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平成２９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：１，３７６千円］  (単位:円) 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 204,000円 北白石地区  193,000円 

東白石地区  181,000円 北東白石地区  155,000円 

東札幌地区  163,000円 白石東地区  167,000円 

菊水地区  168,000円 菊の里地区  145,000円 

 

    ② 地区社協会長会議 

・開催日：平成２９年９月２７日（水） 

・内 容：各地区の見守り活動の実施状況について 

 

（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 

・開催日：平成２９年６月３０日（金） 

・内 容：平成２９年度の各地区福まちの実施予定事業について（情報交換） 

札幌市生活支援体制整備事業の取り組みについて 

区社協からの連絡事項 

    

   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 

    〇第１回 

・開催日：平成２９年１０月２５日（水） 

・内 容：各地区の見守り活動の実施状況について 

     札幌市６５歳以上世帯名簿の活用について 

     地域福祉活動に係る白石区長表彰について 

     区社協からの連絡事項  

〇第２回 

・開催日：平成３０年３月１日（木） 
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・内 容：平成３０年度の地区福まち補助金及び各種助成金について 

     福まちパワーアップ事業について 

     平成３０年度白石区福祉のまち推進事業計画（案）について 

     平成２９年度福祉除雪実施世帯数について  

 

ウ）福まちパワーアップ事業（対象地区：菊の里地区） 

    〇第１回目ワークショップ 

     ・開催日：平成２９年７月２４日（月） 

     ・参加者：７１名 

     ・内 容 

講義「菊の里地区の特徴について」 

「見守り活動の充実に向けたサロン活動の取組みについて」 

       サロン活動実践発表 

         サロン福祉の日 小西 政子氏 

サロンきらく  宇田 清子氏 

       情報意見交換 

         テーマ「サロン活動をきっかけとした福祉活動の取組みについて」 

    〇第２回目ワークショップ 

     ・開催日：平成２９年１１月９日（木） 

     ・参加者：６０名 

     ・内 容 

       第１回目ワークショップの振り返り 

講義「日常の見守り・災害時の支え合いの必要性について」 

「避難行動要支援者名簿情報の提供について」 

       情報意見交換 

         テーマ「緊急時に備えた取組みと地域での支え合い活動について」 

 

エ）白石区・地区福祉のまち推進センター活動交換会 

  ・開催日：平成２９年１２月１１日（月） 

  ・参加者：１９１名 

  ・テーマ：地域福祉活動の担い手確保に向けて 

  ・内 容： 

〇講 演 

テーマ「地域福祉活動の担い手確保に向けて」 

      講 師 北星学園大学 社会福祉学部  

福祉計画学科長 岡田 直人氏 

    〇シンポジウム 

      テーマ「地域組織が連携した取組みについて」 

         パネリスト  
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          ・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 

          ・北野地区福祉のまち推進センター 運営委員長 一瀬 ヒロ氏 

         助言者 

          ・北星学園大学 社会福祉学部 福祉計画学科長 岡田 直人氏 

         コーディネーター 

          ・白石区社会福祉協議会 事務局長 小平 正治 

 

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 ４，８７４千円〕 

地区名 助成金額 地区名 助成金額 

白石地区 670,000円 北白石地区 515,000円 

東白石地区 ※1,045,000円 北東白石地区 630,000円 

東札幌地区 340,000円 白石東地区 370,000円 

菊水地区 ※894,000円 菊の里地区 410,000円 

※東白石・菊水地区は、施設借上料含む 

 

イ）共同募金「地域福祉推進事業助成金」〔総額 ８６５，２００円〕 

 

ウ）地区福まち・単位町内会等の支援 

【白石地区】 

4月24日(月) 

5月19日(金) 

5月22日(月) 

6月 5日(月) 

6月 9日(金) 

共栄福祉会子育てサロンコアラ参加 

地区社協総会 

共栄福祉会シニアサロンゆうゆう訪問 

地区福まち運営相談対応 

地区社協役員会・福まち運営委員会 

6月16日(金) 

7月 6日(木) 

9月15日(金) 

地区福まち運営相談対応 

一人暮らし高齢者の「さわやか集い」（イベント募金実施） 

高齢者向け健康づくり講習会（イベント募金実施） 

地区名 事業名 助成金額 

白石地区 ひとり暮らし高齢者のさわやか集い ８０，０００円 

東白石地区 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 東札幌地区福まち交流会事業内配食弁当事業 ８０，０００円 

