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ただいま、おかえりって言いあえるまちに
北広島市社会福祉協議会は、

シトラスリボンプロジェクトに賛同しています

社協では、企業・団体などに資材協力をお願いし、
その資材を製作ボランティアに渡します。
出来上がったリボンは市内の様々な箇所に
設置依頼をしてリボンを配る活動をします。

全国で広まっています！

【これまで賛同・協力いただいた企業や団体（順不同）】
日大中高一貫ボランティア部/明治安田生命北広島営業所/介
護サービス連絡協議会/北広島医師会/北広島市立東部中学
校いなほ学級/㈱ホクト商会北広島支店/㈱ヤマキ鈴木商店/
北広島市役所/個人ボランティアの方 （々匿名）/マックスバリュ
北広島店（幸せの黄色いレシートキャンペーン）/星槎道都大学
大島ゼミ/布のおもちゃライブラリー「赤い実の会」/あゆみの会

シトラスリボンプロジェクト
協力企業や団体などを募集しています。
①資材の提供で協力
②シトラスリボン製作で協力
③リボンを設置して配る協力
④身に着けたりして賛同を表す協力

　コロナ禍で生まれた差別や偏見を耳にした愛媛県の有志が作ったプロジェクトです。
　シトラスカラー（愛媛特産の柑橘を表す色）のリボンやロゴを身に着け
たり飾ったりすることで賛同を表します。
　リボンの３つの輪は、地域と家庭と職場（学校）を表しています。
　「ただいま」「おかえり」と言いあえるまちなら、安心して検査を受ける
ことができ、ひいては感染拡大を防ぐことにつながります。また、感染
者への差別や偏見が広がることで生まれる弊害も防ぐことができます。
　コロナ禍のなかに居ても居なくても、みんなが心から暮らしやすいま
ちを今こそ。その後を見すえ、暮らしやすい社会を目指しませんか？
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【相談無料】 ご相談は378-4285へどうぞ。

北広島市成年後見センターをご利用下さい
　北広島市成年後見センターでは、認知症や知的障
がい、精神障がいがあり自分でお金の管理が難しい
方やそのご家族、頼れるご家族がおらず将来の生活
やお金の管理に不安がある方からのご相談などをお
受けしています。福祉サービスの利用援助や日常的
な金銭管理についてのご相談もお受けします。
　また、老人クラブや地域のあつまり等で、成年後
見制度に関する説明を行うことが出来ますのでお気
軽にご連絡ください。

「成年後見」っ
て最近耳にす
るけど、よく
わからないか
ら知りたいな。

頼れる家族
がおらず将
来のことが
心配。

認知症の親の病院代
を支払うため親名義
のお金をおろそうと
銀行に行ったら、後
見人が必要だと言わ
れおろせ
なかった。

「第７期地域福祉実践計画」を策定しました。

（令和３年度～令和８年度）

　第７期地域福祉実践計画は、地域福祉ニーズや社会情勢の変化を踏まえながら、これ
まで推進してきた効果的な取り組みや事業を継承しつつ、北広島市の「地域共生社会」
の実現に向けて、北広島市地域福祉計画と連携しながら、「福祉のまちづくり」をさらに
力強く推しすすめた地域福祉の推進を目的に策定した行動計画です。

基本目標
　誰もが支え合いながら安心して暮らすことのできるまちづくり

◎基本計画１　「みんなが安心して生活できる地域づくり」
　地域共生社会の実現に向け、市民や地域福祉関係団体等との関係を密接に持ち、地域福祉ニーズ
を的確に捉え、地域活動の活性化を図り、地域で支え合うまちづくりを目指します。

◎基本計画２　「その人らしい生活を支える地域づくり」
　権利擁護体制の構築や保健・医療・福祉などの関係機関・団体との連携強化に努め、その人らし
い自立した生活ができる地域づくりを目指します。

◎基本計画３　「地域福祉推進の担い手づくり」
　それぞれの地域でボランティアや活動できる人材が活動しやすい環境づくりに取り組むとともに、
次世代を担う子どもの段階から「思いやりの心・ともに感じる心・たすけあう心」を身につけられ
るよう、学校や家庭、地域等と連携して、誰もが積極的に活動に参加できるまちづくりを目指します。

