
 

 

 

 

 

白石区 



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 白石地区連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 23町内会（うち連合町内会非加入　0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 特養白石ポプラ園 中央1条4丁目2-6 

特養へいわの郷　平和通1丁目南2-1

障がい者福祉施設

□病院

児童福祉施設 認可保育所　6園

長野病院 札幌白石記念病院

中央3条5丁目4-30 本通8丁目南1-10

札幌呼吸器科病院 白石中央病院

栄通3丁目3-35 平和通3丁目北2-3

幌東病院

本郷通7丁目南4-30

吉田記念病院

本通2丁目南5-10

白石区民センター(南郷通１丁目南8-1) 中央福祉会館(中央1条5丁目4-36)

白石会館【まちセン併設】(本通1丁目南2-32)

白石駅前会館(平和通2丁目北3-61)

共栄福祉会館(平和通7丁目南1-15)

児童会館　1館、ミニ児童会館　3館

白石まちづくりハウス　平和通3丁目北3-1

名称・所在地

コミュニティホーム白石（老人保健施設）　本郷通3丁目南1-35

柏ケ丘(老人保健施設） 平和通7丁目南5-1

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）

24.0% 20.8% ➚

➚

19,720世帯 19,065世帯 ➚

2,271世帯 1,816世帯 ➚

1,666世帯

主任児童委員名称・所在地 名称・所在地

55人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
本郷通３丁目南１-35
コミュニティホーム白石内

介護予防センター白石中央
本郷通３丁目南１-35
コミュニティホーム白石内

名称・所在地

定数

特養あすかHOUSE白石　中央1条5丁目1-10

➘

9,631人 8,186人 ➚

4,758人 4,039人 ➚

単位町内会数

白石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

40,104人 39,279人 ➚

4,403人 4,454人 ➚

26,070人 26,639人

1,445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 兼務なし ２３単位町内会のうち１２町内会で設置

地区社協の構成

平成9年5月 開催状況 年度で、2単町は随時、複数回開催。残り11単町は、概ね年2回程度

設置 開催回数 年4回
主な開催時
間帯

13：30～

代表者 白石地区社協会長兼務

構成 副委員長1名、事務局長1名、事務局次長１名、運営委員11名 備考

年 1 回 認知症・介護予防講座

90名 住民協力員 年 回

平成10年4月、白石会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 1 回 ひとり暮らし高齢者「さわやか集い」

年 回

年 2 回 餅つき大会、子ども百人一首お楽しみ会

年 3 回 高齢者の集い、それいけあきまつり、
ゆきで遊ぼうin南郷

2,345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） 1329 世帯 子育て世帯 30 世帯

高齢（夫婦） 986 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

1,844世帯 14,941回 世帯 回 443世帯 3,544回 障がい者サロン

24 世帯 世帯

3 世帯 30 世帯

1 世帯 世帯

その他
（複合型）

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 無

白石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1名、会長1名、副会長2名、事務局長（副会長兼務）1名、事務局次長3名、
常任委員4名、監事2名

活動者 福祉推進員

外出支援

□支援活動状況

援助世帯総数

内訳

除雪支援（福祉除雪含む）

ゴミ出し支援 子育て支援

□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

高齢者サロン

・生きがい・サロン・ポニー/個人宅/月1回　・明日の会/ﾏﾝｼｮﾝ集会室/週1回
・ふれあいサロン・南郷台/マンション集会場/月1回
・憩の会/共栄福祉会館/月1回　・ふれんどサロン/マンション集会室/月1回
・サロン和かば/スピタール南郷丘、アルスタウン（高齢者共同住宅）/月2回
・カフェinカメラ懐館（カメラ懐館）/月２回

子育てサロン

・わんぱくサロン/白石小学校ミニ児童会館/月1回
・ぽかぽかサロン/南郷小学校ミニ児童会館/月1回
・ドラごんず/白石区民センター/月1回
・たんぽぽサロン/西白石小学校ミニ児童会館/月1回
・子育てサロン「コアラ」/共栄福祉会館/月1回

