
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

室  蘭  市 

 

 



 

は じ め に 

高齢者が、住み慣れた地域において、安全で安心な生活を送れるようにするため

に、地域の人々と事業者・室蘭市地域包括支援センターおよび行政などの関係機関

によって組織された行動体である「室蘭市高齢者たすけ隊・見守り隊」を平成１９年１

２月に創設してから、９年が経過しました。 

この間、室蘭市地域包括支援センターを核とした、「室蘭市高齢者たすけ隊・見守

り隊」への相談件数、参画事業者数は増加し、相談がきっかけとなって問題解決につ

ながる事例も増えていることから、関係者に大きく浸透してきたものと思われます。 

一方で、本市の高齢化率は平成１９年３月末の２７．４％から、平成２８年３月末ま

での９年間で３５．２％に推移しました。今後も高齢化が進む中で、この「室蘭市高齢

者たすけ隊・見守り隊」の役割は、ますます重要になってくると予想されます。 

この活動で蓄積された事例をまとめ平成２３年に「事例集」を発行してから５年が経

過し、また新たな事例が蓄積されていることから、改めてこの９年間の活動を振り返り、

代表的な事例を選び新たに「事例集」を作成しました。これにより、日頃活動に携わっ

ている関係機関の方々には、今後の活動の参考資料としていただき、また地域住民

の皆様には、「室蘭市高齢者たすけ隊・見守り隊」をより詳しく知っていただき、一緒

にこの活動にご参加いただけるよう、ご活用いただければと存じます。 

 最後に、日頃「室蘭市高齢者たすけ隊・見守り隊」の活動にご協力をいただいてい

る室蘭市地域包括支援センター、民生委員・児童委員、福祉委員、参画事業者およ

び町内会・地域住民の皆様方に深く感謝申し上げますとともに、今後とも引き続きご

協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

平成２９年３月                             室 蘭 市 
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（１）  高齢化と「高齢者たすけ隊・見守り隊」の創設 

高齢化が進行する中、高齢者の介護・健康・福祉サービス等の相談に応じるため

平成１８年度から市内４か所に地域包括支援センター（※１）を設置しています。この

地域包括支援センターを核とし、地域の方々や事業者と連携しながら高齢者を見守り、

支援していくことを目的として、室蘭市は平成１９年１２月に「室蘭市高齢者たすけ隊・

見守り隊」を創設しました。 

本市における高齢化率は、図１に示したとおり増加傾向にあり、平成２８年３月末

は３５．２％で３人に１人以上が６５歳以上の高齢者となっています。図２に示した高

齢者の世帯割合では、一人暮らしや夫婦のみの世帯が大きな割合を占めています。

一人暮らしの高齢者の孤立死も発生しており、高齢化の進行に伴い地域での見守り

が一層必要とされています。 

 

図１ 室蘭市の高齢化率の推移           図２ 室蘭市の高齢者の世帯割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年３月３１日現在の住民基本台帳データに基づく      （注）平成２８年度高齢者実態調査結果に基づく 

 

（※１）地域包括支援センター 

高齢者の総合相談窓口として、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師などの専門職員

で構成され、健康や介護、生活等の相談に応じています。（室蘭市が社会福祉法人等に委

託しています。）                         （お問い合わせ １２ページ参照） 
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（２） 活動内容 

■隊の構成と活動の流れ 

地域の高齢者の異変を察知した「高齢者見守り隊」からの連絡を受け、地域包括

支援センターが対応の判断をします。そして支援が必要と判断された高齢者につい

て、「高齢者たすけ隊」が日常的な支援を実施していきます。 

 

■具体的には・・・ 

 

 

