
千歳市内社会福祉法人

利用・活用サポートガイド

社会福祉法人ネットワーク懇話会・千歳

千歳市内の社会福祉法人が

地域の福祉活動や交流活動等を

応援します！

地域福祉活動等に社会福祉法人職員や

施設・備品等をぜひご活用ください！

【令和２年３月１日現在】



千歳市内社会福祉法人　利用・活用サポートガイド

　社会福祉法人は、特別養護老人ホームなどの高齢者施設や障がい者施設、保育所、社会福祉協議会
など、社会福祉事業の運営を担うことを目的に設立された非営利法人です。
　千歳市内の社会福祉法人では、地域のための公益活動を積極的に進めていくため、各社会福祉法人
が持っている人材や設備などを市民の皆様にご活用いただくためにガイドブックを作成いたしました
ので、各種講座の開催や備品等の貸し出しにご活用ください。

１．地域講師の派遣について

町内会や高齢者等の集い・子育ての会など、市民の皆さまが行う日常的な学習会、企業・事

業所での研修などに、市内社会福祉法人の職員を派遣して、福祉専門職としての専門知識を活

かした講義や相談を行い、地域活動をお手伝いします。

①申し込みできる人は？

市内に在住、通学・勤務している５名以

上のグループ・事業所なら、どなたでも申

し込みできます。

②講師料は？

無料です。ただし、必要な材料及び資料

の印刷に係る費用などは、申し込み団体等

で負担。

③申し込み前の準備

①実施希望メニュー、②希望日時、③グループ名、④申込者連絡先（住所、氏名、電話番号）

⑤参加予定人数（原則５名以上）、⑥開催会場を申込前に確認してください。

※希望日時は第３希望まであると、講師との日程調整の際便利です。

※会場の手配は、申込者が行ってください。

④申し込み方法は？

各社会福祉法人の講師派遣から希望する講座を選択してください。

実施希望日の14日前までにお申込みください。なお、講師の都合によりお受けできない場合

もありますので、早めにお申し込みをお願いします。

〖申込先〗

※申込書「講師派遣申込書」のダウンロード ：千歳市社会福祉協議会ホームページ

※「講師派遣申込書」に必要事項を記入のうえ、該当する社会福祉法人へ提出（ＦＡＸ等）

⑤申し込み後から講座の実施まで

内容詳細等を確認後、決定通知等は、各社会福祉法人から連絡します。

講座開催までに講座内容の調整や資料についての確認は、申込者から決定通知書に記載して

いる講師に直接連絡をとってください。



利用上の注意事項

(1)同一団体による同一講座は原則として年１回とします。

(2)講座等の様子を撮影し、各法人のホームページや情報誌等に掲載させていただく場合があり

ます。

(3)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるときは、利用できません。また、

政治・宗教・営利を目的とした催しを行うおそれがあるときも同様です。

２．備品貸出について

千歳市内で活動されている団体や事業所等で、地域福祉活動や地域交流事業などを行う際に

各施設の備品や機材を貸し出します。

①申込方法

原則貸出希望日の３ヶ月前から各社会福祉法人へお問い合わせください。

お問い合わせ先は、各社会福祉法人の連絡先をご参照ください。

②貸出条件

利用料は原則無料です。機材によって原料費や燃料費がかかる場合があります。各法人により利用

条件が異なりますので、貸し出し内容を事前にご確認ください。

３．広報協力について

地域の交流イベントやボランティア募集等に関するチラシやポスターを施設での設置や掲示

をして、広報活動に協力します。

広報の内容については、各法人にご確認ください



所在地・連絡先

　〒066-0066　千歳市大和４丁目２番１号

　ＴＥＬ０１２３－４９－６８０５

　ＦＡＸ０１２３－４９－６８０６

分野 テーマ・内容 所要時間

TEL0123-27-7501
FAX0123-27-7507

施設・事業所名 住所 電話番号/ＦＡＸ

本部事務局
TEL0123-49-6805
FAX0123-49-6806

特別養護老人ホーム暢寿園
TEL0123-24-7922
FAX0123-24-7923