◎基本計画４　「災害時に支援が必要な人を支援できる体制づくり」
　地震や風水害などの災害に対して、迅速かつ的確に対応するため、関係機関・団体による連携及
び取り組みに関する協議を行うとともに、災害時・緊急時には地域のつながり
と市民同士が支え合い、たすけあえる地域づくりを目指します。

◎基本計画５　「地域福祉推進のための活力ある社協づくり」
　さまざまな地域福祉に関する情報提供、人材と組織づくり、財務経営の改善
（賛助会員及び特別会員の加入促進等）をすすめるとともに、運営体制の強化
を図りながら、地域に信頼されるための組織づくりを目指します。
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令和３年度　事業計画

　世界的に蔓延する新型コロナウイルス感染症の脅威は、未だ続いており、収束の道筋も見えていません。
令和という時代は、こうした新たな感染症を踏まえた生活様式が、社会全体に求められています。

　一方、少子高齢社会は着実に進行し、独居や認知症など生活課題を抱えた高齢者が増加しています。こう
した課題に、高齢者の社会参加及び生活支援体制に地域住民を中心とした多様な主体が関わる地域共生社会
を実現することが喫緊の課題となっています。

　しかし、新たな感染症の下で福祉活動も大きく制限され、地域活力も失われつつあります。人と人のつな
がりを中心とした地域福祉も、新たな日常での活動を構築する必要があります。

　北広島市は、人口が令和３年１月１日現在58,130人と５年前（平成28年１月１日現在59,348人）に比
べ1,218人減少しており、また高齢化率は32.８%と５年前（28.4％）に比べ４.４ポイント増加し、人口減
少と高齢化が続いています。

　本会は、市民がともに住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「誰もが支え合いながら安心して暮
らすことのできるまちづくり」を理念に、地域福祉の中核として、様々な方々との協働のもと、市民の生活
課題や福祉課題に取り組んでまいります。

　令和３年度は、新たに策定した「第７期地域福祉実践計画」（令和３年度～令和８年度）の初年度として、
以下の事項を重点に地域福祉を推進してまいります。

○ 新たな感染症を踏まえ、感染拡大の防止と予
防のため、各種研修会や講座、事業の実施に
あたっては、新たな生活様式を基準とした活
動に努めます。なお、今年度も友愛セールの
開催を見送るほか、適宜、その時点の状況で
実施の有無について判断します。
○ 生活支援体制整備事業では、第２層協議体の
生活支援コーディネーターとの連携を図り、
新たな生活支援サービス（身近な困りごと支
援ほか）を検討します。
○ 生活あんしん事業では、金銭管理等の生活支
援を行うほか、新たな生活支援サービス（鍵
の預かり等）について検討します。
○ 防災体制の整備では、避難行動要支援者情報
の活用や、災害ボランティアセンターの経費
について北広島市と協議を進めます。
○ 子育て環境づくりへの支援では、絵本の配布
のほか子育て支援に係る物品の貸し出しなど
を検討します。

○ 新たな感染症下でICTの活用が求められてい
ます。会議やテレワーク、電子申請等、オン
ライン対応を図ります。

○ 情報発信では、HPの更新やSNSの拡大を検
討します。

○ 成年後見センター及び地域支え合いセンター
を運営するとともに、引き続き支え手の育成
を図ります。

○ 配食、訪問理容、除雪、おむつサービスなど
の在宅サービスを引き続き実施します。

○ 地区社会福祉委員会、民生委員児童委員、自
治会・町内会、ボランティア団体などと連携
し、多様な地域活動の充実を図るとともに、
引き続き「地域たすけあい会議」などを通じ
て地域福祉の推進に努めます。

○ 北広島市共同募金委員会、日本赤十字社北海
道支部北広島市地区、北広島市民生委員児童
委員連絡協議会など各種団体の拠点として、
引き続きその活動支援に努めてまいります。
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１『みんなが安心して生活できる地域づくり』

