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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 鉄東地区連絡協議会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 20町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

介護予防センターなえぼ
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

鉄東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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 東区民センター(北１１条東７丁目1-1） 北神会館(北10条東1丁目2-35)

名称・所在地 名称・所在地

891世帯 788世帯

鉄東会館【まちセン併設】(北９条東５丁目2-8)

鉄東第16分区町内会館(北10条東9丁目3-15)

第17分区町内会むつみ会館(北12条東15丁目1-15)

1,856人 1,809人 ➘

➚

1,588世帯 1,286世帯 ➚

15,332人 14,890人

22,504人 21,120人 ➚

➚

5,316人 4,421人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,543人 2,113人 ➚

23.6% 20.9% ➚

13,097世帯 12,320世帯

民生委員・児童委員

名称・所在地

単位町内会数➚

主任児童委員

37人 2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 鉄東地区連絡協議会副会長が兼務 連町単位で一つ設置

地区社協の構成

平成8年7月 開催状況年12回

設置 開催回数年12回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 鉄東地区社協会長兼務

構成 事務局長1名、事務局次長2名 備考

年 回

60名 住民協力員 年 回

鉄東会館内の情報交流スペースを会議等で使用 年 回

占有スペースなし 年 2 回

年 回

年 回

年 2 回

710世帯（20単位町内会のうちの20町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 669 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 12 世帯 その他 世帯

障がい者 29 世帯

710世帯 4359回 世帯 回 世帯 回

9 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

福祉のまち推進センター活動状況

鉄東地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
顧問４名、副会長2名、監事2名、事務局長１名、理事26名

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

□ふれあい交流事業の実施状況

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 住民向け研修会

活動者 福祉推進員 健康づくり

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

介護予防活動

会食・配食会

入浴会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

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　鉄東会館　年24回　/個人宅　１７分区　年２４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） 外出支援
子育てサロン 子育てサロン　　鉄東会館・むつみ会館　　　各年12回

ゴミ出し支援 子育て支援

買い物支援 その他 その他
（複合型）福祉マップの作成状況 民生委員のエリアごとに作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□その他の活動
見守り活動アンケート調査実施、活動者向け研修会の実施、
広報誌「ふれあいの里」発行、年末ふれあい訪問、見守りカー
ド作成



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 北光連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 14町内会（うち連合町内会非加入　3町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 大友恵愛園　北17条東5丁目2-5 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設 □病院

天使病院 札幌麻生脳神経外科病院

北12条東3丁目1-1 北22条東1丁目1-40

児童福祉施設 札幌道都病院 さっぽろ病院

北17条東14丁目3-2 北24条東1丁目3-7

札幌東豊病院 野沢病院

北17条東15丁目3-1 北17条東1丁目2-25

名称・所在地

ハローワーク札幌北　北16条東4丁目3-1

札幌方面東警察署　北16条東1丁目3-15

介護予防センター北光
北17条東５丁目２-５ 大友恵愛園内

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

天使大学　北13条東3丁目1-30

札幌大谷大学　北16条東9丁目1-1

北光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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

25,381人 24,595人 ➚

2,212人 2,128人 ➙

16,970人

名称・所在地

1,960世帯 1,558世帯 ➚

17,051人

連合町内会
（町内会連合会）

2,985人 2,673人 ➚

24.4% 22.0% ➚

➚

6,199人 5,416人 ➚

15,353世帯 14,698世帯 ➚

単位町内会数

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

44人 3人

民生委員・児童委員

➚1,048世帯 938世帯

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

札幌市あかしあ学園　北17条東5丁目2-1
（多機能型事業所）
みかほ整肢園　北17条東5丁目2-1
（医療型児童発達支援センター）
社会復帰センター　北19条東6丁目1-1
（就労継続支援Ｂ型）

北光会館【まちセン併設】(北18条東５丁目1-1)

美香保団地集会所(北17条東12丁目1-10)

北東会館(北14条東8丁目1-26)

北光白樺福祉会館(北23条東2丁目1-17)