□その他の活動

買い物支援 その他

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

23町内会のうち14町内会で作成

23町内会のうち3町内会で実施※マッチングの実施町内会は１町内会



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 東白石地区町内会連合会

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　5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 認可保育所　4園

恵佑会札幌病院

本通14丁目北1-1

恵佑会第２病院

本通13丁目北7-1

名称・所在地 名称・所在地

47人 3人

民生委員・児童委員

南栄会館(南郷通6丁目南1-35) 南郷福祉会館(南郷通7丁目南4-4)

本郷会館(本郷通8丁目北1-21) みつば会館(本郷通10丁目北3-3)

旭町内会館(平和通10丁目北4-15)

介護予防センター本通
本通16丁目北４-30

単位町内会数

第３地域包括支援センター
本郷通９丁目南３-６

児童会館　2館、ミニ児童会館　１館

ケアハウス桜　本通10丁目南10-11

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）

24.3% 21.4% ➚

➚

17,599世帯

主任児童委員

16,692世帯

名称・所在地

➘

1,622世帯 ➚

1,209世帯 1,086世帯

7,552人 6,381人 ➚

3,818人 3,279人 ➚

2,302世帯

21,073人 20,883人

➚

東白石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 東白石会館【まちセン併設】(本通13丁目南10-1)

31,130人 29,825人 ➚

2,505人 2,561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 兼務なし １７単位町内会（連町未加入５町内会）のうち4単位町内会で設置

地区社協の構成

平成9年4月 開催状況 各単町、随時開催

設置 開催回数 年11回
主な開催時
間帯

18：00～

代表者 東白石地区社協常任委員（兼務）

構成 顧問1名、委員長１名、事務局長1名、運営委員10名、協力員2名 備考

年 2 回 防災研修、介護予防研修

13名 住民協力員 2名 年 回

平成２８年２月民間借家内に開設 年 1 回 健康フェア

占有スペースあり 年 回

年 1 回 ふれあい入浴ツアー

年 2 回 ひとり暮らしのお年寄りとの懇談会（会場
別に２回）

年 回

548世帯（17単位町内会のうちの17町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 541 世帯 子育て世帯 7 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

511世帯 511回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン

37 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　　1　　　　〕

東白石地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長4名、総務１名、副総務1名、常任委員38名、監事2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

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔　　広報部会　　　　　　　〕

活動者 福祉推進員

外出支援

高齢者サロン

福まちサロン/福まち事務所/月１回（7・8・1月除く）
みんなのお茶の間くるくる／個人宅／毎週火曜日
ふれあい広場ほんごう／本郷会館／月１回
なでしこの会／個人宅／月１回
ひまわりサロン/個人宅/週2回(火・木曜日）

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

17町内会のうち17町内会で作成

取組みなし

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

ふれあいメッセージ送付（年３回）、ふれあい年賀状送付（年１回）
一人暮らし高齢者との忘年会
東白石地区防災訓練に参加体験

買い物支援 その他



東札幌会館【まちセン併設】(東札幌2条4丁目3-14)

人口 緑栄会館(東札幌1条5丁目8-16)

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 東札幌町内連合会

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　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

老人福祉施設 特養ルミエール　東札幌1条3丁目1-1

障害者福祉施設

□病院

児童福祉施設 認可保育所　5園

三樹会病院 白石産科婦人科病院

東札幌2条3丁目6-10 東札幌5条6丁目6-28

東札幌病院 札幌北楡病院

東札幌3条3丁目7-35 東札幌6条6丁目5-1

白石江仁会病院

東札幌5条5丁目2-5

白石肛門科胃腸科病院

東札幌5条6丁目6-22

名称・所在地

児童会館　1館、ミニ児童会館　なし

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

東札幌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

15,844人

23,214人 22,132人 ➚

2,187人 2,245人 ➚

15,732人 ➚

5,183人 4,155人 ➚

2,499人 1,949人 ➚

22.3% 18.8% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

単位町内会数817世帯 641世帯 ➚

12,792世帯 11,954世帯 ➚

1,583世帯 1,177世帯 ➚

名称・所在地

2人
第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

介護予防センター菊水
菊水４条１丁目９-22 勤医協札幌病院
内

定数

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

36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 兼務なし 未設置

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

　10：00～

代表者 東札幌地区社協副会長兼務

構成 備考

年 回

94名 住民協力員 年 回

平成13年2月、東札幌会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 3 回
お楽しみ配食弁当(2回)、
あったか交流会(1回)

年 回

年 回

年 1 回 ふれあいバスツアー

162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） 158 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 4 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

75世帯 900回 世帯 回 130世帯 1560回

13 世帯 世帯 障がい者サロン

世帯 世帯 子育てサロン

世帯 世帯

□その他の活動

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

外からの見守り

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

14町内会のうち14町内会で作成

取組みなし

東札幌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１名、会長１名、副会長４名、事務局長１名、事務局次長２名、会計長１
名、会計１名、監査２名、常任委員１８名

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　〕 部会名〔基本部会、交流部会、研修部会、広報部会、福祉マップ部会〕

活動者 福祉推進員

・ぐー・ちょき・ぱー　東札幌会館　月1回（主催：民児協、協力：福まち）

委員長１名、副委員長１名、事務局長１名、事務局次長1名、会計1名、運営委員10名

高齢者サロン

・いきいきサロン「東札幌」　　  東札幌福まち事務所　　月2回
・いきいきサロン「やまびこ」  東札幌福まち事務所　　　月2回
．東札幌ハイツ友愛会　マンション集会所　月1回
．いきいきサロンひまわり　団地集会場　月2回
・東札幌ランチサロン　東札幌福まち事務所　月1回
・コミュニティサークル　マンション集会室　月4回

入浴会

異世代交流

イベントその他

外出支援

□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



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 菊水町内会連絡協議会

世帯数 　　菊水東連合町内会　　　　　菊水西連合町内会

単身高齢世帯数 　　菊水南連合町内会　　　　　菊水北連合町内会

高齢夫婦世帯数 　　菊水上町連合町内会

49町内会（うち連合町内会非加入　8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

（地域密着型介護老人福祉施設） 定数

□病院

障がい者福祉施設

児童福祉施設 札幌市しらぎく荘　菊水5条2丁目1-4 勤医協札幌病院

（母子生活支援施設） 菊水4条1丁目9-22

認可保育所　6園 北海道がんセンター

菊水4条2丁目3-54

菊水上町会館(菊水上町4条1丁目135)

菊水地区会館【まちセン併設】(菊水7条2丁目2-20)

東町福祉会館(菊水6条4丁目3-10)

西町集会所（菊水５条２丁目1-4）

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館2館

菊水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

24,978人 24,200人 ➚

2,614人 2,733人 ➚

16,960人 ➚

5,172人 4,507人 ➚

17,192人

2,485人 2,186人 ➚

20.7% 18.6% ➚

13,673世帯 12,861世帯 ➘

1,480世帯 1,219世帯 ➚

830世帯 740世帯

名称・所在地

41人 3人

民生委員・児童委員
第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

菊水こまちの郷　菊水上町4条3丁目94-64

単位町内会数

連合町内会
（町内会連合会）

主任児童委員

介護予防センター菊水
菊水４条１丁目９-22 勤医協札幌病院
内

名称・所在地

➚

名称・所在地



□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 菊水町内会連絡協議会会長が兼務

地区社協の構成

平成8年3月 開催状況 各単町、随時開催

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 菊水地区社協事務局長兼務

構成 備考

年 2 回 防災研修

75名 住民協力員 年 1 回 菊水地区健康増進フェア

平成19年3月、菊水東連合町内会館内に設置 年 回

占有スペースあり 年 回

年 回

年 1 回 お年寄りと子どもの交流会

年 3 回 高齢者ふれあい交流会、クリスマス会、カルタ交流会

370世帯（49単位町内会のうちの9町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 207 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 163 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

世帯 回 世帯 回 359世帯 4308回

11 世帯 世帯 障がい者サロン

世帯 世帯

世帯 世帯

その他
（複合型）

□その他の活動

買い物支援 その他

電話 外からの見守り

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

49町内会のうち12町内会で作成

49町内会のうち3町内会で実施※マッチングの実施済み

ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む）

菊水地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況
会長１名、副会長４名、理事12名、事務局長１名、監事２名