菊水地区 高齢者ふれあい交流事業 ８０，０００円 

北白石地区 新春ふれあいの集い開催事業 ８０，０００円 

北東白石地区 ふれあい音楽会 ８５，０００円 

白石東地区 さわやか交流会 ８５，０００円 

菊の里地区 

広報誌発行（福まちだより） ８０，０００円 

住民行事用テント設置事業（米里町内会） １０７，６００円 

住民行事用テント設置事業（東米里町内会） １０７，６００円 
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9月20日(水) 白石地区地域支え合い活動推進会議 

9月29日(金) 

10月 5日(木) 

10月19日(木) 

10月30日(月) 

11月21日(火) 

2月19日(月) 

3月 2日(金) 

地区福祉推進委員会活動交換会・交流会（講師対応） 

白石区老人クラブ福寿会見守りサポーター養成講座（講師対応） 

単町会長会議 

地区福まち活動協力員研修会（講師対応） 

地区社協役員会・福まち運営委員会（講師対応） 

共栄福祉会シニアサロンゆうゆう訪問 

地区社協役員会・福まち運営委員会 

 

【東白石地区】 

       5月15日(月)  地区福まち運営委員会 

5月24日(水)  地区社協総会 

       6月12日(月)  地区福まち運営委員会 

       7月 8日(土)  南栄会福祉推進委員会（講師対応） 

7月18日(月)  東白石入浴ツアー打合せ 

       7月18日(月)  地区福まち運営委員会 

7月25日(月)  東白石入浴ツアー 

       8月21日(月)  地区福まち運営委員会 

9月 4日(火)  地区福まち運営委員会 

       9月12日(火)  一人暮らし高齢者との懇談会（東白石会館会場） 

       9月14日(木)  一人暮らし高齢者との懇談会(南栄会館会場) 

      10月16日(月)  地区福まち運営委員会 

      10月31日(火)  東白石健康はつらつフェア 

      11月20日(月)  地区福まち運営委員会 

      12月 3日(日)  地区福まち忘年会 

       2月 9日(金)   暁町内会研修会打合せ 

       2月15日(木)  地区社協会長への平成３０年度福まちパワーアップ事業説明 

       2月19日(月)   地区福まち運営委員会 

       3月19日(月)  地区福まち運営委員会 

 

【東札幌地区】 

   4月 7日(金)  地区福まち定例会 

   4月27日(木)  地区民児協定例会 

   5月12日(金)  地区福まち定例会 

  5月22日(木)  地区民児協定例会 

  5月29日(月)  地区社協総会 

  6月 2日(金)  地区福まち定例会 

   6月22日(木)  地区民児協定例会 

  7月 7日(金)  地区福まち定例会 

  7月26日(水)  ふれあいバスツアー 

  7月27日(木)  地区民児協定例会 
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  8月 4日(金)  地区福まち定例会 

   8月24日(木)  地区民児協定例会 

  9月 7日(木)  福まち研修会（講師対応） 

  9月 7日(木)  地区福まち定例会 

  10月26日(木)  地区福まち定例会 

  11月15日(水)  福まち配食サービス 

 12月 1日(金)  地区福まち定例会 

 12月20日(水)  東札幌サロン忘年会 

 12月21日(木)  子育てサロンぐー・ちょき・ぱー参加 

 12月21日(木)  地区民児協定例会 

  1月10日(水)  地区福まち定例会 

  1月25日(木)  地区民児協定例会 

   2月 2日(金)  地区福まち定例会 

  2月22日(木)  地区民児協定例会 

  3月 2日(金)  地区福まち研修会・地区福まち定例会 

  3月14日(水)  東札幌あったか交流会 

  3月22日(木)   地区民児協定例会 

 

【菊水地区】 

4月 4日(火) 地区福まち役員会・広報紙編集会議 

4月20日(木) 

5月2日(火) 

5月12日(金) 

5月16日(火) 

5月18日(木) 

5月29日(月) 

福まちプロジェクトチーム会議 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区福まち運営相談対応 

高齢者ふれあい交流会打合せ 

福まちプロジェクトチーム会議 

菊水地区社協・福まち合同総会 

6月 6日(火) 

6月15日(木) 

6月19日(月) 

7月 4日(火) 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

福まちプロジェクトチーム会議 

地区福まち打合せ 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

7月 7日(金) 菊水地区ふれあい交流会（イベント募金実施） 

8月 1日(火) 

8月 5日(土) 

8月17日(木) 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

菊水南連町夏祭り（イベント募金実施） 

福まちプロジェクトチーム会議 

9月 5日(火) 

9月11日(月) 

9月20日(水) 

9月22日(金) 

10月4日(水) 

10月19日(木) 

10月24日(火) 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区福まち運営相談対応 

地区福まち運営相談対応 

菊水地区健康増進フェア打合せ会議 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

福まちプロジェクトチーム会議 

菊水地区健康増進フェア 
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10月24日(火) 

