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介護のつどい

一般会員、特別会員、賛助会員のお願い

助成金紹介
H30年度中央区社協事業報告・決算
R 元 年度中央区社協事業計画・予算
ボランティア・市民活動センターからのお知らせ

表紙の紹介 「介護のつどい（写真）」
日の出デイサービス買い物移動支援
広報についてのお知らせ
寄付金謝辞

〜 令和元年度
社会福祉協議会では、区民の皆様
からご支援いただく会費を地域の福祉
活動に活用しています。今年度も、
多くの皆様からのご参加・ご協力を
お願いしています。
平成30年度（中央区）の 実績

会費の協力と会員加入のお願い 〜
一般会費

1世帯

一般会費の
総
額

400円

特別会費

賛助会費

福祉施設・福祉団体 企業5,000円（一口）
団体2,000円
2,000円

13,106,377円

賛助会費の
総
額

1,021,500円

中央区社協

助成事業いろいろ

助成金を上手に活用して、
活動のさらなる発展を
目指してみませんか？

中央区社協では、自治・町内会を通じてご協力いただいております社協会員会費・共同募金配分金を財源
として地域コミュニティにおける地域福祉活動に対し、各種助成を行っています。

※各々、助成の条件、制限がありますので、詳しくは以下の窓口までお問い合わせください。

ふれあい事業

自治・町内会の範囲で、多世代交流の支援を目的とした助成事業です。

助成対象●自治・町内会

事 業 例●お楽しみ交流会、町内会祭り

助成金額●10,000円/回（年２回を限度）

500世帯以上の自治・町内会は15,000円/回
800世帯以上の自治・町内会は15,000円を４回まで

歳末たすけあい事業

地域住民同士の交流を目的とする歳末時期
（11月中旬から1月末まで）の事業を支援します。

助成対象●自治・町内会、地区社会福祉協議会、コミュニティ協議会
事 業 例●歳末ふれあい交流会、福祉講演会
助成金額●事業総額の2/3以内で参集範囲により20,000円〜150,000円

福祉協力員事業

自治・町内会内に福祉協力員を配置し、
見守り活動等の福祉活動の促進を図る
ことを目的とした事業に対する助成です。

助成対象●自治・町内会
助成金額●10,000円/年

事 業 例●高齢者世帯等の見守り活動
500世帯以上の自治・町内会は15,000円/年

地域福祉活動計画推進事業助成

地域福祉活動計画の目標達成のために行う事業に
助成します。

助成対象●地区社会福祉協議会
事 業 例●①地域福祉活動を担うボランティアや活動者を組織する。
②健康教室や講演会等の交流活動、地域の見守り活動
助成金額●①100,000円/年

②50,000円/年

地域の茶の間（ふれあいサロン）事業

地域の方がどなたでも気軽に集まれる、定期的な
交流の場のための助成事業です。

助成対象●地域の各種団体
助成金額●月に1回開催：上限30,000円

子育てサロン事業

未就学の子どもを持つ親の情報交換・気分
転換の場をつくることを目的とした地域
住民の自主的な活動に助成する事業です。

助成対象●地域の各種団体

相談受付
窓口

月に2回開催：上限60,000円

助成金額●上限30,000円

中央区社会福祉協議会

中央区西堀前通6番町909番地 Ｃｏ−Ｃ．
Ｇ．
（コシジ）
3階 ＴＥＬ：２１０−８７２０ ＦＡＸ：２１０−８７２２

しもまち地域社協活動センター

（兼ＦＡＸ）
中央区附船町１−４３８５−１
（北部総合コミュニティセンター内） ＴＥＬ：２２９−７１０３

江東地域社協活動センター

中央区八千代１−3−１
（市総合福祉会館内）

ＴＥＬ：２４３−４３７９ ＦＡＸ：２４８−７１８０

中央区社協

令和元年度事業計画・予算

平成３０年度事業報告・決算

一人ひとりがお互いに支え合い、助け合い、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくり
収入

平成 年度決算

経常経費補助金収入
１４，
８７８，
０８８

拠点区分間繰入金収入
２６，
３５８，
５６７

受託金収入
６，
２４３，
０５６

30

収入合計

支出

広報･啓発事業
６１４，
９７９

ボランティア・市民活動事業
１，
３７３，
８８２

地域福祉活動推進事業
１０，
３６９，
１５９

４８，
４８８，
０６１
地域福祉推進
活動事業
３，
９３８，
０００

社協運営費
１８，
４８８，
６０８

見守り･生活支援事業
１０，
４９０，
８２５

事業収入･雑収入･
受取利息配当金収入
１，
００８，
３５０

４５，
２７５，
４５３
期末支払資金残高 ３，
２１２，
６０８
支出合計

受託金収入
３，
２６０

収入

令和元年度予算

拠点区分間繰入金収入
２８，
３６１

経常経費補助金収入
１５，
０１５

事業収入･雑収入･
受取利息配当金収入
６１３

〈単位：千円〉 収入合計

支出
地域福祉活動推進事業
１３，
７３５

ボランティア・市民活動事業
１，
８５７

広報・啓発事業
８３１
社協運営費
１９，
３５３

見守り･生活支援事業
１１，
４７３

〈単位：千円〉 支出合計

令和元年度

重点目標

1. 誰もが自分らしく暮らし、支えあえる
社会の実現に向けた取り組み
3. ボランティア・
市民活動の推進・支援

高校生
専門学校生
大学生

【活動期間】令和元年7月29日（月）〜8月30日（金）

【活 動 先】新潟市内の福祉施設・団体、地域の活動団体、
図書館・文化施設等
活動日は受入施設によって異なります。
【参加受付期間】6月17日
（月）
〜7月12日
（金）
【参 加 費】無料※ボランティア活動保険未加入の方は350円
【そ の 他】開講式や閉講式があります
詳細は、新潟市社会福祉協議会ホームページをご覧ください

４７，
２４９

2. 地域における深刻な生活課題の解決や
孤立防止に向けた取り組みの強化と
総合的な相談体制の充実

4. 広報・啓発活動の推進

サマーチャレンジボランティア 2019
ボランティアを始めるなら夏休み！

４７，
２４９

5. 組織運営の充実強化

ボランティア保険のご案内
ボランティア活動保険
ボランティア活動中のさまざまな事故によるけが
や損害賠償を補償します

保険料 基本タイプ Ａ：350円 Ｂ
：510円

天災タイプ Ａ：500円 Ｂ：710円

ボランティア行事用保険

地域福祉活動
（茶の間やサロン）
などの行事における
主催者や参加者のケガ、主催者責任を補償します

保険料 １名あたり1日28円（最低保険料560円）
プランによって保険料は異なります

写真
表紙の

介護のつどい

中央区社協では、介護をされている方の息抜きの機会として、毎月「介護のつどい」を開催しています。昨年度は
健康や介護制度についてのお話を聴いたり、歌やダンスを楽しんだり、日帰りで温泉旅行にも行ってきました。今年
度も様々なテーマで全12回開催予定です。現在介護をされている方に限らず、以前介護をしていた方、介護に興味の
ある方などどなたでもご参加いただけます。たまには肩のちからを抜いて、お茶を飲みながらおしゃべりしませんか？
お気軽にお越しください。お申込み・お問合せは中央区社会福祉協議会
（☎025-210-8720）
まで。※会場やバスの定員などの理由により、参加人数
を限定する可能性がございますので、事前にお申込みをお願いいたします。
今後の介護のつどい開催予定
８月22日（木）13：30〜
「だんだんダンスで元気になろう！」講師
会場：ほんぽーと研修室2 参加費：100円

〜支え合いの現場から〜
送迎車両買い物移動支援

勇樹会日の出デイサービス

渡邊チズ子 氏

Vol

.1

中央区
宮浦・東新潟

車を運転しない方やひとり暮らしの方など、中々買い物に出か
けられず困っている方がいる。そんな地元の人の声を受け、少し 東地域保健福祉センター、区役所東出張所、 参加者に人気なのがテナントの100円ショップ。
沼垂荘などの待合せ停留拠点を回り、いざ 欲しかった雑貨を見つけられて嬉しい。
でも地域貢献ができないかと、沼垂にある日の出デイサービスは、 イオンへ。
送迎車両の空き時間を活用し、買い物移動支援の取り組みを昨年
何を買うか
から始めた。
メモして
きたわ
毎月第４水曜、沼垂・長嶺周辺の停留拠点を回り、参加者をイオン
新潟東店へ。買い物先ではそれぞれが自由行動で、２時間後にまた
お迎えに。
宮浦東・新潟圏域支え合いのしくみ
買い物を終えるとフードコートで軽食。まるで
づくり会議での話合いも受け、住民への
即席地域の茶の間のような交流の場に。
回 覧 周 知 や 車 両 停 留 場 所 の 協 力 な ど、
社会福祉法人勇樹会
日の出デイサービス管理者
地域を巻き込んだ広がりを見せている。
坂井亜寿紗さん

【広報についてのお知らせ】
中央区社協では広報誌の他にもホームページやフェイスブックで情報を発信しています。
中央区社協のマスコットキャラクターちょちょらくんのかわいい姿が見れるかも？
ツイッターも再始動予定です。
「新潟市中央区社会福祉協議会」で検索してみてください！フォローよろしくお願いします！

善意のご寄付をありがとうございます！
・チャリティダンス実行委員会 様

32,372円

・桜ヶ丘小学校三年生一同 様

10,613円

・新潟市中央公民館使用団体連絡協議会 様

3,341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