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〕 部会名〔福祉広報部、福祉事業部、福祉推進部、福祉研修部〕

活動者 福祉推進員

子育てサロン
・どんぐりころころ/菊水地区会館/月1回
・ぷりんぷりん/上白石小学校多目的室/月1回

副委員長６名、事務局長１名、福祉広報部長・福祉事業部長・福祉推進部長・福祉研修部長各１名

49単位町内会（連町未加入８町内会）のうち９単位町内会で設置

高齢者サロン

・お茶の間サロン・チャオ/個人宅/月2回
・いきいきサロンＰ・Ｇ/菊水地区福まち事務所/月2回
・サロン四つ葉/菊水東町福祉会館/月2回
・ラ・クレスト菊水ふれあいサロン/マンションホール/月4回
・菊水南町福の会/菊水南町やよい児童会館/月3回
・サロンＶガーデン/マンション集会室/週３回
・いちよん会/菊水地区会館/月1回

入浴会

異世代交流

イベントその他

外出支援

□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



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 北白石連合町内会

世帯数 　北郷親栄町内会連絡協議会

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 11町内会 （うち、連合町内会非加入　0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 光友園　川北2254-5

（知的障がい者福祉施設） □病院

児童福祉施設 医療福祉センター　札幌あゆみの園

川北2254番地1 札幌あゆみの園

札幌乳児院　　川北2254番地1 川北2254番地1

認可保育所　5園

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館1館

22,965人 ➘

9,392人

北郷東会館（北郷3条6丁目8-27)

連合町内会
（町内会連合会）

ケアハウス　つかさ　北郷9条3丁目3-10

北郷会館（北郷3条3丁目8-1）

北郷瑞穂会館(北郷8条9丁目1-1)

北郷北部会館(北郷9条3丁目10-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

35,136人 35,772人 ➘

4,399人 4,663人 ➘

21,345人

8,144人 ➚

4,610人

主任児童委員

単位町内会数

名称・所在地

53人 3人

介護予防センター菊の里
菊水元町８条２丁目７-15

民生委員・児童委員

第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

北白石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 北白石地区センター(北郷３条７丁目）まちセン（北郷2条3丁目11-21）

3,842人 ➚

26.7% 22.8% ➚

14,760世帯 14,569世帯 ➚

1,593世帯 1,303世帯 ➚

名称・所在地 名称・所在地

➚1,785世帯 1,578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 北白石地区連合町内会副会長が兼務 １１単位町内会のうち１０町内会で設置

地区社協の構成

平成9年7月 開催状況 各単町随時開催

設置 有 開催回数 １１回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 地区社協常任委員兼務

構成 備考

年 2 回 認知症講座、地域福祉市民活動フォーラム

137名 住民協力員 その他 年 回

平成27年10月、北白石まちづくりセンターに設置 年 回

年 2 回 秋の集い、新春の集い

年 回

年 1 回 三世代交流クリスマスの集い

年 回

237世帯（１１単位町内会のうちの１１町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 203 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 34 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

２０７世帯 ８１９回 世帯 回 ２０７世帯 ７６２６回 障がい者サロン

30 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

　　　１１町内会のうち１１町内会で作成

取組みなし

その他
（複合型）

□その他の活動

暑中見舞い配布、年賀状配布

買い物支援 その他

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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

ころぽっくる　北白石小学校ミニ児童会館　月1回
地域のお茶の間　北白石地区センター　月1回ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む）

北白石地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長１名、副会長４名、常任委員２名、会計１名、事務局長１名、監事２名、委
員１０名

地区福祉のまち推進セン
ター設置年

占有スペース：

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　〕 部会名〔見守り推進部会、事業部会、広報部会、研修部会〕

活動者 福祉推進員

顧問1名、委員長１名、副委員長３名、会計１名、事務局長１名、監事２名、常任委員１３名

高齢者サロン

北郷ふれあい・いきいきサロン　町内会館（３か所）　年９回
地域の茶の間「みずほ」　　北郷瑞穂会館　月1回
四丁目サロン　白石ゴム製作所1階　月4回
ふれあい・いきいきサロン瑞穂　瑞穂町内会会館　月4回
なごみサロン　個人宅　月4回　　北郷団地元気サロン　北郷団地集会室　月1
回

