
 

 

 

 

 

豊平区 



豊平会館【まちセン併設】(豊平６条７丁目1-12)

人口 旭水会館（水車町６丁目１－２０）

年少人口 豊平橋南集会所（豊平5条2丁目1－36）

生産年齢人口

老年人口

後期高齢人口 □町内会

高齢化率 豊平地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 20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

名称・所在地

老人福祉施設 とよひらの里　豊平3条11丁目2-15 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 札幌あいりん荘 豊平4条3丁目3-26 札幌ライラック病院

(母子生活支援施設) 豊平6条8丁目2-18

単位町内会数

豊平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

26,219人 25,010人 ➚

2,245人 2,336人 ➚

18,126人 17,728人 ➚

5,848人 4,946人 ➚

2,945人 2,521人 ➚

15,181世帯 14,612世帯 ➚

1,578世帯 1,417世帯 ➚

942世帯 807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

41人 3人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター美園
美園12条７丁目７-８ 八千代ビル２階

22.3% 19.8% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター



□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 豊平町内会連合会会長が兼務 20単位町内会のうち19町内会で設置

地区社協の構成

平成９年１１月 開催状況 適宜

設置 開催回数 4
主な開催時
間帯

概ね13:30

代表者 豊平地区福まち運営委員長

構成 運営委員長１名、副委員長３名、会計１名、幹事１名、監査２名、委員１６名 備考

年 2 回 秋を楽しむ会、敬老を祝う会

93名 住民協力員 0 その他 年 1 回 お元気チェック・ふれあいお楽しみ会

年 回

年 1 回 ふれあいお茶会

年 回

年 1 回 異世代交流会

年 1 回 お楽しみ演芸会

716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） 700 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

750世帯 2,833世帯 世帯 回 世帯 回

18 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

未実施

未実施

こりんご旭水　旭水会館　年12回
こりんご東園　東園小学校ミニ児童会館　年18回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福まち愛の発行（年2回）、福まち全体会議（年1回）、健康フェア開催(年1
回)
健康学校開催（年１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
ワイワイサロン(月2回)、コスモいきいきサロン(随時)、シャンボールサロン(月1
回)、
ふれあいサロン(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

豊平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５名、会計１名、監事２名、委員３４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 なし



美園会館【まちセン】(美園６条５丁目4-1)

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 美園地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 佐々木内科病院

美園7条8丁目6-20

単位町内会数

美園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

22,158人 20,868人 ➚

2,279人 2,103人 ➚

15,452人 14,977人 ➚

4,427人 3,788人 ➚

2,219人 1,964人 ➚

11,446世帯 11,183世帯 ➚

1,114世帯 995世帯 ➚

698世帯 611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

34人 2人

民生委員・児童委員

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター美園
美園12条７丁目７-８ 八千代ビル２階

20.0% 18.2% ➚

➙

名称・所在地

美園商店街振興組合（美園１条２丁目）

名称・所在地

美園郵便局（美園8条6丁目1-1）

美園湯（美園2条4丁目）

□地域包括支援センター・介護予防センター

社会福祉法人ＨＯＰ（美園８条1丁目3-23）

社会福祉法人ひまわり会（美園2条6丁目6-15）

札幌市立美園保育園（美園6条7丁目）

札幌市立豊園保育園（美園5条1丁目）



□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 美園地区町内会連合会会長が兼務 10単位町内会のうち10町内会で設置

地区社協の構成

平成８年３月 開催状況 毎月１回

設置 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

18:00～19:00

代表者 美園地区福祉のまち推進センター会長

構成 副会長１名、委員長１名、副委員長１名、会計委員１名、監事２名、相談役２名 備考

年 回

65名 住民協力員 120名 その他 7名 年 2 回 はつらついっぽ会（元気ハツラツ広場）

借家（札幌市豊平区美園５条３丁目１－１９－１０１／電話８２１－５３８１） 年 1 回 はつらついっぽ会（介護予防）

年 回

年 1 回 はつらついっぽ会（入浴会）

年 2 回 敬老の日記念行事、もちつき交流会

年 1 回 みそのワッ、輪、和のつどい

187世帯（１０単位町内会のうちの１０町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 130 世帯 子育て世帯 2 世帯