□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 北光連合町内会会長が兼務

地区社協の構成

平成10年6月 開催状況

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 北光地区社協副会長兼務

構成 副委員長3名、事務局長1名、事務局次長1名、運営委員22名 備考

年 1 回 災害に備えた支え合い研修

185名 住民協力員 2名 年 　 回

年 1 回 脳トレ講座

占有スペースなし 年 　 回 　

年 回

年 1 回 夏祭り

年 回

1，127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） 572 世帯 子育て世帯 14 世帯

高齢（夫婦） 89 世帯 世帯

障がい者 462 世帯

1137世帯 2900回 81世帯 251回 294世帯 10574回

2 世帯 2 世帯

2 世帯 世帯

2 世帯 2 世帯

１１分区町内会のうち１１分区町内会で実施（分区町内会単位で実施）

・取組内容

　ア）研修会実施１１分区町内会　　　　イ）要援護者の調査１１分区町内会

　ウ）要援護者と支援者のマッチング１１分区町内会

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　1　　　〕 部会名〔　　　　サロン活動部　　　　　　　　　　　　〕

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

北光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、会計1名、総務1名、事業担当委員4名、監事2名、理事38名、評議
員167名

分区町内会を単位に11委員会設置

その他

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン 地区内１１サロン活動支援

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

ふれあい年賀状作成会、広報誌「北光福まち」発行、ケース会議、見
守りカード作成、個人情報取扱研修会、６５歳以上世帯名簿検討会

ゴミ出し支援 子育て支援
子育てサロン

ふれあいサロンほっこう　　あかしあ学園　毎月1回　障がい者と高齢者
買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 １１分区町内会のうち１１分区町内会で作成（分区町内会単位で作成）

災害時要援護者避難支援
の取組状況

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン　地区会館等　年24回

その他
（複合型）

□その他の活動

各分区ごとに年２回実施　（計２２回）

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

入浴会

異世代交流

イベントその他



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 北栄連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 27町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

  （障がい者相談支援事業所） □病院

児童福祉施設

愛心メモリアル病院

北27条東1丁目1-15

北光記念病院

北27条東8丁目1-6

札幌東徳洲会病院

北33条東14丁目3-1

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

※北栄（西）と北栄（東）民生委員児童委員協議会定数の合算

介護予防センター北栄
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

名称・所在地

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地

68人 4人
第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26 昌栄堂ビル３階

名称・所在地

単位町内会数

23.4% 20.4% ➚

19,679世帯 18,997世帯 ➚

2,376世帯 1,790世帯 ➚

1,510世帯 1,404世帯 ➚

3,731人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

8,869人 7,684人

北栄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

□コミュニティ施設等

北栄会館【まちセン併設】(北25条東７丁目3-18)

あさかげ生活支援センター　北33東14丁目5-1

北32条会館(北32条東2丁目1-31)

明園福祉会館(北20条東15丁目4-1)

北27条会館(北27条東10丁目1-10)

北栄町内みどり会館(北27条東1丁目2-2)24,866人

37,840人 37,758人 ➚

4,105人 4,371人 ➘

25,703人 ➘

➚

4,294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 北栄連合町内会副会長が兼務

地区社協の構成

平成9年10月 開催状況

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 北栄連合町内会社会福祉部長兼務

構成 副委員長2名、事務局長1名、事務局次長1名、運営委員8名 備考

年 4 回 障がい、高齢運転、健康他

249名 住民協力員 66名 年 　 回

年 　 回

占有スペースなし 年 1 回 ふれあい会食会

年 回

年 1 回 ほくほくクラブ

年 2 回 夏祭り、ミニ縁日

918世帯（２７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） 604 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 463 世帯 世帯

障がい者 6 世帯

1073世帯 1915回 1069世帯 187回 1073世帯 3961回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 27町内会のうち６町内会で作成

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

子育てサロン　北園小学校　年12回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

買い物支援 その他

□その他の活動

広報誌「福まち通信」発行、福祉協力員研修会、福まち学習会、
協力員用腕章・名札の作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　

有の場合〔部会数　　　　　　　〕 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン

異世代交流

イベントその他

　

入浴会

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

北栄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6名、総務1名、会計1名、監事2名、理事2名、相談役1名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

２７単位町内会のうち、27町内会で設置

各町内会ごとに年２回実施（計54回）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況



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 栄西連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 33町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 定数

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設

北海道泌尿器科記念病院

北27条東20丁目5-25

耳鼻咽喉科麻生病院

北40条東1丁目1-7

みきファミリークリニック

北41条東7丁目3-12

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

1,005世帯 ➚

1,162世帯 1,000世帯 単位町内会数

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

介護予防センター栄町
北45条東９丁目２-７ 禎心会東センター

24.9% 21.8% ➚

➚

名称・所在地

10,926世帯 10,637世帯 ➚

1,297世帯

5,788人 5,074人 ➚

2,750人 2,329人 ➚

栄西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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 栄42条会館【まちセン併設】(北42条東４丁目1-26)

14,695人 15,451人 ➘

北36条会館(北36条東5丁目2-20)

栄町会館(北41条東1丁目2-22)

栄北会館(北49条東2丁目7-10)

23,278人 23,261人 ➚

2,795人 2,736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 栄西連合町内会会長が兼務

地区社協の構成

平成9年9月 開催状況

設置 開催回数 年10回
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 連町福祉部長兼務

構成 事務局長１名、事務局次長1名、運営委員8名 備考

年 回

32名 住民協力員 200名 年 4 回 健康づくりの集い　他

年 1 回 歯科衛生セミナー

占有スペースなし 年 回

年 回

年 2 回 ふれあい交流会

年 1 回 ふれあいまつり

782世帯（32単位町内会のうちの３2町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 363 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 430 世帯 世帯

障がい者 世帯

793世帯 1949回 25世帯 75回 449世帯 2041回

20 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

栄西地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問2名、副会長6名、事務局長1名、事務局次長1名、常任理事21名、監事2
名、理事26名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

地区全体で協力員代表者会議を年一回開催（各単町ごとの開催回数の把握なし）

32単位町内会のうち32町内会で設置

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

福祉協力員研修会、広報誌「地域ネット栄西」発行、見守りカード作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

未実施

障がい者サロン

除雪支援（福祉除雪含む） 外出支援
子育てサロン

見守り活動
訪問 電話

入浴会

子育てサロン　栄西小学校、栄西児童会館・北36条会館　年51回

その他
（複合型）

□その他の活動

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

高齢者サロン

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

異世代交流

□支援活動状況 イベントその他

援助世帯総数

内訳
その他 　

外からの見守り

ゴミ出し支援 子育て支援

買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 ３２単位町内会のうち、２９町内会で作成



人口

年少人口 東老人福祉センター（北41条東14丁目1-1）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 栄東連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 39町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 栄町　北47条東17丁目13-3 定数

（特別養護老人ホーム）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 児童発達支援センター　むぎのこ

北36条東8丁目1-30 東栄病院

北41条東16丁目3-14

禎心会病院

北44条東8丁目1-6

札幌心臓血管クリニック

北49条東16丁目8-1

栄町ファミリークリニック

北41条東15丁目1-18

名称・所在地

スポーツ交流施設つどーむ　栄町885番地1

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

介護予防センター栄・丘珠
丘珠町167-13 おおぞら敷地内

24.2% 20.5% ➚

➚

名称・所在地

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

41人 3人

栄町　北47条東17丁目1番1号
（身体障がい者福祉施設）
相談室セーボネス
（障がい者相談支援事業所）

4,119人 3,163人 ➚

15,655世帯 14,897世帯 ➚

1,480世帯 1,218世帯 ➚

1,640世帯 1,379世帯

22,968人 ➘

8,594人 7,117人 ➚

栄地区センター（北36条東８丁目1-25）

日の丸会館【まちセン併設】(北41条東14丁目3-1)

単位町内会数

栄東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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

35,469人 34,791人 ➚

4,575人 4,706人 ➘

22,300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 栄東連合町内会会長が兼務 ３８単位町内会のうち３８町内会で設置（名称は活動委員会）

地区社協の構成

平成10年12月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 栄東地区民児協会長兼務

構成 副委員長2名、事務局長1名、事務局次長8名 備考

年 回

180名 住民協力員 年 1 回 高齢者健康講話

平成16年4月、東老人福祉センター内に設置 年 1 回 ふれあい講習会

占有スペースあり 年 1 回 食事会

年 回

年 1 回 こどもとシニアの集い

年 1 回 ミニ遠足

399世帯（38単位町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 360 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

366世帯 550回 世帯 回 360世帯 1000回

 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 38町内会で作成

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

入浴会

子育てサロン　　栄緑小　　　　　　第ニ火曜　年９回
子育てサロン　　日の丸会館　　　第四火曜　年１２回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□その他の活動
見守り活動アンケート調査実施、福祉協力員研修会の開催、広報誌
「ふれあいネット栄東」、相談室の開設、福まちパワーアップ事業指
定地区

災害時要援護者避難支援
の取組状況

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン

異世代交流

イベントその他

 

活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

栄東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、理事2名、監事2名、委員15名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

活動委員長会議と福祉協力員会議を合同で年１回開催（各単町ごとの開催回数の把握は無し）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 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 □町内会

高齢化率 元町連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 24町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 慈徳ハイツ　北24条東18丁目4-30 定数

（特別養護老人ホーム）

慈照ハイツ　北24条東18丁目4-30

（軽費老人ホームA型） □病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 誠心眼科病院

北15条東18丁目5-15

啓生会病院

北27条東20丁目5-25

札幌東和病院

北30条東18丁目8-1

名称・所在地

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

札幌東消防署　北24条東17丁目1-1

介護予防センター元町
北24条東18丁目4-30

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

23.1% 19.2% ➚

➚

14,084世帯 12,853世帯 ➚

1,434世帯 1,096世帯

37人 2人

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

➚

1,181世帯 971世帯

6,676人 5,344人 ➚

3,099人 2,512人 ➚

単位町内会数

元町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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

28,938人 27,826人 ➚

3,417人 3,560人 ➙

18,845人 18,922人 ➚

元町会館【まちセン併設】（北20条東20丁目6-22）

元村公園会館(北28条東18丁目1-36)

元町北27条会館(北27条東19丁目7-2)

元町中央会館(北24条東19丁目2-17) 元町北東会館(北21条東17丁目1-1)



□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 元町まちづくり連合会にて選出 23単位町内会のうち23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 適宜
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 元町地区社協会長兼務

構成 副委員長2名、運営委員13名 備考

年 回

36名 住民協力員 30名 年 50 回 水曜ウォーキング

元町会館内の情報交流スペースを会議等で使用 年 1 回 講座

占有スペースなし 年 回

年 回

年 1 回 餅つき大会　４会場

年 2 回 夏祭り他

373世帯（23単位町内会のうちの23町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 373 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

373 373 世帯 回 世帯 回

 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 ４町内会作成

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

入浴会

子育てサロン「キャロピーきっず」　元村公園会館　毎週月曜日
子育てサロン「タマチャンきっず」　元町会館　第４金曜日ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□その他の活動

見守り活動アンケート調査実施、広報誌「パープル」発行、年末ふれ
あい訪問実施

災害時要援護者避難支援
の取組状況

元町２区町内会は、札幌市から対象者名簿を取得　マッチング調整

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン

異世代交流

イベントその他

 

活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

元町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、理事9名、事務局長1名、総務部長1名、総務副部長1名、会計部長
1名、監事2名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

福祉協力員会議を地区で１回開催（各単町ごとの開催回数の把握は無し）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 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 □町内会

高齢化率 伏古本町連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 38町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 東苗穂病院

東苗穂3条1丁目2-18 本町1条1丁目2-10

勤医協中央病院 クラーク病院

東苗穂5条1丁目9-1 本町2条4丁目8-20

札幌佐藤病院

伏古2条4丁目10-15

整形外科北新東病院

伏古5条3丁目3-2

単位町内会数

苗穂・本町地区センター（本町２条７丁目2-10） ふしこ団地集会所(伏古3条4丁目2番)

伏古記念会館(伏古7条2丁目8-15) 東苗穂中央会館(東苗穂3条1丁目2-100)

ふしこ地区センター（伏古11条３丁目1-15）

名称・所在地

主任児童委員

42人 3人

民生委員・児童委員

北海道消化器科病院

定数

名称・所在地

藤苑　伏古7条3丁目1-33
（特別養護老人ホーム）
ひまわり　東苗穂3条1丁目2-18
（介護老人保健施設）

法国寺　本町1条1丁目5-25

札幌刑務所／札幌拘置支所／札幌少年院　東苗穂2条1丁目

連合町内会
（町内会連合会）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地 名称・所在地

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

介護予防センター伏古本町
伏古７条３丁目１-33 藤苑内

29.4% 23.6% ➚

➚1,585世帯 1,357世帯

8,630人 7,105人 ➚

3,900人 3,214人 ➚

12,923世帯 12,815世帯 ➚

1,580世帯 1,285世帯 ➚

伏古本町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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 まちセン（伏古３条３丁目2-10） 札苗中央会館(東苗穂4条1丁目16-19)

17,182人 19,185人 ➘

29,305人 30,145人 ➘

3,493人 3,855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 伏古本町連合町内会副会長が兼務 23単位町内会のうち23町内会で設置

地区社協の構成

平成9年6月 開催状況

設置 開催回数
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 伏古本町地区社協会長兼務

構成 事務局長１名 備考

年 1 回 認知症サポーター養成講座

183名 住民協力員 137名 年 2 回 健康講話

平成11年2月、苗穂・本町地区センター内に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 食事会　３会場

年 回

年 回

年 1 回 夏祭り

2298世帯（38単位町内会のうちの38町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 2298 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 世帯 世帯

障がい者 世帯

世帯 回 世帯 回 2298世帯 13788回

 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

伏古本町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、会計1名、事務局長1名、監査２名、理事５名、委員19名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

各単町で随時開催（地区で開催回数の把握無し）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

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

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン
ふれあい喫茶/ふしこ地区センター/年12回、くつろぎサロン/伏古記念会館/
年１０回、ぬくもりサロン本町/苗穂神社/年１２回、さわやかサロン/苗穂本町
地区センター/年１２回

異世代交流

イベントその他

□その他の活動

活動者向け研修会、救急情報カードの作成、
連町広報誌「葱ぼうず」で情報発信

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　

入浴会

子育てサロン　　伏古本町まちづくりセンター　　年12回
子育てサロン　　札幌小学校・ふしこ公園　　　　年12回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 38町内会のうち6町内会で作成



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 丘珠連合町内会

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 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

名称・所在地

老人福祉施設 定数

□病院

障がい者福祉施設 ウィズ東苗穂　東苗穂町1089-1

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設

丘珠ふれあいセンター【まちセン併設】（丘珠町183－２）

丘珠みづほ団地町内会館(北丘珠2条2丁目5-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

2人第３地域包括支援センター
北40条東15丁目３-19
新和北40条ビル３階

➙

➚

名称・所在地

➘

民生委員・児童委員

22人

丘珠みなみ会館(北37条東28丁目11-10)

連合町内会
（町内会連合会）

➚

➘

名称・所在地

札幌丘珠空港　丘珠町丘珠空港

陸上自衛隊丘珠駐屯地　丘珠町161番地

介護予防センター栄・丘珠
丘珠町167-13 おおぞら敷地内

名称・所在地

ウィズ東苗穂　東苗穂1089-1
（特別養護老人ホーム）
さっぽろ東ナーシング
（介護老人保健施設）
さつき園　丘珠町293番地
（ケアハウス）

丘珠新栄団地会館(北丘珠4条2丁目1-10)

丘珠黄金クラブ(丘珠町712)

主任児童委員

3,616人 ➚

➚

➚

丘珠鉄工会館(北丘珠3条4丁目3-3) 栄ケ丘会館(北36条東21丁目3-3）

5,138世帯

584世帯

単位町内会数

1,685人

902世帯

27.1%

5,147世帯

489世帯

744世帯

丘珠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）

4,327人

2,070人

33.4%

□コミュニティ施設等

7,188人

直近基準年 比較対象年 傾向

12,937人

➘

13,355人

1,600人

8,139人

1,422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 丘珠連合町内会副会長が兼務 16単位町内会のうち16町内会で設置

