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じぶんの町を良くするしくみ 〜赤い羽根共同募金
中央区地域包括ケア推進モデルハウス / 新潟市在宅医療・介護連携センターからのお知らせ
地域福祉座談会が開催されました！
まちなか総合相談 10月講座のご案内 / シニア向け いまどき！携帯メール講座を開催しました。
ボランティア・市民活動センター ボランティアきっかけづくり講座 / 夏休み避暑スペース さわさわ 報告
江東地域社協活動センター / しもまち地域社協活動センター
平成２９年度事業計画・予算 平成２８年度事業報告・決算

地域社協活動の紹介

新潟市社協

聞こえてくるのは元気な笑い声。南万代地区では介護
予防・認知症予防対策として体操教室や調理実習などが
開催されています。今回は『新潟まつりに備えて、 新潟
甚句
佐渡おけさ を踊ろう!!』をテーマに新潟市総合
福祉会館を会場に
行われました。講
師の先生から指導
を受けて、思い思
いに体を動かし、
流れるリズムに合わせてみんなで踊りました。体を動かしてスッ
キリしたあとは、おいしいお菓子とお茶でひと休み。参加者同士
の、楽しそうな会話が弾んでいました♪

じぶ ん の 町 を 良くするしくみ
赤い羽根共同募金

今年71回目を迎えた赤い羽根共同募金運動が、10月１日から３か月間、
全国一斉に始まります。ご協力いただいている皆様、誠にありがとう
ございます。
共同募金は地域の高齢者や障がいのある方、子どもたちへの福祉の
活動や、さまざまな地域の課題解決に取り組む民間団体の活動を支える
ための募金です。また、新潟県共同募金会で積み立てられた募金の一部
は、災害時の災害ボランティアセンターの運営に使われるなど、被災地支援にも役立てられます。皆様
の温かい心が「じぶんの町を良くするしくみ」を支えます。ご家庭や街かどなど、さまざまなかたちで
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ス

中央区地域包括ケア推進モデルハウ
した
しま
設
開

しもまちに子どもからお年寄りまで、気軽に集える
居場所地域の茶の間『しもまち笑顔の家』が開設され
ました。人と人をつなぐ。助け合いの気持ちを育む場。
みんなで笑顔を作っていく。そんな居場所。申込みなど
不要です。どなたでもおいでください♪

8/23 開所式の様子

■場

所：附船町1丁目4375−1

■開

催：毎週火・金曜日

（済生会康和園隣の一般家屋）

北部コミセン

■参加費：300円/日
■その他：

ココ（２階建て）
済生会康和園

地域包括支援センターなどによる
健康と暮らしの相談開催（月１程度）

■運

からのお知らせ

新潟市在宅医療市民出前講座

『しもまち笑顔の家』

（10：00〜15：00）

新潟市在宅医療・介護連携センター

営：しもまち笑顔の家（電話：378−2272）

医療と介護の

おきがる座談会

在宅医療ってなに？在宅医療や介護はどうすれば受け
られる？…そんな疑問に、地元の医師や病院医療相談員、
訪問看護師などのプロがお答えします。
「かかりつけ医」を持つことなど、
安心な生活につながるヒントを盛り
込んだお話を地域の集まり（地域の茶
の間・自治会等）でお気軽に学んで
みませんか？

●対 象 地域団体（地域の茶の間、自治会等）
●会 場 申込み団体が用意する会場
●時 間 原則平日の午後１〜５時の概ね45分
●費 用 無料
●申込方法と開催までの流れ
①開催希望のおおむね３か月前までに、専用申
込書を記入のうえ、FAX・郵便等にて申込み
②後日担当から申込み団体へ連絡し打合せ
③当日、指定の会場へ講師・担当者が伺います
【申込・問合せ】
新潟市在宅医療・介護連携センター
〒950−0914 紫竹山3−3−11

（新潟市総合保健医療センター内）

電話 025−240−4135 FAX 025−247−8856

地域福祉座談会が開催されました！
平成29年７月24日（月）に新潟市総合福祉会館において「中央区地域健康福祉
計画・地域福祉活動計画 地域福祉座談会」が開催されました。
座談会では地区社会福祉協議会関係者や民生委員や区役所、地域包括支援セ
ンター職員、支え合いのしくみづくり推進員などが参加し、23の地区社会福祉
協議会に分かれて、平成27年度から29年度までの地域福祉推進のための取り組
みを振りかえるとともに、地域の福祉課題を解決するためには、平成30年度か
ら32年度までの間でどのような取り組みが必要なのかを熱心に話し合いました。

座談会の様子

※地域健康福祉計画
地域福祉計画とは、自助・共助・公助が適切に連携し、地域全体で助け合う取り組みの方向性などを内容とする地域福祉の施策
の推進を目的とした行政の計画です。
中央区では、誰もが住み慣れた地域で、安心して生活を送るためには、健康であることも大切との認識で地域福祉計画を地域
健康福祉計画としています。

※地域福祉活動計画
社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）
を経営する者が相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。

まちなか総合相談
１０月講座のご案内
テーマ：「おくすりのはなし」
日 時：平成29年10月25日(水) 10：00〜11：30
講 師：メッツ古町薬局 職員
会 場：中央区社協 地域福祉ボランティア交流スペース
参加費：無料
定 員：先着30名
お申込：事前に電話でお申し込みください。
問合せ：☎ 025−210−8720（担当：小澤）

じめる
ここからは

シニア向け

いまどき！携帯メール講座を開催しました。

８月23日（水）、高齢者の方向けの携帯メール講座を開催しました。
講師は株式会社ドコモCS新潟支店様より務めていただきました。
今年度はらくらくスマートフォンを使っての講座という
ことで、タップ（画面にトンとタッチすること）やスク
ロール（画面を指で押さえながら上下左右に動かすこと）
など、最初は慣れない操作に戸惑っている様子も見られ
ましたが、講師の懇切丁寧な説明により、携帯の仕組み
やメールの送受信、写真の添付などを楽しみながら演習
ができたようでした。

ボランティアきっかけづくり講座

今回は知っていると役に立つ「車いすの操作」の仕方と、ミュージックベルをみんなでやってみませんか？

●開催日：平成29年10月11・18・25日
（水）、
11月１日（水） 全４回
●会

場：新潟市総合福祉会館、中央区内施設

●定

員：先着20名 ※全４回参加できる方

●参加費：無料

●申込み：中央区万代ボランティア・市民活動センター
（243−4379）

夏休み避暑スペース さわさわ 報告
夏休み期間、中央区社協（コシジ３階）の地域福祉ボランティア交流スペースを小中学生の自主学習の場として開放
しました。期間中は、地域のボランティアを先生に迎え、
『イングリッシュゲーム大会』と『工作おりがみ教室』を行い
ました。楽しい役立つイベントでいつもは静かな空間がたくさんのこどもたちで賑わいました。
古町周辺で働く保護者のお子さんやほとんど毎日来るお子さんもいて、
ボランティア活動や中央区社協を身近に感じていただきました。

地域社協活動センターの紹介
江東地域社協活動センター

しもまち地域社協活動センター

江東地域社協活動センターは、中央区八千代の新潟市総
合福祉会館１階にあります。友愛訪問・ふれあい事業・敬
老祝会助成事業等の受付業務など、福祉活動に対する意識
向上、近隣での助け合いに繋がる活動をしています。
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

しもまち地域社協活動センターは北部総合コミュニティ
センター２階にあります。毎週水曜日の午後１時30分〜４
時まで地域の茶の間を開いています。
どなたでもお立ち寄りください!!

＜お問合せ＞ 江東地域社協活動センター
TEL 243−4379 FAX 248−7180
＜開設日時＞ 火曜日〜金曜日 午後１時〜午後５時

＜お問合せ＞ しもまち地域社協活動センター
TEL 229−7103
＜開設日時＞ 火曜日〜金曜日 午後１時〜午後５時

新潟市社会福祉協議会

平成29年度事業計画・予算

平成29年度事業計画

平成29年度予算

＜重点目標＞

会費収入 1.6％

１．支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり
２．地域のあらゆる生活課題の解決に向けた新たな社会資源
の創造と支援システムの構築・実現
３．住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの推進
４．地域住民に信頼され、安定した法人経営

平成28年度事業報告

事業収入 4.2％
障がい福祉サービス等
事業収入 10.4％
新潟市等からの補助金収入
11.6％

平成28年度事業報告・決算

助成金支出 1.7％
共同募金配分金収入 1.1％
その他収入 3.6％
事務費支出 1.9％
その他支出
1.3％
法人運営
人件費支出
介護保険
介護事業
8.9％
事業収入
収入計 32.4％
支出計 人件費支出
事業費支出
5,206,266
5,206,266 35.7％
21.3％

千円

千円

受託金収入
35.1％

受託事業等
人件費支出
29.2％

平成28年度決算

○生活困窮や認知症など複雑な事情を抱え、手助けを必要
とする人への支援のため、関係機関との連携を図りながら
生活の立て直し支援や権利擁護の取り組みを推進しました。

資金収支報告

○夏休みを利用した学生向けボランティア体験事業「サマー
チャレンジボランティア」やボランティアの基礎講座を全区
展開し、あらゆる世代のボランティア・市民活動に対する意
識啓発に取り組みました。

賃借対照表

○地域包括ケアシステム構築に向け、全区社協で第１層（区
域）の支え合いのしくみづくり会議事務局を担い、支え合い
のしくみづくり推進員を配置し、第2層（日常生活圏域）の
立ち上げ支援や社会資源開発に取り組み、支え合い活動
の促進を図るため「地区社協活動ガイドブック」を作成し
ました。

資産の部
流動資産
固定資産
・基本財産
・その他固定資産

447,057,827
1,580,227,382

資産の部合計

2,908,082,035

事業区分
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

金 額
880,796,826

収 入
4,696,537,841
754,705,675
△ 401,845,320
5,049,398,196

(単位：円)
金 額
529,178,295
526,675,856
1,055,854,151
金 額
18,150,000
1,376,226,836
35,139,242
422,711,806
1,852,227,884
2,908,082,035

負債の部
流動負債
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
支 出
4,696,537,841
754,705,675
△ 401,845,320
5,049,398,196

差

異

0
0
−
0

平成28年度事業報告及び決算の詳細は、新潟市社会福祉協議会ホームページ（http://www.syakyo-niigatacity.or.jp）に掲載しています。

善意のご寄付をありがとうございます！
・新潟山野草友の会

25,000円

新潟市内や中央区内の地域福祉の推進に、大切に活用いたします。

新潟市社協の運営費の一部は、新潟市からの補助金を受けています