高齢（夫婦） 45 世帯 その他 8 世帯

障がい者 2 世帯

110世帯 898回 35世帯 50回 137世帯 626回

25 世帯 世帯

10 世帯 世帯

5 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

未実施

未実施

＊美園めんこちゃんひろば　美園湯　年１２回
＊みすみめんこちゃんひろば　美園保育園　年12回ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動
福まち全体会議（年２回）、関係機関と代表推進員の情報交換会（毎月１回）、美園新聞（町
連発行）への記事掲載、消費者トラブル防止チラシ配布、ふれあいカードの見直し(随時)、
高齢者と小中学生の年賀状交流会(12月)、美園会館夏まつり、美園リンゴまつり、リーフ
レット作成

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔企画部・活動部・子育てサロン〕

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
小地域高齢者サロン　会館他（３ブロック）　年26回、グリーンアップル美園(月
1回)、ときわぎ仲良しサロン(２ヶ月に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

美園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、会計１名、監事２名、理事１８名（美園地区町内会連合会と構成は
同じ）

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　３　〕



月寒公民館【まちセン併設】(月寒中央通７丁目8-19)

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 月寒地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 76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 幸栄の里　月寒西2条5丁目 定数

幸栄の里つきさっぷの丘

月寒西4条6丁目1-35 □病院

コスモス苑　月寒東4条10丁目8-30

札幌朗愛会病院

（特別養護老人ホーム） 月寒西1条10丁目3-30

障害者福祉施設 北樹会病院

児童福祉施設 月寒西5条8丁目4-32

名称・所在地

民生委員・児童委員 主任児童委員名称・所在地

53人 3人第３地域包括支援センター
月寒中央通７丁目６-20
ＪＡ月寒中央ビル２階

17,771世帯 16,946世帯 ➚

1,959世帯 1,602世帯 ➚

22.8% 19.4% ➚
連合町内会

（町内会連合会）

単位町内会数1,443世帯 1,249世帯 ➚

8,642人 7,207人 ➚

4,183人 3,476人 ➚

24,878人

37,913人 37,119人 ➚

4,393人 4,496人 ➚

25,416人 ➚

月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）

直近基準年 比較対象年 傾向

□公共施設等

□地域包括支援センター・介護予防センター

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

名称・所在地

月寒あさがおの郷　月寒西1条11丁目443番26
介護予防センター月寒
月寒西２条５丁目１-２ 幸栄の里内



□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 月寒町内会連合会会長が兼務 設置町内会なし

地区社協の構成

平成１１年４月 開催状況

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

14:00～16:00

代表者 月寒地区社協会長兼務

構成 副委員長３名、運営委員７名、監事２名、アドバイザー１名、相談役１名 備考

年 1 回 一般住民向け公開講演会

171名 住民協力員 157名 その他 年 回

借家（札幌市豊平区月寒中央通７丁目２－６青木ビル別館１０２／電話857－2370） 年 回

年 回

年 回

年 4 回 異世代交流会・にぎにぎ交流会・料理教室

年 2 回 ピクニック・サロン合同交流会

1253世帯（78単位町内会のうちの　　町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 1253 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

1,253世帯 14,991回 世帯 回 1253世帯 42,426回

59 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

78町内会のうち13町内会で作成

未実施

みんなのひろば(月2回)、地域のお茶の間(月1回)、

　あんぱんさろん（子育てサロン）　福まち事務所　週2回、
あっちこっちあんぱんさろん（移動サロン）　月寒東会館、南月寒小ミニ児、公
民館　年6回、たらんぼ（月１回）、にじ色フリースペース（月３回）ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

「ブロック懇談会」（単位町内会関係者による見守り体制強化支援）（年2回）
新任者研修（年1回）、福祉推進員・町内ボランティア研修会（年2回）
福まち情報「みてね」（年2回）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔総務部、高齢者支援部、子育て支援部、研修部、広報部〕

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
十日会（月1回）、いい輪サロンの会(月4回)、サロンよつば(月1回)、どんぐり(月1回)、二
区いきいきクラブ(月1回)、あやめのふれあいサロン(月2回)、いちごサロン(月1回)、いき
いきサロン「逢」(２回）、にじ色フリースペース（月３回）

見守り活動
訪問 電話 外からの見守り

障がい者サロン

月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４名、監事２名、各部正副部長３５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：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　　５〕



平岸会館【まちセン併設】(平岸２条７丁目2-5)

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 平岸地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 37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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 ＫＫＲ札幌医療センター