民生委員（※２）、福祉委員（※３）を介した「たすけあいチーム」（※４）や関係 

機関で構成し、支援の必要な高齢者について、声かけなどの安否確認や 

室蘭市、関係機関と連携して介護サービスを導入するなどの支援を実施します。 

（※２）民生委員 

福祉相談に対する助言、援助をする地域の相談員として、民生委員法に基づき厚生 

労働大臣から委嘱を受けた無償の地方公務員で、室蘭市の定員は２５６人です。 

（※３）福祉委員 

要援護者の見守りや地域の福祉活動の担い手として、室蘭市社会福祉協議会が 

委嘱し市内１２の地区福祉協議会に所属するボランティアで、現在７３９人います。 

（※４）たすけあいチーム 

支援の必要な高齢者ごとに、民生委員、福祉委員および近隣住民等の協力者で 

チームを作り、安否確認や困りごとの相談など一人一人に合わせた支援をします。 

（お問い合わせ 室蘭市社会福祉協議会 ☎８３－５０３１） 

 

 

 

 

民生委員、福祉委員、町内会、近隣住民などの地域の方々と、参画事業者 

（※５）で構成され、日常のなかで地域の高齢者の異変を察知した場合に速や 

かに地域包括支援センターに連絡をします。 

  （※５）参画事業者 

新聞販売、牛乳・乳酸飲料配達、電力会社、運輸業、商店、コンビニエンスストアなど 

日頃の業務で地域の高齢者と接する機会のある事業者が、室蘭市の「高齢者見守り 

隊参画事業者名簿」に登録し、業務に付随して高齢者の見守りを行います。 

 

（お問い合わせ 室蘭市高齢福祉課福祉総務係 ☎２５－２８７２） 

高齢者たすけ隊 

高齢者見守り隊 

 支援実行部隊 

 通報部隊 
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   （３） フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じて室蘭市と相談。 

※夜間・休日の場合は、各センターと連携する病院

や施設につながります。センターへの緊急連絡の

旨伝えてください。センターが緊急性と対応の判断

をします。ただし明らかに緊急事態と思える場合

は、警察（110 番）・消防（119 番）へ通報を。 

 

地域包括支援センター （以下、「センター」という） へ電話 見
守
り
隊 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

た
す
け
隊 

平成２６年１０月３１日作成 

「たすけあいチーム」や

関係機関での見守り 

専門の職員が連携して状況を把握 その場の対応

のアドバイス 

地域による 

見守り・声掛

け等が必要

と判断 

福祉制度による

措置や介護サー

ビス等の支援が

必要と判断 

緊急性が低く 

即時対応が 

不要と判断 

室蘭市・関係機関との 

連携による支援 

民生委員へ 

協力を要請 

高齢者等の異変を察知 
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（４） 異変に気付くためのポイント 

■高齢者見守りチェックリスト 

□新聞や郵便物が溜まっている。 

配達されたヤクルトや牛乳が放置 

されている。 

□いつもゴミ収集日に見かけるが、 

最近見かけなくなった。 

□昼間でも電気がついたままに 

なっている。 

□いつも参加していた集まりに 

参加しなくなった。 

□いつもカーテンが閉まったままに 

なっている。 

□話がかみ合わなくなり、何度も 

同じ話をするようになった。 

□洗濯物が干したままになっている。 □物を盗られた、通帳をなくしたなどと 

訴えるようになった。 

□急に痩せた、顔色が悪い。 □服や髪が乱れている。 

季節に合わない服を着ている。 

□尿臭、異臭がする。 □いつもお店に来るお客さんが 

来なくなった。 

□あざや傷ができている。 

悲鳴や怒鳴り声が聞こえる。 

□大量に同じ物を購入する。 

毎日同じ物を買っている。 

□玄関が開いているのに返事がない。 □支払いの際に、財布がないと言った

り、簡単な計算ができない。 

□挨拶をしなくなり、表情が乏しくなった。 □冬場に玄関前の除雪がされていない。

雪に足跡がついていない。 

□見知らぬ人がよく家を訪ねている。 □暴言を吐くなど、以前と性格が 

変わった。 

□電気や水道が止められている。 □家に閉じこもって外に出なくなった。 

チェックがついたら、地域包括支援センターへご連絡ください。 

（担当区域、電話番号は１２ページ参照） 

※ 緊急の場合はすぐに警察（110）・消防（119）へ通報を 

呼びかけに応答しない等、生命の危険がある場合など 
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 表１のとおり、見守り隊から地域包括支援センターへの相談件数は増加傾向にあり

