④ 第４回理事会   

〔開催日〕令和３年３月２５日（木） 

〔議 題〕 

・令和２年度資金収支予算補正会長専決処分報告について 
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・令和３年度事業計画（案）について 

・令和３年度資金収支予算（案）について 

・諸規程の改正について 

総合企画委員会機能（運用資金及び基金の運用等）の理事会への移管について 

職員就業規則の改正について 

     ・役員等賠償責任保険契約締結について 

・令和２年度第２回評議員会の開催について 

・評議員選任候補者の推薦について 

・令和２年度第３四半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

  ⑤ 第５回理事会   

〔開催日〕令和３年３月２５日（木）※書面によるみなし決議で実施 

〔議 題〕 

     ・副会長の選任について 

     ・評議員選任・解任委員会委員の一部選任（案）について 

 

（３）評議員会の開催 

  ① 第１回評議員会 

   〔開催日〕令和２年６月１９日（火）※書面によるみなし決議で実施 

〔議 題〕 

・評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度収支決算報告について 

・令和２年度第１回監事監査報告について 

・理事の一部選任（案）について 

・社会福祉充実残額の策定結果について 

 

  ② 第２回評議員会 

   〔開催日〕令和３年３月２５日（木） 

〔議 題〕 

  ・令和２年度資金収支予算補正会長専決処分報告について 

・令和３年度事業計画（案）について 

・令和３年度資金収支予算（案）について 

・理事の一部選任（案）について 

・監事の選任（案）について 

 

（４）評議員選任・解任委員会の開催 

  ① 第１回評議員選任・解任委員会 
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   〔開催日〕令和２年６月２日（火） 

〔議 題〕評議員候補者の選任について 

 

  ② 第２回評議員選任・解任委員会 

〔開催日〕令和３年３月２６日（金） 

〔議 題〕評議員候補者の選任について 

 

（５）監事会の開催 

  ① 第１回監事会 

   〔開催日〕令和２年５月１８日（月） 

〔議 題〕 

・令和元年度事業報告及び資金収支決算監査について 

   

  ② 第２回監事会 

   〔開催日〕令和２年１１月２５日（水） 

〔議 題〕 

・令和２年度上半期事業報告及び令和２年度上半期資金収支決算監査について 

 

（６）総合企画委員会の開催 

  ① 第１回総合企画委員会 

   〔開催日〕令和３年３月２日（月） 

〔議 題〕 

・令和２年度愛情銀行及び社会福祉基金の活用報告について 

・令和３年度愛情銀行及び社会福祉基金の活用について 

・地区社協・地区福まち事業等への愛情銀行の活用について 

・総合企画委員会機能（運用資金及び基金の運用等）の理事会への移管について 

 

（７）正会員・賛助会員の加入促進 

  ① 正会員 

    ・第1種 公立施設 5施設 私立施設 92施設           

    ・第2種 民生委員３３３人、保護司５０人 、白石区保護司会    

    ・第3種 ８地区社協                     

    ・第5種 居宅介護・訪問看護・訪問介護事業所、通所リハビリテーション 29か所 

         地域包括支援センター・介護予防センター ６か所 

         障がい者福祉サービス事業所 ２２か所 

         各種団体 ９か所 

     合 計 172団体 383人  正会費計 628,500円 
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② 賛助会員  

    ・個 人  45名・133口     

    ・団 体  9団体・ 9口     

    ・合 計  223,000円 

 

（８）寄附金の募集及び各種基金等の管理・運営・造成 

  ① 寄付の受理 

    〇一般寄附件数 22件 

（内訳）現金   9件 494,954円 

     物品  13件 ※手作りマスク、不織布マスク、お米 

 

    ○指定寄附件数 14件 

    （内訳）現金  14件 850,000円 

※白石区内6か所の子ども食堂への寄附、北郷わいわい子ども食堂への寄附、白石区 

内３か所の子ども食堂への寄附 

   

（９）白石区社協だよりの広告収入の確保 

    〇広告掲載件数 大広告 ６件（掲載事業者２社） ６０，０００円 


