
 

 

 

 

 

手稲区 



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 手稲中央連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 17町内会（うち連合町内会非加入　1町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 幸寿園　手稲本町3条4丁目2-35 定数

（地域密着・特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 相談室 ていね(手稲本町2-2)

□病院

児童福祉施設

手稲中央会館（手稲本町２条２丁目4-26）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

手稲区介護予防センター中央・鉄北
手稲本町２条２丁目１-１
村田ビル１階

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

14人 2人
第２地域包括支援センター
 曙５条２丁目８－１

382世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

28.5% 25.2% ➚

3,919世帯 3,519世帯 ➚

484世帯 397世帯 ➚

手稲中央地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など）

直近基準年 比較対象年 傾向

□公共施設等

手稲コミュニティセンター【まちセン併設】(手稲本町3条1丁目3-41)

8,211人 7,783人 ➚

828人 804人 ➚ 手稲中央老人クラブ長楽会会館(手稲本町2条5丁目13-38)

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

5,044人 5,019人 ➙

2,339人 1,960人 ➚

1,139人 964人 ➚

429世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 手稲中央連合町内会役員が兼務 １８単位町内会のうち４町内会で設置

地区社協の構成

平成８年11月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 運営委員長（町内会福祉部長が兼務）

構成 副委員長１名、運営委員１５名 備考

年 回

2名 住民協力員 12名 年 回

平成８年11月、手稲コミュニティセンターに設置 年 10 回 転倒予防教室「すこやか転ばん塾」

占有スペースあり 年 1 回 「ふれあい交流会」

年 回

年 回

年 回

396世帯（18単位町内会のうちの18町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 255 世帯 子育て世帯 1 世帯

高齢（夫婦） 132 世帯 その他 世帯

障がい者 8 世帯

253世帯 1170回 49世帯 620回 124世帯 1355回

12 世帯 世帯

世帯 世帯

6 世帯 世帯

18町内会のうち6町内会で作成

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　２　　　　〕部会名〔　　　　　　事業部、広報部　　　　　　　〕

活動者

手稲中央地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長1名、監査２名、評議員１８名

福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
ミニサロン/福まち事務室または手稲コミュニティセンター会議室/月１回
生き活き倶楽部/パシフィック手稲本町マンション/月１回
ふれあいル・サンク/ル・サンク手稲集会場他/月1～２回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

入浴会

異世代交流

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

・18町内会のうち2町内会で実施
平成２９年度～３０年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実
施

山のこどもひろば/手稲コミュニティセンター/月１回
ほっとるーむ/コミュニティカフェめりめろ/月１回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

保存用・携帯用緊急連絡カード、ネームプレート作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 手稲鉄北連合町内会連絡協議会

世帯数 　手稲曙連合町内会

単身高齢世帯数 　手稲稲山連合町内会

高齢夫婦世帯数 　山口団地連合自治会

44町内会

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム 定数

曙5条2丁目2-17 (養護老人ホーム）

札幌市稲寿園　曙5条2丁目2-21 □病院

（特別養護老人ホーム） 手稲渓仁会病院

スカイラーク　曙11条2丁目3-13号 前田1条12丁目1-40

（ケアハウス） 札幌心臓血管・内科・リハビリテーション病院

障がい者福祉施設 ワークトピア あすか(曙11-1) 前田6条16丁目1-2

児童福祉施設 児童会館(2) 西成病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 曙2条2丁目2-27

名称・所在地 札幌立花病院

曙11条2丁目3-12

鉄北コミュニティープラザ【まちセン併設】(曙７条３丁目6-22)

あすかぜ会館(明日風1丁目)曙第一会館(曙3条1丁目10-1)

山口団地会館(曙11条1丁目2) プラザ７１７（前田７条１７丁目）

16,454人

1,053世帯

手稲区介護予防センター中央・鉄北
手稲本町２条２丁目１-１
村田ビル１階

28,067人 27,498人 ➚

4,251人 4,184人 ➚

手稲鉄北地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

1,393世帯

3,947人 2,986人 ➚

29.9% 24.9% ➚

名称・所在地

名称・所在地 名称・所在地

32人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

単位町内会数

曙第七町内会会館(曙6条2丁目1-30)

□地域包括支援センター・介護予防センター

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

1,318世帯

10,856世帯 ➚11,441世帯

➚

15,435人

➚

➘

8,381人 6,860人 ➚

1,703世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 ４４単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成９年12月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

10：30～

代表者 運営委員長（地区社協副会長が兼務）

構成 副委員長３名、運営委員１８名 備考

年 1 回 笑いヨガ講習会

7名 住民協力員 63名 年 1 回 お昼の会

平成９年12月、鉄北コミュニティプラザ内に設置 年 1 回 和音コンサート

占有スペースあり 年 回

年 1 回 ふれあい交流会（独居高齢者対象）

年 1 回 人形劇

年 1 回 高齢者・片マヒ疑似体験講習会

1313世帯（44単位町内会のうちの44町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1113 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 200 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

450世帯 5400回 200世帯 400回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

44町内会のうち44町内会で作成(地区福まちで作成）

・44町内会のうち44町内会で実施展開中
・平成２８年度～２９年、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

・鉄北ひだまりサロン／鉄北コミュニティプラザ・第１水曜日
・えがおのひろば/プラザ717/月１～２回
・花サロン千日小鈴/個人宅/月１回
・ひとやすみの日/個人宅/月１回

・ニコニコクラブ明日風／あすかぜ会館・第３水曜日(※H26.4～会場変更)
・地域の親子ひろば　コミコミかふぇ/ていね楽市ビル・週３回
・どんぐりひろば／慈啓会ふれあいの郷・第２水曜日ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

保存用・携帯用緊急連絡カード作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

・おいでおいで(市・シニアｻﾛﾝ)／ていね楽市ビル/週５回　　　・ふきのとう/ホクレンショップ手稲前田店/月１回
・認知症サロンしもちゃん家・おじゃべりとお昼の会/個人宅/月２回　　・にんご会/週１回
・げんきかい/マンション集会場/月１回　　・サロンびぃすけっと/個人宅/月２回　・サロンふくい/個人宅/週６回
・よつばサロン/特養明日佳ＨＯＵＳＥ手稲/月１回　・サロンすまいる/町内会集会所/月１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

手稲鉄北地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長３名、会計１名、監査２名、理事1４名

３連町会長の２年任期の持ち回り。ただし、再任は妨げない（現在は、山口団地連合自治会会長が兼務）

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　２　　　〕 部会名〔　　　総務、事業　　　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 □町内会

前田地区連合町内会連絡協議会

　前田連合町内会

□福祉施設 　稲積連合町内会

30町内会（うち連合町内会非加入　3町内会）

老人福祉施設 手稲つむぎの杜（前田2-10）

（特別養護老人ホーム） □民生委員・児童委員

障がい者福祉施設 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾊｳｽ手稲(前田6-13)

定数

相談室 ていね(前田2-10)

児童福祉施設 児童会館(５) □病院

手稲いなづみ病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 前田3条4丁目2-6

名称・所在地 手稲病院

前田6条13丁目8-15

前田西第一町内会集会所(前田4条11丁目2-19)

前田四季彩の街会館(前田8条15丁目15-1)

砂山会館(前田13条10丁目2-7)

名称・所在地

単位町内会数

民生委員・児童委員 主任児童委員

前田緑苑町内会集会所（前田８条９丁目1）

2人30人

名称・所在地

第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

介護予防センターまえだ
前田２条１０丁目１－７手稲つむぎの杜
内

□地域包括支援センター・介護予防センター

➚

市営住宅稲積集会所(前田3条4丁目1)

前田中央会館(前田8条11丁目1-23)

手稲区民センター(前田１条11丁目1-1)

前田会館(前田6条11丁目2-1)

稲積記念会館(前田5条5丁目2-1)

市営住宅前田７条集会所(前田7条12丁目3)

16,638人 18,778人 ➘

28,196人 28,298人 ➘

3,152人 2,992人 ➘

前田地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 まちセン（前田6条9丁目2-1）

8,406人 6,528人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

3,363人 2,883人 ➚

29.8% 23.1% ➚

11,869世帯 11,428世帯 ➚

1,135世帯 862世帯 ➚

名称・所在地

1,843世帯 1,446世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 前田地区連合町内会連絡協議会副会長が兼務 ３０単位町内会のうち３町内会で設置

地区社協の構成

平成10年８月 開催状況 各町内会ごとに適時開催

設置 開催回数 年５回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 前田地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