平岸1条6丁目3-40

名称・所在地

963世帯 827世帯

民生委員・児童委員

➚

主任児童委員名称・所在地

39人 2人

1,816世帯 1,494世帯 ➚

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

□地域包括支援センター・介護予防センター

18,706人

連合町内会
（町内会連合会）

2,787人 2,446人 ➚

21.2% 19.0% ➚

15,635世帯

18,269人 ➚

5,656人 4,814人 ➚

14,995世帯 ➚

26,701人 25,380人 ➚

2,339人 2,297人 ➙

平岸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

名称・所在地

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター中の島
中の島１条８丁目３-18



□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 平岸地区町内会連合会会長が兼務 ４ブロックに分けて設置

地区社協の構成

平成８年１０月 開催状況

設置 開催回数 年７回
主な開催時
間帯

13:30～

代表者 平岸地区社協会長兼務

構成 事務局長１名、総務１名、地区民児協会長１名、運営委員16名 備考

年 回

106名 住民協力員 0名 その他 年 12 回 健康教室

平成19年10月、平岸会館内に設置。 年 12 回 介護予防活動

年 3 回 各ブロック昼食会

年 1 回 日帰り入浴会

年 回

年 回

862世帯（37単位町内会のうちの37町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 623 世帯 子育て世帯 186 世帯

高齢（夫婦） 53 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

552世帯 848回 世帯 回 166世帯 896回

世帯 世帯

35 世帯 186 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

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　　１〕

平岸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、監査役２名、各正副部長２3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）

高齢者サロン

サロンこのはな(週5回)、ほっと・おしゃべりサロン(月1回)、ドエルさっぽろふれあいクラブ
(月2回)、サロン・ド・パストラル(月1回)、友愛の会(週1回)、T-Room(週2回)、ランチ＆お
しゃべりサロン(週1回)、サロンあづましい（月1回）、平岸フラワーホームお元気サロン
（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）

部会名〔事業部会〕

活動者 福祉推進員

外出支援

年4回（地区運営委員会の報告）＋適宜（ブロック内の事業打ち合わせなど）

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

37町内会のうち2町内会で作成

未実施

子育てサロン　３会場（平岸会館・四区会館・グランドビル）　年46回
ふれあい平岸なかよしひろば(月2回)、あっぷるなかよしひろば(月1回)
四区なかよしひろば（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

ブロック別推進員研修会（4回）、ひめりんご（町連発行）への記事掲
載、福祉年賀状の発送（年1回）、よさこい観覧（年１回）、広報誌の
発行（毎月）

買い物支援 その他



中の島会館【まちセン併設】(中の島１条４丁目9-4)

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 中の島地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 10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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 JCHO北海道病院

中の島1条8丁目3-18

名称・所在地

579世帯 526世帯

主任児童委員名称・所在地

25人 2人

民生委員・児童委員

1,150世帯 909世帯 ➚

単位町内会数

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

8,970人

連合町内会
（町内会連合会）

1,718人 1,510人 ➚

25.1% 22.9% ➚

7,934世帯

9,020人 ➙

3,477人 3,085人 ➚

7,631世帯 ➘

13,832人 13,474人 ➚

1,385人 1,369人 ➚

中の島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

名称・所在地

第１地域包括支援センター
美園12条７丁目７-８　八千代ビル２階

介護予防センター中の島
中の島１条８丁目３-18



□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 中の島地区町内会連合会会長が兼務 未設置

地区社協の構成

平成１０年１２月 開催状況 -

設置 開催回数 年２回
主な開催時
間帯

不確定

代表者 中の島地区社協会長兼務

構成 委員長１名、事務局長１名、事務局次長１名、運営委員１6名 備考

年 回

２５名 住民協力員 ９４名 その他 年 回

平成１９年４月、中の島会館に設置 年 15 回 すこやかサロン(補助金外含む）

年 1 回 各ブロック昼食会（３ブロック×１回）

年 回

年 回

年 回

1069世帯（10単位町内会のうちの10町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 826 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 243 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

111世帯 1,332回 世帯 回 ９５８世帯 随時

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

未実施

・未実施

子育てサロン(あいあい・ゆういんぐ)　中の島会館　年40回、くれよんぽっけ(週
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
年賀状交流会(高齢者と小学生)、民生委員と福まち推進員の情報交換会(施設見学、子育
てサロン等の機会等)、９９カードの作成配布、各単位町内会長を対象に名簿取扱研修実
施、見守り対象世帯へ意向確認調査（5か年継続）、連合町内会ニュース（町連発行）への
記事掲載、すこやかサロン年15回(地区民児協、介護予防センターと共催)

