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電話：076-241-3204

FAX：076-241-3204

所在地：金沢市野町３－１１－１　野町会館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　デイサービスの手伝い

□　その他

☑　募金活動

電話：076-247-4447

FAX：076-247-4447

所在地：金沢市中村町１０－３５　中村会館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

☑　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

☑　募金活動

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

☑　地域行事の手伝い

☑　買物代行

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

☑　買い物付き添い

☑　病院等公共機関への付き添い

☑　側溝の泥上げ

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

☑　雪かき
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☑　学習支援

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

2 地区社協名：中村地区社会福祉協議会

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

主な活動内容

☑　ゴミ出し

☑　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

地区社協名：野町地区社会福祉協議会

☑　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

主な活動内容

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：北村

備考

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：八嶋
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電話：076-244-1132

FAX：076-244-1132

所在地：金沢市平和町２－１２－３５　平和町会館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

☑　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-243-7560

FAX：076-236-2237

所在地：金沢市弥生１－２９－１３　弥生公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

□　病院等公共機関への付き添い

□　学習支援

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

☑　学習支援

☑　地域行事の手伝い

☑　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

☑　話し相手

□　買い物付き添い

☑　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　地域行事の手伝い

備考

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：中島

備考

・ボランティアの受入は弥生地区在住の方に限りま
す。
・駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用くださ
い。
・家の中に入っていただく内容については、お断りす
ることもあります。
・用具等のご準備はご自身でお願いします。
・動きやすい服装でお越しください。
・お問い合わせは平日10時～16時にお願いします。

4 地区社協名：弥生地区社会福祉協議会

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　地域行事等の送迎

□　側溝の泥上げ

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：山田

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

3 地区社協名：十一屋地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し
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電話：076-241-3316

FAX：076-241-3316

所在地：金沢市泉野町１－１－２５　第四善隣館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-231-0258

FAX：076-231-0260

所在地：金沢市鱗町62　新竪会館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

☑　買い物付き添い

☑　病院等公共機関への付き添い （そくさいカフェでの30分程度の講演や催し等（無料））

□　地域行事等の送迎 備考

・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくださ
い。

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

6 地区社協名：新竪地区社会福祉協議会

担当者：松井

主な活動内容

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

地区社協名：泉野地区社会福祉協議会

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくださ
い。
・デイサービスの手伝いにつきましては、
①動きやすい服装でお越しください。
②利用者の方のプライバシー等にご配慮ください。
③時間帯は１０時～、又は１４時～でお願いいたしま
す。
④日、祝日、旧盆、年末年始の受入は出来ません。
⑤地区のボランティアとの調整をさせていただきま
す。

担当者：守田

5
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電話：076-265-6053

FAX：076-265-6053

所在地：金沢市菊川２－８－１３　永井善隣館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-264-0004

FAX：076-221-0809

所在地：金沢市小立野４－７－５１　小立野文化会館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

担当者：中谷

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

□　病院等公共機関への付き添い

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

8 地区社協名：小立野地区社会福祉協議会

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

備考

担当者：小堀

7 地区社協名：菊川地区社会福祉協議会

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

備考

・時間帯は９時～１６時の間でお願いいたします。
・ご自身で用具等のご準備をお願いいたします。

4



電話：076-222-1380

FAX：076-222-1380

更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

☑　募金活動

電話：076-221-0962

FAX：076-221-0961

所在地：金沢市小将町８－２３　第三善隣館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

☑　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

主な活動内容

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

□　声掛けや安否確認

☑　話し相手

9 地区社協名：材木地区社会福祉協議会

☑　買い物付き添い

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　善隣館の手伝い　　　　　）
備考

・お問い合わせは平日にお願いいたします。
・動きやすい服装でお越しください。

担当者：奥平

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

主な活動内容

所在地：金沢市材木町１３－４０　材木善隣館交流センター内

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

☑　買い物付き添い

（　福祉バザーへの協力　　　　）
備考

担当者：庄田

10 地区社協名：味噌蔵地区社会福祉協議会

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供
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電話：076-231-5730

FAX：076-231-5734

所在地：金沢市長町２－２－１６　長町公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

電話：076-221-2136

FAX：076-221-2136

所在地：金沢市香林坊２－８－７　瀧川佳子様方 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

12 地区社協名：松ヶ枝地区社会福祉協議会

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

担当者：西髙

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　買い物付き添い

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎
備考

・駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用くださ
い。

11 地区社協名：長町地区社会福祉協議会

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

担当者：山下

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　いーねカフェ、いーねサロンの手伝い　）

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　側溝の泥上げ

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

☑　雪かき
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電話：076-231-1755

FAX：076-231-1755

所在地：金沢市長町３－１１－１７　長土塀こども園内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-221-7226

FAX：076-221-7234

所在地：金沢市芳斉２－３－２９　芳斉公民館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

備考

・駐車場が無いため、公共交通機関をご利用くださ
い。

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

14 地区社協名：芳斉地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用くださ
い。

担当者：石動

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

担当者：松田

13 地区社協名：長土塀地区社会福祉協議会

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

7



電話：076-223-8400

FAX：076-254-5881

更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

☑　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

電話：076-221-0938

FAX：076-221-0938

所在地：金沢市此花町2-7　此花会館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

15 地区社協名：長田地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

所在地：金沢市長田1-5-50  長田会館内

担当者：田辺

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（コミュニティカフェつくし広場での参加者の話し相手）

備考

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用くださ
い。

担当者：荒井

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

16 地区社協名：此花地区社会福祉協議会

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　買い物付き添い

8



電話：076-252-3959

FAX：076-252-3915

所在地：金沢市東山3-29-22  馬場福祉会館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-253-0294

FAX：076-253-0294

所在地：金沢市浅野本町2-13-12　浅野町福祉センター内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い （　　　　　　　　　　　　　　）

□　地域行事等の送迎
備考

ボランティアの受入は馬場地区在住の方に限ります。□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援
□　地域行事の手伝い
□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

18 地区社協名：浅野地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認 ☑　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

☑　話し相手

☑　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

17 地区社協名：馬場地区社会福祉協議会

担当者：山本

主な活動内容

担当者：西野、田崎

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

9



電話：076-252-0817

FAX：076-252-3261

所在地：金沢市森山2-18-4  森山善隣館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　デイサービスの手伝い

□　その他

☑　募金活動

電話：076-263-1687

FAX：076-263-1687

所在地：金沢市諸江町29-1　諸江公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

☑　募金活動

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

☑　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

20 地区社協名：諸江地区社会福祉協議会

担当者：平野

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い （　高齢者事業、子育てサロンの手伝い）

□　地域行事等の送迎 備考

ボランティアの受入は諸江地区在住の方に限ります。☑　蛍光灯取り換え

主な活動内容

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・地域サロンの手伝いは月、金　１０時～１２時
・デイサービスの手伝いは月～土　９時３０分～１１
時３０分
・動きやすい服装でお越しください。

担当者：水渕

19 地区社協名：森山地区社会福祉協議会

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

☑　買い物付き添い

☑　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

10



電話：076-241-5327

FAX：076-241-5910

所在地：金沢市山科1-6-8　富樫公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-291-2947

FAX：076-291-2945

所在地：金沢市東力町ハ284 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

☑　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

備考

・ボランティアの受入は平日のみとさせていただきま
す。

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

22 地区社協名：米丸地区社会福祉協議会

□　蛍光灯取り換え

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：池田

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　話し相手

☑　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

21 地区社協名：富樫地区社会福祉協議会

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：蓮沼

□　学習支援

11



電話：076-243-2734

FAX：076-243-2808

所在地：金沢市久安6-59-1　会館みんま内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-231-6851

FAX：076-263-5841

所在地：金沢市小立野２－４１－３６　崎浦公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い （　　　　　　　　　　　　　　）

□　地域行事等の送迎
備考

・ボランティアの受入は、崎浦地区在住の方に限りま
す。

□　蛍光灯取り換え

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

地区社協名：崎浦地区社会福祉協議会

担当者：天野

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

備考

・時間帯は１４：３０～１８：００の間で２～３時間
位の活動となります。
・動きやすい服装で児童の遊び相手等をお願いいたし
ます。

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

24

23 地区社協名：三馬地区社会福祉協議会

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：丹羽
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電話：076-254-5425

FAX：076-254-5426

所在地：金沢市直江南1-1　鞍月文化会館くらら内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

電話：076-238-3680

FAX：076-238-3680

所在地：金沢市大河端西１－９６　浅野川公民館内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

☑　その他

□　募金活動

担当者：四月朔日

主な活動内容

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手

☑　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い （青葉会毎月の配食、子育てサロン）

☑　地域行事等の送迎
備考

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

担当者：藤沼

25 地区社協名：鞍月地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

26 地区社協名：浅野川地区社会福祉協議会

□　買物代行

☑　声掛けや安否確認

☑　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

☑　雪かき

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

（コミュニティカフェ・くらつきカフェの手伝い）
備考

13



電話：076-238-3072

FAX：076-238-3072

所在地：金沢市粟崎町1-3　粟崎文化センター内 更新日：令和元年11月26日

☑　地域サロンの手伝い

☑　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

電話：076-223-8040

FAX：076-231-5146

所在地：金沢市戸板1-2　戸板会館内 更新日：令和元年11月26日

□　地域サロンの手伝い

□　児童クラブの手伝い

□　こども食堂の手伝い

□　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　デイサービスの手伝い

□　その他

□　募金活動

28 地区社協名：戸板地区社会福祉協議会

主な活動内容

□　ゴミ出し

□　買物代行

□　声掛けや安否確認

□　話し相手

□　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

担当者：富松

（　　　　　　　　　　　　　　）

27 地区社協名：粟崎地区社会福祉協議会

主な活動内容

☑　ゴミ出し

☑　買物代行

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：林

☑　話し相手

☑　買い物付き添い

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　地域行事の手伝い

☑　草むしり、庭木剪定

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

☑　学習支援

備考

14



電話：076-268-5611

FAX：076-268-3533

所在地：金沢市畝田西1-201  大徳公民館内 更新日：令和元年11月26日

担当者：高山

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 ☑　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-267-2774

FAX：076-267-7358

所在地：金沢市金石通町3-14　金石町公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

☑　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

地区社協名：大徳地区社会福祉協議会29

30 地区社協名：金石地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：森川

15



電話：076-249-3474

FAX：076-240-4254

所在地：金沢市北塚町西98　二塚公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し ☑　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

☑　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

☑　募金活動

電話：076-238-5845

FAX：076-238-5846

所在地：金沢市大浦町ヌ93-1番地　大浦公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

31 地区社協名：二塚地区社会福祉協議会

32 地区社協名：川北地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：前口

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：辻
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電話：076-247-2263

FAX：076-247-2240

所在地：金沢市三小牛町20-1-10　内川公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-229-0949

FAX：076-229-0944

所在地：金沢市末町6-67-1　犀川公民館内 更新日：令和元年11月26日

担当者：出戸

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い ☑　その他

□　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

33 地区社協名：内川地区社会福祉協議会

34 地区社協名：犀川地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）

担当者：神尾

備考

（　子育てサロンの手伝い　　　）
備考
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電話：076-249-0772

FAX：076-249-0772

所在地：金沢市福増町北1067番地　安原公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-235-1852

FAX：076-235-1852

所在地：金沢市芝原町イ59　湯涌公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

☑　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

担当者：前田

担当者：田中

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

35 地区社協名：安原地区社会福祉協議会

36 地区社協名：湯涌地区社会福祉協議会
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電話：076-247-0856

FAX：076-247-9030

所在地：金沢市八日市2-464　押野公民館内 更新日：令和元年11月26日

担当者：米田

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-222-4422

FAX：076-222-4422

所在地：金沢市田上の里2-3　田上公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

37 地区社協名：押野地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・ボランティアの受入は押野地区在住の方に限りま
す。
・ボランティアを希望される方は事前にご連絡くださ
い。

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・ボランティアを希望される方は事前にご連絡くださ
い。

担当者：中村

38 地区社協名：浅川地区社会福祉協議会

19



電話：076-243-3341

FAX：076-243-3341

所在地：金沢市窪5-675　伏見台公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し ☑　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 ☑　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

☑　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-258-1309

FAX：076-258-1309

所在地：金沢市柳橋町丁２６－２　蓑輪勇紀雄様方 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 ☑　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い ☑　その他

☑　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

備考

・こども食堂の手伝い（千坂ふれあい食堂）は毎月第
４土曜日９：３０～１３：００まで行っています。エ
プロンをご持参ください。
・北鳴子育てサロン「たんちくらぶ」
　毎月第２・第４水曜日（８月休み、４・７・１２・
３月は１回）
　午前１０時～１２時
　場所　金沢市立北鳴中学校　地域コミュニティー
ルーム
　（千坂地区社協と小坂地区社協の共催事業）

39 地区社協名：伏見台地区社会福祉協議会

40 地区社協名：千坂地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・動きやすい服装でお越しください。
・駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用くださ
い。
・希望者は最初に公民館の担当者杉村さんへご連絡い
ただき、日時を調整していただいてからお越しくださ
い。
その際に身分を証明できるものをご持参していただい
て話し合いの後、最終的に承諾をいただき、ボラン
ティアを開始していただきます。

担当者：杉村

（　　子育てサロンの手伝い　　）

担当者：蓑輪
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電話：076-262-6716

FAX：076-262-3185

所在地：金沢市西念2-34-9　西公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

□　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-240-3878

FAX：076-240-3878

所在地：金沢市八日市出町815　西南部児童館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し ☑　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

□　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

担当者：酒井

41 地区社協名：西地区社会福祉協議会

42 地区社協名：西南部地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・駐車場がないため、公共交通機関をご利用くださ
い。

担当者：石川
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電話：076-240-7530

FAX：076-240-7530

所在地：金沢市上荒屋4-82　三和文化会館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

☑　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

☑　学習支援

□　地域行事の手伝い

☑　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

電話：076-241-8924

FAX：076-247-1909

所在地：金沢市米泉町8-126　米泉公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 □　地域サロンの手伝い

☑　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

☑　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

□　買い物付き添い □　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

☑　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

☑　側溝の泥上げ

□　学習支援

□　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

担当者：中林

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・ボランティアの受入は平日の１０時～１６時までと
させていただきます。

担当者：西尾

43 地区社協名：三和地区社会福祉協議会

44 地区社協名：米泉地区社会福祉協議会

（　　　　　　　　　　　　　　）
備考

・ボランティアの受入は三和地区在住の方に限りま
す。
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電話：076-296-0606
FAX：076-296-8588

所在地：金沢市馬替1-29-1　扇台公民館内 更新日：令和元年11月26日

主な活動内容 ☑　地域サロンの手伝い

□　ゴミ出し □　児童クラブの手伝い

□　買物代行 □　こども食堂の手伝い

□　声掛けや安否確認 □　ゴミ当番（要支援者の代行）

□　話し相手 □　デイサービスの手伝い

☑　買い物付き添い ☑　その他

□　病院等公共機関への付き添い

□　地域行事等の送迎

□　蛍光灯取り換え

☑　草むしり、庭木剪定

☑　雪かき

□　側溝の泥上げ

□　学習支援

☑　地域行事の手伝い

□　地域行事等への一時的な空き家や敷地の提供

□　募金活動

担当者：柳

（　　子育てサロンの手伝い　　）
備考

45 地区社協名：扇台地区社会福祉協議会
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地域福祉活動ボランティアポイント事業の流れ 

 

① ボランティア活動を希望する方は、金沢市社会福祉協議会、地域長寿課、福祉健康セ

ンター（泉野・元町・駅西）、地区社協の窓口でポイント手帳と受入地区一覧表の交付

を受けます。 

② ポイント手帳受領後、手帳に付属の「地域福祉活動ボランティア登録申請書（ハガキ）」

を記入し、切り取ってポストへ投函または窓口へ提出します。 

  ＜地域福祉活動ボランティア登録申請書（ハガキ）の内容＞ 

  ・住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス 

  ・ボランティア研修の受講希望の有無 

  ・ボランティア活動先の紹介・仲介希望の有無 

 

③ 「地域福祉活動ボランティア登録申請書（ハガキ）」が金沢市社会福祉協議会に届きま

す。 

  

④金沢市社会福祉協議会は、申請者あてにボランティア登録証を送付します。 

○ボランティア研修の受講を希望した方に対しては、ボランティア登録証といっしょに

研修の案内を送付します。 

 

⑤ボランティア研修を受講します。（希望した方のみ） 

 

⑥ボランティア活動先を選びます。 

○ボランティア活動先の紹介・仲介を希望されない方は、ボランティア受入地区一覧

表の中から、地区を選んで直接連絡します。 

○ボランティア活動先の紹介・仲介を希望する方は、金沢市社会福祉協議会に相談す

ることも可能です。 

＜留意事項＞ 

   ・複数の地区でボランティア活動することも可能です。 

 

 ⑦ボランティア活動を開始します。 

〇打ち合わせした日時にボランティア活動する地区へ行きます。 

○活動先に着いたら、地区社協職員にボランティア登録証を提示し、本人であることを

確認してもらいます。 

 

⑧地区社協職員にポイント手帳を渡し、説明に基づいてボランティア活動を行います。 

 



 ⑨ボランティア活動後、地区社協職員からポイント手帳にスタンプの押印を受けます。 

 ※地区社協職員が立ち会わない活動の場合、自分でポイント手帳に活動日、内容、時間 

を記録し、後日地区社協でまとめて押印を受けることも可能です。 

 

⑩活動が終わったら、地区社協職員と打ち合わせし、次回以降の日程を調整します。 

 

⑪200ポイント貯まるごとに金沢市社会福祉協議会、地域長寿課、福祉健康センター（泉

野・元町・駅西）の窓口で「金沢元気わくわくクーポン」発行申請書を提出し、クーポ

ンを受け取ります。 

＜留意事項＞ 

・地区社協では、クーポンの交付はしておりません。 

・ポイント手帳は、交付から１年経過または600ポイント達成時に更新します。 


