
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号は、市町村社協・社会福祉法人・施設職員向けに臨時で発行しています。 

（※道社協会員のみにご案内しています。） 
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☆道民みんなが支え合う“歳末たすけあい” 
今年も１２月１日から３１日までの１ヶ月間、歳末たすけあい募金が始まります。この歳末たすけあ

い募金は、生活支援の見舞金はもちろんのこと、ひとり暮らしの高齢者の方々などへ、おせち料理の配

食や会食会、児童福祉施設でのクリスマス会や餅つき大会などに役立たれています。 

また、自然災害等での被災者に対する支援活動や、災害ボランティア活動、災害時の要援護者支援な

どの助け合い活動にも、皆様からの善意が届けられています。 

一口に「歳末たすけあい募金」と言いますが、これは、全道域で実施される「道民歳末」と市町村で

実施される「地域歳末」という２つの運動から成り立っています。 

◆◆道道民民歳歳末末たたすすけけああいい 

 北海道新聞、北海道新聞社会福祉振興基金、ＮＨＫ、民法各社、労働団体、経済団体など様々な分野

の全道域の後援によって行われるもので、郵便局や各金融機関などでも受付を行います。 

◆◆地地域域歳歳末末たたすすけけああいい 

 各市町村の共同募金委員会や社会福祉協議会、さらには民生委員児童委員協議会などを中心に、様々

な組織・団体の参加を得ながら展開されるもので、市町村ごとにすすめられる運動です。 

 

昨年度、皆様の善意として寄せられた募金の総額は、2億 426万 2,874円となりました。皆様のご協

力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 この募金は、ハンディキャップを持つ方々が社会自立のために訓練・作業を行う小規模作業所（公的

な補助のない所）、ハンディキャップを持つ方々が社会自立のために地域で生活訓練を行う共同住居や

生活寮、不登校児への支援活動を行っているフリースクールや路上生活者の実態調査や支援を行う団

体、女性保護団体等に贈呈されました。 

   

助成情報 

～「公益信託」による助成の実施について～ 

現在、北海道共同募金会では、「老人福祉活動支援」、「養護施設児童就学援助」、「視覚障がい者家庭児童教育援

助」、「身体障がい者スポーツ活動援助」を目的とした４種類の「公益信託」による助成申請の受付中です。申請

方法等、詳細につきましては本会ＨＰをご確認下さい。 

 ＜ホームページ URL：http://www.akaihane-hokkaido.jp/（あなたの街を良くするしくみ→助成情報）＞ 

※助成決定の時期については、令和３年３月下旬を予定しております。 

 

冬の北海道の共同募金運動を応援する「ＳＮＯＷＭＩＫＵ」ポスターが新登場！ 
CGM 型コンテンツ統合サイト「piapro（ピアプロ）」とクリエイターのみなさんのご

協力により、冬期の共同募金運動を応援する〝北海道限定「SNOWMIKU」ポスター”

を製作し、各所で掲出いただいています。そのほかにも一定額以上の募金により、

オリジナル募金ノベルティグッズを進呈する活動も行っています。 

 