ます。図１には相談内容の内訳を、図２には相談経路の内訳を掲載しています。相談

内容は介護に関するものが多く、相談経路は民生委員、福祉委員が多くの割合を占

めています。 この中から、代表的な事例を選び次ページからの事例集に掲載しまし

た。 

 

 

表１ 相談実績 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

件数 14 67 124 179 207 356 309 406 387 2,157 

 

 

図１ 相談内容内訳                      図２ 相談経路内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）その他には金銭的な不安や精神面の        （※２）その他には地域住民や一般事業者、 

相談等が含まれます。                     知人等が含まれます。 

(備考)相談内容が複数の相談種別にまたがる       （※３）サービス事業所にはケアマネジャー 

場合があるため、相談内容内訳の件数には         も含まれます。 

重複があります。 

(※1) 

(※2) 

(※3) 
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  【事例１】 配達したヤクルトが溜まっている 

 

 １．見守り隊：ヤクルト配達員 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：対象者宅に配達したヤクルトが溜まっていることを発見しまし

た。 

４．結  果：地域包括支援センター職員と民生委員で対象者宅を訪問すると

鍵が開いており、室内で倒れている対象者を発見。救急搬送と

なりました。 

 

（参考）訪問サービス 

室蘭市社会福祉協議会が実施する事業で、閉じこもりがちや虚弱なひとり 

暮らしの高齢者などに無料で毎日乳酸菌飲料を届け、安否を確認するサービ 

スがあります。 

（お問い合わせ 室蘭市社会福祉協議会 ☎８３－５０３１） 

 

 

  【事例２】 自宅までの帰路を忘れてしまう 

 

 １．見守り隊：民生委員 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：外出先から自宅までの帰り道がわからなくなったり、約束を忘

れたり、いつも同じ服を着ていたりするので、認知症ではない

かと心配です。 

４．結  果：地域包括支援センター職員が対象者とそのご家族と話し合い、認知

機能の低下が明らかで支援が必要であることから、介護保険サー

ビスの申請を行いました。 
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  【事例３】 一人暮らしで日常生活が大変そう 

 

 １．見守り隊：民生委員 

２．対 象 者：８０代女性 

３．内  容：一人暮らしで、足腰が悪くなり家事が大変な様子。ヘルパーな

ど介護保険サービスを利用できますか？ 

４．結  果：地域包括支援センター職員が訪問し本人と話し合い、介護保険サー

ビスの申請を行いました。 

 

  【事例４】 心臓病があり緊急時が心配な人がいる 

 

 １．見守り隊：民生委員 

２．対 象 者：７０代女性 

３．内  容：まだ介護保険サービスの必要はない人なのですが、一人暮らし

で、心臓病があるので緊急時が不安です。 

４．結  果：緊急通報システム（※１）の設置を申請しました。 

 

（※１） 室蘭市の緊急通報システム事業 

６５歳以上の高齢者世帯で、脳・心疾患のある人等、緊急時の通報が困難な 

人に緊急通報装置等を有料で貸し出します。申請は、民生委員経由で受付け 

ます。 

（お問い合わせ 室蘭市高齢福祉課介護認定係 ☎２５－２８６１） 

 

 

  【事例５】 高齢者の家族が介護に疲れている様子 

 

 １．見守り隊：民生委員 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：対象者を介護している奥さんが、介護疲れを訴えています。 

負担を軽減できないでしょうか。 

４．結  果：地域包括支援センターと対象者の担当ケアマネジャーで話をし、利

用している介護保険サービスを調整して、家での奥さんの介護を軽

減することになりました。 
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  【事例６】 一人暮らしで閉じこもりがちな人がいる 

 

 １．見守り隊：民生委員 

２．対 象 者：７０代女性 

３．内  容：坂の上の家に一人で住んでいて、閉じこもりがちになっている

高齢者がいて心配です。 

４．結  果：お元気くらぶ（※２）を勧め、参加することになりました。 

 