11月 7日(火) 

11月17日(金) 

12月 5日(火) 

12月 8日(金) 

12月14日(木) 

1月 9日(火)  

1月22日(木) 

2月 6日(火) 

2月14日(水) 

2月15日(木) 

2月22日(木) 

3月 6日(火) 

3月16日(金) 

 

地区福まち研修会打合せ 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区社協上期事業報告説明会・福まちコンクール祝賀会 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区福まち研修会（講師対応） 

福まちプロジェクトチーム会議 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区福まち研修会打合せ 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区福まち研修会打合せ 

地区福まちプロジェクト会議 

地区福まち研修会 

地区福まち役員会・広報紙編集会議 

地区社協平成29年度事業経過報告会 

【北白石地区】  

  4月24日(月) 地区福まち運営委員会 

  5月24日(水) 地区福まち運営相談対応 

  5月25日(金) 地区社協総会 

5月29日(月) 地区福まち運営委員会 

  6月 1日(水)  福祉推進委員会責任者会議 

  6月 5日(月) 第１回高齢者福祉計画策定委員会（講師対応） 

  6月14日(水) 第１回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  6月22日(木) 第２回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  6月26日(月) 地区福まち運営委員会 

    6月27日(火) 地域福祉計画意見交換会 

  7月 6日(木) 北白石介護予防フェア 

  7月31日(月) 地区福まち運営委員会 

  8月21日(月) 第２回高齢者福祉計画策定委員会 

  8月28日(月) 地区福まち運営委員会 

  9月 7日(木) 第３回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  9月19日(火) 福祉健康普及啓発研修会 

  9月25日(月) 地区福まち運営委員会 

    9月28日(木) 北白石地区徘徊者模擬訓練打合せ 

  10月 4日(水) 北白石地区徘徊者模擬訓練 

  10月 5日(木) 第４回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  10月27日(金) 北白石ふれあい秋のつどい 

  10月30日(月) 地区福まち運営委員会 

  11月 2日(木) 第３回高齢者福祉計画策定委員会（講師対応） 

  11月14日(火) 北白石地区福祉活動フォーラム 

  11月27日(月) 地区福まち運営委員会 
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  12月20日(水) 第５回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  1月18日(木) 第６回高齢者福祉計画策定委員会小委員会 

  1月22日(月) 北白石地区福まちテレビ取材同行 

  1月29日(月) 地区福まち運営委員会 

  1月31日(水)  北郷団地元気サロン訪問 

  2月 3日(土) 北白石地区ふれあい新春のつどい 

        2月23日(金) 第４回高齢者福祉計画策定委員会 

2月26日(月)  地区福まち運営委員会 

       3月26日(月)  地区福まち運営委員会 

 

【北東白石地区】  

5月12日(金) 

6月 9日(金) 

6月23日(金) 

7月 7日(金) 

7月22日(土) 

8月 2日(水) 

8月 7日(月) 

地区社協総会 

地区福まち運営相談対応 

地区社協福祉推進委員会議・委員研修会（講師対応） 

北東白石市民講座 

さわやか交流会（イベント募金実施） 

北都町内会健康フェスタ打合せ会議 

北東白石七夕の集い（イベント募金実施） 

9月14日(金) 

10月26日(木) 

11月11日(土) 

11月16日(金) 

 1月19日(金) 

 2月15日(木) 

北都町内会健康フェスタ 

東川下町内会介護予防フェスタ打合せ会議 

北東白石１日地域の茶の間 

東川下町内会健康フェスタ 

北東白石地区社協新年交礼会 

北東白石市民講座 

  

【白石東地区】 

   4月24日(月)  地区福まち役員会・運営委員会 

   5月 2日(火)   地区福まち運営相談対応 

  5月12日(金)  地区社協総会 

  5月26日(木)  地区福まち役員会・運営委員会 

  6月 9日(金)  地区福まち運営相談対応 

  7月10日(月)  白石東健康まつり実行委員会 

  7月11日(火)  地区福まち役員会・運営委員会（講師対応） 

7月20日(木)  さわやか交流会(イベント募金実施) 

   7月21日(金)  さわやか交流会(イベント募金実施) 

   8月 6日(日)  栄通１８丁目町内会夏祭り（イベント募金実施） 

   9月 4日(月)  下白石東町内会６５歳以上世帯名簿取扱研修（講師対応） 

  9月26日(火)  健康まつり(イベント募金実施) 

  10月 6日(金)  健康まつり反省会 

 10月19日(木)  地区福まち役員会・運営委員会 

11月24日(金)  いきいき・栄・健康サロン参加 
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 2月 7日(水)  地区福まち研修 