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 北東白石連合町内会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 6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 特養きさく苑　川下2128-2 定数

障がい者福祉施設 きさく苑　川下2128-2

（身体障がい者福祉施設） □病院

児童福祉施設 認可保育所　3園

石橋胃腸病院

川下3条4丁目2-1

札幌トロイカ病院

川下577番地8

東川下集会所(川下3条5丁目2)

川下会館(川下641)

川北会館(川北2条2丁目7-10)

東川下記念会館(川下3条5丁目3-25)

名称・所在地

ぼだい樹（老人保健施設）川下577-9

生きがい（老人保健施設）北郷2条11丁目3-20

児童会館2館、ミニ児童会館1館

名称・所在地
介護予防センター川下
川下2128-２

北東白石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 北都地区会館【まちセン併設】（北郷3条12丁目4-1）

19,176人 19,541人 ➘

2,472人 2,693人 ➘

11,016人 12,177人 ➘

5,688人 4,671人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,533人 1,937人 ➚

29.7% 23.9% ➚

7,378世帯 7,295世帯 ➚

743世帯 555世帯 ➚

単位町内会数

□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

34人 2人

民生委員・児童委員

➚1,075世帯 854世帯

第１地域包括支援センター
 本郷通３丁目南１-35
 コミュニティホーム白石内



□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 兼務なし 　　　６単位町内会のうち０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４回
主な開催時
間帯

19：00～

代表者 北東白石地区社協会長兼務

構成 備考

年 3 回 市民講座

41名 住民協力員 その他 年 1 回 ふれあい遠足・凧揚げ

平成13年4月、北都地区会館内に設置 年 2 回 介護予防フェスタ

占有スペースあり 年 1 回 さわやか交流会

年 1 回 ふれあい入浴ツアー

年 2 回 七夕の集い・クリスマスの集い

年 1 回 一日地域の茶の間

６８３世帯（６単位町内会のうちの６町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 680 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 3 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

６６７世帯 ８００４回 世帯 回 世帯 回

16 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

６町内会のうち６町内会で作成

２つの単位町内会で実施

・ゴーゴーキッズ/北都小学校体育館/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

・ふれあい音楽会　年２回

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

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
・北都ふれあいサロン/北都地区会館/月2回
・あすなろ会/川下公園・川下会館/月2回　・よろず会/川下会館/月2回
・シニアサロン『和み』/個人宅斜/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

北東白石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１名、会長１名、副会長２名、会計１名、理事１６名、事務局長１名、事務局
２名、監査２名

委員長１名、副委員長２名、会計１名、運営委員１６名、事務局長１名、事務局員２名、監査２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０　〕



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 白石東地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 15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 特養白石ハイツ　本通16丁目北4-30 定数

障がい者福祉施設 ケアホームあゆ夢　

平和通17丁目北1-12 □病院

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設 認可保育所　5園

➚

傾向

名称・所在地

児童会館なし　ミニ児童会館2館

名称・所在地

24,171人

2,640人

15,986人

名称・所在地

2,662人

16,374人

4,524人

2,088人

➚

➚ 柏会館(平和通17丁目北1-20)

白石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）

5,545人

2,683人

22.9%

23,560人

➚

➚

➚

□コミュニティ施設等

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

直近基準年 比較対象年

12,509世帯

1,359世帯

987世帯

19.2%

11,873世帯

944世帯

864世帯

介護予防センター本通
本通16丁目北４-30

白石東地区センター（本通16丁目南）

名称・所在地

第３地域包括支援センター
本郷通９丁目南３-６

2人

➚

民生委員・児童委員 主任児童委員

32人

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

➚

➚

白石東会館【まちセン併設】（本通18丁目南2-6）



□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 白石東連合町内会副会長が兼務 １５単位町内会のうち１町内会で設置

地区社協の構成

平成9年4月 開催状況 １２回

設置 開催回数 年6回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 白石東地区社協会長兼務

構成 委員長1名、副委員長２名、会計１名、監事２名、委員８名、事務局長１名 備考

年 回

住民協力員 年 1 回 健康まつり

無し 年 回

年 回

年 回

年 回

年 1 回 さわやか交流会

８１０世帯（１５単位町内会のうちの１５町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 810 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

４１１世帯 ４９３４回 世帯 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

　　　１５町内会のうち１町内会で作成

地区全体で研修を実施

子育てサロン「このゆびと～まれ！」　白石東会館　年12回（主催：民児協、協
力：福まち）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

友愛訪問の実施（9月）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

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
ふれあいサロン徳洲苑しろいし　　徳洲苑しろいし　月1回
いきいき・栄・健康サロン　栄自治会集会所　月４回

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

白石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2名、会長1名、副会長２名、会計１名、監事２名、理事８名、事務局長１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

占有スペース：

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　　　　　　　〕



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 菊の里連合町内会

単身高齢世帯数 　菊水元町連合町内会

高齢夫婦世帯数

9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

特養平成苑　菊水元町8条2丁目7-15

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 認可保育所　3園 整形外科北新病院

菊水元町3条3丁目1-18

札幌センチュリー病院

菊水元町5条3丁目5-10

札幌ロイヤル病院

米里5条1丁目3-30

地域密着型介護老人福祉施設アルメリア米里　米里1条3丁目10-6

特養きくすいの里　菊水元町4条1丁目1-1

上白石会館(菊水元町3条1丁目6-31)菊水元町会館(菊水元町2条1丁目8-4)

東米里福祉会館(東米里2157)

2,995人 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

1,642人 1,400人 ➚

23.9% 19.9% ➚

6,177世帯 6,135世帯

菊水元町地区センター（菊水元町５条２丁目4-20）

白菊会館【まちセン併設】（菊水元町8条1丁目11-1）

菊水元町南町内会館(菊水元町7条2丁目6-5)

米里町内会館(米里3条1丁目6-10)

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➘

1,973人 2,246人 ➚

9,119人 9,778人 ➘

名称・所在地

19人 2人

3,488人

名称・所在地

児童会館1館、ミニ児童会館1館

菊の里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

➚

575世帯 459世帯 ➚

14,580人 15,019人

民生委員・児童委員

名称・所在地

主任児童委員

単位町内会数

名称・所在地

第２地域包括支援センター
東札幌３条３丁目７-25 シヴァビル５階

介護予防センター菊の里
菊水元町８条２丁目７-15

625世帯 545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 兼務なし ９単位町内会のうち２町内会で設置

地区社協の構成 ※単町福祉部が福祉推進委員会の役割を担う

平成10年4月 開催状況 随時

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

10：00～

代表者 菊の里地区社協会長兼務

構成 備考

年 1 回 ボランティア研修

住民協力員 ８９名 年 1 回 健康づくりフェスタ

平成10年4月、白菊会館内に設置 年 回

年 回

年 回

年 1 回 七夕の集い

年 2 回 バスレク、福まち寄席

1479世帯（9単位町内会のうちの9町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 977 世帯 子育て世帯 25 世帯

高齢（夫婦） 477 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

１４４９世帯 １７３８８回 世帯 回 世帯 回 障がい者サロン

25 世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

委員長１名、副委員長２名、事務局長１名（副委員長兼務）、会計１名、常任委員８名、監事２名

高齢者サロン

サロン茶々/個人宅/月1回
きらく/白菊会館/月１回
福祉の日/米里町内会館/月4回
ばら工房/米里町内会館/月2回
お茶の間サロンゆうゆう/菊水元町南町内会館/月1回

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

占有スペースあり

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〔広報部・ボランティア部〕

活動者 福祉推進員

菊の里地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況会長１名、副会長１名、事務局長１名、会計１名、常任委員６名、監事２名、委
員５名

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）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

わくわくポケット/菊水元町地区センター/月1回
ゴミ出し支援 子育て支援

除雪支援（福祉除雪含む）

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

９町内会のうち９町内会で作成

その他
（複合型）

□その他の活動

日常相談業務として、地区福まち事務所において、電話相談対応実施(毎
週 月～金 午前中)

買い物支援 その他