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔地域ボランティア・企画広報・事業活動〕

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
カトレアサロン(月2回)、中の島いきいきサロン(週1回)、ぷらざ2・7(月1回)、ラ
ポール中の島ふれあい木曜サロン(月1回)、あいあいすこやかサロン（年15回
※介護予防センター中の島との共催）、和の会（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

中の島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、会計正副部長２名、監事２名、各正副部長28名、相談役2名、顧問４名、理事３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：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　３〕



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 西岡地区町内会連合会

高齢夫婦世帯数

38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 みどりの丘　西岡5条12丁目1-2 定数

（特別養護老人ホーム）

グリーンライフ光陽　 □病院

西岡5条12丁目1-1

（ケアハウス） 西岡第一病院

障がい者福祉施設 西岡3条6丁目8-1

児童福祉施設 西岡病院

西岡4条4丁目1-52

➙

1,995世帯 1,702世帯

➚

➚

名称・所在地

38人 2人

民生委員・児童委員 主任児童委員

西岡二区あかしや会館（西岡4条9丁目10－3）

西岡南町内会館（西岡4条14丁目12-10）

にしおか会館【まちセン併設】(西岡４条５丁目8-21）

➘

西岡福住地区センター(西岡４条９丁目)

➚

➚

西岡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

28,955人 28,774人

17,145人

1,399世帯 1,186世帯

4,608人 3,814人

9,180人 7,964人

31.7% 27.7%

11,989世帯

3,809人 3,665人

15,966人

11,971世帯

介護予防センター西岡
西岡５条12丁目１-２ みどりの丘内

連合町内会
（町内会連合会）

西岡さくら町内会館（西岡3条11丁目1-21）

西岡みどり町内会館（5条13丁目20-5）

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

単位町内会数

➚

➚

➚

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

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 西岡地区町内会連合会会長が兼務 38単位町内会のうち34町内会で設置

地区社協の構成

平成１０年６月 開催状況 随時

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

10:00～12:00

代表者 西岡地区社協会長兼務

構成 副センター長１名、総務部4名、事業部3名、民生委員１名 備考

年 回

１４６名 住民協力員 ３８名 その他 年 3 回 健康ドリンク、高齢者のための食生活

にしおか会館内に設置(豊平区西岡４条５丁目８－２１） 年 6 回 ふまねっと、カーリンコン、ノルディックウォーキング

年 1 回 ふれ愛交流会

年 回

年 2 回 ボランティア除雪、西岡みらい交流会

年 1 回 地域交流ピクニック

614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） 614 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

614世帯 ７３６８回 ６１４世帯 ６１４回 ６１４世帯 ７３６８回

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

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　〕

西岡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、監事２名、理事４名

部会名〔　総務、事業　〕

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
ふれ愛茶話会:29単町実施（各年1回）、ひまわり(月1回)、なかよしクラブ(月1回)、西岡４
丁目健康サロン(月1回)、あえ～る'08(月1回)、クローバーいきいきサロン(月1回)、いきい
きサロンさくら(月1回)、楽笑会(月2回)、憩い(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

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

　　　町内会のうち　　　町内会で作成

・８町内会で実施
研修会、要援護者の調査、要援護者と要支援者のマッチング、避難訓練

西岡げんきランド　西岡小学校　年15回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動
地区社協役員会年12回、代表者会議年12回、推進員全体会議年1回、町連発行
広報紙（水源）内の「福まちひろば」（年3回）福まち通信（年12回）、安心・安全研
修会（年3回）、相談室（月～金8:45～正午）、推進員ｱﾝｹｰﾄ実施（年１回）

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 福住地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 21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 定数

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 小坂病院

福住2条2丁目9-1

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

19人 2人

民生委員・児童委員

➚964世帯 830世帯

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター

➘

4,411人 3,862人 ➚

10,427人10,010人

6,741世帯 ➚

643世帯 526世帯 ➚

連合町内会
（町内会連合会）

2,150人

福住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 福住地区会館【まちセン併設】（福住１条４丁目13-17）