 3月27日(火)  地区福まち役員会・運営委員会 

 

【菊の里地区】 

4月13日(火) 

4月18日(火) 

5月 9日(火)  

5月19日(金) 

5月24日(水)  

5月30日(火)   

福まちパワーアップ事業打合せ 

サロンきらく参加 

健康づくりフェスティバル打合せ 

地区福まち運営委員会 

単町会長会議（福まちパワーアップ事業説明） 

福まちパワーアップ事業打合せ 

6月16日(金) サロンゆうゆう参加 

6月22日(木) 

7月 6日(木) 

7月20日(木) 

7月23日(日) 

7月24日(月)   

9月 5日(火) 

9月 6日(水) 

9月12日(火) 

地区民児協定例会（福まちパワーアップ事業説明） 

菊水元町白菊町内会聞き取り訪問 

菊水元町第３町内会聞き取り訪問 

米里町内会聞き取り訪問 

福まちパワーアップ事業第１回目ワークショップ 

菊水元町南町内会聞き取り訪問 

福まちパワーアップ事業打合せ 

健康づくりフェスティバル打合せ 

9月20日(水) 健康づくりフェスティバル（イベント募金実施） 

9月21日(木) 

11月8日(水) 

2月22日(木) 

3月20日(火) 

単町会長会議（福まちパワーアップ事業説明） 

福まちパワーアップ事業第１回目ワークショップ 

福まちボランティア研修会 

サロンきらく参加 

 

エ)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など 

 

（３）生活支援体制整備事業 

① 生活支援サービス情報一覧の更新 

  ・事業所情報の区社協ホームページ掲載 

  ・内容等変更及び新規掲載事業所情報等の更新 

 

② 社会資源の把握 

  ・地域包括支援センターや介護予防センターからの社会資源情報の取得 

   【白石区お助けガイド】作成 

  ・社会資源マップの作成【地域マップの電子化】 

 

③ ニーズの把握及び対象エリアの選定 

  【ニーズの把握】 

   ・平成２９年 ７月「北白石地区住民アンケート」    回答７０８人 
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   ・平成２９年 ７月「北白石地区単位町内会アンケート」 回答１１町内会 

・平成２９年  ９月「白石老人福祉センター利用者アンケート」 回答２５７人 

・平成２９年１１月「北白石地区活動フォーラム」内 

          ワークショップ「北白石にとって必要だと思う助け合い」 

・平成２９年１２月 札幌市介護支援専門員連絡協議会 白石区支部研修会 

          ワークショップとアンケート「あったらいいなこんなサービス」 

・平成３０年  ２月  介護予防・日常生活支援総合事業に関する研修会 

          「これからどうなる？総合事業」アンケート 

          （白石区第２地域包括支援センター主催） 

 

【対象エリアの選定】 

 ＜北白石地区＞ 

  北白石連合町内会、北白石地区福祉のまち推進センター及び北白石地区民生委

員児童委員協議会が連携し、今後の北白石地区の見守り活動に継続性を持たすべ

く、「北白石地区高齢者福祉計画」の作成を支援し、北白石地区で支え合い活動

を充実・醸成することを目的に選定。 

 ＜白石老人福祉センター＞ 

  高齢者の社会参加を観点に、「支える・支えられる」関係から「支え合う関係」 

 ができるよう介護予防・生きがい・自立した生活の継続を目的に「担い手づくり」 

 を進めることを目的に選定。  

 

  ④ 区協議会（区生活支援推進連絡会）の開催 

      〔日時〕平成２９年１０月６日（金）  

〔内容〕・介護保険制度の改正 

     ・生活支援体制整備事業の説明   

     ・ニーズの把握や住民主体による支え合い活動を進めるための情報交換 

 

  ⑤ 区生活応援ボランティア養成講座の開催 

〇白石老人福祉センター会場 

〔日時〕平成２９年１０月２３日（月），３０日（月）  

〔場所〕白石老人福祉センター〔受講者数１８名〕 

 〔内容〕《１日目》 

講義①「介護保険制度の改正 これからどうなる」 

講師 白石区社会福祉協議会 事務局次長 佐竹 勝寿 

講義②「地域で暮らす高齢者に必要なちょっとしたお手伝い・困りごと」 

講師 札幌市社会福祉協議会 介護事業部 

白石・厚別・清田事業所統括課長 横井 勝博 

       ワークショップ「誰もが安心して暮らせるまちを目指してわたした 

ちができること」 

            講師  白石区社会福祉協議会 事務局長 小平 正治 
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《２日目》 

講義①「地域活動の実際～市内や他都市における地域の支え合い活動」 

講師 白石区社会福祉協議会 事務局次長 佐竹 勝寿 

           講義②「身近な地域で取り組むことができる生活応援ボランティア活動」          

            講師 白石区社会福祉協議会 ボランティア担当 松浦 小百合 

 