【お問合せ】 

社会福祉法人北海道共同募金会 
〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ４階 

ＴＥＬ：011-231-8000／ＦＡＸ：011-231-8003 

ホームページ：http://www.akaihane-hokkaido.jp/ 

 赤い羽根  北海道 

１ 

http://www.akaihane-hokkaido.jp/


福祉・介護職場が変わる！！ 
介護ロボット・ICTの活用でサービスの質の向上と働きやすい職場環境を 

～北海道介護ロボット普及推進センターのご紹介～ 
 

人口減少・少子高齢化社会を迎える日本では、安心して住み続けることのできる地域社会づくりに向けた様々な

施策等がすすめられています。 

また、介護を必要とする方に対する質の高いサービスを提供するための業務改善・生産性向上も急務となってき

ています。仕事の実務の負担と負担間の双方を減少させ、ムリ・ムダ・ムラをなくし、働きやすい職場づくりと働く

人のモチベーションの向上により、利用者にとってのサービスの質の向上につなげていくことが必要です。その

ためのツールとして、介護ロボットや ICTの活用も有効です。 

しかし、介護ロボットや ICT は「見る」「聞く」「触れる」機会が少く、ケアの中でどう活用していくかイメージがつ

かない場合も多いのではないでしょうか。 

北海道社会福祉協議会では、令和2年5月に北海道介護ロボット普及推進センターを設置して、(株)マルベリー

と連携して、道内 4 エリアに相談窓口及び機器展示場（体験も可能です）を設置しました。研修会や展示会、機器の

無償貸与事業等も実施しています。（※事業詳細については北海道介護ロボット普及推進センターホームページを

ご覧ください。） 

相談事業においては、機器の相談から助成制度の紹介、ケア場面での活用相談、機器の開発企業等からの相談も

受け付けております。 

＜相談窓口・機器展示場＞ 
【道央地区センター／石狩・空知・胆振・日高】 ０８０－１８７９－９６３６ 
札幌市中央区北11条西14丁目1—1 ㈱パルス パルス薬局桑園店内 

【道南地区センター／渡島・檜山・後志】     ０１３８－３４－３０８４ 
函館市昭和3丁目35-28 ㈱マルベリーさわやかセンター函館 

【道北地区センター／上川・留萌・宗谷】     ０１６６－４６－３０８４ 
旭川永山4条8丁目1-32 ㈱マルベリーさわやかセンター旭川 

【道東地区センター／網走・十勝・釧路・根室】０１５５－４１－３０８４ 

帯広市西19条南1丁目7-14 ㈱マルベリーさわやかセンター帯広 

問合せ先： 

 

北海道社会福祉協議会 

 法人支援部法人支援課 

 

電話（０１１）２４１－３９８２ 
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介護ロボットラインナップ 

  
 

 

移乗支援 
 

 

 

 

見守り

支援 

 

排泄

支援 

  

移動支援 

 

コミュニケーション 



【道内社会福祉活動への寄付ページ】

http://dosyakyo-kifu.jp/

寄付のページ①－寄付付き商品のご紹介―

【☜☜☜新商品のご紹介】

北海道自動車共済協同組合の新商品で、契

約金額に社会福祉施設割引（10％）が適用

され、かつ契約金額の一部が寄付されます

・道社協では、本会賛助会員（企業）の販売する商品を会員の皆様が割引価

格で購入でき、かつ売上の一部を道内の社会福祉事業のために寄付される

「寄付付き商品」をご案内しています。

・今後も商品は続々と増やしていく予定です。最新情報は随時下記ホーム

ページよりご覧ください。

３

道社協 寄付

http://dosyakyo-kifu.jp/ham/
http://dosyakyo-kifu.jp/pdc/
http://dosyakyo-kifu.jp/trim/
http://dosyakyo-kifu.jp/kubo/


・不要品（書籍・CD・DVD・ゲームソフト等⇒ブックオフ、その他子ども用品や食器・楽

器・家電・家具等⇒いいことファーム）の買取金額が、本会で運営する北海道社会福祉

総合基金へ寄付される仕組みもあります。詳細はホームページをご覧ください。

寄付のページ②－不用品による寄付のご紹介―

【ブックオフ】古本の買取金による寄付

【http://dosyakyo-kifu.jp/bookoff/】

【いいことファーム】不用品の買取金による寄付

【http://dosyakyo-kifu.jp/iikoto/】

【北海道社会福祉総合基金とは】

昭和48年の民間企業からの大口寄付を基に
設立され、北海道社会福祉協議会で管理・
運営しています。
基金の運用益を活用しながら、道内の児童、
障がい、高齢者、地域福祉分野に対する
様々な福祉活動を行う民間団体等への助成
事業を進めています。
近年では、災害対応の仕組み作りや緊急を
要する生活困窮状態の世帯に食料品や日用
品の支給を行う活動等にも活用されました。

４



洗える防護ガウン 
水や油を弾くはっ水素材の袖付きガウン 

感染対策や入浴・食事介助にお使いいただけます 
 

 

品番 1200 サイズ M-L、L-LL 

定価 M-L：3,900円(税別) 