住民協力員 13名 年 回

平成11年４月、前田会館に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 「ひとり暮らし高齢者とのふれあい事業」

年 1 回 「日帰り温泉旅行」

年 回

年 回

748世帯（30単位町内会のうちの27町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 659 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 89 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

589世帯 1807回 589世帯 7068回 89世帯 1068回 障がい者サロン

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　５　　〕

前田地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長４名、総務１名、会計１名、監事２名、理事11名

子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　総務、広報、見守り、食事、ボランティア　〕

活動者 福祉推進員

外出支援

副委員長（部会長）５名、副部会長３名、会計（事務局次長兼務）１名、事務局長１名、事
務局次長３名、事務局員５名、監事２名

高齢者サロン

いきいきサロン/前田まちづくりセンター/週１回、ライフネットくらぶ/前田中央会館/月１回
いきいきサロン/前田会館/週１回、ゆたか・いきいきサロン/前田中央会館/月１回
エンジョイプラザ/前田中央会館/週１回、おちゃのま/個人宅/月１回
つばさサロン/個人宅/月１回、ボランティアあすなろグループ/前田公園団地集会所/月２回
地域のお茶の間来楽/たすけあいワーカーズこころ/不定、前田緑苑ふれあい茶話会/町内会集会所/週１回
ふれあい二線の会/個人宅/月３回、健康寿命のばそう会/前田中央会館/月２回、
ザひばりの会/前田西一町内会集会場/月１回、ガーデンサロン/前田中央会館他/月4回

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

30町内会のうち11町内会で作成

・取り組みなし
・平成２９～３０年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

まえだっこ/前田まちづくりセンター/月１回
あそべばい～しょ/前田会館/週３回
コミコミかふぇ✿すなやま/砂山会館/月１回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

65歳以上独居高齢者に対して、地域の温泉施設の入浴券を配布
保存用・携帯用緊急連絡カード、救急医療情報キット、ネームプレートの作
成

買い物支援



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率 □町内会

世帯数 新発寒地区連合町内会連絡協議会

単身高齢世帯数 　新発寒わらび連合町内会

高齢夫婦世帯数 　新発寒連合町内会

　新発寒第一連合町内会

単位町内会数 14町内会

□福祉施設

□民生委員・児童委員

老人福祉施設

定数

障がい者福祉施設

児童福祉施設 児童会館(3) □病院

札幌秀友会病院

新発寒5条6丁目2-1

新発寒地区センター【まちセン併設】（新発寒5条4丁目2-2）

北発寒稲積会館(新発寒5条1丁目1-3)

946世帯 697世帯

6,712世帯 ➚

531世帯 427世帯 ➚

11,132人 12,659人 ➘

4,920人 3,533人 ➚

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

主任児童委員

名称・所在地

名称・所在地

23人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢
西宮の沢４条３丁目３-40 愛輪園内

名称・所在地

新発寒朝陽会館(新発寒6条10丁目2-10)

連合町内会
（町内会連合会）

新発寒わらび会館(新発寒3条5丁目2-10)

□地域包括支援センター・介護予防センター

新発寒地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

18,442人 18,535人 ➘

2,390人 2,343人 ➙

名称・所在地

新発寒新生会館(新発寒5条6丁目12-1)

1,864人 1,642人 ➚

26.7% 19.1% ➚

➚

6,815世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 新発寒連合町内会が兼務(※連合町内会会長が、まわり番で兼務) 14単位町内会のうち3町内会で設置

地区社協の構成

平成８年３月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 新発寒地区社協副会長兼務

構成 委員長１名、運営委員7名 備考

年 回

45名 住民協力員 年 3 回 「ふまねっと」「健康づくりﾌｪｽﾀ」等

平成８年３月、新発寒地区センターに設置 年 2 回 「笑話歌声体操」、「高齢の栄養バランス研修」

占有スペースあり 年 2 回 「春のお食事会」、「秋のお食事会（連町ごと）」

年 1 回 「日帰りﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」

年 1 回 新発寒児童会館との連携

年 回

566世帯（14単位町内会のうちの14町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 331 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 235 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