〇白石区民センター会場 

〔日時〕平成２９年１１月２８日(火)，２９日（水）  

〔場所〕白石区民センター集会室Ａ・Ｂ 〔受講者数６名〕 

  〔内容〕白石区老人福祉センター会場と同上 

 

    ⑥ フォローアップ研修の開催（※地域ボランティア入門研修会と合同開催） 

〔日時〕平成３０年１月１６日(火)・１７日（水）  

〔場所〕白石老人福祉センター集会室Ａ  

コミュニティホーム白石 〔受講者数４名〕 

 〔内容〕《１日目》 

①オリエンテーション「はじめてのボランティア」 

講師 白石区社会福祉協議会 事務職員 松浦 小百合 

②講義・実践「ボランティア活動に役立つ傾聴のコツ」 

    講師 傾聴ボランティア アクティブ１７ 代表 濱田 哲央氏 

《２日目》 

  講義・実践 

  ・「高齢者を理解しよう」  

・「施設でのボランティア体験」 

       講師 コミュニティホーム白石 職員 

 

    ⑦ ボランティアグループ「ひだまり」結成 

      上記⑤の２会場の区生活応援ボランティア養成講座受講修了者によるボランティア 

グループの組織化を図る 

      ・平成２９年１月３０日 「白石老人福祉センター会場受講者」による懇談会 

      ・平成３０年３月２７日 「白石老人福祉センター会場受講者」と「白石区民セン 

ター会場受講者」との顔合わせ会 

 

      ＜ボランティアグループ ひだまり＞ １１名 

       【活動対象】 

 ・話相手、傾聴  ・雪かき(軽易) ・ゴミ出し(分別、ゴミ捨て) 

 ・電球の交換   ・買物(付添)  ・掃除(部分 トイレ、風呂場、窓ふき等) 

  ・洗濯(洗濯機、干す)・庭の手入れ(草刈等)・カーテン交換・部屋の模様替え 

【費 用】利用者が交通費実費負担 

【その他】・原則複数人・車の運転伴うもの不可・高所作業不可 
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（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：５８団体［高齢者:４４、子育て:１３、複合:１］ 

      ※累計登録数：７７団体［高齢者：６２、子育て：１３、複合：２］ 

 ※活動休止中のサロン：１９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 ４４  ５ ２６ 

障がい ０ ０ ０ 

子育て １３ １ １ 

複 合 １ ０ ０ 

合 計 ５８ ６ ２７ 

     

・活動助成額 １，０６６，５００円  

内訳 上半期：５４２，５００円  下半期：５２４，０００円 

 

② ふれあい・いきいきサロン担い手研修会の開催 

  ・開催日 平成２９年９月８日（金） 

  ・参加者 ６７名 

  ・内  容   

     〇講演  

テーマ「サロンを楽しくするコミュニケーション手法を学ぼう」 

       講 師：北海道医療大学 看護福祉学部 准教授 長谷川 聡氏 

     〇実技体験 

       ・コミュニケーションゲーム体験 

        講 師：北海道医療大学 看護福祉学部 准教授 長谷川 聡氏 

       ・演歌体操 

        講 師：札幌市健康づくりサポーター 大髙 一郎氏 

 

③ サロン活動周知・広報 

 ・ホームページに登録サロンの情報を掲載 

 

（５）安心通報システム事業（白石区独自事業 ／ 緊急時の対応・救援を目的とする） 

    直通型会員数 ２世帯（独居世帯：２世帯） 

    ※平成３０年３月末で事業廃止 
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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施設ボランティア担当職員連絡会議の開催 

  ・開催日：平成３０年３月８日（木） 

  ・参加施設：３施設 

  ・内容：各ボランティア受入施設からの実践報告及び情報交換 

②ボランテイア登録状況(３０．３．３１現在) 

・登録件数… 個人１８１名（29人新規登録、14名登録抹消） 

４８団体・８８６名 

  ③ボランテイア活動に関する相談・コーディネート(３０．３．３１現在) 

   ・ボランテイア要請相談… ８８件（内成立件数４０件 派遣人数 延べ１４１名） 

   ・ボランテイア希望相談… ４６件（内登録者件数 個人：１６名） 

   ・福祉情報等問い合わせ… ４８件 

   ・寄付相談………………… １２件 

 

（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１０１号(５月号)～第１０６号(３月号) （年６回発行） 

 