◆在宅生活を支える福祉サービスの推進◆
●配食サービス
●テレホンサービス事業
●除雪サービス事業
●訪問理容サービス事業
●おむつサービス事業
●生活あんしん事業
●認知症支え合い事業
●緊急情報キット（エルフィンバトン）の配布
●サロン活動への支援
●生活支援体制整備事業
●物品等の貸し出し
●福祉バスの運行受付

◆関係機関・団体とのネットワークの推進◆
●地区社会福祉委員会との連携・支援
●関係機関、団体との連携
●福祉団体等の支援
●団体事務の運営

◆障がい児・者交流事業の推進◆
●障がい児・者療育キャンプ
●障がい児・者クリスマスパーティー

◆子育て環境づくりへの支援◆
●赤ちゃんに絵本を贈ろう

５『地域福祉推進のための活力ある社協づくり』

◆社協組織の強化と充実◆
●理事会等の運営
●役員等の研修
●事務局体制の強化
●苦情解決体制
●地域福祉実践計画の進行管理

◆社会福祉協議会活動や地域福祉活動の見える化の推進◆
●市民への情報提供
●「北ひろしま福祉のつどい」の開催及び顕彰事業
●福祉活動の情報発信（旧：福祉のパネル展）
●ボランティア祭り

◆財源の確保◆
●財務管理
●共同募金助成事業
●友愛セール
●印刷機等の利用促進

３『地域福祉推進の担い手づくり』

◆ボランティアや市民活動への支援◆
●ボランティアセンター事業
●ボランティア登録、相談・派遣
●ボランティア団体の支援・連携
●ボランティア活動協力校への支援
●認知症啓発団体への支援

◆ボランティア・福祉人材の育成◆
●手話奉仕員養成研修等事業
●ボランティア体験月間事業
●ボランティア研修
●認知症支え合い員養成講座
●認知症サポーター養成講座
●認知症サポーターステップアップ講座
●法人後見支援員養成講座
●市民後見人養成講座
●実習生等の受入れ

２『その人らしい生活を支える地域づくり』

◆自立した生活を支える相談体制◆
●心配ごと相談事業
●各種相談員との連携
●地域支え合いセンター事業
●生活福祉資金貸付事業
●福祉金庫貸付事業

◆権利擁護の推進◆
●成年後見センター事業
●日常生活自立支援事業
●法人後見事業

４『災害時に支援が必要な人を支援できる体制づくり』

◆防災体制等の整備◆
●災害ボランティアセンター運営体制の整備と強化 ●災害に備えた地域づくり
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令和３年度　資金収支予算

（収　入） （単位：千円）

科　目　名 予　算　額
会費収入 ５，２００
寄附金収入 １，２２０
経常経費補助金収入 ６５，５５７
受託金収入 ５４，２６８
貸付事業収入 １２０
事業収入 ９，３２０
受取利息配当金収入 ２０
その他の収入 １１０
法人後見事業（公益事業） １，５００
繰越活動収支差額 ５，２５２

総　合　計 １４２，５６７

（支　出） （単位：千円）

科　目　名 予　算　額

地域福祉推進事業サービス区分 ２５，６４６

在宅福祉推進事業サービス区分 ３１，６６６

ボランティア活動推進事業サービス区分 ２，３４０

権利擁護推進事業サービス区分 １２，２５７

生活福祉資金等貸付事業サービス区分 １，８２８

法人運営事業サービス区分 ６７，３３０

法人後見事業（公益事業） １，５００

総　合　計 １４２，５６７

対象：市内にお住まいの方 貸出期間：通算６か月以内

貸出場所にて、借りる方の「お名前・住所・連絡先」をご記入お願いします。
身分証明書、印鑑などは必要ありません。

貸出場所　　＊社会福祉協議会　＊各出張所（大曲・西の里・西部）　＊団地住民センター
　　　　　　＊夢プラザ※　＊中央公民館※　＊エルフィンパーク※　　（※土日でも貸し出し可）

