
平成29年度ひとりの不幸もみのがさない住みよいまちづくり全道運動　助成一覧

市区町村名 申請者  実践地区名 指定区分 　実践活動名  事業区分

北区 新琴似連合町内会 新琴似二番通第一町内会 単年指定 自然と会話ができる環境づくり 在宅福祉サービス活動

北区 新琴似六番通第三町内会 単年指定 交流会「出かけませんか！」 交流活動

北区 新琴似六番通西第一町内会 単年指定 町内高齢者見守り・交流会 交流活動

白石区 東白石地区町内会連合会 旭町内会 単年指定 ふれあいシルバーサロン 交流活動

厚別区 厚別中央町内会連合会 新さっぽろ町内会 単年指定 高齢者の交流と健康体操 交流活動

手稲区 新発寒わらび連合町内会 新発寒栄町内会 単年指定 ひとり暮らし・高齢者世帯等見守り支援事業 在宅福祉サービス活動

手稲区 前田連合町内会 シーアイ町内会 ２年指定２年目 ふれあいサポート事業 在宅福祉サービス活動

清田区 清田地区町内会連合会 東真栄町内会 ２年指定１年目 高齢者見守り訪問、サロン活動 交流活動

函館市 函館市町会連合会 宇賀浦町会 単年指定 見守り・声かけ・助け合い活動・ふれあいサロン 交流活動

函館市 新湊町会 単年指定 見守り・声かけ・助け合い活動 在宅福祉サービス活動

函館市 東山見晴台団地町会 単年指定 健康教室・サロンづくり 啓発活動

函館市 東深堀町会 単年指定 ひとり暮らし高齢者・障がい者への見守り・声かけ活動 在宅福祉サービス活動

小樽市 小樽市総連合町会 共睦町会 ２年指定１年目 小樽ふれあい地域（まち）食堂 in 共睦会館 交流活動

小樽市 松ヶ枝町会 単年指定 給食サービス活動 在宅福祉サービス活動

小樽市 東雲町会 ２年指定２年目 ふれあいサロン 交流活動

小樽市 入船六三町会 ２年指定２年目 おしゃべりサロン 交流活動

室蘭市 室蘭市町内会連合会 陣屋町会 単年指定 高齢者ふれあいサロン 交流活動

室蘭市 御前水町会 ２年指定２年目 地域サロン「ココサロン御前水」 交流活動

釧路市 釧路市連合町内会 浦見中央町内会 ２年指定２年目 つなぐ地域の「わ」 ネットワークづくり

帯広市 帯広市町内会連合会 太陽町町内会 単年指定 児童・学生見守り事業 ネットワークづくり

帯広市 高齢者宅の訪問、安否確認 在宅福祉サービス活動

帯広市 五中北町内会 単年指定 高齢者との研修交流会 啓発活動

帯広市 三十丁目町内会 単年指定 高齢者宅訪問による安否確認 在宅福祉サービス活動

帯広市 東共栄町内会 単年指定 高齢者見守り事業 交流活動

帯広市 やまと連合町内会 単年指定 高齢者との交流会、降雪時の除排雪 在宅福祉サービス活動

帯広市 児童生徒を対象とした交通安全指導 ネットワークづくり

北見市 北見市自治会連絡協議会 北光光栄町内会 ２年指定１年目 北光光栄町内会見守り隊 在宅福祉サービス活動

岩見沢市 岩見沢市町会連合会 若松地区町会連絡協議会 単年指定 若松高齢者給食ボランティア事業と高齢者世帯訪問 在宅福祉サービス活動

岩見沢市 若松託老ボランティア事業（若松ファミリーホーム） 在宅福祉サービス活動

岩見沢市 福祉除雪・除排雪支援事業 在宅福祉サービス活動

岩見沢市 緑町内会 ２年指定２年目 ひとり暮らしの高齢者安心安全事業 在宅福祉サービス活動

留萌市 留萌市住民組織連絡協議会 南町親興会 単年指定 高齢者や子どもたちが安心して暮らせる地域社会づくり 交流活動

苫小牧市 苫小牧市町内会連合会 しらかば西町内会 ２年指定１年目 ふれあいサロン 交流活動

苫小牧市 しらかば東町内会 単年指定 ひとり暮らし高齢者との茶話会 交流活動

苫小牧市 住吉泉町内会 ２年指定２年目 おしゃべりサロン 交流活動

苫小牧市 山手北光町内会 ２年指定２年目 ひとり暮らしの方の援護グループ・災害時の支援体制の確立と実施 ネットワークづくり

稚内市 稚内市町内会連絡協議会 大黒三町内会 単年指定 高齢者いきいきサロン活動「えがお倶楽部」 交流活動

稚内市 上勇知町内会 単年指定 ふれあいサロンづくり 交流活動

稚内市 こまどり町内会 ２年指定２年目 認知症、介護予防・支え合い、助け合うまちづくり 啓発活動

芦別市 芦別市町内会連合会 栄町町内会 単年指定 見守り活動とさわやか昼食会 在宅福祉サービス活動

芦別市 中央団地町内会 単年指定 ひとり暮らしの高齢者との交流会 交流活動

芦別市 常盤町内会 単年指定 高齢者安否確認自宅訪問安心・安全なまちづくり 在宅福祉サービス活動

芦別市 上芦別第４町内会 単年指定 弱者をみんなでみまもろう 交流活動

芦別市 頼城仲町連合町内会 単年指定 ふれあい交流会 交流活動

赤平市 赤平市町内会連合会 平岸連合町内会 ２年指定２年目 平岸地域住民生活支援活動 ネットワークづくり
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根室市 根室市町会連合会 有磯町会 単年指定 ひとり暮らしの高齢者・高齢者世帯・障がい者世帯の把握 調査活動