地区社協の構成

平成11年3月 開催状況

設置 開催回数
主な開催時
間帯

　　：　　～

代表者 丘珠地区社協委員兼務

構成 副委員長3名、事務局長1名、事務局次長3名、運営委員16名 備考

年 回

23名 住民協力員 80名 年 12 回 スマイル健康教室

平成11年3月、丘珠ふれあいセンターに設置 年 1 回 医療講座

占有スペースあり 年 回

年 回

年 回

年 回

44世帯（16単位町内会のうちの16町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 27 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 15 世帯 世帯

障がい者 2 世帯

10世帯 22回 世帯 回 42世帯 113回

19 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

活動者 福祉推進委員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

丘珠地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況顧問3名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長1名、会計1名、監事2名、委員
21名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

地区全体で年２回

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　1　　〕 部会名〔健康講座とふれあい入浴会実行委員会〕

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン

異世代交流

イベントその他

 

□その他の活動

見守りアンケート調査実施、活動者向け研修会開催、広報誌「丘珠
福まち会報」発行、見守りカード作成

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　

入浴会

なかよし広場　　丘珠ふれあいセンター　　年12回
こどもの広場　　丘珠みなみ会館　　　　　 年12回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 16町内会のうち16町内会で作成



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

札苗地区自治連絡協議会

　札苗連合町内会

□福祉施設 　東雁来連合町内会

　中沼連合町内会

老人福祉施設 45町内会（うち連合町内会非加入　2町内会）

□地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

障がい者福祉施設 札幌市自閉症者自立支援センター　

東雁来町207（知的障がい者福祉施設） 定数

児童福祉施設

□病院

札苗病院

東苗穂7条2丁目8-20

介護予防センター東苗穂
東苗穂町1089-１

東雁来自治会館(東雁来7条1丁目12)

名称・所在地

➚

民生委員・児童委員 主任児童委員

41人

➚

3人

名称・所在地

第２地域包括支援センター
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

豊畑会館(東雁来町361)

東苗穂集会所(東苗穂1条3丁目3)

４条会館(東苗穂4条3丁目2-5)

農本会館(東苗穂11条2丁目13-17)

中沼会館(中沼町27-3)

中沼西会館(中沼西3条1丁目1-15)

東雁来会館(東雁来町180-9)

札苗第三会館(東苗穂8条3丁目9-15)

東苗穂福祉会館(東苗穂8条2丁目15)

札苗北会館(東苗穂13条3丁目26-33)

中沼モエレ会館(中沼町104)

福移公民館(中沼町237)

名称・所在地

札幌明啓院　東苗穂1条3丁目2-11

札幌保健医療大学　中沼西4条2丁目1-15

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数フローラルさつなえ　東苗穂1条3丁目2-16
（特別養護老人ホーム）
もえれパークサイド　中沼町105-43
（介護老人保健施設）

1,825世帯 1,469世帯

4,382人 3,431人

1,311世帯 948世帯

➚

25.3% 21.3% ➚

12,739世帯 ➚13,825世帯

22,846人 ➘

9,648人 7,647人 ➚

22,302人

札苗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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向 モエレ交流センター【まちセン併設】（東苗穂７条２丁目2-30）

38,145人 35,964人 ➚

6,195人 5,471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 札苗自治連協議会で選出

地区社協の構成

平成12年3月 開催状況

設置 開催回数 年12回
主な開催時
間帯

13：30～15：00

代表者 東雁来連合町内会会長兼務

構成 副委員長2名、事務局長1名、事務局次長3名、会計部長1名、運営委員13名 備考

年 回

21名 住民協力員 95名 年 　 回

平成15年2月、モエレ交流センターに設置 年 　 回

占有スペースあり 年 4 回 ふれあい会食

年 回

年 回

年 回

443世帯（43単位町内会のうちの４３町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 27 世帯 子育て世帯 　 世帯

高齢（夫婦） 15 世帯 世帯

障がい者 2 世帯

10世帯 22回 世帯 回 42世帯 113回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

福祉マップの作成状況 １１単町で作成

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

子育てサロン　地区会館等　年24回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

買い物支援 その他

□その他の活動

見守りアンケート調査実施、広報誌「福まちだより」発行、施設見学
会、相談室開設、見守りカード作成、単町会長・役員へ見守り研修

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　

有の場合〔部会数　　6　　　〕 部会名〔茶話会、食事会、子育て、見守り、かけはし110番、広報研修〕

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン ミニサロン　地区会館等　年6回

異世代交流

イベントその他

入浴会

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

札苗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、事務局長１名、会計１名、監事２名、委員16名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

各単町で随時開催（地区で開催回数の把握無し）

２５単町

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況



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 苗穂連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 15町内会

□福祉施設 □地域包括支援センター・介護予防センター □民生委員・児童委員

老人福祉施設 徳洲苑なえぼ　北7条東18丁目105-23 定数

（介護老人保健施設）

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 厚成会母子ホーム　

北8条東15丁目2-13

（母子生活支援施設）

単位町内会数

苗穂東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） □コミュニティ施設等

直近基準年 比較対象年 傾向

8,122人 8,517人 ➘

845人 1,031人 ➘

5,056人 5,679人 ➘

2,221人 1,807人 ➚

980人 815人 ➚

3,745世帯 3,836世帯 ➘

440世帯 373世帯 ➚

412世帯 326世帯

連合町内会
（町内会連合会）

□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

15人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
北23条東15丁目５-26
昌栄堂ビル３階

介護予防センターなえぼ
本町２条５丁目７-10 竹田ビル１階

27.3% 21.2% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

大谷染香苑　苗穂町２丁目2-5

陸上自衛隊苗穂分屯地　苗穂町7丁目1-1

瑞穂会館(苗穂町13丁目2-12)

苗穂中央会館(北6条東19丁目1-5)

苗穂記念館【まちセン併設】（苗穂町３丁目3-45）



□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 苗穂連合町内会会長が兼務

地区社協の構成

平成8年9月 開催状況

設置 開催回数 年5回
主な開催時
間帯

18：30～

代表者 苗穂連合町内会福祉部長兼務

構成 顧問１名、副委員長1名、事務局長1名、バス運行担当1名、委員10名 備考

年 回

48名 住民協力員 20名 その他 6名 年 　 回

平成11年2月、苗穂・本町地区センター内に設置 年 　 回

占有スペースあり 年 1 回 住民向け研修会（健康講座）と併せて実施

年 回

年 1 回 子ども縁日

年 1 回 夏祭り

960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） 531 世帯 子育て世帯 59 世帯

高齢（夫婦） 249 世帯 69 世帯

障がい者 1 世帯

122世帯 742回 18世帯 66回 83世帯 1049回

24 世帯 世帯

世帯 59 世帯

世帯 世帯

活動者 福祉推進員

地区福祉のまち推進セン
ター拠点整備状況

苗穂地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
顧問2名、副理事長3名、常任理事1名、理事27名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

14単位町内会のうち14町内会で設置

各単位町内会で随時開催（地区で開催回数の把握なし）

地区福祉のまち推進セン
ター運営委員会

区分 回数

活動別部会の設置状況 有の場合〔部会数　　　3　　〕 部会名〔交流活動、広報活動、バス運行管理〕

□サロン実施状況（名称/活動場所/活動頻度等）

その他 高齢者サロン

異世代交流

イベントその他

　

□その他の活動

福祉バス事業、小学生の農作業体験支援、相談室開設、
電話早見表の作成、広報誌「苗穂福祉ふれあいテンからのお知らせ」発行

災害時要援護者避難支援
の取組状況

　

入浴会

子育てサロン  苗穂中央会館　　年間12回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

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） 外出支援
子育てサロン

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

□ふれあい交流事業の実施状況

住民向け研修会

健康づくり

介護予防活動

会食・配食会

買い物支援 その他

福祉マップの作成状況 未実施