千歳市大和４丁目２番１号

千歳市富丘２丁目７番５号

備　考 実施時間　月～金曜日　13時～17時

やまとの里居宅介護支援事業所 千歳市大和４丁目２番１号
TEL0123-27-7503
FAX0123-27-7508

千歳市南区地域包括支援センター 千歳市大和４丁目２番１号
TEL0123-22-5188
FAX0123-27-7508

特別養護老人ホームやまとの里 千歳市大和４丁目２番１号
TEL0123-23-1228
FAX0123-23-7510

やまとの里デイサービスセンター 千歳市大和４丁目２番１号

応相談

栄養に関すること

栄養講座

・栄養に関するテーマは要望に応じます
・高齢者の栄養について
・飲み込みやすい食事について
・食中毒について　等

調理実習

・高齢者に関した調理実習（テーマは要望に応じます）
・パッククッキング
・手軽に栄養アップなど

応相談

◆社会福祉法人千歳福祉会 受付時間 ９：３０～１７：００

講師派遣

法人情報

（高齢者福祉関係）



所在地・連絡先

　〒066-0004　千歳市泉郷403番地９

分野

障がい福祉

施設・事業所名 住所 電話番号

物品名 貸出期間 費用

応相談 無料
テーブル　45ｃｍ×180ｃｍ　20台

イス（パイプ椅子）　40脚

　ＴＥＬ０１２３－２９－２０２３

　ＦＡＸ０１２３－２９－２００２

所要時間

応相談

テーマ・内容

内容については相談に応じます

千歳市泉郷403番地９

千歳市春日町３丁目５－１

障がい者支援施設いずみ

障がい者支援センター　サポートいずみ

いずみワークセンター

障がい者支援センターキラリ

共同生活援助　いずみ寮

千歳市清流２丁目４－４

千歳市春日町３丁目５－１

千歳市春日町３丁目５－１

TEL0123-29-2023

FAX0123-29-2002

TEL0123-42-8113

TEL0123-22-2179

TEL0123-26-6566

TEL0123-27-2131児童発達支援事業所ぱすてる

就労支援室やませみ 千歳市春日町３丁目５－１ TEL0123-25-3990

◆社会福祉法人千歳いずみ学園 受付時間 ９：３０～１７：００

講師派遣

備品貸出

法人情報

（障がい者福祉関係）



所在地・連絡先

　〒066-0057　千歳市若草５丁目２－２

住所 電話番号/ＦＡＸ

紙芝居 ブロック等

巧技台 こども用玉入れの道具一式

綱引き

チラシ等の配架は玄関チラシ置き場となります

協力内容 チラシ等の配架

期間 受付から概ね１ヶ月間

利用条件 Ａ４用紙３０枚程度まで。こどもに関わる内容のもの（営業等の場合は不可）

その他

　ＴＥＬ０１２３－２８－３３００

　ＦＡＸ０１２３－２８－３３０４

物品名 貸出期間 費用

大型絵本 絵本

相談に応じます 無料

向陽台保育園 千歳市若草５丁目２－２
TEL0123-28-3300
FAX0123-28-3304

施設・事業所名

◆社会福祉法人千歳社会福祉協会 受付時間 １０：００～１７：００

備品貸出

法人情報

広報協力

（児童福祉関係）



所在地・連絡先

　〒066-0042　千歳市東雲町１丁目１１番地

①地域福祉課地域福祉係

　　TEL０１２３－２７－２５２５/FAX０１２３－２７－２５２８

②介護予防係（しあわせサポートセンター内）

　　TEL０１２３－２３－００１２/FAX０１２３－２３－００２２

分野 テーマ・内容 所要時間

①地域福祉

住民同士の支え合い活動について(ヤマセミねっと)

30分～60分
程度

暮らしのちょっとした困りごとを住民同士で助け合う、住民参加型
の有償サービス「暮らしのちょっと応援サービス(ヤマセミねっ
と)」のサービス内容やご利用方法等について紹介します。
※サービスを利用したい方、協力者として登録したい方、どちらの
方も参加できます。

生活支援体制整備事業

30分～60分
程度

地域の支え合い活動の相談役として設置されている「生活支援コー
ディネーター(地域支え合い推進員)」が高齢になってもいつまでも
生き生きと元気に過ごすことができる地域づくりについて紹介しま
す。