根室市 駒場第二町会 ２年指定２年目 町内世帯の調査活動と駒ボラ隊の育成 調査活動

根室市 豊里町会 ２年指定２年目 ふれあい交流活動 交流活動

千歳市 千歳市町内会連合会 桂木５・６丁目町内会 ２年指定２年目 桂木ふれあいサロン 交流活動

砂川市 砂川市町内会連合会 南風町内会 単年指定 声かけ安否確認活動 在宅福祉サービス活動

砂川市 あかね団地町内会 単年指定 福祉交流活動とふれあいサロン 交流活動

深川市 深川市町内会連合会連絡協議会 開西町町内会 単年指定 開西町お結びサロン 交流活動

富良野市 富良野市連合町内会協議会 麻町連合町内会 ２年指定２年目 住民支え合いマップづくり ネットワークづくり

富良野市 朝日町連合町内会 単年指定 朝日町サロン 交流活動

登別市 登別市連合町内会 南千歳町内会 単年指定 ふれあい・いきいきサロン 交流活動

登別市 町内会防犯パトロール事業 ネットワークづくり

登別市 町内会野外交流会 交流活動

登別市 さくら団地自治会 単年指定 見守り・安否確認活動 在宅福祉サービス活動

登別市 高齢者の避難体制づくり ネットワークづくり

登別市 ひとり暮らし世帯と婦人部との交流活動 交流活動

登別市 中央東町内会 単年指定 世代間交流促進活動 交流活動

登別市 いきいきサロン 交流活動

登別市 高齢者健康づくり活動 啓発活動

登別市 中央新生町内会 単年指定 カラオケふれあいサロン 交流活動

登別市 ふれあい花壇づくり 在宅福祉サービス活動

登別市 高齢者による児童への見守り活動 ネットワークづくり

登別市 幌別鉄南地区連合町内会 単年指定 町内会ふれあい交流事業 交流活動

登別市 平常時から災害時までの支援体制づくり ネットワークづくり

登別市 三世代ふれあい沿道美化活動 在宅福祉サービス活動

恵庭市 恵庭市町内会連合会 北柏木町内会 単年指定 避難行動要支援者のための体制づくり ネットワークづくり

恵庭市 住吉町内会 単年指定 福祉の集い 交流活動

恵庭市 黄金南曙町内会 ２年指定１年目 ふれあいサロン「水曜会」 交流活動

恵庭市 相生町自治会 ２年指定１年目 「福祉の充実」による安全で安心なまちづくり ネットワークづくり

恵庭市 文京町内会 単年指定 健康交流活動 啓発活動

石狩市 石狩市連合町内会連絡協議会 北陽町内会 単年指定 高齢者声かけ訪問事業と高齢者ふれあい給食お届け事業 在宅福祉サービス活動

石狩市 緑苑町内会 単年指定 ふれあいサロン緑苑 交流活動

石狩市 右岸地区連合町内会 単年指定 右岸地区健康づくり推進事業 啓発活動

北斗市 北斗市町会連合会 七重浜４丁目町会 単年指定 見守り活動とふれあいサロン活動 交流活動

北斗市 中央親和会 単年指定 ふれあい交流事業 交流活動

北斗市 大工川親交会 単年指定 ふれあいサロン 交流活動

北斗市 富川町自治会 単年指定 悠々サロン 交流活動

木古内町 木古内町町内会連合協議会 佐女川町内会 単年指定 高齢者ふれあい健康教室 啓発活動

当別町 当別町行政推進員連絡協議会 茂平沢町内会 単年指定 高齢者世帯の見守り訪問 在宅福祉サービス活動

当別町 弁華別町内会 単年指定 ひとり暮らし高齢者の見守り訪問 在宅福祉サービス活動

当別町 太美中央町内会 単年指定 見て聴いて行おう！～要援護者の支援活動～ ネットワークづくり

江差町 江差町町内会連合会 尾山町内会 単年指定 町内会交流事業 交流活動

乙部町 乙部町自治会町内会連合会 滝瀬自治会 単年指定 高齢者いきいき交流会 啓発活動

乙部町 姫川自治会 単年指定 おしゃべりサロン姫川 交流活動

乙部町 千岱野自治会 単年指定 地域みんなで見守り活動 在宅福祉サービス活動

せたな町 せたな町町内会連絡協議会 都第５地区町内会 単年指定 声かけ訪問活動 在宅福祉サービス活動
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せたな町 都いさりび町内会 単年指定 声かけ・助け合い訪問活動 在宅福祉サービス活動

せたな町 緑町町内会 ２年指定１年目 茶話会での交流と見守り訪問活動 交流活動

せたな町 中央町町内会 ２年指定２年目 災害時の要支援者のためのネットワークづくり ネットワークづくり

今金町 今金町自治会町内会連合会 高美町町内会 単年指定 ふれあいサロンづくり 交流活動

倶知安町 倶知安町町内会連合会 琴和町内会 単年指定 ふれあいサロン「ひまわりの会」 交流活動

倶知安町 六郷親交会 単年指定 六郷「ふれあいサロン」 交流活動

上富良野町 上富良野町住民会長連合会 大町住民会 単年指定 健康教室 啓発活動

上富良野町 宮町住民会 単年指定 ふまねっとによる高齢者の閉じこもりと認知症予防 啓発活動

剣淵町 剣淵町自治会連合会 屯田町自治会 単年指定 屯田町ふれあいサロン「とんでん」 交流活動

剣淵町 元町自治会 単年指定 元町ふれあいサロン「コスモス」 交流活動

剣淵町 緑町自治会 単年指定 緑町ふれあいサロン「そよかぜ」 交流活動

美深町 美深町自治会連合会 新生自治会 単年指定 ふれあいサロンづくり 交流活動

美深町 配食サービス事業 在宅福祉サービス活動

津別町 津別町自治会連合会 旭町第３自治会 単年指定 冬期高齢者援助除雪活動 在宅福祉サービス活動

津別町 高台町自治会 単年指定 ほのぼのサロン事業 交流活動

斜里町 斜里町自治会連合会 港町第２自治会 ２年指定１年目 いきいきサロン 交流活動

斜里町 以久科北自治会 ２年指定２年目 住みよい地域づくり ネットワークづくり

訓子府町 訓子府町内会連絡協議会 東町町内会 単年指定 高齢者ふれあい会 交流活動

遠軽町 遠軽町自治会連絡協議会 北８丁目自治会 単年指定 高齢化に配慮した交流活動 交流活動

遠軽町 西町第２自治会 ２年指定２年目 西町・安心サポート体制づくり 在宅福祉サービス活動

洞爺湖町 洞爺湖町自治会連合会 洞爺湖温泉２区自治会 ２年指定１年目 ふれあい・憩いの場づくり、安否確認と地域勉強会の開催 調査活動

洞爺湖町 本町５区自治会 ２年指定２年目 栄ふれあいサロン 交流活動

新冠町 新冠町自治会連合会 レ・コードの森自治会 単年指定 振り込め詐欺防止と交通安全教室、認知症予防と健康相談 啓発活動

中標津町 中標津町全町内会連合会 泉中央町内会 単年指定 高齢者、障がい者のための調査活動 調査活動

中標津町 旭第２町内会 ２年指定２年目 旭第２ふれあいサロン 交流活動

43市区町村 100実践地区 115事業