（※２）お元気くらぶ 

基本チェックリストの結果、心身の機能低下が心配される人を対象に「お 

元気くらぶ」を開催しています。（有料） 

（参考）高齢者向け健康講座 えみなメイト 

６５歳以上の人を対象に、いつまでも健やかに生活していけるよう市内各 

所で軽い運動と健康講座を開催しています。（無料）開催日は「広報むろ 

らん」で毎月お知らせしています。 

 

（お問い合わせ 室蘭市高齢福祉課介護認定係 ☎２５－２８６１） 

 

 

 

 

  【事例７】 電話の応答がいつもと違う 

 

 １．見守り隊：牛乳販売員 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：業務の関係でお客さんに電話をかけたところ、普通に会話がで

きず、うなり声がして電話が切れました。かけなおしても話し

中で繋がりません。 

４．結  果：市職員が対象者宅を訪問したところ、本人が出てきて、電話中

に胸が苦しくなり倒れてしまったがもう大丈夫だと話をされ

ました。駆け付けたご家族の方も一緒に、対象者の無事を確認

しました。 
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  【事例８】 家が台風被害に遭い、住むところに困っている様子 

 

 １．見守り隊：町内会長 

２．対 象 者：７０代女性 

３．内  容：台風で自宅の屋根が飛ばされて住めなくなり、物置で寝泊まり

している高齢者がいます。 

４．結  果：市職員と地域包括支援センター職員が訪問したところ、対象者

は認知症であることがわかりました。家の被害がひどい状況で

あることからも、対象者に施設入所をすすめ、家の処分や施設

入所の支援を行いました。また、対象者には金銭管理のできる

ご家族などがなく、成年後見制度（※３）につなげることとな

りました。 

 

 （※３）成年後見制度 

認知症や障害により判断能力が不十分な人が、不利益を被らないように、

家庭裁判所が決めた「成年後見人」が、本人の意思を尊重しながら、本人

に代わって財産を管理したり入院や施設入所などの必要な契約を結ぶこ

とで本人を保護する制度で、民法で規定されています。 

（お問い合わせ 成年後見支援センター ☎８３－５０６２） 

 

  【事例９】 隣人宅のインターホン鳴らしても応答がない 

 

 １．見守り隊：近隣住民 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：５日程前から、隣人宅のインターホンを鳴らしても応答があり

ません。少し前にも体調不良で救急車で搬送されたことのある

方だから心配で…。 

４．結  果：民生委員に確認を依頼した結果、対象者は１０日程前から市内

の病院に入院中であることがわかり、無事を確認できました。 

 

お一人暮らしの高齢の方などは、長期間家をあけるときは、ご近所の方が 

心配しないように、ご近所や担当の民生委員などに声をかけるようにしま 

しょう。 
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  【事例１０】 道でうずくまったまま動かない 

 

 １．見守り隊：理容室 

２．対 象 者：６０代男性 

３．内  容：理容室の向かいの路上に、何時間もじっと動かず座っている高

齢者がいて心配です。 

４．結  果：地域包括支援センター職員と市職員が駆け付けると、対象者  

は大丈夫だと答えましたが、様子が急変し反応がなくなったた

め、すぐに救急車を要請し、救急搬送となりました。危険な状

態だったものの一命を取り留め、その後は病院と地域包括支援

センターと市が連携し支援をしていくこととなりました。 

 

  【事例１１】 新聞配達のお客さんの様子がおかしい 

 

 １．見守り隊：新聞配達員 

２．対 象 者：８０代男性 

３．内  容：数日間電気がつきっぱなしであることが気になり、夕刊の配達

時に声をかけたところ、返事はあったものの呂律が回っていな

い感じがしました。ドアは開けてもらえません。 

４．結  果：市職員が訪問しドア越しに声をかけると、返事はあったが出て

来られない様子。ベランダの窓が開いていたためそこから家に

入ったところ、トイレで倒れて動けなくなっている対象者を発

見し、救急搬送となりました。その後身体は回復しましたが、

認知症であることがわかり、病院と地域包括支援センターと市

が連携し支援をしていくこととなりました。 

 

（参考）室蘭市緊急情報記録票配布事業 

６５歳以上の一人暮らし等の高齢者を対象に、希望する方に「緊急情報 

記 録票」を配布しています。この「緊急情報記録票」には、自分の情 

報（氏名・緊急連絡先・かかりつけの病院・持病など）を記録していた 

だき、専用のファイルとマグネットで冷蔵庫等に貼っていただきます。 

これにより、緊急時（救急搬送時等）のスムーズな対応ができます。 

 

（お問い合わせ 室蘭市高齢福祉課福祉総務係 ☎２５－２８７２ 
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  【事例１２】 店のお客さんが何度も同じ物を買うので心配 

 

 １．見守り隊：薬局 

２．対 象 者：８０代女性 

３．内  容：常連のお客さんで、一人暮らしの高齢の方なのですが、最近 

様子がおかしいので心配です。 

       買ったばかりの商品をまた買うことが続いています。また、 

注文の商品を届けに訪問すると、玄関に賞味期限切れの食品が

放置されていて、配達スタッフが片付けを手伝ってきました。 

４．結  果：認知症が疑われるため、地域包括支援センター職員と担当の民

生委員、近隣の方の協力で、さりげなく対象者を訪問したり様

子を見守っていくこととしました。その後、介護保険サービス

を導入しながら地域の見守りを続けています。 

 

（参考）室蘭市が行っている認知症対策事業 

認知症サポーター養成講座 

   認知症の理解を深め、認知症の方への接し方等を学ぶ講座です。修了者 

には、認知症サポーターであることを示す「オレンジリング」が配布され 

ます。この講座を受講した従業員がいる事業所には、下記イラストのステ 

ッカーを交付し、貼付していただいています。 

  オレンジネット（室蘭市認知症高齢者見守り事業） 

   認知症サポーターのうち、希望する方を「オレンジメイト」として登録 

し、認知症の方のご家族や本人の同意の下でオレンジメイトが日常の見守 

り活動を行います。 

  

（お問い合わせ 室蘭市高齢福祉課介護認定係 ☎２５－２８６１） 
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（１） 通報・相談先 

高齢者の異変に気付いたら、各地域包括支援センターにご相談ください。 

 

☎ ５９－３１００ 

住所 室蘭市白鳥台４－８－１ （介護老人福祉施設白鳥ハイツ併設） 

 

（担当区域） 絵鞆町・祝津町・港南町・増市町・小橋内町・築地町・本輪西町 

幌萌町・神代町・香川町・陣屋町・白鳥台・崎守町・石川町 

 

☎ ２４－２１１２ 

住所 室蘭市新富町１－５－１３ （介護老人保健施設母恋内） 

 

（担当区域） 緑町・西小路町・沢町・幕西町・海岸町・中央町・常盤町 

清水町・幸町・本町・栄町・舟見町・山手町・入江町 

茶津町・新富町・母恋北町・母恋南町・御前水町・御崎町 

大沢町・輪西町・みゆき町 

 

☎ ４６－２１２１ 

住所 室蘭市寿町１－５－２５ （大川原脳神経外科病院近く） 

 

（担当区域） 東町・寿町・日の出町・高砂町・水元町・天神町 

 

 

☎ ４１－３０７６ 

住所 室蘭市知利別町１－４５ （介護老人保健施設憩内） 

 

（担当区域） 中島町・中島本町・高平町・八丁平・知利別町・宮の森町 

港北町・柏木町 

 
地域包括支援センター 白鳥ハイツ 

 
地域包括支援センター 母恋 

 
地域包括支援センター ことぶき 

 
地域包括支援センター 憩（いこい） 
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事業者名 所在地 業種 事業者名 所在地 業種

オカノ絵鞆店 絵鞆町 生鮮食料 安龍寺 母恋北町 寺院

ゆらら 絵鞆町 銭湯 勝光寺 母恋北町 寺院

男女カットサロン　シオカワ 絵鞆町 理容 母恋駅前郵便局 母恋北町 公共サービス

沢田商店 祝津町 生鮮食料 小島整骨院 母恋北町 整骨院

後藤理容所 祝津町 理容 ユゲ薬品 母恋南町 医薬品

理容院タケシマ 祝津町 理容 遠藤米穀店 母恋南町 米・雑貨

理容室なかむら 祝津町 理容 松の湯 母恋南町 銭湯

安原理美容院 祝津町 理容 寺本時計店 母恋南町 時計

室蘭祝津郵便局 祝津町 公共サービス まつや呉服店 母恋南町 洋品

セイコーマートみやけ 港南町 コンビニ 理容たけうち 母恋南町 理容

セブンイレブン室蘭港南町店 港南町 コンビニ 高橋管工舎 母恋南町 管工事業

佐藤設備工業 築地町 管工事業 室蘭母恋郵便局 母恋南町 公共サービス

田原整骨院 築地町 整骨院 護国寺 御前水町 寺院

室蘭築地郵便局 築地町 公共サービス 願隆寺 御前水町 寺院

スーパーフクシ 小橋内町 生鮮食料 浄誓寺 御前水町 寺院

ナラサキ石油 小橋内町 灯油配送業 室蘭御前水郵便局 御前水町 公共サービス

おしゃれサロン　もりぐち 小橋内町 理容 善行寺 大沢町 寺院

BarBer　ヤマウチ 小橋内町 理容 立雲寺 大沢町 寺院

しらかわ米穀店 緑町 米酒 蓮華寺 大沢町 寺院

おおとり電化センター 沢町 家庭電化製品 まるや燃料店 輪西町 灯油配送業

岩崎商店 沢町 生鮮食料 ＮＰＯ法人　ひだまりの森 輪西町 配食サービス

大正寺 沢町 寺院 真柳青果店 輪西町 青果店

満冏寺 沢町 寺院 栄輪湯 輪西町 銭湯

證誠寺 沢町 寺院 谷澤商店 輪西町 米穀

室蘭産業 海岸町 灯油配送業 アベ理容室 輪西町 理容

ナラサキ産業 海岸町 灯油配送業 ヘアーサロン　イトウ 輪西町 理容

室蘭海陸通運 海岸町 灯油配送業 光昭寺 輪西町 寺院

みゆきクリーニング 海岸町 クリーニング 室蘭輪西南郵便局 輪西町 公共サービス

増岡米店 海岸町 米穀 輪西郵便局 輪西町 公共サービス

津田商店 海岸町 米酒雑貨 もり整骨院 輪西町 整骨院

カットサロンかきざき 海岸町 理容 セブンイレブン室蘭輪西店 輪西町 コンビニ

ヘアーサロンはやかわ 海岸町 理容 ローソン室蘭輪西町二丁目店 輪西町 コンビニ

室蘭海岸郵便局 海岸町 公共サービス 公益社団法人室蘭市シルバー人材センター みゆき町 人材登録派遣

石岡商店 中央町 青菓店 廣徳寺 みゆき町 寺院

菊池寝具店 中央町 寝具 西乗寺 みゆき町 寺院

ハラ　理容室 中央町 理容 北海道エナジティック 東町 灯油配送業

理容　美容わだ 中央町 理容 河辺石油 東町 灯油配送業

山本理容所 中央町 理容 室蘭トラック事業協同組合 東町 灯油配送業

SHIBATA HAIRSALON 中央町 理容 佐川急便室蘭店 東町 宅配

共成土木 中央町 管工事業 道南バス 東町 運輸

おおさか整骨院 中央町 整骨院 東室蘭郵便局 東町 公共サービス

中央町整骨院 中央町 整骨院 読売センター室蘭東町 東町 新聞販売

セブンイレブン室蘭中央町店 中央町 コンビニ 吉の湯 東町 銭湯

室蘭郵便局 中央町 公共サービス 湯らん銭 東町 銭湯

妙伝寺 常盤町 寺院 メンズヘアー　サトシ 東町 理容

安楽寺 常盤町 寺院 CUT STUDIO HOPE 東町 理容

本教寺 常盤町 寺院 ヤング理容室東町店 東町 理容

佐藤商店 清水町 米酒雑貨 よりた理容室 東町 理容

憩食堂 幸町 食堂・弁当 協業組合　ユニオン建設 東町 管工事業

室蘭幸町郵便局 幸町 公共サービス 三栄設備 東町 管工事業

フジキ理容室 本町 理容 秋吉設備 東町 管工事業

沢田鮮魚店 栄町 鮮魚 道南清掃 東町 清掃事業

松の湯 栄町 銭湯 大龍寺 東町 寺院

沢口燃料室蘭支店 栄町 燃料 サンクス室蘭東町店 東町 コンビニ

室蘭栄町郵便局 栄町 公共サービス 室蘭東町郵便局 東町 公共サービス

ワタナベ理容室 栄町 理容 伊達信用金庫東町支店 東町 金融機関

セブンイレブン室蘭入江店 入江町 コンビニ 洲崎整骨院 東町 整骨院

カレーハウスふじはる　 新富町 配食サービス 竹浪整骨院 東町 整骨院

理容オオサカ 母恋北町 理容 セブンイレブン室蘭東町５丁目店 東町 コンビニ

小川工業 母恋北町 管工事業 明治安田生命札幌支社室蘭営業所 東町 保険業

経王寺 母恋北町 寺院 男と女の美容室　髪工房馬場 寿町 理容

（２） 見守り隊参画事業者一覧 （町順） 

平成２９年３月１日現在 ２４０事業者 
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事業者名 所在地 業種 事業者名 所在地 業種