救急カード事業

30分～60分
程度

救急カードは氏名や生年月日、血液型、主な病気などの情報をあら
かじめ記入して自宅内に掲示しておくことで、救急時に早急な救急
搬送につなげていただくカードです。
救急時に対する備えと救急現場における救急カードの活用事例など
について紹介します。

②介護予防

「腰・膝の痛みを予防するには？～ロコモにならない体づくり～」

応相談
加齢による足腰の痛み、ロコモティブシンドローム（骨や筋肉が弱
ること）の予防のための講話と運動を学びます（おおむね65歳以
上対象）

「学びましょう！認知症～認知症予防と脳力を上げる習慣～」

応相談認知症について正しく理解し、予防のための生活習慣や簡単な脳トレ
などを学びます（おおむね65歳以上対象）

「きたえましょう！骨盤底筋～高齢者の尿失禁予防～」

応相談尿失禁についての講話と予防のための骨盤底筋群を鍛える体操を学
びます（おおむね65歳以上対象）

◆社会福祉法人千歳市社会福祉協議会 受付時間 ８：４５～１７：１５

講師派遣

（地域福祉関係・高齢者福祉関係）



ビデオ（ＤＶＤ）各種 ビデオ・ＤＶＤデッキ

ビデオプロジェクター パソコンプロジェクター

分野 テーマ・内容 所要時間

認知症サポーター養成講座

90分程度
認知症に関する正しい知識や対応を学び、地域で認知症の方やその
家族を支えるサポーターを養成します

物品名 貸出期間 費用

②介護予防

「体験！《いきいき百歳体操》～97歳でも効果があります～」

60分程度
イスに座ってできる簡単な体操です手足に付ける重りを調節し高齢
者でも無理がない筋力トレーニングを学びます（おおむね65歳以
上対象）

「学びましょう！～介護予防について～」

応相談
介護予防の考え方や取組の講話と、具体的な介護予防の方法につい
て学びます（おおむね65歳以上対象）

「体験！シニア世代のためのノルディックウォーキング」

応相談
介護予防に有効なノルディックウォーキングの紹介と実技を行いま
す。希望者（40歳以上）にはノルディックウォーキングポールの
貸出しを行います

卓上麻雀セット

原則１週間以内
(最大で２週間まで延

長可)

無料
※ポップコーン原料、燃料

等は利用者負担

インバータ・発電機

ポップコーン製造機（共同募金）

炊飯釜（赤十字）

会議用イス・テーブル（会議室の利用状況により貸し出
しができない場合があります。ご相談ください。）

スクリーン ワイヤレスアンプセット

テント各種

①日赤テント
　間口6ｍ×高さ2.8ｍ×奥行2.6ｍ/重さ40㎏
②社協テント
　間口5.34ｍ×高さ3.04ｍ×奥行3.55ｍ/重さ60㎏
③タープ式テント
　間口3.3ｍ×高さ2.62ｍ×奥行3.3ｍ/重さ15.5㎏

貸出備品



協力内容 福祉、保健、子育て、文化、生涯学習、まちづくり等に関する広報協力

協力方法 チラシの設置・ポスターの掲示

設置・掲示場所 社協本部及び各拠点での設置・掲示

施設・事業所名 住所 電話番号/ＦＡＸ

法人本部 千歳市東雲町１丁目１１番地
TEL0123-27-2525
FAX0123-27-2528

新富ほっとす 千歳市新富１丁目３番５号
TEL0123-42-3133
FAX0123-42-3137

西区地域包括支援センター 千歳市新富１丁目３番５号 TEL0123-42-3131

祝梅ほっとす 千歳市流通３丁目３番１６
TEL0123-40-6511
FAX0123-40-6512

介護予防センター 千歳市東雲町１丁目１１番地
TEL0123-23-0012
FAX0123-23-0022

東区地域包括支援センター 千歳市流通３丁目３番１６ TEL0123-40-6516

向陽台区地域包括支援センター
千歳市若草４丁目１３番地１
向陽台支所内

TEL0123-48-2848
FAX0123-28-3733

広報協力

法人情報