＊対象＊
自治体・町内会や地域活動を

行っている団体
（政治・宗教・営利を除く）

＊利用について＊
事前に予約をお願いします
印刷機の操作は利用者にお

願いしています。

＊利用日時＊
月曜日～金曜日

（祝日・年始年末を除く）
午前９時から午後４時まで

製本作業を行うための作業スペースがあります。（無料）
横断幕や垂れ幕用の印刷機もあります。白黒・カラーや用紙サイズなどで料金が
異なりますので事前に問い合わせてください。完成まで１週間程度かかります。

機器 料金
印刷機
（原稿1枚につき30枚以上から）

原稿1枚につき40円、インク代片面1枚1円
※用紙代がかかります（持込可）
A4：1枚1円　A3：1枚2円

コピー機 A4 白黒：1枚5円　A4 カラー：1枚10円
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　北広島市社会福祉協議会では広報紙「明るいまち」を年 3回発行しています（ 6月、10月、
2月）。新聞を購読している方は、新聞折込でお届けしていますが、購読していない方には郵
送でお届けしています。希望される方は、社会福祉協議会までご連絡ください。また、読むこ
とが不自由な方にはCDを貸し出しておりますのでご利用ください（CDの製作は、朗読ボラ
ンティア“ひびき”のご協力をいただいています）。

　社会福祉協議会では、市民や関係団体による「誰もが支え合いながら安心して暮らすことの
できるまちづくり」を目指して取り組んでいます。皆さまからいただいた会費は、地域福祉を
推進する貴重な財源として、ボランティアセンターの事業や地区社会福祉委員会の活動など
様々な事業に役立てています。活動の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　◇賛助会費　　各自治会・町内会を通じて 1世帯300円以上
　　　　　　　　◇特別会費　　法人・企業等の皆さまから 1口10,000円以上

北広島市社会福祉協議会　賛助会員・特別会員のご案内

きたひろ社協だより「明るいまち」の送付を希望される方へ

　5月12日、ボランティア団体「あゆみの
会」による車いす清掃・整備活動が緑陽中
学校にて行われました。
　あゆみの会による車いす清掃・整備活動
は毎年恒例で行われていましたが、昨年は
コロナウイルスの影響で中止となり、今年
は約2年ぶりの清掃でした。

　久しぶりの作業でもてきぱきと手際
よく1台1台丁寧に拭き、タイヤの空
気入れなどメンテナンスもしっかりと
行い、1時間ほどで作業が終了しまし
た。
　こうして整備された車いすは、市民
の方への貸し出しや、子どもたちの体
験授業で使用されます。

あゆみの会による車いす清掃活動
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皆様の温かい心 ありがとうございます。さまざまな福祉の充実に幅広く活用しています。
寄 　 贈 　 品  （5月21日現在）（敬称略）

◆リングプル◆
NPO・連・きたひろしま（13.9kg）、北広島市立西の里中学校
（14.4kg）、北広島市立双葉小学校児童会（29.4kg）、札幌年
金受給者協会北広島支部（13.573kg、使用済み切手多数）、
第一住区地区社会福祉委員会（1.081kg）、大曲西部地区民
生委員児童委員協議会（2.9kg）、北広島団地民生委員児童
委員協議会（24ｇ、使用済み切手多数）、北広島市シルバー人
材センター有志（1.5kg、使用済み切手多数）、北広島市体育
協会（2.5ｋｇ）、草野作工㈱（1.0㎏）、朝日町第２町内会
（1.25kg）、栄町団地町内会（2.35kg）、老相会（4.1kg）、みど
り会（870ｇ、未使用はがき7枚）、佐藤紀子（48ｇ）、渋谷秀治
（1.2kg）、本間悦子（1.9kg）、山田徹（690ｇ）、森光子（260
ｇ）、伴内正敏（3.4kg）、杉渕クニ子（647ｇ）、匿名7件
（8.965kg、使用済み切手多数、紙おむつ1袋）
◆雑巾◆
赤十字奉仕団東部分団（405枚）、赤十字奉仕団大曲分団
（490枚）、赤十字奉仕団西の里分団（100枚）、藤縄日出子（5
枚）、由良珠江（10枚）
◆使用済み切手◆
北広島郵便局（多数）、北広島元町郵便局（多数）、北広島市役
所福祉課（多数）、北広島市立双葉小学校4年生（1,258枚）、
匿名2件

◆その他◆
マックスバリュ北広島店（34,100円分のイオンギフトカード）
（イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンより）、㈱ダイナム
（ボックスティッシュ80個、卓上カレンダー50冊）、㈱セブンイ
レブン・ジャパン（食料品・生活雑貨等多数）、井川正勝、夕下
百合子（ジグソーパズル12個、額縁12個）、長船祐子（紙おむ
つ12袋、介護用食品3箱、口腔ケアスポンジ1箱）、細野愛美
（紙おむつ4袋）、撫養沙智恵（車いす1台）、四本民生（布類3
ロール・4枚）匿名3件（未使用切手16,800円分、紙おむつ4
袋、レースコースター15枚）

寄 　 付 　 金  （5月21日現在）（敬称略）

北駿建設株式会社 100,000円
谷口　茂男 100,000円
山田　敏子 10,000円
塩谷　カヨ子 10,000円
匿名（6件） 53,523円

双葉小学校児童会と4年生代表 マックスバリュ北広島店（幸せの黄色いレシートキャンペーン）

　～高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指し
下記の業務を行っています～　

〇認知症支え合い事業
　傾聴ボランティアが 2人 1組で、認知症高齢者宅を訪
問し、話し相手や見守りを行います。
〇認知症サポーター養成講座
　認知症の理解を地域に広めるため、講師を派遣し、認
知症についての講座を開催します。
〇エルフィンバトン（救急情報キット）
　緊急時における必要な情報を伝えるバトンを、65歳以
上の方や障がいをお持ちの方に配布しています。

北広島市地域支え合いセンターを
ご利用ください

北広島市地域支え合いセンター（☎378－4277）

「赤い羽根共同募金」にご協力いただいた自治会
（「明るいまち」170号追加分）

西の里平成町内会

興徳寺
北英電工㈱
広島建設㈱
協業組合エクセル三和
（医）西の里恵仁会病院
かわい歯科医院
能登原歯科医院
㈲GOTO
（医）哲栄会順天病院

㈱星塗装工業
㈱中央保険事務所
函館環境衛生㈱札幌支店
小児科大曲こどもクリニック
藤川歯科小児歯科医院
（医）銀杏会希望ヶ丘病院
道路建設㈱札幌工事事務所
㈲大谷商事
（医）広仁会高台内科クリニック

『特別会員』としてご協力ありがとうございます
（5月21日現在）（敬称略）

㈱竹山高原ホテル
小屋デンタルクリニック
（医）大曲ファミリークリニック
来広寺
（医）吉田歯科医院
㈲藤川葬儀社
㈱北基サービス大曲工場
（医）北碩会北の台クリニック
横尾歯科医院

●東光ストア

西口　●
駅前西口公園

●北広島郵便局

●北洋銀行

●北海道銀行

↑
至 

札
幌

至 

千
歳
↓

Ｊ
Ｒ
北
広
島
駅

北
進
通

●北広島エルフィンビル 2Ｆ
　社会福祉協議会
　　地域支え合いセンター
　　成年後見センター
　　ボランティアセンター

社会福祉協議会ご案内心配ごと・悩みごと  ありませんか？

身の回りで困ったこと、悩みごと、
心配ごと一人で悩んでいませんか？
小さなことでもお気軽にご相談下さい。

相 談 日　毎週火曜日・木曜日（祝日を除く）
時　　間　13時～16時
相談方法　来所又は電話（来所相談は要予約）
　　　　　心配ごと相談所
　　　　　（北広島エルフィンビル２階相談室A）
　　　　　☎372-1640

社
協
の
広
報
紙「
明
る
い
ま
ち
」を
読
む
こ
と
が
不
自
由
な
方
に
は
、Ｃ
Ｄ
を
貸
出
し
て
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ま
す
の
で
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連
絡
く
だ
さ
い
。

声
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（
Ｃ
Ｄ
の
貸
出
し
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