1,871人 ➚

26.8% 23.5% ➚

6,920世帯

16,468人 16,410人 ➚

2,047人 2,121人 ➘

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

介護予防センター東月寒・福住
月寒東２条18丁目７-35



□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 福住地区町内会連合会会長が兼務 21単位町内会のうち11町内会で設置

地区社協の構成

平成９年９月 開催状況 随時

設置 開催回数 年１回
主な開催時
間帯

代表者 福住地区社協会長兼務

構成 備考

年 2 回 認知症サポーター養成・応用講座

７０名 住民協力員 ２名 その他 年 1 回 ふれあいパークゴルフ

平成９年２月、福住地区会館内に設置（豊平区福住１条４丁目１３－１７） 年 4 回 ノルディックウォーキング

年 1 回 ふれあいお楽しみ会

年 1 回 日帰り温泉旅行

年 1 回 福住小学校昼食会

年 1 回 福住連合まつり招待

191世帯（21単位町内会のうちの21町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 119 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 72 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

４０４世帯 １６３７回 ５１世帯 ８５回 ３４３世帯 ２８８３回

10 世帯 2 世帯

2 世帯 世帯

世帯 世帯

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：なし

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　〕

福住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、監事２名、理事６名

部会名〔　総務部、財務部、ふれあい推進部　〕

副委員長１名、事務局長（センター長）１名、事務局次長（センター次長）１名、委員２名、監査２名、
総務部長１名、財務部長１名、財務副部長１名、ふれあい推進部正副部長４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

福寿会(月2回)、福住さつき花かご会(年8回)、カトレア会(月2回)、パー
クハウス福住シニア町内会(不定期)、ポピーの会(年数回）、日曜カ
フェポピー（月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

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

21町内会のうち4町内会で作成

実施なし

ふくふくキッズ　福住地区会館　年12回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福まち全体会議（年1回）、福まち研修会（新任者1回、個人情報取り扱い１
回）、福祉施設見学(年1回)地区社協研修会（年2回）、広報誌(ふれあい福
住:年12回）

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 東月寒地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 51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 うららか　月寒東4条17丁目1-15 定数

（ケアハウス）

障がい者福祉施設 □病院

児童福祉施設 羊ケ丘養護園 月寒東1条17丁目4-33 札幌月寒病院

(児童養護施設) 月寒東1条13丁目4-5

柏葉脳神経外科病院

月寒東1条15丁目7-20

札幌しらかば台病院

月寒東2条18丁目7-26

8,547世帯

910世帯

1,222世帯

24.7%

8,644世帯

746世帯

1,097世帯

比較対象年 傾向

名称・所在地

20,997人

2,459人

12,433人

2,622人

13,316人

5,232人

2,528人

➚

➘

➚

□地域包括支援センター・介護予防センター

名称・所在地

東月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）

6,105人

3,096人

29.1%

21,170人

➘

➚

➚

□公共施設等

□その他の地域資源（人・施設・企業など）

直近基準年

介護予防センター東月寒・福住
月寒東２条18丁目７-35

名称・所在地

第２地域包括支援センター
西岡４条３丁目７-５ 竹田ビル１階

2人

➘

民生委員・児童委員 主任児童委員

28人

連合町内会
（町内会連合会）

単位町内会数

➚

東月寒地区センター（月寒東３条１８丁目）

まちセン（月寒東3条17丁目15-30）

東月寒会館(月寒東２条19丁目4-11)

東月寒白樺会館（月寒東4条18丁目7）



□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 東月寒地区町内会連合会会長が委嘱 ４ブロック（５１単位町内会の範囲を対象）で設置

地区社協の構成

平成９年１０月 開催状況 ４ブロック×１２回

設置 開催回数 年１２回
主な開催時
間帯

未定

代表者 運営委員長（地区社協会長による指名）

構成 副委員長１名、事務局長１名、事務局次長２名、会計部長１名、その他１２名 備考

年 0 回

９４名 住民協力員 その他 年 13 回 健康講話、体操

平成１２年３月、東月寒地区センターに設置（豊平区月寒東３条１７丁目１５－３０） 年 6 回 脳トレ、誤嚥、転倒予防体操

年 8 回 お食事会、お楽しみ会

年 2 回 日帰り温泉

年 1 回 東月寒中学校生徒会との交流

年 回

306世帯（51単位町内会のうちの51町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 178 世帯 子育て世帯 128 世帯