331世帯 1794回 世帯 回 世帯 回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

災害時要援護者避難支援
の取組状況

14町内会のうち2町内会で作成

・14町内会のうち１町内会で実施（避難行動要支援者名簿情報提供）
・平成２８～２９年度、手稲区により「災害時支え合い出前研修」を実施

新発寒わらびひろば/新発寒わらび会館/月１回
新発寒ひまわりひろば/新発寒地区センター/月１回
新発寒むくどりひろば/新発寒小ミニ児童会館/概ね月１回
絵本のとびら/新陵小学校開放図書館/概ね月１回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

高齢者世帯及び独居世帯に対して寒中見舞状を訪問にて配布（年１回）
ミニサロン（月・水：麻雀、火：小物作り、木：オカリナ）を事務室内で実施

買い物支援 その他

活動者 福祉推進員

外出支援

推進委員が町内会の福祉部長であるため、年１2回開催。その他、各町内会
にて適時開催。

福祉マップの作成状況

子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン
ふれあいいきいきサロン/福まち事務室/月１回、サロンde朝日/朝陽会館/月１回
新発寒ひだまり/新発寒キリスト教会/月１回、ハートサロン/わらび会館/月４回
サロン月いち/わらび会館/月１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む）

新発寒地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長３名、総務１名、会計１名、事務局１名、監事２名、理事５名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率

世帯数 □町内会

単身高齢世帯数 富丘西宮の沢連合町内会連絡協議会

高齢夫婦世帯数 　富丘連合町内会

　西宮の沢連合町内会

29町内会（うち連合町内会非加入　3町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 愛輪園　西宮の沢4条3丁目302-9 定数

（特別養護老人ホーム）

□病院

西宮の沢1条4丁目14-10　

（ケアハウス） 札幌宮の沢病院

障がい者福祉施設 アンビシャス(西宮の沢6-2) 西宮の沢1条4丁目14-35

北愛館(西宮の沢6-2) 札幌田中病院

児童福祉施設 児童会館(3) 西宮の沢4条3丁目3-45

札幌緑誠病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 西宮の沢4条4丁目18-11

名称・所在地 札幌グリーン病院

西宮の沢5条1丁目13-15

名称・所在地 名称・所在地

➘

7,350人 5,581人 ➚

3,622人

➚

10,684世帯 10,084世帯 ➚

28.5% 21.7%

富丘西宮の沢地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 富丘西宮の沢会館【まちセン併設】（富丘2条2丁目1-1）

手稲高台会館(富丘4条7丁目5-29）

15,171人

2,686人

16,740人

25,770人 25,724人 ➚

3,249人 3,403人 ➘

市営住宅西宮の沢団地集会室(西宮の沢6条2丁目)

市営住宅富丘高台団地集会所(富丘3条6丁目2)

市営住宅宮の沢集会所(西宮の沢4条3丁目4)

➚

介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢
西宮の沢４条３丁目３-40 愛輪園内

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

おおぞら町内会館(西宮の沢2条5丁目7-1）

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

民生委員・児童委員 主任児童委員

30人 2人
第１地域包括支援センター
前田４条１０丁目３－２０－１０１

➚1,361世帯

➚1,336世帯 816世帯

1,051世帯



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 富丘連合町内会会長が兼務 29単位町内会のうち26町内会で設置

地区社協の構成

平成10年９月 開催状況 地区全体では年１回、その他各町内会にて適時開催。

設置 開催回数 年１回(事務局会議・年12回)
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 富丘西宮の沢地区社協会長が兼務

構成 備考

年 回

74名 住民協力員 9名 年 3 回 「いきいき元気教室」

平成24年6月、新)富丘西宮の沢会館1Fに設置 年 1 回 「介護予防フェスタ」

占有スペースあり 年 1 回 「高齢者ふれあい交流会」

年 回

年 1 回 「異世代交流会」

年 1 回 「子育てふれあい交流会」

596世帯（29単位町内会のうちの26町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 361 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 175 世帯 その他 世帯

障がい者 14 世帯

197世帯 2364回 45世帯 540回 536世帯 12864回

5 世帯 世帯

4 世帯 46 世帯

1 世帯 3 世帯

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

29町内会のうち11町内会で作成

・29町内会のうち5町内会で実施
・平成２７～２８年度、手稲区による「災害時支え合い出前研修」を実施

その他
（複合型）

□その他の活動

保存用・携帯用緊急連絡カード（安心・安全カード）、ていぬマグネット、ネームプ
レートの作成。
・赤い羽根共同募金活動（街頭募金）

買い物支援 その他

活動者 福祉推進員

外出支援

運営委員長１名、運営副委員長３名（１名事務局長・会計兼務）、運営委員５名、監査２名

※町内会福祉部などに、機能・役割を充てる。福祉推進委員の推薦
があった町内会数。

・ポコアポコ/児童会館/年12回((事務局員が代表)
・母と子のひとときタイムひよっこ/児童会館/月１回
・出張ひろば「ちいさなおうち」/プルマンベーカリーギャラリーヤード/月１回
・コープさっぽろ西宮の沢店『子育てひろば』/コープさっぽろ西宮の沢店組合員交流ルーム /週２回ゴミ出し支援 子育て支援

子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

・福まちサロンとみにし/地区会館/月１回　　　　　　・ふれあい「ロピアサロン」/マンション集会場/月１回
・みんなのお茶の間/おおぞら町内会館/月１回　　・カトレア会/個人宅/月１回
・ひなたぼっこ/個人宅/月１回　　　　　　　　　　　　　・西宮の沢団地お茶会/団地集会所/月１回
・富丘コーポ自治会ふれあいサロン/マンション集会室/月１回　　　　　　・サロンつくし/民間ビル/月２０回程
・富丘いきいきサロン/高台団地集会所/週１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む）

富丘西宮の沢地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長2名、事務局長１名（副会長兼務）、会計１名、監査２名、理事10名

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　３　　〕 部会名〔　　　総務、事業、広報　　　〕



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 稲穂金山連合町内会連絡協議会

世帯数 　稲穂連合町内会

単身高齢世帯数 　金山連合町内会

高齢夫婦世帯数 23町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設 □民生委員・児童委員

老人福祉施設 手稲ロータス　稲穂5条2丁目6-5 定数

(特別養護老人ホーム）

星置ハイツ　手稲金山133-5 □病院

障がい者福祉施設 北海道立子ども総合医療・療育センター

金山1条1丁目240－6

児童福祉施設 児童会館(2) イムス札幌内科リハビリテーション病院

手稲金山124番地

中垣病院

□その他の地域資源（人・施設・企業など） 金山1条2丁目1-6

名称・所在地

民生委員・児童委員

18人 2人

主任児童委員

稲穂会館【まちセン併設】（稲穂3条5丁目1-28）

金山会館(金山2条2丁目3-1)

市営住宅稲穂集会所(稲穂4条3丁目9)

連合町内会
（町内会連合会）

➚

6,851世帯 6,782世帯 ➚

1,941人 ➚

29.7% 23.0% ➚

10,285人

介護予防センター稲穂・金山・星置
稲穂５条２丁目６-１　手稲あんじゅ内

597世帯 530世帯 ➚

1,020世帯 785世帯

11,487人 ➘

5,145人 4,051人 ➚

名称・所在地 名称・所在地

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

2,346人

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

単位町内会数

稲穂金山地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

17,323人 17,591人 ➘

1,893人 2,053人 ➘



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 稲穂金山連合町内会連絡協議会副会長が兼務 22単位町内会のうち5町内会で設置

地区社協の構成

平成９年10月 開催状況 各町内会で適時開催

未設置 開催回数 －(事務局会議・月１回)
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 －  

構成 事務局長１名、事務局員４名 備考

年 回

0名 住民協力員 34名 年 7 回 健康体操、脳トレ、講演会

平成10年８月、稲穂金山まちづくりセンター内に設置 年 回

占有スペースあり 年 2 回 「温泉でふれあい会食（連町単位）」

年 回

年 2 回 「ふれあい餅つき大会(連町単位）」

年 1 回 「三世代交流百人一首大会（児童会館単位）」

136世帯（22単位町内会のうちの22町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 31 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 92 世帯 その他 世帯

障がい者 13 世帯

110世帯 1320回 世帯 回 33世帯 654回

11 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕

稲穂金山地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
副会長２名、事務局長１名、監査委員２名、理事8名、評議員１７名

部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

・ミニサロン福まち(かなやま ふれあい)/地区会館/月１回　　・ささの会/個人宅/月１回
・かなやまﾆｭｰｻｳﾝｽﾞ/個人宅/月２回　　・シニア・サロン金山団地/個人宅/月２回
・カトレア会/パシフィック星置ヒルズ集会室/月１回　　・ふれあいサロン暁星/稲穂会館/月１回
・やまなみやすらぎサロン/手稲高台会館/月２回　・ふれあい喫茶/個人宅/月１回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

22町内会のうち7町内会で作成

・22町内会のうち5町内会で実施

若がえり/稲穂会館/不定期

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

・雪だるまづくり
・保存用・携帯用緊急連絡カードの作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）



人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口

高齢化率 □町内会

世帯数 星置地区連合町内会連絡協議会

単身高齢世帯数 　夢トピア星置町内会連合会

高齢夫婦世帯数 　星置連合町内会

　山口連合町内会

34町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設

□民生委員・児童委員

老人福祉施設 主任児童委員

定数 2人

障がい者福祉施設 子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ(金山1-1)

児童福祉施設 児童会館(2) □病院

北都病院

手稲山口550番地

山口クラブ(手稲山口557)

緑地会館(手稲山口381)

星の里会館(星置1条6丁目)夢トピアコスモプラザ(星置1条1丁目498-63)➚

星置会館(星置3条9丁目7)

山口公民館(手稲山口423)➘

星置地区センター【まちセン併設】（星置2条3丁目14-1）

市営住宅星置駅前団地集会室(星置1条4丁目3-30)

星置地区福祉のまち推進センター

□地域統計数値（人口、高齢者人口など） □公共施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

9,721人 10,454人

15,866人 15,445人 ➚

1,912人 1,794人 ➘

4,233人 3,197人

➚1,777人 1,404人

名称・所在地

➚26.7% 20.7%

➚

17人

5,754世帯 5,669世帯

466世帯 365世帯

897世帯 699世帯

民生委員・児童委員

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

介護予防センター稲穂・金山・星置
稲穂５条２丁目６-１　手稲あんじゅ内

第２地域包括支援センター
曙５条２丁目８－１

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）



□地区社協・地区福祉のまち推進センターの組織体制

地区社協会長 星置地区連合町内会連絡協議会会長が兼務 35単位町内会のうち2町内会で設置

地区社協の構成

平成8年5月 開催状況 地区全体で年４回開催、その他各町内会で適時開催

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

9：30～

代表者 運営委員長

構成 備考

年 1 回 福祉意識啓発事業「福祉フェア」

42名 住民協力員 年 1 回 「健康お花見ｳｫｰｷﾝｸﾞ」

平成8年5月、星置地区センターに設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 「高齢者ふれあい交流会」

年 回

年 1 回 「新年交流もちつき大会」

年 5 回 「高齢者いきいき交流会」

20世帯（35単位町内会のうちの35町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 18 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 2 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

20世帯 204回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン 福祉サロン　えがお/星置地区センター/年10回

20 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

入浴会

異世代交流

イベントその他

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□ふれあい交流事業の実施状況

回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　４　　　〕

星置地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況副会長３名、総務部会（部会長１名、副部会長1名、広報部長１名、会計部長１
名）、監査委員２名、役員５名

子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　　総務、福祉推進、事業、地域支援　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援

副委員長１名、総務部会・福祉推進部会・事業部会・地域支援部会会長各１名、運営委員10名

高齢者サロン

高齢者健康サロン/星置地区センター/年5回　　　　　　　　　星置南ふれあいサロン/星置神社社務所/月１回
星置駅前団地親和会/星置駅前団地付属集会所/週１回　　あざみの会/個人宅/月２回
なかよし会.11./個人宅/週１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サロン虹の会/個人宅/月１回
お茶の間倶楽部/個人宅/月１～２回　　　ゆうあいサロン 井戸端/イトーピア星置シティビュー マンション集会室/月１
回
悠遊クラブ/星置会館/月１回　　　　　　　　ふくろうサロン/個人宅/週１回　　　スポルト星置/星置地区センター/週１回
四つ葉クラブ/アークシティ星置マンション集会室/月１回　　サロン星の里/個人宅/月１回

福祉マップの作成状況

災害時要援護者避難支援
の取組状況

35町内会のうち19町内会で作成

・３５町内会のうち２町内会で実施（うち１町内会が災害時避難行動要支
援者名簿情報の提供あり）

子育てサロン「いちばん星」/夢トピアコスモプラザ/月１回
あそびのひろばはとぽっぽ/星置会館ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

買い物支援