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 ４９機関（施設、団体） 

    ・提供プログラム数 １１６プログラム 

    ※体験版：３０機関（施設・団体）、８２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 

・開催日 平成３０年１月１６日（火）、１７日（水） ２日間 

・参加者 延９名 

・内容  講義・疑似体験・ボランティア体験 

日時 内容・テーマ 講 師 

１日目 

１／１６（火） 

13:30～ 

  13:40 
開会・オリエンテーション 白石区社会福祉協議会 職員 

13:40～ 

14:20 
「はじめてのボランティア」 白石区社会福祉協議会 職員 

14:30～ 

 16:00 

「ボランティア活動に役立つ  

傾聴のコツ」 
アクティブ１７の皆さん 
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② 第７回ボランティアの集い【白石区ボランティア連絡会との共催】 

・開催日 平成２９年９月３０日（土） 

・参加者 ボランティア活動者、関心のある方、地域福祉活動者など６０名 

・テーマ    伝えよう！つながろう！広げよう！ボランティアの輪 

・内容  第１部 基調講演「ボランティア活動センターの役割について」 

         第２部 ボランティア体験 

 

（４）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 

    ４月２０日（木）白石区ボランティア連絡会総会 

    ８月３０日（水）白石区ボランティア連絡会日帰り研修旅行 

 ９月３０日（土）第７回ボランティアの集い 

１２月７日（木）学生ボランティアとの交流会 

 

  ② 広報誌発行支援 

白石区ボラ連広報誌発行「つながる」（区社協職員寄稿等） 

第２８号（平成３０年３月発行） 

 

③ 理事会、事業部会（区社協職員参加） 

    ５／２６・６／２３・７／２８・８／２５・９／２２・１／２６・２／２３・３／２３ 

 

（５）ボランテイア活動機材貸出実績 

２日目 

１／１７（水） 

13：00～ 

14：00 
「高齢者の気持ちを知ろう」 

白石区社会福祉協議会 職員 

コミュニティホーム白石 職員の皆さん 

14：00～ 

16：00 
「施設でのボランティア体験」 コミュニティホーム白石 職員の皆さん 

16:00～ 

16:30 
まとめ・閉会 白石区社会福祉協議会 職員 

機材名 所有数 貸出件数 

車いす １０台 １２件 ６０台 

高齢者疑似体験セット  ４セット ９件２６セット 

片マヒ疑似体験セット １６セット ７件７３セット 

白杖 １５本 ３件 ２３本   

アイマスク ４２枚 ３件７８枚 

ビデオ・ＤＶＤ １３本 ０件 
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（６）ボランテイア保険の取扱い（平成２９年４月～３０年３月） 

 

 

 

 

 

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。 

・実施期間／平成２９年１２月１日～平成３０年３月２５日 

・申込状況（平成３０年３月１日現在） 

地  区 申込世帯数 該当世帯数 

白  石  ５６世帯（新規１７世帯）  ５５世帯（新規１７世帯） 

東 白 石  ５０世帯（新規 ６世帯）  ４９世帯（新規 ６世帯） 

東 札 幌  １５世帯（新規 １世帯）  １５世帯（新規 １世帯） 

菊  水  ２２世帯（新規 ５世帯）  ２２世帯（新規 ５世帯） 

北 白 石  ９１世帯（新規１５世帯）  ８６世帯（新規１３世帯） 

北東白石  ４３世帯（新規１２世帯）  ３８世帯（新規１０世帯） 

白 石 東  ５０世帯（新規 ８世帯）  ４８世帯（新規 ７世帯） 

菊 の 里  ３６世帯（新規１０世帯）  ３５世帯（新規１０世帯） 

合  計 ３６３世帯（新規７４世帯） ３４８世帯（新規６９世帯） 

・該当世帯種別内訳 

       ７０歳以上のみの世帯／     ３２４世帯 

       ７０歳以上と障がい者のみの世帯／  ５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／   １２世帯 

プロジェクター  １台 ０件 

種類 件数 

ボランティア活動保険 206件 1,075名（個人 93名、団体 112件 982名） 

ボランティア活動等行事用保険 62件 3,820名 
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・福祉除雪地域協力員状況 

       地域組織／９６人 

       福祉施設／２団体・３４人 

       地域企業／９団体・６５人 

       災防協加盟業者／１０団体・１１３人 

 

（２）日常生活自立支援事業 

○契約件数  ２２世帯（新規契約８世帯、解約９世帯） 

（内訳） 

  認知症高齢者／１３世帯 

  知的障がい者／ ５世帯 

  精神障がい者／ ４世帯 

※平成３０年３月末で専門員の配置がなくなり、白石区の契約者は東区と厚別区に移管し、

白石区の新規契約は厚別区に配置の専門員が対応。 

 

（３）区老人クラブ連合会との連携と事業費助成 

   １０万円助成 

   （２４単位老人クラブが街頭募金奉仕団体として活動） 

 