L-LL：4,400円(税別) 
カラー ミントグリーン、ホワイト 

素材 ナイロン 100％ 

アクリルコーティング 

はっ水加工 

お手入れ方法 洗濯・脱水可 

乾燥機可(80℃まで) 

漂白剤不可 

適応身長 

160～180cm 
適応身長 

150～170cm 

モデル身長：180cm モデル身長：157cm 

〒063-0834 札幌市西区発寒 14条 14丁目 2-40 

TEL：011-663-0761 FAX：011-663-0955 

■製品特徴 

POINT① 

乾燥機は 80℃まで対応 

POINT② 
マジックテープで着脱かんたん 

POINT③ 
ひもを前で結べるので作業性アップ 

マジックテープ 

M-L L-LL 

ミントグリーン ホワイト 

    コロナウイルス対策商品のご紹介① 

・株式会社特殊衣料（北海道社会福祉協議会賛助会員）のコロナウイルス対策商品『洗える防護ガウン』のご紹介

をいたします。内容についてのご相談は、直接株式会社特殊衣料にお問い合わせください。 

５ 

tel:011-663-0761


サイン付き消毒液スタンド

W246×D460×H1210mm

（テーブル：W250×D194）

材質：アルミ

板面／透明アクリル1.5mm厚・アルミ複合板3mm厚

14,900円（税別）

ニトリおすすめ商品のご案内

※ご使用中のテーブル・デスクに

あわせて、自由にサイズ変更、

カスタマイズ注文が可能です。

まずは、お気軽にご相談下さい。

※カスタマイズイメージ

W400 ～1800 D150

H
6
0
3

⑪ 消毒液設置スタンド（手指の消毒ポスター付）

※ 法人オリジナル商品のため、ニトリ店舗では取り扱いはございません すべての商品に配送料が別途必要となります

食堂や談話スペース等の

ウィルス飛沫対策として

置き型アクリルパネル 高さ約60ｃｍ

透明(クリア）タイプ

① W400 mm ⑤ W1200 mm

3,990 円（税別） 7,990円（税別）

② W600 mm ⑥ W1500 mm

4,990 円（税別） 9,790 円（税別）

③ W750 mm ⑦ W1600mm

5,990 円（税別） 9,890 円（税別）

④ W900 mm ⑧ W1800 mm

6,990 円（税別） 9,990 円（税別）

卓上用 消毒液噴霧器

6,182 円（税別）

スタンド式 消毒液噴霧器

17,819 円（税別）

3591101

35911023591101 ＋

直径Φ90×H230mm

直径Φ300×H996mm

■電池別売
（単3電池×3本）

■消毒液別売

（エタノールや次亜塩素
酸水等、最寄りのお店に
てご購入ください）

※国内生産。本州工場より取寄せの為、送料が多めにかかります。

※半透明タイプも作成可能。上記価格＋各2,000円（税別）。

⑨

⑩

※10台まとめ購入時の1台あたり価格

センサー式 自動消毒液スプレー

コロナウイルス対策商品のご紹介②
・株式会社ニトリ（北海道社会福祉協議会賛助会員）のコロナウイルス対策商品のご紹介をいたし
ます。内容についてのご相談は、直接株式会社ニトリにお問い合わせください。

株式会社ニトリ 法人＆リフォーム事業部札幌（担当：斎田） ＴＥＬ：０１１-３３０-６２４０（営業時間１０～１８時 土日祝休）

６
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ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故など
によるケガを補償！

福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））
ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の
ケガや賠償責任を補償！

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

ケガの補償

賠償責任の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン
保険金の種類 基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円

350円 500円

65,000円
32,500円
4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術保険金

団体割引 20％適用済／過去の損害率による割増引適用

＜基本プランに加入される方へ＞
基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する死傷は補償されません。
◆災害ボランティア活動の参加は、「天災・地震補償プラン」への加入をおすすめします。
※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ
「天災・地震補償プラン」に加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。
損保ジャパン日本興亜は、関係当局の認可等を前提として、
2020年4月1日に商号を変更し、「損保ジャパン」になります。

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

令和２年度

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

商品パンフレットは
コチラ

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ


