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平成２６年度 新潟市中央区社会福祉協議会事業報告 

 

概 要 

 新潟市中央区社会福祉協議会（以下「中央区社協」という。）は、地域社協連

絡会を中心として、地区社会福祉協議会(以下「地区社協」という。)活動の活

性化を図るとともに、地域コミュニティの特色や地域性に応じた住民の主体的

な福祉活動が活性化するよう様々な支援を行いました。特に、このような活動

をさらに進めるための道しるべとして、「中央区地域健康福祉計画・地域福祉活

動計画」（計画期間:平成２７年度から平成３２年度まで）を策定しました。 

また、アウトリーチ(地域に出向いていくこと)のもと、地域における多様な

課題やニーズを受け止め、それに対応するため、地域を基盤とした生活支援体

制やその仕組みづくりと相談支援機能の充実に努めました。 

さらに、地域福祉活動を担う人材の育成のため、地域社協連絡会を中心にボ

ランティアきっかけづくり講座を開催したほか、ニーズに基づいたボランティ

ア講座を実施しボランティアの育成に努めました。また、災害ボランティアセ

ンター設置訓練を行い、災害時のボランティアセンターの体制整備を図りまし

た。 

 そして、「中央区社会福祉協議会第１次中期計画」(第１次中央区オアシスプ

ラン)の評価を行い、それに基づき、平成２７年度から６年間に中央区社協が取

り組むべき事業、組織、財務等を示した「第２次中期計画」（第２次中央区オア

シスプラン）を策定しました。 

 

 

１．地区社会福祉協議会活動の推進・支援 

 地域社協連絡会（しもまち、上新潟島、江東、みなみ）ごとに情報交換や交

流を図ったほか、幹事(自治・町内会長)研修会を開催し、地域のニーズ把握や

課題の共有を図りました。また、地区社協や自治・町内会で実施した地域福祉

活動に支援を行い、地区社協を中心とした地域福祉活動の活性化を図りました。

さらに、地区社協ごとに「地域福祉活動計画」を策定しました。 

  

  

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 

 地域住民による高齢者等の見守り・安否確認・生活支援・個別支援を行う仕

組みづくりを区役所や地域包括支援センターなどの関係機関と連携しながら、

自治・町内会、地区社協等と協働で取り組みました。 

また、中央区社協で子育てサロンを実施するとともに、子育てサロングルー
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プの支援を行いました。 

さらに、中央区社協交流スペースを活用し、様々なテーマで講座を毎月開催

し、中央区社協の周知と総合的な相談窓口としての機能の充実強化を図りまし

た。 

新たに、貧困の連鎖を防止するために、子ども学習支援事業を実施し、生活

困窮者支援に努めました。 

 

  

３．ボランティア・市民活動の推進・支援 

  中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会を中心として、各種事

業について検討・評価を行いました。 

地域社協連絡会を中心にボランティアきっかけづくり講座を開催するなど

ボランティアの人材育成を行ったほか、災害時における区災害ボランティアセ

ンターの立上げ及び運営の訓練を災害ボランティアネットワーク委員会にお

いて企画、実施しました。 

また、介護予防を目的に、高齢者がサポーター活動を通じて地域貢献や社会

参加を行う元気力アップ・サポーター事業に取り組みました。 

 

 

４．広報・啓発活動の推進 

  中央区社協の活動や地域福祉活動に関する関心を高めるため、機関紙の発

行、ホームページによる情報発信を積極的に行うとともに、地域で見守り活

動等を行っている地区の実践報告を通し、その取り組みが広がることを目的

に区役所と共催でシンポジウムを開催しました。 

  

 

５．組織運営の充実・強化 

  理事会、総会を定期開催するとともに、各種委員会を開催し、多様な意見

を反映させ、さらなる効率的な組織運営に努めました。 

特に、企画財政委員会においては、第１次中央区オアシスプランの進捗状況、

成果、課題などの評価を行い、平成２７年度から６年間の中央区社協の事業、

組織、財務等のあり方について示した「第２次中央区オアシスプラン」の素案

を作成し、理事会で策定しました。 

  さらに、会員会費の安定的な財源確保のため、地域社協連絡会、地区社協

とともに自治・町内会等への取組みを強化しました。 
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平成２６年度事業実施報告 
 

１．地区社会福祉協議会活動の推進・支援 

 

１．地域社協連絡会の活性化 
  歴史的・地域的につながりのある地域を４つに分けた地域社協連絡会で、

地域ごとの福祉課題解決に向けた情報交換や交流を図りました。 

   

しもまち地域 － 入舟、栄、湊、豊照、大畑、新潟、礎、※旭水 

  上新潟島地域 － 鏡淵、白山、浜浦、関屋、有明台、※旭水  

  江東地域   － 南万代、万代、長嶺、沼垂、本馬越 

  みなみ地域  － 鳥屋野、上山、女池、上所、紫竹山、笹口、山潟 

  地域／開催期日 内  容 

第１回  

しもまち 6月  4 日(水) 

上新潟島 6月 5 日(水) 

江東   6月 4 日(水) 

みなみ  6月  9 日(月) 

① 新任幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

② 社協一般会員会費の募集について 

③ 高齢者等あんしん見守り活動事業について 

④ 地区社協事業計画・予算書及び事業報告・決算書の提出

について 

⑤ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画について 

第２回  

しもまち   10月 7日(火) 

上新潟島  10月 2日(木) 

江東    10月 2日(木) 

みなみ   10月 3日(金) 

① ボランティアきっかけづくり講座の開催について 

② 共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)の募集について 

③ 緊急医療銃砲キットについて 

④ 各種資材に関するアンケートについて 

第３回  

しもまち 2月 18 日(水) 

上新潟島 2月 18 日(水) 

江東   2月 24 日(火) 

みなみ  2月 24 日(火) 

① 幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

② 区社協役員の推薦について 

③ モデル地区社協指定事業について 

④ 中央区助け合いのまちづくりシンポジウムについて 

 

 

 

２．地域社協連絡会代表者会議の開催 

  地域社協連絡会代表者による地域社協連絡会及び各地区社協の運営、情報 

交換などを目的とした会議を開催しました。 
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開催期日／会場 内  容 

第１回 

平成 26年 5月 22 日(木) 

中央区社協 会議室 

① 地域社協連絡会の開催について 

② 新任幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

③ 社協一般会員会費の募集について 

④ 高齢者等あんしん見守り活動事業について 

⑤ 地区社協事業計画・予算書及び事業報告・決算書の

提出について 

第２回 

平成 26年 9月 19 日(木) 

中央区社協 会議室 

① 社協一般会員会費の納入状況について 

② 赤い羽根共同募金運動の実施について 

③ 地域社協連絡会の開催について 

④ 各種資材に対するアンケートについて 

第３回 

平成 27年 2月 5日(木) 

中央区社協 会議室 

①中央区社会福祉協議会役員改選について 

②地域社協連絡会の開催について 

③幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

④ モデル地区社協指定事業について 

 

３．幹事（自治・町内会長）研修会の開催 

幹事（自治・町内会長）を対象とした研修会を各地域社協連絡会ごとに開催

しました。 

開催期日／会場／参加者 内容（地域別） 

しもまち地域 

新潟, 大畑  平成 27年 3月 1日 (日)  

入舟、栄、湊、豊照  3月 7日（土） 

礎          3月 14日 (土) 

   54自治会（61名） 

・「認知症を正しく理解するために」 

・区社協事業概要及び各種助成事業につい

て 

上新潟島地域  

平成 27年 3月 17日(火) 

    40自治会（42名） 

・「あの人もしかして認知症かな？」と思

ったら～地域での見守りのポイント～ 

・区社協事業概要及び各種助成事業につい

て 

江東地域    

平成 27年 3月 17日(火) 

    40自治会(41名) 

みなみ地域 

平成 27年 3月 19日(木) 

    70自治会(72名) 

・「地域包括ケアシステム～高齢者の地域

生活を支えるしくみ～」 

・区社協事業概要及び各種助成事業につい

て 
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４．新任幹事（自治・町内会長）説明会の開催 

  新任の幹事（自治・町内会長）を対象に、区社協事業・各種助成事業等に 

ついて説明会を開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内  容 

平成２６年６月２６日(木) 

新潟市総合福祉会館 

5階 大集会室 

参加者 新任幹事５０名 

① 中央区社協の組織と事業について 

② 自治・町内会に活用していただきたい各種助成制

度について 

③ 社会福祉協議会会員会費の募集について 

 

 

５．地区社会福祉協議会の支援 

  各地区社協活動費として、平成２５年度の一般会員会費の納入実績の 3 割

相当を交付しました。 

・ 平成２６年度地区社協活動交付金額  ４，１７８，２７６円 

     

  

６．地域福祉活動計画の策定について 

 （１）地域福祉懇談会とヒアリングの実施 

7 月 14 日と 9 月 29 日に 24 地区社協ごとの「地域福祉活動計画」作成に

向け、地域福祉懇談会を開催しました。地区社協の代表者とコミニティ協議

会（以下「コミ協」という）の役員、地区民生委員・児童委員が参加し、『目

指す方向・目標の設定』、『今後取り組む行動と工夫』と題して、話し合いを

行いました。それぞれの地区での特徴的な意見、多くの地区で共通した意見、

課題解決に向けた考えなど、参加者から多くの意見が出され、活発な話し合

いが行われました。 

また、１回目と２回目の地域福祉懇談会の間に中央区社協では、地域に出

向き『地域の良くしたいところ・良いところ』として「現在実施している活

動」や「抱えている課題」などの聞き取り調査（ヒアリング）を行いました。 

 

（２）地域福祉活動計画の「目標（６年後の姿）」と「目標達成の取り組み」 

  中央区地域健康福祉計画の基本理念「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」を実現するため、

地域の現状と課題を整理し、自治・町内会をはじめとする地域団体などと

協働して行う活動・行動計画である「地域福祉活動計画」を策定しました。 

  主な目標と目標達成の取り組みは、次のとおりです。 
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【目標（６年後の姿）】 【目標達成の取り組み】 

１ 支え合い・助け合い 

・隣近所の住民同士が語り合え、自然

と助け合いができるまち 

・声かけ、挨拶をして皆が知り合える

安心して暮らせるまち 

・活気のある住んでいてよかったと思

えるまち 

１相互理解、人材育成 

・挨拶運動を地域あげて大人も子ども

も取り組む。 

・向こう三軒両隣の気持ちで地域を見

守る。 

・緊急医療情報キットを介した継続的

な見守りを進める。 

・回覧板を活用して一声かける。 

・自治町内会の中で地域について一緒

に考えてくれる人や後継者を増や

す。 

２ 交流の場づくり 

・地域の茶の間を増やし、若い人も高

齢者も交流・相談できるまち 

・顔・こころ（気持ち）がつながり、

孤独死のない地域 

・マンション住民との交流のできるま 

 ち     

２ 多世代交流 

・お祭りやラジオ体操等、人が集まる

場を活かして多世代交流の場を作

る。 

・各自治会で行っている子ども向けの

行事を大切にし、校区内の子どもた

ちが行き来できるようにする。 

・地域の茶の間・子育てサロンを活用

して交流の場をつくる。 

・４０～５０代（小中学校の保護者な

ど）参加が増えるような気軽に参加

できる行事を行う。 

・中高生や高齢者に行事の企画から関

わってもらう。 

３ 活動場所 

・あいている土地・家を活用できるま 

 ち      

・身近な地域に交流のできる場所があ

るまちづくり 

３居場所（ふれあいの場）・情報提供 

・今使える活動拠点の積極的な活用法

を考える。 

・空き家を活用して集会所をつくる。 

・あまり活用されていない公園を健康

づくりの場として利用する。 

４ 健康 

・健康を保てるまち、病気の人に声を

かけられるまち 

・高齢者の力が発揮できるまち 

・元気で長生き、子どもたちも明るく

元気に育つまち 

４ 健康維持・介護予防 

・地域包括ケアシステムについて、モ

デル地区を参考に導入する。 

・健康に関する研修会等を実施する。 

・人が集まったら体操を合言葉にし、

介護予防を促進する。 
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５ 安心・安全 

・若い世代の子育てにも配慮のある誰

もが安心・安全な地域 

・災害時にみんなで助け合う体制づく

りがあるまち 

５ 安心・安全 

・防災訓練に積極的に参加できるよう

呼びかける。 

・防犯防災に関する催し物を企画、開

催する。 

・助けてほしい人と助けたい人をつな

ぐ仕組みを地域で作る。 

・日頃から、交番や学校と連携し、コ

ミュニケーションをとれるようにす

る。 

 ６ その他 

・コミ協未加入自治会への加入を促進

していく。 

・地元企業と継続的に連携していく。 

・配布物に社協の名前を大きく表す。 

 

 

７．モデル地区社協指定事業 

 高齢者等の見守り活動を先駆的に取り組む地区社協をモデル地区（２か年） 

に指定しました。 

 実施にあたっては、コミ協、地区民生委員児童委員協議会（以下「地区民児協」

という）等の協働により、地区にふさわしい見守り活動を行いました。 

 

 

８．コミュニティ活動推進事業助成 

  地区社協とコミ協が協働で実施する世代交流事業に対して助成を行いまし

た。                        ＜１４地区社協＞ 

指定年度 地区社協名 事業名 

２５・２６年度 大畑地区社会福祉協議会 緊急医療情報キット事業 

２５・２６年度 鳥屋野地区社会福祉協議会 緊急医療情報キット事業 

２５・２６年度 上山地区社会福祉協議会 緊急医療情報キット事業 

２５・２６年度 女池地区社会福祉協議会 緊急医療情報キット事業 

２６・２７年度 礎地区社会福祉協議会 緊急医療情報キット事業 
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地域 地区 事業名 
参加 

人数 
実施日 実施場所 

し 

も 

ま 

ち 

入舟 
第 8回ふれあい 

ウォーキング 
138 9月 28日(日） 

市歴史博物館 

～りゅうとぴあ 

豊照 豊照地区住民運動会 350 5月 25日（日） 
豊照小学校 

グラウンド 

湊 
稲庭達ヴァイオリン・ 

みなとの風コンサート 
230 

 7月 29日（火）・

31日（木） 

二葉コミハウ

ス・中央公民館 

礎 タンポポ盆踊り大会 700 7月 26日(土） 
新潟小学校 

グラウンド 

上 

新 

潟 

島 

鏡淵 

ふれあいお茶会 110 7月 27日（日） 
白新コミュニ 

ティハウス 

鏡淵小学校区 3世代交流

大運動会 
190 10月 5日（日） 

鏡淵小学校 

グラウンド 

白山 ふれあいお茶の間 154 
7月 13日・11月 9日・

3月 1日 

白山コミュニ 

ティハウス 

関屋 なかよし運動会 200 10月 5日（日） 
関屋小学校 

体育館 

有明台 夏休み親子地引網 130 8月 3日（日） 
五十嵐浜 

番小屋清山丸 

 
 

江 
 

東 
南万代 新潟まつり民謡流し 120 8月 9日（金） 

民謡流し 

大行列会場 

長嶺 長嶺コミ協三世代交流会 40 8月 3日（日） 蒲原神社境内 

沼垂 なじらね沼垂フェスタ 2,000 6月 8日（日） 東新潟市場通 

み 

な 

み 

女池 
女池校区コミ協 

春季野球大会 
70 6月 1日（日） 

女池小学校 

グラウンド 

紫竹山 健康教室 80 10月 26日（日） 
駅南コミュニ 

ティセンター 

山潟 「さいの神」 500  1月 11日（日） 姥ケ山 3丁目地内 
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９．ふれあい事業助成 

  自治・町内会で行う世代交流事業に対し助成を行いました。 

                   ＜１０１自治・町内会 ／１４０件＞ 

地
域 

地
区 

自治・町内会名 事 業 名 
参加 

人数 
開催月 

し 

も 

ま 
ち 

入 
 

舟 

横七番町 5丁目自治会 
町内お花見会 21 ４月 

町内春の旅行 17 ６月 

稲荷町団地自治会 稲荷町団地意見交換会 60 ９月 

山田町町内会 

町内旅行 子供プール遊び  

大人日帰り温泉 
17 ８月 

町内納涼会 39 ８月 

入船 2 自治会 
町内バーベキュー大会 120 ８月 

町内子供神輿会 60 ８月 

入船町１丁目町内会 バーベキュー大会 39 ８月 

附船町 1丁目 3区町内会 町内旅行 21 ８月 

開公緑町マンション自治会 納涼会 59 ８月 

西湊町通３・４自治会 納涼バーベキュー 51 ７月 

元下島・艀川岸町内会 
納涼会 34 ７月 

豆まき・新年会 46 ２月 

附船第四町内自治会 町内親睦親睦旅行 23 １１月月 

栄 浮洲町第一区自治会 町内新年会 14 １月 

湊 二葉町三丁目自治会 芋煮会 67 ８月 

豊 

照 

南北毘沙門町町内会 南北毘沙門町 納涼会 46 ７月 

東湊町通３の町町内会 
町内旅行 15 ６月 

納涼祭 21 ８月 

豊照マンション自治会 

豊照マンション自治会世代間交

流懇親会 
23 ５月 

世代間交流懇親会 20 １２月 

西湊町２ノ町団地自治会 
ふれあい納涼会 37 ８月 

西湊町２ノ町新年会 38 １月 
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し

も

ま

ち 

豊照 船場町自治会 
納涼会 65 ６月 

納涼会 120 ８月 

大畑 コーポ大善自治会 ふれあい会 27 ５月 

新 

潟 

営所通 1番町町内会 歌声喫茶 34 ７月 

サーパス西大畑自治会 
夏の親睦行事 29 ７月 

新年会餅つき大会 73 ２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 

 

新 

 

潟 

 

島                  

鏡
淵 

川岸町２丁目自治会 秋のひとときを楽しむ会 24 １０月 

白 
 

 

山 

東堀通３番町町内会 
お楽しみ食事会 12 ６月 

ふれあい事業 22 ８月 

古町４番町町内会 町内納涼バーベキュー大会 42 ８月 

本町通５番町町内会 
千灯まつり決起大会 26 ７月 

新年会 21 １月 

上大川前５東川端町５町内

会 
町内花火会 34 ８月 

コープ野村川端町町内会 
餅つき 70 ６月 

そうめん流し 67 ７月 

シティハウス川端町町内会 
クリスマス・餅つき大会 85 １２月 

ひな祭りコンサート・ビンゴ大会 76 ３月 

浜 

浦 

松波町２丁目自治会 
納涼会 48 ７月 

新年会 76 １月 

松波町３丁目町内会 町内懇親会 110 ７月 

信濃町１区自治会 
信濃公園観桜会 41 ４月 

楽しい日帰り温泉 21 ９月 

信濃町 2区自治会 
町内親子お楽しみ会 62 ７月 

平成２６年新年会 26 １月 

関屋上本村自治会 
観桜会 51 ４月 

 

川岸町 3丁目自治会 

自治会日帰り旅行 29 １０月  東堀通 3番町町内会 
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上 

 

新 

 

潟 

 

島 

浜 

浦 

サーパス関屋自治会 
七夕飾り 28 ６月   

クリスマスツリー飾付 22 １２月   

関 
 

屋 

関屋田町２丁目４区町内会 町内交流会 22 １０月   

関屋田町２丁目５区町内会 町内新年会 14 ２月  古町４番町町内会 

関屋田町１丁目町内会 ふれあい事業（日帰り旅行） 20 １１月   

学校町通三番町六区自治会 お隣さん交流の会 13 １０月  
上大川前５東川端

町５町内会 

関屋下川原１丁目町内会 

関屋下川原町２丁目自治会 

関屋ハイツ自治会 

３町内合同忘年会 23 １２月  
コープ野村川端町町

内会 

金衛町第一自治会 町内親睦会 50 ８月 

関屋下川原１丁目町内会 

関屋下川原町２丁目自治会 
餅つき大会 37 １月 

関屋ハイツ自治会 子ども花火大会 40 ８月 

学校町三番町５区自治会 自治会日帰り旅行 10 １１月 

学校町三番町１区自治会 自治会日帰り旅行 16 １１月 

学校町三番町３区自治会 
ぶどう狩り 26 ８月 

日帰り温泉旅行 25 １０月 

関屋新町町内会 町内旅行 24 ７月 

有
明
台 

関屋大川前住宅自治会 
第一回ふれあい会(健康講座と昼

食会） 
23 ９月 

関屋大川前一区自治会 町内夏のお楽しみ会 78 ８月 

堀割町町内会 
夕涼み会 47 ８月 

町内親睦旅行 72 ９月 

江 

東 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

南 

万 

代 

天神尾連合自治会 

（天神尾第 1区、天神尾 1丁

目、天神尾 2丁目） 

春季一斉クリーン作戦 71 ６月 

盆踊り大会 140 ８月 

天神二丁目自治会 春の町内一斉クリーン作戦 65 ６月 

水島町町内会 
町内クリーン作戦 60 ６月 

町内クリーン作戦 56 ９月 

春日町１・２・３自治会 春の町内一斉クリーン作戦 53 ６月 
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江 

 

 

東 

万 

代 

東万代町自治会 花火大会 75 ８月 

三和町自治会 
日帰り親睦旅行 24 ６月 

流作場の歴史を聴く会 21 １０月 

長 

嶺 

蒲原町内会 
夏休みバーベキュー大会 20 ８月 

日帰り温泉旅行 16 １１月 

沼 

垂 

五軒町町内会 
夕涼み映写会 53 ７月 

町内五朗祭 56 １０月 

日吉町自治会 日吉町節分豆まき大会 63 ２月 

み   
な   

み 

鳥 

屋 

野 

鳥屋野自治連絡協議会 
鳥屋野神社春大祭おでん大会 510 ５月 

盆踊り大会 300 ８月 

網川原自治会 
今昔わんぱくおてんばクラブ 36 ６月 

今昔わんぱくおてんばクラブ 34 ９月 

美咲町自治会 
美咲町バス遠足 40 ７月 

納涼祭り 30 ８月 

親松自治会 夏祭り・盆踊り大会 275 ８月 

上沼自治会 総会・交流会 25 ３月 

愛宕自治会 

愛宕町内愛宕まつり 210 ７月 

愛宕町内豆まき新一年生お祝い

の会 
56 ２月 

 

上 
 

山 

ﾎﾟﾚｽﾀｰﾌﾞﾛｰﾄﾞｼﾃｨ 

上近江自治会 

浴衣着付け教室 20 ７月 

クリスマス会 97 １２月 

上近江第一自治会 納涼花火鑑賞会 51 ８月 

女池神明自治会 バーベキュー大会 93 ８月 

南出来島自治会 ふる里祭り 137 ８月 

サーパス上近江自治会 
近江なかよし公園清掃活動 34 ６月 

近江なかよし公園清掃活動 24 ９月 

リーベスト近江自治会 秋のぶどう狩りﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会 41  10月 

女池北自治会 一日だんらんの日 200 ８月 
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み 

 

な 

 

み 

女 

池 

こばりのき自治会 
こばりのき祭 580 ８月 

自治会レクリエーション 117 １０月 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

上所中 1丁目自治会 
夏休みラジオ体操と交流会 45 ７月 

上所中 1丁目自治会親睦会 36 ９月 

上所中２丁目自治会 
夏休みラジオ体操と交流会 50 ７月 

日帰り温泉ツアー 20 １１月 

新和４丁目自治会 
皆で歌おうカラオケ大会 25 ５月 

ウォーキング新和 33 １０月 

上所中三町内会 
上所中三町内会新年度会 38 ７月 

バイキング食事会 41 ２月 

近江下三条通自治会 
夏休みを大人・子どもさんと楽し

む会 
34 ８月 

上所第二自治会 バーベキュー大会 89 8月 

上所第一自治会 多世代間交流会 50 １月 

紫
竹
山 

米山第 4自治会 
動く市政教室 19 ７月 

町内旅行 75 ６月 

米山第５自治会 
米山第五自治会家族旅行 48 ８月 

町内親睦会 13 １１月 

米山第６自治会 
町内家族旅行 51 ８月 

町内親睦会 19 １２月 

笹 
 

口 

笹口西 1自治会 
総会 36 ４月 

町内バス旅行 17 ８月 

鐙第二自治会 
世代交流納涼大会 98 ８月 

地域ふれあい新年会 29 ２月 

第２駅南ハイツ自治会 
総会 56 ５月 

納涼会 77 ７月 

南笹口第二町内会 
日帰り親睦旅行 24 ６月 

町内新年会 22 １月 
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み 

 

な 

 

み 

山 
 

潟 

姥ケ山自治会 
バーベキュー大会 106 ７月 

姥ケ山町民大運動会 330 １０月 

姥ケ山高志自治会 納涼祭 72 ７月 

美の里自治会 美の里まつり 200 ８月 

山二ツ新興自治会 
子ども神輿まつり 150 ８月 

山二ツ新興大運動会 188 ９月 

弁天橋中央自治会 ふれあい祭 203 ８月 

京王自治会 
地引網交流会 127 ８月 

京王ふるさと祭り 127 ８月 

山二ツ本村自治会 
町内夏祭り 260 ８月 

町内ふれあいお楽しみ会 34 １０月 

高志二丁目自治会 るぴなす祭 95 ９月 

 

１０．歳末たすけあい事業助成 

  歳末たすけあい募金の配分金事業として、歳末時期に地域住民や関係者が

協働で行う交流事業や、福祉施設が主体となり地域と協働して行う事業に対

し助成を行いました。          ＜地域２２団体／施設２団体＞ 

地

域 

地

区 
申請団体一覧 事 業 名 

参

加

人

数 

日 時 場 所 

し

も

ま

ち 

新
潟 

新潟地区 

コミュニティ協議会 
新年もちつき大会 295 1月 24日（土） 

新潟小学校

体育館 

湊 

湊地区 

社会福祉協議会 

マジックショー＆

もちつき大会 
78 12月 6日（土） 

二葉コミュ

ニティハウ

ス 

栄 

栄小学校区 

コミュニティ協議会 
新年もちつき大会 125 

2月 21日（土） 

※1 

栄小学校 

体育館 

豊
照 

豊照地区 

社会福祉協議会 

豆まき&玉入れ 

（アジャタ）大会 
136 1月 25日（日） 

豊照小学校

体育館 

上新

潟島 

関
屋 

関屋田町五区・六区・ 

七区町内会 

関屋田町 

もちつき大会 
96 1月 11日(日) 

新潟 

保育園 
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上

新

潟

島 

有
明
台 

有明台地区 

社会福祉協議会 

歳末ふれあい 

お楽しみ会 
380 12月 7日（日） 

有明台 

小学校 

体育館 

浜
浦 

関屋上本村町自治会 
新１年生を祝う会、

新年もちつき大会 
140 1月 18日（日） 

関屋地区 

公民館 

江

東 

南
万
代 

南万代小学校区 

コミュニティ協議会 

なんばんコミ協 

まつり 
180 12月 7日（日） 

新潟市総合

福祉会館 

長 

嶺 

長嶺地域 

コミュニティ協議会 

長嶺サロン「たんぽ

ぽ」クリスマス会 
45 12月 9日（火） 

長嶺コミ協 

事務所 

長嶺第一町内会 

長嶺第二町内会 

明石 2丁目町内会 

長嶺長寿会 

節分豆まき大会 99 1月 25日（日） 
奈佳美禰 

神社 

み 

 

な 

 

み 

鳥 

屋 
野 

親松自治会 歳末もちつき大会 197 12月 14日（日） 
親松 

自治会館 

鳥屋野地区 

社会福祉協議会 
節分お楽しみ会 169 1月 25日(日) 

鳥屋野 

小学校 

体育館 

美咲町自治会 
美咲町自治会 

ボーリング大会 
118 12月 21日（日） 

ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ 

ｽﾀｼﾞｱﾑ 

新潟店 

鳥屋野自治連絡 

協議会 

歳末たすけあい 

餅つき大会 
350 12月 7日（日） 

鳥屋野 

小学校 

体育館 

網川原自治会 歳末もちつき大会 200 12月 7日（日） 
網川原 

自治会館 

大島自治会 歳末もちつき大会 301 12月 7日（日） 
大島 

自治会館 

笹 

口 

笹口地区 

コミュニティ協議会 

ほっとハウス笹口 

年末お楽しみ会 
277 12月 7日(日) 

笹口小学校

体育館 

女 

池 

女池東第三自治会 
歳末たすけあい 

もちつき大会 
126 12月 7日（日） 

女池ひまわ

りｸﾗﾌﾞ 

上 

所 

新和自治会 新年もちつき大会 155 
3月 8日（日） 

※2 

鳥屋野地区

公民館 

山

潟 
京王自治会 

新春お楽しみ会 

（元旦ﾏﾗｿﾝ大会・音

楽鑑賞の集い） 

179 
1月 1日(木) 

1月 11日（日） 

京王自治会

館及び桜が

丘公園他 
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み

な

み 

山 

 

潟 

山潟地区 

社会福祉協議会 

歳末たすけあい 

お楽しみ会 
215 11月 18日（火） 山潟会館 

弁天橋中央自治会 新年もちつき大会 187 1月 18日（日） 湖南会館 

施

設 

長
嶺 

ＮＰＯ法人 

障がい者生活ステー

ションさんろーど 

地域交流事業 

第 11回 

SUNSUNろーど祭 

300 12月 7日（日） 
万代長嶺小

学校体育館 

全
区 

新潟市中央区身体障

がい者福祉協会 
歳末福祉講演会 65 12月 14日（日） 

クロスパル

新潟 

※1会場・関係団体等の都合により、1月 25日開催予定を２月開催に変更しました。 

※2会場耐震工事のため、３月の実施となりました。 

 

１１．敬老祝会助成事業  

   長年社会の発展に寄与してこられた高齢者の長寿を、自治会等でお祝いするこ

とができるよう助成を行いました。 

 

 地 域 地 区 実施団体 （自治・町内会／コミ協） 

 1 

しもまち 

入舟 入舟小学校区コミュニティ協議会 

 2 湊 曙マンション自治会 

 3 豊照 豊照地区コミュニティ協議会 

 4 
新潟 

二葉町１丁目１区、二葉町１丁目２区、二葉町２丁目 

 5 東中通町内自治会 

 6 礎 礎地域コミュニティ協議会 

 7 

上新潟島 

 

 

鏡淵 

川岸町２丁目自治会 

 8 川岸町３丁目自治会 

 9 白一東第三町内会 

10 
白山 

白山校区コミュニティ協議会 

11 コープ野村川端町町内会（コミュニティ協議会に未加入） 

12 浜浦 金衛町第二自治会 

13 関屋 関屋小学校区コミュニティ協議会 

14 

有明台 

関屋大川前二区町内会 

15    関屋大川前三区町内会 

16  堀割町町内会 

17  

江 東 

 

南万代 

水島町町内会 

18 アパガーデンコート万代自治会 

19 天神尾第一区・天神尾 1丁目・天神尾 2丁目自治会 
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江 東 

万代 
萬代橋町内会、三和町自治会、神明自治会 

21 万代６丁目自治会 

22 長嶺 蒲原町町内会 

23 

沼垂 

芳原四町内会 

24 沼垂上三ノ丁町内会 

25 紫竹１丁目自治会 

26 

みなみ 

鳥屋野 親松自治会 

27 上山 女池湖北町自治会 

28 

女池 

女池東第三自治会 

29 女池４丁目自治会 

30 桜木町自治会 

31 

上所 

上近江 2丁目自治会 

32 近江下三条通自治会 

33 上所第二自治会 

34 
笹口 

笹口第三自治会 

35 第二駅南ハイツ自治会 

36 

山潟 

姥ヶ山自治会 

37 高志２丁目自治会 

38 弁天橋中央自治会 

39 京王自治会 

40 北谷内自治会 

41 長潟自治会 

 

１２．福祉協力員事業助成 

   自治・町内会において福祉協力員を配置し、見守り活動等の福祉活動の

推進を図ることを目的とした事業に対し、助成を行いました。 

 

地

域 
地区 自治・町内会 ① 事業名  ② 実施目的 

上

新

潟

島 

鏡淵 白山浦二丁目町内会 

①福祉協力員（地域ボランティア） 

②社会的弱者の高齢者世帯やひとり暮らしの

高齢者、障がい者の情報を共有化し見守り

体制を一層強化し、高齢者等が安心して暮

らせるまちづくりを推進する。 
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み 

な 

み 

笹口 
第二駅南ハイツ 

自治会 

② 福祉協力員（地域ボランティア） 

②「命」の大切さを具体的にどのように実施

するか。「孤独死」を絶対発生させない体制

を組織し、実践する。 

 

１３．地域社協活動センターの運営及び地域福祉推進員の配置 

   中央区社協のサテライトとして、中央区内の２か所（しもまち地域・江東地

域）に地域社協活動センターを設置するとともに、地域福祉推進員を配置し、

身近な相談窓口機能の強化に努めました。 

 しもまち地域社協活動センター 

（北部総合コミュニティセンター） 

江東地域社協活動センター 

（新潟市総合福祉会館 １階） 

開設日数 １８１日 １８１日 

来所人数 ８８０名 １８６名 

相談件数 ７８件 １４６件 

各種イベント 

開催（参加） 

・しもまち地域の茶の間 

（毎週木曜日） 

・月１イベント 

（ヤクルト健康講演会、おお

ぞら歌劇団、しもまち歌の集

い） 

（毎月第３木曜日） 

・地域の茶の間情報交換会 

・災害ボランティアセンター

立ち上げ研修 

・江東地域ボランティアきっか

けづくり講座（３回） 

・友愛訪問研修会 

・中央区災害ボランティアセン

ター設置訓練 

・江東地域ボランティア茶話会

開催 

・南万代民生委員児童委員協議

会月次定例会 

・包括宮浦連絡会 

地域の 

行事参加 

・入舟民生委員児童委員協議

会月次定例会 

 

・しもまちお互いさまランチ 

 

・しもまちお互いさまクラブ 

・南万代コミ協総会 

・蒲原まつり 

・長嶺ふれあい給食会お楽しみ

会 

・長嶺サロンたんぽぽクリスマ

ス会 

・南万代コミ協まつり 

・南万代コミ協福祉講演会 

・長嶺コミ協ミニサミット 

・南万代ふれあい健幸クラブ

（実行委員として参画） 

※これらの事業のほか、当該地域社協の各種会議等にも出席。 
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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 

 

１．高齢者等あんしん見守り活動事業 

  地域住民による高齢者等の見守り・安否確認・生活支援を行う仕組みづく

りを、地域社協からモデル自治会を選定し、地区社協等との協働で取り組み

ました。 

地  域 自治・町内会 活動の状況 

しもまち 船場町自治会 

①「地域を知る」活動 

・見守り活動をしている方、されている方への

現状アンケート調査をした。 

・自治会総会の際に、地域包括支援センター職

員に来てもらい、「認知症サポーター養成講座」

を受講した。 

②見守り活動 

・自治会長宅付近の戸外の空いている場所でお

茶を飲む機会を設け、数回実施した。                 

江  東 東万代町自治会 

毎月１回の役員・街区長会議の定期開催。 

②ふれあい・いきいきサロンの再開に向け検討、

新しいサロンの中心となる担い手の選定、会場の

確保をし、来年度以降の再開に向け準備を進めて

いる。 

③ふれあいいきいきサロン代表者会議や、地区別

ボランティアきっかけづくり講座等への参加。 

 

※【関連事業】 

・中央区特色ある区づくり事業（超高齢地域支え合いモデル事業） 

地域住民自らが主体となる高齢者の見守りや生活支援等に取り組むことで

高齢者の社会的孤立を防ぎ、地域で安心して生活できるまちづくりを進めるこ

とを目的として、中央区役所健康福祉課と協働で実施しました。 

（実施主体：中央区役所健康福祉課） 

事業名 

中央区特色ある区づくり事業／「超高齢地域支え合いモデル事業」 

（しもまちお互いさまネットワークプロジェクト） 

（やまがたお互いさまネットワークプロジェクト） 

実施主体 モデル地区／中央区役所健康福祉課（担当：地域福祉係） 
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事業目的 

地域住民自らが主体となって高齢者の見守りや生活支援等に取り組む

ことによって、高齢者の社会的孤立を防ぎ、地域で安心して生活でき

るまちづくりを進めます。 

モデル地区 入舟、栄地区（24～25年度指定）山潟地区（25～26年度指定） 

事業内容 

／ 

実施状況 

【入舟】～しもまちお互いさまランチ～ 

地区内に文化サークルが多いことを活用し、入舟小学校などを会場

に音楽や手品、舞踏等の「地元エンターテイナー」のショーがつくラ

ンチを２カ月に一度開催。 

昼食会のチケットをボランティアスタッフが見守りを兼ねて高齢者

宅を訪問し、販売しました。 

【栄】～しもまちお互いさまクラブ～ 

地元商店街（下本町商店街・ふれあいスタンプ会）との協働で、会

員登録をした対象者に商店街のお得な情報をボランティアが安否確認

をしながらチラシにまとめ配付しました。 

ボランティアの謝礼にも地域通貨（しもまちお互いさまクーポン）

で支払い、地元商店街の活性化に繋がりました。 

【山潟】～やまがたお互いさまネットワーク～ 

地元山潟中学校生徒の力と地域のボランティアの力により、地域で

ゴミ出しをはじめとするちょっとした支援を必要とする方々に対して

お手伝いする仕組みづくりを行いました。 

26 年度は、実際に中学生によるゴミ出し支援の活動と、地域ボランテ

ィアの力による除雪の支援活動を行いました。中学生によるゴミ出し

支援は利用料無料、除雪支援は 1 回 30 分で 500 円として開始しまし

た。 

今年度は降雪が無く除雪支援の実働はありませんでしたが、中学生

によるゴミ出し支援では、地域の高齢者と支援する中学生の交流が生

まれました。 

 

２．地域福祉ネットワーク会議の開催～地域と専門機関のﾈｯﾄﾜｰｸの構築～ 

中央区内の専門機関と地域の状況・課題等の情報交換を目的に開催し、ネッ

トワーク化を図りました。 

期日／会場 内 容 

平成 26年 11月 4日（火） 

新潟市総合福祉会館 

テーマ 「徘徊する認知症高齢者を発見する仕組みを検討

する」 

・説明   講師   新潟東警察署 

・グループワーク 参加者：56 名（行政、地域包括支援セ

ンター、地域福祉コーディネーター、民生委員） 
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平成 27年 1月 26日（月） 

新潟市総合福祉会館 

テーマ 「ゴミ屋敷の支援を考える」 

・ゴミ屋敷に関するアンケート調査の集計・分析結果より

ゴミ屋敷ガイドライン（案） 

・グループワーク 参加者：76 名（中央区健康福祉課・保

護課、保健福祉センター、地域包括支援センター、地域福

祉コーディネーター、民生委員） 

平成 27年 3月 24日(火) 

中央区社会福祉協議会 

テーマ「社会福祉協議会を活用してもらおう」 

・ゴミ屋敷支援ガイドラインの提示 

・地域福祉活動計画等の社協の取組みについて、 

・情報交換 

・交流会 

参加者：14 名（中央区内地域包括支援センター4 ヶ所から） 

 

３．友愛訪問事業の推進 

ひとり暮らし高齢者等の見守りのため定期的に地域のボランティアが訪問

しました。 

（１） 実施団体一覧 

  実施団体・グループ 
友愛訪問 

世帯数 

おせち料

理配食数 
訪問員数 

1   入舟地区民生委員児童委員協議会 214 179 16 

2   栄地区民生委員児童委員協議会 63 56 11 

3   湊校区コミュニティ協議会 164 179 41 

4   船場町自治会 13 15 9 

5  西湊町第２団地自治会 18 － 9 

6   東部寄居町町内会 10 10 5 

7  営所通一番町町内会 11 10 2 

8   古町７町内会 1 1 1 

9   礎町三の町自治会 1 1 1 

10   礎町四自治会 5 6 6 

11   雪町町内会 5 3 3 

12  秣川岸町通・東厩島町町内会 7 7 2 

13  東堀前通８・９自治会 1 1 4 

14  コーポ大善自治会 7 7 3 

15 田中二区町内会 17 20 4 

16  田中一区・中南自治会 14 16 1 
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17  西堀通 8 番町自治会 6 5 1 

18  上大川前通９自治会 4 5 4 

19   鏡淵地区民生委員児童委員協議会 107 113 13 

20   白山校区コミュニティ協議会 129 129 25 

21   コープ野村川端町町内会 23 31 2 

22  パークサイド白山自治会 4 4 1 

23   浜浦スマイルの会 85 86 18 

24   関屋ボランティアの会 198 218 12 

25   有明台地区民生委員児童委員協議会 136 168 14 

26   南万代地区民生委員児童委員協議会 172 202 17 

27   万代長嶺地区民生委員児童委員協議会 212 248 22 

28   沼垂地区民生委員児童委員協議会 226 254 18 

29   鳥屋野地区民生委員児童委員協議会 83 87 17 

30   上山地区民生委員児童委員協議会 80 84 13 

31   女池地区民生委員児童委員協議会 183 187 20 

32   上所地区民生委員児童委員協議会 159 159 25 

33   紫竹山地区民生委員児童委員協議会 87 100 14 

34   笹口地区民生委員児童委員協議会 57 72 15 

35   山潟地区民生委員児童委員協議会 176 186 27 

36   ボランティアランチ（中央区内） ＿  33 ＿  

  合   計 2,678 2,882  396  

 

（２）友愛訪問事業研修会の開催 

  友愛訪問事業実施団体を対象に、友愛訪問事業研修会を開催しました。 

期日／会場／参加者 内  容 

平成 27年 2月 9日 

新潟市総合福祉会館 

 

全体参加者 50名 

① 研修：「地域包括ケアシステムと 

     高齢者の見守りをする上でのポイント」 

講師 新潟市福祉部高齢者支援課 渡邉 隆幸 様  

② 事務連絡 

③ 情報交換 

 

４．おせち料理配食事業 

 友愛訪問の対象者に年末（１２月３０日）におせち料理を配食し、年末年始

の孤独感の解消と安否確認を行いました。（２，８８２食） 
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５．地域の茶の間（ふれあいいきいきサロン）事業の推進 

 概ね自治・町内会の範囲とした見守り機能の充実を図るため、運営費の助成

を行いました。 

（１）助成団体一覧 

No． 地域 地区 団体名 対象エリア 会場 

1  
 

し
も
ま
ち 

入舟 みなと町うたの集い 
みなと町 

自治会 

集会所 

とよてる 

2 湊 曙マンション茶の間 
曙マンション

自治会 

曙マンション 

管理室 

3 新潟 FTKボランティアグループ 
富士マンショ

ン周辺自治会 

富士マンション

集会所 

4 礎 お茶の間 礎町周辺 
（財）新潟県下越

婦人会館 

5 

上
新
潟
島 

鏡淵 

知足サロン ふれあいの会 白山浦２丁目 
ケアハウス 

知足荘 

6 サロン華の会 川岸町３丁目 
新潟県保護会 

川岸寮 

7 地域の茶の間 ポプリの会 川岸町２丁目 
新潟県保護会 

川岸寮 

8 友愛サロン学校町 鏡淵小学校区 
白新コミュニテ

ィハウス 

9 白一西「ひだまり」サロン 
白山浦１丁目 

西町内会 

白新コミュニテ

ィハウス 

10 山本さん家の茶の間 
白一東第四 

町内会 

山本町内会長宅

（白山浦１） 

11 白二サロンなごみ 白山浦２丁目 
白新コミュニテ

ィハウス 

12 白山 ほっとな茶の間 白山小学校区 本町通５番町 

13 

浜浦 

浜浦ひなたぼっこの会 浜浦小学校区 
関屋コミュニテ

ィハウス 

14 にこにこ浜浦会 浜浦地区 
堀川内科神経内

科医院内 

15 おりがみの会 信濃町自治会 
信濃町自治会 

集会所 

16 

関屋 
学校町友愛の会 関屋小学校区 学校町天神様 

17 座・茶論・いずみ亭 関屋新町２区 泉宅（関屋） 

18 有明台 
みんなの茶の間いきいきクラ

ブ 
有明台地区 

今井宅 

（関屋大川前） 
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19 

江 

東 
 
 
 
 
 
 
 
 

南万代 

ワンコインお茶の間サロン 水島町町内会 水島稲荷神社 

20 いきいき天神 南万代地区 
天神２丁目 

集会所 

21 
アパガーデンコート万代自治

会ふれあいサロン 

アパガーデン

コート万代 

自治会 

アパガーデン 

コート万代 

22 万代 地域の茶の間てんめい 天明町 天明会館 

23 

長嶺 

稲荷さまサロン 

稲荷町・沼垂

古稲荷町・入

船大門・沼垂

古町三・四 

沼垂湊 

稲荷神社 

24 お茶の間「雪割草」 蒲原町町内会 
中央区役所 

東出張所別館 

25 長嶺サロン「たんぽぽ」 
長嶺コミュニ

ティ協議会 
東地区公民館 

26 長嶺サロン料理教室 
長嶺コミュニ

ティ協議会 
東地区公民館 

27 

沼垂 

地域の茶の間「沼垂」 日吉町自治会 
沼垂地区集会場

（沼垂荘） 

28 
沼垂よりどころ        

よろずや内地域の茶の間 
沼垂地区 

沼垂東東陽 

スカイマンショ

ン１階 

29 沼垂今昔サロン 沼垂地区 沼垂荘２階 

30 

み 
 
 
 

な 
 
 

み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

鳥屋野 

上山えんがわの会 上山中学校区 
上山コミュニテ

ィハウス 

31 大島えんがわの会 鳥屋野地区 大島自治会館 

32 親松えんがわの会 親松地域 親松会館 

33 お茶の間つつじ 美咲町 網川原自治会館 

34  

上山 

みんなの茶の間 上山 上山地区 出来島公民館 

35 おでかけ茶の間 女池北自治会 
鳥屋野地区 

公民館 

36 

女池 

お茶の間ひまわり 女池小学校区 
女池ひまわり 

クラブ 

37 八丁目の茶の間 
女池八丁目自

治会 

ニューモラル 

会館 

38 桜木ふれあい茶の間 桜木町 桜木町集会所 

39 
上所 

 
すみれ会茶和会 上所小学校区 

鳥屋野地区 

公民館和室 
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40 

み 

 

 

な 

 

 

み 

 

上所 
お茶の間「ひだまり」 

近江下三条通

自治会 

近江下三条通 

自治会集会所 

41 中三の茶の間 上所中三丁目 安田婦人部長宅 

42 

紫竹山 

駅南茶の間 
紫竹山 

小学校区 

駅南コミュニテ

ィセンター 

43 駅南ハイツ茶の間 
駅南ハイツ自

治会周辺 

駅南ハイツ 

会議室 

44 笹口 ほっとハウス笹口 笹口地区 
ほっとハウス 

笹口 

45 

山潟 

地域の茶の間 姥ヶ山 姥ヶ山 姥ヶ山会館 

46 地域の茶の間 京王 京王自治会 京王自治会館 

47 地域の茶の間 「山潟」 山潟中学校区 山潟会館 

48 高志２丁目お茶会 
高志二丁目 

自治会 
るぴなす 

49 地域の茶の間 レモンの会 南長潟自治会 山潟会館 

50 地域の茶の間ふれあいサロン 
弁天橋通 2･3

丁目自治会 

弁天橋通 

2･3丁目集会所 

51 みのりクラブ 美の里自治会 美の里自治会館 

 

（２）地域の茶の間（ふれあいいきいきサロン）情報交換会の開催 

  中央区内の地域の茶の間実施団体を対象に情報交換会を開催しました。 

なお、当日は、助成を受けていない団体、立ち上げを考えている団体も参加

しました。 

期日／会場／参加者 内 容 

・平成 27 年 2 月 16 日 

・新潟市総合福祉会館 

・全体参加者 86 名 

① 講話：「今、改めて地域の茶の間って…？」 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

② 平成 26 年度地域交流活動助成事業報告書並びに 

平成 27 年度事業申請書の提出について 

③ 情報交換会 

 

６．生きがい対応型通所事業（ふれあいティールーム）  

家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等の介護予防事業の一環として、中

央区内 3ヶ所で実施しました。【中央区役所からの受託事業】 

① 会場及び運営日 

中央地区―寄居コミュニティハウス 水･木･金曜日 

東地区―総合福祉会館 ４階会議室  水･木･金曜日 
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南地区―南地域保健福祉センター  月･木･金曜日 

② 利用状況等 

会 場 年間開催日数 
登録者数 

(年度末時） 

延べ参加人数 

（うち男性） 

１回あたり 

平均利用者数 

中央 148 19 767 (0) 5.18 

東 144 18 561 (3) 3.90 

南 143 42 1,497 (46) 10.47 

合計 435 79 2,825 (49) 6.49 

 

７．夕食宅配サービス事業  

     ひとり暮らし高齢者または高齢者のみ世帯を対象に、バランスのとれた夕食を届け、

声かけや安否確認を行うサービスを実施しました。 

項目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

ｻｰﾋﾞｽ実施日数 26 24 25 26 26 23 26 23 25 23 24 26 297 

実利用者数 23 25 26 25 24 23 22 23 22 21 21 19 274 

実利用世帯数 20 21 22 22 21 20 19 20 19 18 17 16 235 

配食数 339 360 362 342 338 334 328 266 282 233 260 269 3,713 

 

８．配食・ご用聞き「あんしん食宅サービス」事業 

    ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯など、地域の中で見守りが必要な世帯

や買い物に困難を感じている方に対して、県総合生協との協働により、夕食宅

配サービスを通じ、安否確認や見守り活動を行いました。 

事業主体 新潟県総合生活協同組合／中央区社会福祉協議会 

事業内容 

①新潟県総合生活協同組合(以下、総合生協)は、夕食宅配サービス

を通じ、安否確認を行うとともに、日頃の生活での困りごとや、

様子の変化などを必要に応じて中央区社協へ連絡・相談を行う。 

②総合生協は、買い物支援サービスとして、クルコの宅配による高

齢者支援、買い物に困難を感じている方への支援も行う。また、

注文方法や利用の援助についても行う。 

③中央区社協は、総合生協の夕食宅配サービス利用者に対して、相 

談があった場合、民生委員や地域包括支援センター等と連携し、

福祉サービスの利用援助を行う。 

・開催日  平成２６年１０月１１日（土） 

・場 所  東映ホテル 

・内 容  「これからの高齢者を支える仕組みについて」 

      講師：新潟市福祉部高齢者支援課 渡邉隆幸氏 
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      「高齢者の見守りのポイント」 

      講師：中央区社会福祉協議会職員 

・参加者  ５５名 

・利用者数  ３０２人 

 

９．介護者支援事業 

介護者の社会的孤立を防ぐことを目的に、介護疲れの解消と介護に関する

様々な知識と情報を得る場として、「介護のつどい」を開催しました。 

期日／会場／参加者 内 容 

平成 26年 4月 24日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 29名 

①介護講話 ：介護する人もいつまでも元気で！ 

「認知症の予防について」 

 地域包括支援センター宮浦東新潟 様 

②情報交換茶話会 

平成 26年 5月 29日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 22名 

①介護講話 ：サービスや制度、うまく使って少しでも楽に介護

しましょう 

「介護保険のサービスについて」 

 中央区社会福祉協議会 介護事業統括管理者 川井 紀子 

②情報交換茶話会 

平成 26年 6月 24日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 24名 

①介護講話 ：楽な方法を学んで体に無理なく介護しましょう 

「着替えの介助・体の拭き方」 

 中央区社協中央訪問介護センター 大岩訪問介護員  

②情報交換茶話会 

平成 26年 7月 24日 

複合型施設 

［なじょも］ 

全体参加者 23名 

①施設見学と情報交換会・昼食会 

 施設見学：〇複合型施設「なじょも」 

 〇山ノ下みなとタワー 

②情報交換会・昼食会 

平成 26年 8月 28日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 24名 

①介護講話 ：介護する人もいつまでも元気で！ 

「ここち・ヨガ教室」 

 フィトネスデイ aigo 地域支援課長 稲垣 聰 様 

②情報交換茶話会 

平成 26年 9月 26日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 18名 

①介護講話 ：サービスや制度、うまく使って少しでも楽に介護

しましょう 

「使って楽ちん！介護用品に触れよう」 

 あおやまメディカル株式会社 中川 到 様 

②情報交換茶話会 
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平成 26年 10月 24日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 15名 

①介護講話 ：楽な方法を学んで体に無理なく介護しましょう 

「歩行の介助方法を学んでみましょう」 

 中央区社協デイサービス本町   長沼介助兼生活相談員 

 中央区社協中央介護支援センター 瀬戸ケアマネージャー  

②情報交換茶話会 

平成 26年 11月 27日 

弥彦「さくらの湯」 

 

全体参加者 9名 

①お楽しみ食事会＆リフレッシュの会 

 日帰り温泉ツアー：「さくらの湯」 

②情報交換会・昼食会 

平成 26年 12月 25日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 19名 

①介護講話 ：介護する人もいつまでも元気で！ 

「健康的な食生活について」 

 栄養士 小林 則子 様 

②情報交換茶話会 

平成 27年 1月 22日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 15名 

①介護講話 ：サービスや制度、うまく使って少しでも楽に介護

しましょう 

「介護食の紹介と試食会」 

中央区社協中央介護支援センター 瀬戸ケアマネージャー  

②情報交換茶話会 

平成 27年 2月 26日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 18名 

①介護講話 ：楽な方法を学んで体に無理なく介護しましょう 

「車いすの介助方法について」 

 中央区社協中央訪問介護センター 大岩訪問介護員 

②情報交換茶話会 

平成 27年 3月 27日 

ほんぽーと 

 

全体参加者 11名 

①介護講話 ：心に栄養を与えて元気になりましょう 

「心にも栄養を～ストローク交換～」 

 中央区社協事務局 秋山 詩織 

②情報交換茶話会（来年度の集いを考えて） 

 

１１．子育てサロン事業の推進・支援 

子育て支援事業の一環として、毎月第 1火曜日と第 3金曜日に、新潟市総合

福祉会館を会場に「都市型☆子育てサロン」を、また、区社協交流スペースで

「古町型☆子育てサロン ぴょんぴょん」を開催しました。 

（１）都市型☆子育てサロン 参加状況 

 実施日 参加組数 参加者数 
ボランティア

活動人数 

１ 4月 18 日 5 11 2 

２ 5月 16 日 8 17 3 

３ 6月  3 日 11 24 3 

４ 6月 20 日 6 12 3 
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５ 7月 1 日 7 14 3 

６ 7月 18 日 4 9 3 

７ 8月 5 日 12 29 6 

８ 8月 15 日 3 7 4 

９ 9月  2 日 8 18 3 

１０ 9月 19 日 6 13 4 

１１ 10月  7 日 6 13 5 

１２ 10月 17 日 6 13 4 

１３ 11月 19 日 4 10 1 

１４ 12月  3 日 5 11 4 

１５ 12月 19 日 2 4 3 

１６ 1月 6 日 9 21 3 

１７ 1月 16 日 4 9 3 

１８ 2月 3 日 5 12 3 

１９ 2月 20 日 5 10 3 

２０  3月  3 日 9 18 2 

２１  3月 20 日 10 22 2 

合  計 135組 297名 67名 

 

（２）古町型☆子育てサロン ぴょんぴょん 参加状況 

 実施日 参加組数 参加者数 活動人数 

１ 7月 4 日 3 6 6 

２  8月 1 日 4 9 3 

３  9月 5 日 2 4 3 

４ 11月 7 日 3 6 3 

５ 12月 5 日 1 2 1 

６ 2月 6 日 3 7 1 

７ 3月 6 日 4 8 1 

合  計 20組 42名 18名 

 

（３）子育てサロン助成団体 一覧  ※当事者同士のサークルは助成対象外 

 団 体 名 対象地区 会  場 

1 子育てサロンキッズクラブ 
網川原自治会・上山コ

ミュニティハウス周辺 
上山コミュニティハウス 

2 の～びのび山潟 山潟地区 山潟会館 



30 

 

 

（４）子育てサロン情報交換会 

  中央区内の子育てサロン実施団体を対象に情報交換会を開催しました。 

平成 27 年 2 月 23 日 

・中央区社会福祉協議

会 

・全体参加者 13 名 

（うち子ども 4 名） 

① 講話・演習を兼ねた情報交換会「ストロークの交換」 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

② 平成 26 年度子育てサロン助成事業報告書並びに 

平成 27 年度事業申請書の提出について 

 

１２．日常生活自立支援事業  

  認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な方を対象

に、地域で安心して暮らせるよう福祉サービスの利用援助や日常的なお金の出し

入れの支援を実施しました。    

【平成２６年度 中央区利用契約者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．介護保険サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所の運営 

  新潟市社協が設置している中央区内の介護保険サービス事業所及び障がい

福祉サービス事業所は、お互いに協力し、総合的な相談体制の充実・強化に

努めました。 

3 たんぽぽキッズ 中央区内 駅南コミュニティセンター 

4 子育てサロン Branch 新潟市内 堀之内南（代表者自宅） 

5 ミントクラブ 新潟市内 駅南コミュニティセンター 

6 なかよしくらぶ 上山・網川原地区 上山コミュニティハウス 

7 おでかけリアン 新潟市内 まちなか交流サロンアルク 

8 にこにこＩランド 山潟地区・京王自治会 京王自治会館 

利用者区分 契約者数 

認知症高齢者 38名 

知的障がい者  9名 

精神障がい者 12名 

合計 59名 
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１４．まごころヘルプ事業（住民参加型在宅福祉サービス） 

 利用会員やそのご家族の負担軽減のため、家事支援が全体の９割を占めまし

た。 

家事支援をはじめとした日常生活の手助けを多くの提供会員が実施しました。 

項目 

利用会員数    

（内、今年度入会数） 

提供会員数    

（内、今年度入会数） 

賛助団体 会員数 賛助個人 会員数 

 345 人（38 人） 137 人（9 人） 2 団体 36 人 

 

項目 月平均利用者数   月平均活動者数   延利用件数（月平均） 延利用時間（月平均） 

 119.5 人     65.2 人     5,210 件（434 件） 6,634 時間（552.8 時間） 

 

１５．まちなか総合相談機能の充実（各種講座の開催） 

従来の相談対応の充実に加え、来所しやすい雰囲気づくりのため、中央区

社協交流スペースで様々なテーマで毎月講座などを開催しました。 

期日／参加者 内 容 

平成 26年 4月 23日（水） 

13：30～15：00 

参加者    8名 

演題：「お薬のミニ知識」 

講師：メッツ西堀薬局 金井寛幸 氏 

   西堀調剤薬局  斉藤 信 氏 

平成 26年 5月 28日（水） 

13：30～15：00 

参加者   8名 

演題：「だまされないで！悪徳商法」 

 

講師：新潟市消費生活センター職員 

平成 26年 6月 28日（土） 

10：00～11：30 

参加者  23名 

演題：「認知症サポーター養成講座」 

 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

平成 26年 7月 23日（水） 

13：30～15：00 

参加者  20名 

演題：「出張！ひざ教室」 

 

講師：猫山宮尾病院職員 
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平成 26年 8月 27日（水） 

13：30～15：00 

参加者  23名 

演題：「お金のはなし～聞いてビックリ、知って納得  

    年金・税金のこと～」 

講師：金融広報アドバイザー 田村純也 氏 

平成 26年 9月 24日（水） 

13：30～15：00 

参加者  12名 

演題：「認知症サポーター養成講座」 

 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

平成 26年 10月 22日（水） 

13：30～15：00 

参加者  11名 

演題：「お薬のミニ知識」 

講師：メッツ西堀薬局 金井寛幸 氏 

   西堀調剤薬局  斉藤 信 氏 

平成 26年 11月 29日（土） 

13：30～15：00 

参加者   5名 

演題：「認知症サポーター養成講座」 

 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

平成 26年 12月 24日（金） 

13：30～15：00 

参加者  15名 

演題：「クリスマスコンサート」 

出演：いしずえ合唱団 様 

   美婆爺（びばじい） 様 

平成 27年 1月 24日（土） 

10：00～11：30 

参加者  20名 

演題：「親子で箸作り、しませんか？」 

 

講師：高島かよ子 氏 

平成 27年 2月 25日（水） 

13：30～15：00 

参加者  29名 

演題：「三流亭楽々さんの防災落語」 

 

講師：三流亭楽々 氏 

平成 27年 3月 25日（水） 

13：30～15：00 

参加者  36名 

演題：「認知症サポーター養成講座」 

 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

 

１６．夏休み避暑スペース“さわさわ” 

保護者の就労等で、長期休暇を自宅で過ごすことが多い小・中学生を対象に中

央区社協交流スペースに居場所をつくりました。 

また、期間中に週１回イベント等を開催しました。 

開催期日／会場／人数 内 容 

7月 28日(月)～8月 29日(月) 

区社協交流スペース 

自主学習、自由遊び、ミニ図書館（常設） 

①7月 31日 プチボランティア体験 
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小・中学生 97名 （情報誌発送作業） 

②8月 6日 おもちゃ病院にいがた 

開設＆工作指導 

③8月 19日 バスボムづくり 

   20日 バスボムづくり 

④8月 4日 おにいさん・おねえさんとお勉強 

8月 11日 しよう（サマーチャレンジボラン

ティア参加者より） 

 

１７．シニア向け携帯電話講座 

   ＩＴを苦手とする高齢者を対象に、スキル向上支援やＩＴへの興味関心

の調査を目的として実施しました。 

 

１８．生活福祉資金貸付事業 【県社協からの受託事業】 

  民生委員児童委員の協力のもと、低所得者世帯等の経済的自立、社会参加

の促進を目的に各種資金の貸付を行いました。 

資金の種類 相談件数 決定件数 貸付金額 

福祉資金 

福祉費 89 3 474,000円 

緊急小口資金 146 7 620,000円 

教育支援資金 

教育支援費 61 6 2,865,000円 

就学支度費 38 5 1,109,000円 

総合支援資金 

 
生活支援費 60 1 180,000円 

実施主体 
中央区社会福祉協議会 

協力：富士通コミュニケーションサービス株式会社 

事業内容 

実施状況 

○講座の開催 

 「シニア向け いまどき！携帯メール講座 

       ～大切な人の写真を携帯メールで送ろう！～」 

日程：平成 26 年 8 月 22 日（金） 

会場：中央区社協交流スペース 

対象：中央区在住概ね 65 歳以上、携帯電話を持っているが、メー 

ルを使いこなせていない方(参加者 14 名) 

講座内容：携帯基礎知識・安心安全な携帯電話の使い方・演習 

     最新 IT 事情 
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総合支援資金 
住宅入居費 4 0   0円 

一時生活再建費 6 0    0円 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型 

生活資金 
28 0 0円 

要保護世帯向け 

不動産担保型 

生活資金 

7 0 0円 

計 439 22 5,248,000円 

 

行旅者旅費貸付事業 

  移動途中で金銭の紛失、盗難等の理由により目的地までの移動が困難にな

った行旅者に対し旅費の貸付を行いました。 

 

 

１９．子ども学習支援事業 【中央区役所からの受託事業】 

  生活保護世帯の生徒及び保護者に対して進学の重要性・学習習慣の定着を

図ることを目的に、区役所と協力して毎週土曜日の午前、「子ども学習会」を

開催しました。（６月から開始） 

開催期日／活動人数 内 容 

毎週土曜日（年末年始除く） 

全４０回 

参加学生指導員活動人数 

  延べ２７２名 

①毎週の中学生勉強会での学習の支援 

②季節行事を参加中学生と学習指導員である

大学生が一緒に楽しむ交流会の開催 

 

 

２０．おもいやりのひとかき運動  

地域での思いやりと助け合いの心を育む運動として、バス停や横断歩道付

近の適当な場所に除雪用スコップを設置し、バスや信号待ちの人たちから除

雪に協力していただきました。 

中央区内設置数 ８２ヶ所 

 

 

 

貸付件数 貸付額 償還額 

２０件 １０，０００円 ３，０００円(30％) 
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２１．ＣＳＷの具体的取組 

  地域における多様な課題やニーズを受け止め、それに対応するため、コミ

ュニティソーシャルワーク活動の充実に努めました。（再掲あり） 

 

（１）CSW 定例会議の充実 

①1 回／月 の定例開催 

 ・ケース検討：その月に区社協で受けた相談や関わっているケースについて検討 

    （３５件） 

 ・個別の課題から見えてくる地域課題の整理 

 ・年間目標に掲げた地域づくりについての話し合い 

 …区社協の地域課題解決のための取組みへつなげる重要な会議として位置づけ 

（２）高齢者が明日を感じられる地域づくり ～介護者支援事業～ 

 25 年度に区内で起きた介護心中事件を受け、介護者の社会的孤立を防ぐことを目的

に、介護疲れの解消と介護に関する様々な知識と情報を得る場として、「介護のつどい」

を開催しました。また、同じような生活課題を抱えた介護者の実態を把握し、支援につ

なげるための調査を行いました。 

 ①介護のつどい   1 回／月開催（詳細は介護者支援事業に記載） 

 【成果】 

 ・実際に事件の起きた地域は高齢化が進み高齢者のみ世帯が増えてきていることか

ら、まだ介護に携わっていない段階の住民も興味関心を持って参加してもらえていま

す。また、参加者がリピーターとなり仲間意識が醸成されつつあります。 

 ②介護と生活実態把握調査 

  対象者：長嶺地区在住の 75 歳以上の人が居住する 427 世帯 

  調査の企画：介護者支援プロジェクト 

長嶺地区コミュニティ協議会・地域包括支援センター 協力 

 【成果】 

 ・26 年度は調査票の企画設計と郵送調査と訪問調査を行うところまで行いました。

民生委員と同行で訪問調査を行うことで、日頃ゆっくりと話を聞けない対象世帯の状

況を聞取りすることが出来、地域課題の認識が高まりました。 

（３）高校進学支援事業 子どもが未来を感じられる地域づくり～子どもが未来を感じ

られる地域づくり事業～ 

 25 年度に CSW に相談のあったケースの中に、 

・高校に合格していたのに進学の資金を支援する制度を知らないために入学金を用意

できず進学を諦めた生徒 

・障がいを持つ保護者で奨学金制度の資料をそろえることが難しいが、そうした支援

をしてもらえるところが無く途方に暮れていた生徒 

などの生活課題を抱えた中学生の存在があり、こうした生徒の高校進学を支援する以

下の事業を企画し、行いました。 

 ①CSW による訪問相談支援 

 ②分かりにくい奨学金等制度を一覧にして見やすく整理したチラシの作成 
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 ③区内中学校への本事業の PR と実態把握インタビュー訪問 