（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 

   （実践定例会月１回、運営部会 2か月１回～次長が参加） 

 

 

 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   

指定校なし 

 

（２）学校等へのカリキュラム支援 

 ・本郷小学校  講師調整・職員による講師対応 

 ・北郷小学校  職員による講師対応 

 ・大谷地小学校 講師調整・当日体験補助 

 ・東白石小学校 職員による講師対応 

・北都中学校  講師調整・職員による講師対応 

・白石小学校  職員による講師対応 
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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 貸付件数 

応急援護資金（ 随 時 ） ３件 

生活福祉資金（ 随 時 ） １２件 

特別生活資金（１0月～３月） ０件 

 

（２）平成２９年度中に返済を完了した件数 

応急援護資金 ６件（返済期間内１件 返済期間外 ５件） 

あったか応援資金 ２８件（１９年度分１６件 ２０年度分１２件） 

生活福祉資金 １４件（期間内１０件 期間外４件） 

 

 

 ６ 地域生活支援の取り組み    

  

（１）個別対応相談 

〇ケース１ 

・依頼経路   主任児童委員 

・本人状況 母親、息子２人の母子世帯 

・相談内容  家の中にゴミが溜まっており、息子が学校で臭いといじめられている

ため、ゴミ片付けの支援をお願いしたい。母親は精神障害があり自分

一人で片づけることは難しい。また、金銭的に有料業者に依頼するこ

とは難しい。 

・対 応    主任児童委員、民生委員、ボランティア連絡会のボランティア等と調

整し、ゴミ片付けを実施。同時にヘルパー利用の調整も行い、部屋が

片付いた後は、ヘルパーを利用。また主任児童委員も継続して関わり

ながら、安定した生活を送っている。 

 

（２）白石区地域ケア会議への参加 

    ①個別地域ケア会議参加 

     ・平成２９年 ６月２６日（月）（第２地域包括支援センター事例） 

     ・平成２９年１１月 ６日（月）（第１地域包括支援センター事例） 
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     ・平成３０年 ３月１９日（月）（第２地域包括新センター事例） 

 

    ②地区地域ケア会議 

     【白   石】平成３０年 ２月 ２日（金） 

     【東 白 石】平成３０年 ２月 ６日（火） 

     【東 札 幌】平成２９年１１月 １日（水） 

     【菊   水】平成２９年１１月１７日（金） 

     【北 白 石】平成２９年１１月２４日（金） 

     【北東白石】平成２９年１１月３０日（木） 

     【白 石 東】平成２９年１０月 ６日（金） 

     【菊 の 里】平成２９年１１月２８日（火） 

 

    ③区地域ケア推進会議 

     ・第１回 平成２９年 ７月１９日（水） 

     ・第２回 平成３０年 １月２４日（水） 

 

    ④区連絡会議・地区連絡会議 

     ・関係職員が随時出席 

  

 

 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８５号（平成２９年 ８月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

第８６号（平成２９年１２月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

第８７号（平成３０年 ３月発行） ８，１００部 区内班回覧等 

 

（２）白石区社協ＰＲ活動 

  ①老人福祉センターでの情報コーナー設置 

    ②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/】 

 

 

 

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）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）区民生委員児童委員協議会の活動 PR（街頭啓発・パネル展）  

平成２９年５月１２日（金） 

 

（３）民生委員児童委員互助共励の取扱い 

     公務傷病  ３件  一般死亡 ３件  配偶者死亡 ３件  一般傷病 １５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） 

    平成２９年８月１日（木）、１２月１日（金）、平成３０年３月２９日（木）   

（５）白石区民生委員児童委員協議会全体（総合基礎）研修の実施（区保健福祉部と共催） 

   ・開催日  平成３０年２月２７日（火） 

・開催場所 白石区複合庁舎５階 区民センターホール 

・内 容  講義 

      「地域福祉社会の現状と民生委員・児童委員の役割 

       ～身近な相談役としてつながりで支える～」 

           講 師：北海道地域福祉学会 監事 白戸 一秀氏  

     

（６）主任児童委員連絡会への協力 

    

（７）各種団体への協力 

   ○社会を明るくする運動第４２回白石区民大会（平成２９年７月１日）への助成 

  ○第４２回白石区ふるさとまつり（平成２９年７月１５日～１６日）への助成 

 

 

 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 

・平成２９年度募金額 ８，００８，９６０円 

戸別募金    ６，７１０，１８９円 

地域法人募金    ７４４，３６３円 

      イベント募金   （内 １２６，６０４円（２１件）） 

      街頭募金     ５５４，４０８円    

実施日  平成２９年１０月１日（日）～５日（木）・９日（月）合計６日間 
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       ボランティア／団体 延べ ４５団体 

個人 延べ ４７８名 

・寄付金付きバッジ実績 ３６９個 

（白石区限定まもりんバッジ、札幌市限定まもりんバッジ、初音ミクバッジ） 

     ※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 

○白石区共同募金委員会 理事会 

開催日／平成２９年８月１７日（木） 

 

 

 １０ 会務の運営  

 

（１）正副会長会議の開催 

○第１回正副会長会議  平成２９年５月２３日（火） 

第２回理事会及び第１回評議員会に付議する事項の事前協議 

  〇第２回正副会長会議  平成３０年３月２０日（火） 

    第５回理事会及び第２回評議員会に付議する事項の事前協議 

 

（２）総合企画委員会の開催 

  ○第 1回 平成２９年７月１９日（水） 

① 委員長及び副委員長の互選について 

② 本会事業推進に伴う愛情銀行の活用について 

③ その他 

 

（３）評議員選任・解任委員会の開催 

  ○第１回評議員選任・解任委員会 平成２９年６月７日（水） 

 

（４）理事会・評議員会の開催 

  ○第１回理事会   平成２９年４月１日（土） 

①  会長、副会長及び常務理事の選任について 

  

○第２回理事会   平成２９年５月２９日（月） 

① 平成２８年度事業報告について 

② 平成２８年度資金収支決算について 

③ 平成２９年度第１回監事監査報告について 

④ 諸規程の一部改正（案）について  

⑤ 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 
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⑥ 理事及び監事の一斉改選（案）について  

⑦ 平成２９年度第１回評議員会の議題について 

⑧  社会福祉充実残額の算定結果について 

 

○第３回理事会   平成２９年６月２０日（火） 

① 会長、副会長及び常務理事の選任について 

② 諸規程の一部改正（案）について 

③ 評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

 

  〇第４回理事会   平成２９年１２月１８日（月） 

   ① 平成２９年度上半期事業報告及び資金収支決算について 

   ② 平成２９年度第２回監事監査報告について 

   ③ 安心通報システム事業の廃止について 

   ④ 白石区生活支援体制整備事業の進捗状況について 

 

  〇第５回理事会   平成３０年３月２０日（火） 

   ① 平成３０年度事業計画（案）について 

   ② 平成３０年度資金収支予算（案）について 

   ③ 諸規程の一部改正（案）について 

   ④ 平成２９年度第２回評議員会の招集（案）について 

   ⑤ 平成２９年度白石区生活支援体制整備事業の活動報告について 

   ⑥ 平成２９年度第１・２・３四半期会長及び常務理事の職務執行状況について 

 

  〇第６回理事会   平成３０年３月３０日（金） 

   ① 常務理事の選定について  

 

○第１回評議員会  平成２９年６月２０日（火） 

①  評議員選任・解任委員会による評議員の選任について 

②  平成２８年度事業報告について 

③  諸規程の一部改正（案）について 

④  平成２８年度資金収支決算について 

⑤  理事及び監事の一斉改選（案）について  

⑥  社会福祉充実残額の算定結果について 

 

  〇第２回評議員会  平成３０年３月２９日（木） 

   ① 平成３０年度事業計画（案）について 

   ② 平成３０年度資金収支予算（案）について 

   ③ 安心通報システム事業の廃止について 
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   ④ 平成２９年度白石区生活支援体制整備事業の活動報告について 

 

（５）監事監査 

  ○第１回  平成２９年 ５月２２日（月） 

         平成２８年度事業報告及びに資金収支決算監査 

  ○第２回  平成２９年１１月１７日（金） 

         平成２９年度上半期事業報告及び資金収支決算監査 

 

（６）正会員・賛助会員 

  〇正会員 

    ・第 1種 公立 5施設、私立 88施設                   274,000円 

    ・第 2種 民生委員 333人、保護司 55人、更生保護女性会 1団体   196,000円 

    ・第 3種 8地区社協                            16,000円 

    ・第 5種 居宅介護・訪問看護・訪問介護事業所 30か所           60,000円 

地域包括支援センター・介護予防センター6か所           12,000円 

障がい福祉サービス事業所 19か所               38,000円 

各種団体 11団体                                        22,000円 

    ・合 計 １６８団体・３８８人 計 ６１８，０００円 

 

  〇賛助会員  

    ・個 人 ４１名・１０６口  １０６，０００円 

    ・団 体 １１団体・１１口  １１０，０００円 

    ・合 計 ２１６，０００円 

 

（７）寄附の受理 

  〇寄附件数 ９件  

内訳）現金 ９件 ５１３，０７８円 

 