タナカ 寿町 理容・美容卸 セブンイレブン室蘭緑ヶ丘店 高砂町 コンビニ

木下建設 寿町 管工事業 水元湯 水元町 銭湯

道南公益清掃事業協同組合 寿町 清掃事業 カットハウス　ひろた 水元町 理容

セブンイレブン室蘭寿町三丁目店 寿町 コンビニ セブンイレブン室蘭工大前店 水元町 コンビニ

ローソン室蘭寿町三丁目店 寿町 コンビニ 清瀧寺 天神町 寺院

三田商店 寿町 灯油配送業 道南クリーンセンター 高平町 清掃事業

室蘭菱雄 寿町 灯油配送業 真井商店 本輪西町 酒・食料品

石油共販 寿町 灯油配送業 ストアホーユー 本輪西町 食品

北海道電力室蘭支店 寿町 公共サービス 三戸商店 本輪西町 食品

室蘭市水道部（検針員） 寿町 公共サービス サンショップ 本輪西町 食品

古沢整骨院 日の出町 整骨院 寺尾書店 本輪西町 書籍・雑誌

ハシモト(ミルクコミュニケーション) 日の出町 牛乳販売 黄金湯 本輪西町 銭湯

ヘアーサロン　アーバン 日の出町 理容 ヤクルト本輪西センター 本輪西町 乳酸飲料販売

創栄設備工業 日の出町 管工事業 栃木ふとん店 本輪西町 ふとん・洋品

三協清掃 日の出町 清掃事業 原田商店 本輪西町 米穀

室蘭清掃 日の出町 清掃事業 武藤薬品 本輪西町 薬品

三川 日の出町 清掃事業 ポチヤ薬局 本輪西町 薬品

セブンイレブン室蘭日の出町店 日の出町 コンビニ 城屋（しろや） 本輪西町 洋品

村木仕出し店 日の出町 仕出し業 きたばやし 本輪西町 洋品

サロンド　アズ 中島町 理容 ヘアサロン　クドウ 本輪西町 理容

ヘアーサロン　さとう 中島町 理容 ヘアサロン　ヤブシタ 本輪西町 理容

ファミリーサロン　しんや 中島町 理容 皓聖寺 本輪西町 寺院

髪切屋 中島町 理容 西興寺 本輪西町 寺院

理容マサモト 中島町 理容 大安寺 本輪西町 寺院

サンクス室蘭中島店 中島町 コンビニ 本光寺 本輪西町 寺院

伊達信用金庫室蘭支店 中島町 金融機関 即證寺 本輪西町 寺院

セブンイレブン室蘭中島町２丁目東店 中島町 コンビニ 本輪西郵便局 本輪西町 公共サービス

ローソン室蘭中島町一丁目店 中島町 コンビニ 北海道セントラルガス 港北町 灯油配送業

ローソン室蘭中島町二丁目店 中島町 コンビニ ヘアーサロン　あおば 港北町 理容

株式会社エンパイアー 中島町 クリーニング店 理容かなざわ 港北町 理容

読売新聞・朝日新聞中島町 中島町 新聞販売 室蘭クリーンサービス 港北町 清掃事業

室蘭中島南郵便局 中島町 公共サービス 光伝寺 港北町 寺院

室蘭中島郵便局 中島町 公共サービス 井上整骨院 港北町 整骨院

法詠寺 中島本町 寺院 セブンイレブン室蘭本輪西店 港北町 コンビニ

同潤社 知利別町 灯油配送業 正源商店 白鳥台 酒・米穀

理容のかわせ 知利別町 理容 白鳥の湯 白鳥台 銭湯

高橋衛生工業 知利別町 管工事業 理容イシクラ 白鳥台 理容

大友設備 知利別町 管工事業 ヤング理容室ハック店 白鳥台 理容

大光寺 知利別町 寺院 ヘアーサロンはしもと 白鳥台 理容

大善寺 知利別町 寺院 室蘭白鳥台郵便局 白鳥台 公共サービス

浄光寺 知利別町 寺院 白鳥台整骨院 白鳥台 整骨院

セブンイレブン室蘭知利別町店 知利別町 コンビニ セブンイレブン室蘭白鳥台店 白鳥台 コンビニ

ローソン室蘭知利別町三丁目店 知利別町 コンビニ サンクス室蘭白鳥台５丁目店 白鳥台 コンビニ

室蘭知利別郵便局 知利別町 公共サービス 元室蘭仙海寺 崎守町 寺院

ハートフルパーク 宮の森町 配食サービス 中央町

楽々温泉 宮の森町 銭湯 寿町

メンズサロン　ミヤカワ 宮の森町 理容 崎守町

丸三建設 宮の森町 管工事業 中央町

和歌山設備設計 宮の森町 管工事業 東町

いがらし整骨院 宮の森町 整骨院 日の出町

セブンイレブン室蘭宮の森店 宮の森町 コンビニ 仲町

ノ-スクリエ-ト 八丁平 管工事業 日の出町

熊谷整骨院 八丁平 整骨院 宮の森町

法眼寺 八丁平 寺院 緑町

ヘアーサロン　イズミ 高砂町 理容 ＪＲ北海道　室蘭ブロック管理 市内全域 運輸

ヘアーサロン　シンドウ 高砂町 理容 室蘭民報　販売所 市内全域 新聞販売

ヘアーサロン　タイラ高砂町店 高砂町 理容 北海道新聞　販売所 市内全域 新聞販売

ハシモト理容室 高砂町 理容 聖教新聞 室蘭販売店 市内全域 新聞販売

サンクス東翔高校前店 高砂町 コンビニ 室蘭ヤクルト販売 市内全域 乳酸飲料

室蘭高砂郵便局 高砂町 公共サービス

室蘭工業大学前郵便局 高砂町 公共サービス

鈴木整骨院 高砂町 整骨院 ヤマト運輸室蘭センター 登別市 宅配

たかさご整骨院 高砂町 整骨院

　協力団体

　室蘭市町内会連合会 　室蘭市民生委員・児童委員協議会

　室蘭市老人クラブ連合会

※参画事業者一覧の店舗とは別に、「株式会社セブン-イレブン・ジャパン」と室蘭市は地域見守り活動に関する包括的な協定を締結しています。

生鮮食料販売

北海石油

室蘭石油

栗林石油

北日本石油

灯油配送業

灯油配送業

灯油配送業

灯油配送業

コープさっぽろ宅配事業本部
　室蘭センター

　室蘭市社会福祉協議会・地区福祉協議会

登別市
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