高齢（夫婦） 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

１７３世帯 ２３４９回 ７６世帯 ２６７回 ６２世帯 ８８４回

世帯 世帯

世帯 128 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

51町内会のうち16町内会で作成

実施なし

ふれあいキッズ　地区センター　年31回、ぺんぎんサロン(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

全体会議内での研修（年1回）、推進員研修会（年2回）、福まちだよ
り「ふれあい東月寒」（年2回）、町連広報誌に記事掲載（年１回）

買い物支援 その他

除雪支援（福祉除雪含む）

部会名〔高齢者対策、子育て支援交流、福祉除雪〕

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２箇所５回、マック３６サロン(週1回)、ひばり会(週1回)、ヴェル友(月1回)、しらかば(月1回)、サロンほほえみ
(月2回)、サロンしらゆり(月1回)、ふれあいクラブ(週1回)、アイビーハイム友の会(月1回)、羊ケ丘げんきいっぱいの会
(週1回)、元気会(月2回)、軽スポーツ愛好会(月2～3回)、遊遊クラブ(週3回)、ふれあいサロンひまわり(月1回)、サロン
こすもす(月2回)、月寒元気の会（月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

東月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
会長１名（町連福祉部が分掌）

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　３　〕



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 南平岸地区町内会連合会

世帯数

単身高齢世帯数

高齢夫婦世帯数 28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 ユーアンドアイ　平岸8条12丁目3-20 定数

（ケアハウス）

障がい者福祉施設 くりのみハイム　平岸8条12丁目3-20 □病院

（身体障がい者福祉施設）

児童福祉施設 札幌市児童心療センター

平岸4条18丁目1-21

高台病院

平岸7条12丁目1-39

北海道整形外科記念病院

平岸7条13丁目5-22

豊平区民センター(平岸6条10丁目)

単位町内会数

南平岸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

28,988人 28,897人 ➚

3,073人 3,136人 ➘

18,650人 19,627人 ➘

7,265人 6,134人 ➚

3,364人 2,878人 ➚

14,748世帯 14,456世帯 ➚

1,850世帯 1,357世帯 ➚

1,359世帯 1,103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

38人 2人

民生委員・児童委員

第３地域包括支援センター
月寒中央通７丁目６-20
ＪＡ月寒中央ビル２階

介護予防センター南平岸
西岡４条13丁目17-１

25.1% 21.2% ➚

➚

名称・所在地

名称・所在地

□地域包括支援センター・介護予防センター



□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 南平岸地区町内会連合会会長が兼務 設置なし

地区社協の構成

平成１０年１２月 開催状況

設置 開催回数 年３回
主な開催時
間帯

未定

代表者 南平岸地区社協会長兼務

構成 備考

年 1 回 「かしこい患者になりましょう」

６３名 住民協力員 ２名 その他 年 回

平成１０年１２月、南平岸会館 年 1 回 新介護保険の制度について

年 1 回 高齢者と中学生の昼食会

年 1 回 日帰り入浴会

年 3 回 昔遊び交流、もちつき交流

年 1 回 花いっぱい運動、季節の行事

371世帯（28単位町内会のうちの24町内会に居住する世帯を対象）

高齢（独居） 371 世帯 子育て世帯 世帯

高齢（夫婦） 19 世帯 その他 世帯

障がい者 世帯

１３１世帯 １２３４回 １００世帯 ２８２回 ２０９世帯 １４４１回

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

除雪支援（福祉除雪含む）

入浴会

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

実施なし

実施なし

子育てサロン（南平岸ちびっこ広場）　南平岸会館　年24回
ゴミ出し支援 子育て支援

その他
（複合型）

□その他の活動

福まち全体会議（年１回）、ふれあい南平岸の発行（年2回）

買い物支援 その他

委員長１名、委員長代行１名、副委員長２名、総務１名、会計１名、監査２名、
相談役（各単位町内会会長）２８名、委員１０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
平岸高台お茶の間倶楽部(週1回)、遊友くらぶ(月1回)、ヒルタウンなかよしサ
ロン(週1回)、えがおサロン「モンテラス」（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

南平岸地区福祉のまち推進センター

□福祉推進委員会

設置状況社協と福まちは同体制。地区社協会長以下は、運営委員長１名、運営委員長
代行１名（副委員長兼務）、副委員長２名、監査２名となる。

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：なし

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 なし 部会名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕




