
令和元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 

管内 市区町村名 申請者  実践地区名 指定区分 　実践活動名

札幌 北区 新琴似連合町内会 新琴似二番通第三町内会 単年指定 サロン・ライラック

札幌 北区 異世代交流会

札幌 北区 拓北・あいの里連合町内会 あいの里Ｃステージ町内会 二次募集④ ふれあいサロン

札幌 北区 福祉見守りボランティア事業”ご近所さん”

札幌 北区 憩いの場「いこえるーむ」の開設

札幌 豊平区 月寒地区町内会連合会 ファミール月寒町内会 単年指定 近隣のきずな

札幌 豊平区 笑福３自治会 ２年指定１年目 サロンの立ち上げ

札幌 手稲区 前田連合町内会 前田ゆたか町内会 二次募集② 一人暮らし高齢者見守り活動・災害時要支援者体制づくり

札幌 清田区 清田地区町内会連合会 真栄第二町内会 単年指定 真栄第二町内会福祉活動推進部会

札幌 清田区 真栄第三町内会 単年指定 見守り活動並びに情報交換会の開催

札幌 清田区 里塚・美しが丘地区町内会連合会 里塚中央町内会 二次募集① 住み良いまちづくり

札幌 清田区 美里町内会 二次募集① 美里いきいきふれあいサロン

渡島 函館市 函館市町会連合会 大手町会 単年指定 見守り・声かけ・助け合いと生きがいのある活動

渡島 函館市 北浜町会 単年指定 一人ひとりのニーズを見出し、ふれあい活動・健康教室を通じ、参加者の輪を広げる活動

渡島 函館市 陣川あさひ町会 単年指定 ひとり暮らしの高齢者を含む地域住民が安心して暮らせる豊かな地域活動

渡島 函館市 高松町親交会 単年指定 見守り・声かけ・助け合い活動

後志 小樽市 小樽市総連合町会 親和町内会 単年指定 「親和みんなの広場」

後志 小樽市 豊川町会 単年指定 とよかわ喫茶和み

後志 小樽市 蘭島町会 単年指定 ふれあいサロン

胆振 室蘭市 室蘭市町内会連合会 中島中央町会 単年指定 災害時要援護者のための体制づくり

胆振 室蘭市 港町会 ２年指定２年目 「お楽しみ昼食会」

胆振 室蘭市 山手町見晴町会 ２年指定２年目 山手町みはらし茶屋

胆振 室蘭市 知利別町楽山ヶ丘町会 ２年指定２年目 サロン「らくさんがおか」

胆振 室蘭市 白鳥台地区連合町会 ２年指定２年目 地域交流食堂「もとむろランチ」

釧路 釧路市 釧路市連合町内会 昭和地区連合町内会 単年指定 高齢者に優しい避難所運営の模擬訓練

釧路 釧路市 美原地区連絡協議会 単年指定 高齢者に優しい総合防災避難訓練

釧路 釧路市 光陽町第一町内会 単年指定 防災研修と避難箇所確認事業

十勝 帯広市 帯広市町内会連合会 大和七町内会 単年指定 高齢者の集いや訪問及び高齢者・病弱家庭・障がい者等を対象とした除雪活動

十勝 帯広市 北一線町内会 単年指定 防災研修会と親睦の集い

十勝 帯広市 南親町内会 単年指定 防災炊き出し訓練となんしんサロン倶楽部

十勝 帯広市 西春光町内会 単年指定 防災訓練と交流会

十勝 帯広市 報友町内会 ２年指定２年目 地域コミュニティにおける自助・共助のネットワークづくり

網走 北見市 北見市自治会連絡協議会 緑町緑友町内会 単年指定 支援活動・福祉除雪活動・見守り活動

網走 北見市 留辺蘂自治区東町自治会 ２年指定１年目 令和サロン

空知 岩見沢市 岩見沢市町会連合会 緑が丘地区町会連絡協議会 単年指定 あったかフレンズ食事会

空知 岩見沢市 稲穂町内会 単年指定 稲穂ふれあいサロン

空知 岩見沢市 茂世丑町会 単年指定 ニコニコ見回り隊

留萌 留萌市 留萌市住民組織連絡協議会 旭町日の出会 二次募集⑤ 高齢者見守り活動　

胆振 苫小牧市 苫小牧市町内会連合会 見山町西町内会 単年指定 ふれあいサロン

胆振 苫小牧市 錦西町内会 単年指定 ふれあい錦西サロン

空知 芦別市 芦別市町内会連合会 緑町町内会 単年指定 緑町敬老会

空知 芦別市 幸町町内会 単年指定 高齢世帯等見守り活動と健康相談及び研修会

空知 芦別市 福住町町内会 単年指定 高齢者交流会と高齢者見守り活動

空知 芦別市 桜町町内会 単年指定 災害時の要援護者支援の備えについて　

空知 芦別市 頼城東町町内会 単年指定 安否確認・悪徳商法防止・交通安全啓発・除雪負担の軽減

空知 赤平市 赤平市町内会連合会 文京町内会 ２年指定２年目 文京町・ふれ愛共生活動

根室 根室市 根室市町会連合会 本町第三町会 ２年指定１年目 高齢者・子ども見守りボランティア

根室 根室市 松ヶ枝町会 ２年指定１年目 あたたかい手作り弁当を届ける見守り訪問活動

根室 根室市 平内町会 ２年指定１年目 高齢者見守りボランティア

根室 根室市 厚床東町内会 二次募集① 高齢者世帯の見守り声かけ活動

根室 根室市 珸瑤瑁第一町会 二次募集① 高齢者の介護予防並びに見守り活動

空知 滝川市 滝川市町内会連合会連絡協議会 滝の川第27区町内会 単年指定 避難所運営の研修及び炊き出し訓練の実施

空知 滝川市 滝の川２８区町内会 単年指定 地震を想定した避難訓練と災害弱者に対する安否確認、避難援助の演習

空知 砂川市 砂川市町内会連合会 新町町内会 単年指定 福祉活動ふれあいサロン

上川 富良野市 富良野市連合町内会協議会 春日東町連合会 ２年指定２年目 東春ふれあいサロン

胆振 登別市 登別市連合町内会 青葉地区連合町内会 単年指定 災害時要援護者避難訓練

胆振 登別市 声かけ訪問活動

胆振 登別市 新生地区連合町内会 単年指定 災害時要援護者避難訓練

胆振 登別市 声かけ訪問活動

胆振 登別市 幌別西地区連合町内会 単年指定 災害時要援護者避難訓練

胆振 登別市 声かけ訪問活動
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石狩 恵庭市 恵庭市町内会連合会 恵み野南町内会 単年指定 防災訓練（避難所開設

石狩 恵庭市 大町町内会 ２年指定２年目 ひとり暮らしの高齢者世帯調査及び地域内の見守り体制の確立

石狩 恵庭市 幸町町内会 ２年指定２年目 幸町町内会ふれあい事業

石狩 石狩市 石狩市連合町内会連絡協議会 公団はまなす自治会 単年指定 サロン事業

石狩 石狩市 緑ケ原町内会 単年指定 いきいき体操健康運動

石狩 石狩市 花畔道営住宅団地自治会 単年指定 見守り「声かけ運動」

石狩 当別町 当別町行政推進員連絡協議会 西当別連絡協議会 単年指定 三世代交流と防災力強化研修

石狩 当別町 対雁町内会 単年指定 高齢者の見守り活動・高齢者向け災害時避難場所研修会

渡島 八雲町 八雲町熊石町内会連絡協議会 第１泊川町内会 二次募集③ 第１泊川町内会ふれあいサロン活動

渡島 八雲町 関内町内会 二次募集③ 関内町内会ふれあいサロンの会

桧山 乙部町 乙部町自治会町内会連合会 元町１自治会 単年指定 高齢者見守りネットワーク「津花ネット」

桧山 今金町 今金町自治会町内会連合会 旭町町内会 単年指定 旭町の集い

桧山 今金町 本町町内会 単年指定 ホット本町ふまねっと

桧山 今金町 東町町内会 単年指定 東遊クラブ

上川 剣淵町 剣淵町自治会連合会 東町自治会 単年指定 東町ふれあいサロン「たんぽぽ」

留萌 遠別町 遠別町連合町内会 ４区町内会 二次募集① おしゃべりサロン

留萌 天塩町 天塩町町内会連合会 東雄信内町内会 二次募集⑤ 見守り実態調査

網走 津別町 津別町自治会連合会 豊永第４自治会 単年指定 福祉除雪サービス事業

網走 遠軽町 遠軽町自治会連絡協議会 栄町第１自治会 単年指定 高齢者への声かけ訪問と会食会事業

網走 遠軽町 西町２丁目自治会 単年指定 ネットワークづくり～みんなでつなぐ

網走 遠軽町 西町３丁目自治会 単年指定 西地域こどもを見守る活動

胆振 洞爺湖町 洞爺湖町自治会連合会 泉区自治会 ２年指定２年目 噴火災害に備えた要支援者の援護活動支援事業

胆振 白老町 白老町町内会連合会 白老本町町内会 ２年指定２年目 白老本町高齢者サロン事業

胆振 むかわ町 むかわ町自治会町内会連合会 末広町内会 単年指定 ひとり暮らし高齢者の支援と交流活動

胆振 むかわ町 花岡一区自治会 単年指定 ひとり暮らし高齢世帯声かけ・訪問活動

日高 新冠町 新冠町自治会連合会 氷川自治会 単年指定 特殊詐欺防止と交通安全教室・認知症予防と健康相談・見守り・声かけ・ふれあい交流

十勝 新得町 新得町連合町内会 栄町町内会 単年指定 高齢者昼食交流会

十勝 新得町 双互町内会 二次募集⑥ 災害時要支援者体制づくり

十勝 新得町 北星町内会 二次募集⑥ 福祉マップ作成

十勝 芽室町 芽室町市街地町内会連合会 弥生北町町内会 二次募集①・二年指定１年目 弥生北町町内会サロン

十勝 芽室町 麻生町町内会 二次募集① おしゃべり会「ループ麻生」

十勝 芽室町 睦町町内会 二次募集① 趣味の会

十勝 大樹町 大樹町行政区長連絡協議会 新大樹行政区 単年指定 在宅福祉サービス活動（ささえあい）

38市区町村 88実践地区 94事業