 【成果】 

 ・本事業により、早期に区社協へ進学ための資金の相談があったケースが 5 件ありま

した。また、各中学校にもチラシを見た保護者からの早期の相談が 7 件あり、いずれ

も早期の相談であったため支援にスムーズに入れました。CSW に学校から相談のあ

ったケースも 2 件ありました。各学校に事業の評価アンケートを行い、次年度も取組

みを継続してほしいという回答をすべての学校にもらいました。 

（４）地域と専門機関のネットワークの構築 ～地域福祉ネットワーク会議～ 

 CSW 定例会で検討されたケースの中から、 

 ・徘徊する認知症高齢者への支援に苦慮した民生委員からの相談 

 ・ゴミを溜めこんでしまっている認知症と思われる高齢者への支援についての包括支

援センターからの相談 

 が多くあり、この 2 つについて認知症の方への支援というテーマを切り口にした地域

福祉ネットワーク会議を計 3 回、開催しました。 

 （詳細は地域福祉ネットワーク会議に掲載） 

①第 1 回地域福祉ネットワーク会議の開催 

  テーマ 「徘徊する認知症高齢者を発見する仕組みを検討する」 

  参加者：56 名（中央区健康福祉課・保護課、保健福祉センター、地域包括支援セ

ンター、地域福祉コーディネーター、民生委員） 

 【成果】 

・地域や関係者から存在は知られていても良く理解されていなかった警察による徘

徊シルバーSOS ネットワークについて共通認識が得られました。また、地域の人

や関係者で出来ることについて考えるきっかけを作ることが出来ました。 

 ②ゴミ屋敷に関するアンケート調査の実施 

  ・ゴミ屋敷の支援に実際に関わったことのある人はどんな人たちなのか 

  ・かかわったゴミ屋敷は、どのような様子であったか 

  以上の 2 段階に分けての調査を実施しました。 

調査対象：地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、民生委員、中央区健康福祉

課・保護課、保健福祉センター、障がい者相談支援事業所 

③第 2 回地域福祉ネットワーク会議の開催 

 テーマ 「ゴミ屋敷の支援を考える」 

 ゴミ屋敷に関するアンケート調査の集計・分析結果から、ゴミ屋敷支援のためのガ

イドライン案を作成、それについて会議で検討協議する内容としました。 

 参加者：76 名（中央区健康福祉課・保護課、保健福祉センター、地域包括支援セ

ンター、地域福祉コーディネーター、民生委員） 

【成果】 

・地域包括支援センターや居宅介護支援事業所など関係機関は、制度の谷間でどこに

相談したら良いか分からないようなゴミ屋敷の支援について日頃から大変な苦労

をしながらも個々のニーズに熱意をもって取り組んで来ており、CSW にも関係機

関からの相談が相次いで入っていました。そこで、ゴミ屋敷という生活課題を地域
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の課題として位置づけて一つの支援スキームを提案したこと、社会福祉協議会が支

援機関の中心となってチームで支援していく際の旗振りの役割を担うという方針

を示したことは、地域課題の解決のために大きな一歩となりました。 

④第 3 回地域福祉ネットワーク会議の開催 

 テーマ「社会福祉協議会を活用してもらおう」 

 ゴミ屋敷支援ガイドラインの提示と、地域福祉活動計画等の社協の取組みについ

て、地域包括支援センターに理解してもらい、27 年度も互いに連携し合いながら

地域づくりしていくための交流の機会として開催しました。 

 参加者：14 名（中央区内地域包括支援センター4 ヶ所から） 

 【成果】 

 ・地域包括支援センター職員に対し、第 2 回会議で協議したゴミ屋敷支援ガイド

ラインの提示、26 年度に策定した「地域福祉活動計画」や「中央区オアシスプラ

ン」について説明したことにより、地域活動に対して社協や CSW が取り組んでい

ることの認識共有ができました。また、会議終了後に懇親を兼ねたランチ交流会を

開催し、職員同士が顔を見ながら日頃の業務についてざっくばらんに相談し合える

雰囲気での話し合いができたことは、大変有意義でした。 
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３．ボランティア・市民活動の推進・支援 

 

１．中央区ボランティア・市民活動センターの運営 

 地域活動につながる人材を育成するため、各種ボランティア講座を実施しま

した。また、ボランティア・市民活動に関する相談・情報提供などを行う気軽

な相談窓口として、古町ボランティア・市民活動センター(中央区社協内)及び

万代ボランティア・市民活動センター（総合福祉会館１階）に２ヶ所設置し、

センター機能の充実に努めました。 

 

（１）登録及びボランティア保険加入件数 

項 目 内 訳 

グループ・団体登録数 １４０団体（７，８５５名） 

個人登録数 １９２名 

ボランティア保険加入件数 ３８０件（６，２７８名） 

 

（２）相談状況  

  個別の生活支援から学校等の研修まで、幅広い相談が３５１件寄せられました。 

相談分類 件数 

ボランティアに関すること １８１ 

情報提供など ３４ 

寄付に関すること １１ 

研修・授業依頼 ２４ 

子育て支援に関すること ７ 

災害に関すること １ 

その他（生活支援等） ９３ 

計 ３５１ 

 

 

２．中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

中央区ボランティア・市民活動センターの運営・事業等が円滑に行われるよ

う、運営委員会を開催しました。 

＜運営委員／理事 2、ボランティアグループ 5、福祉関係団体 1、企業 2、地域

教育コーディネーター1、公民館 1＞ 

（開催月 ： ６月、９月、２月）１２月は悪天候により開催中止 
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 開催期日／会場 協議事項 

１ 
平成 26年 6月 24日（火） 

中央区区社協 交流スペース 

（１）２６年度新規事業について                 

（２）６~９月に開催予定事業について 

（３）中央区ボランティア・市民活動団体情報

見本市について 

２ 
平成 26年 9月 22日（月） 

中央区社協 交流スペース 

（１）第５回中央区ボランティア市民活動団体

情報見本市について 

（２）今後のイベントスケジュールについて 

３ 
平成 27年 2月 24日（火） 

中央区社協 交流スペース 

（１）終了事業・講座の報告と意見交換 

（２）平成 27 年度事業について 

 

 

３．中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

新潟市社会福祉協議会で改訂作業を進めた、改訂各区版（暫定）「災害ボラ

ンティアセンター設置運営マニュアル」をもとに、さらなるマニュアルの検証

のための災害ボランティアセンター設置訓練を開催し、マニュアルの周知と関

係団体のネットワークの構築を図りました。 

 

開催回／期日／会場 内 容 

第 8回委員会 

平成 26年 11月 10日（月） 

中央区社会福祉協議会 

会議室 

・次期中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

 正副委員長の選任について 

・新潟市災害ボランティアセンター設置運営マニュアル

の改訂作業について 

・平成 26年度中央区災害ボランティアネットワーク委員

会検討内容について 

・平成 26年度中央区災害ボランティアセンター設置訓練

について 

第 9回委員会 

平成 27年 1月 19日（月） 

中央区社会福祉協議会 

会議室 

・改訂版中央区災害ボランティアセンター設置運営マニ

ュアル（本編・資料編）について 

・平成 26年度中央区災害ボランティアセンター設置訓練

について 

・連携グループ検討報告 
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第 2 回中央区災害ボランテ

ィアセンター設置訓練 

平成 27年 2月 8日（日） 

新潟市総合福祉会館 

参加者：81名 

・全体講義「災害ボランティアセンターの機能と役割」 

・講義「災害ボランティアセンターがたちあがるまで」 

・訓練「災害ボランティアセンター立上げ」準備・ミー

ティング 

・非常食の試食 

・災害の情報収集と意思決定「災害ボランティアセンタ

ー」ミーティング 

・模擬訓練 センター１日目 

・センター１日目から２日目への引き継ぎ 

・模擬訓練 センター２日目 

・災害ボラセン担当班別振り返り 

・災害ボラセン各担当班からの報告・全体振り返り 

 

４．ボランティアの育成 

（１）ボランティアきっかけづくり講座 

  地域活動の人材育成を目的に地域別で開催しました。 

（講座の柱） 

 ・講座導入ゲーム「防災紙しばい なまずの学校」 

 ・災害に備えて知っておきたいこと地域で役立つ！車椅子の動かし方 

 ・認知症を正しく理解するために～私が地域にできること 

（しもまち地域社協連絡会地域のみ） 

 ・ミニ講話「ボランティアって何だろう？」 

 ・ふりかえり／意見交換 

開催期日/会場 対象地域 参加者 内容 

①平成 26年 12 月 1日（月） 

白新コミュニティセンター 

鏡淵・白山・浜

浦 
16 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

②平成 26年 12 月 6日（土） 

山潟会館 
山潟  9 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

③平成 26年 12 月 7日（日） 

有明台小学校 
有明台 120 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

④平成 27年 1月 28日（水） 

鳥屋野地区公民館 

鳥屋野・女池・

上所・上山 
35 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

⑤平成 27年 1月 30日（金） 

駅南コミュニティセンター 
紫竹山・笹口 21 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

⑥平成 27年 2月 28日（土） 

関屋小学校 
関屋 21 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

⑦平成 27年 3月 1日（日） 

寄居コミュニティハウス 

新潟・大畑・旭

水 
33 

認知症を正しく理

解するために 

⑧平成 27年 3月 5日（木） 

沼垂荘 
沼垂・本馬越  7 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 



41 

 

⑨平成 27年 3月 7日（土） 

北部コミュニティセンター 

湊・栄・入舟・

豊照 
63 

認知症を正しく理

解するために 

⑩平成 27年 3月 14日（土） 

クロスパル新潟 
礎 32 

認知症を正しく理

解するために 

⑪平成 27年 3月 16日（月） 

ほんぽーと中央図書館 
万代・長嶺 18 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

⑫平成 27年 3月 18日（水） 

新潟市総合福祉会館 
南万代 17 

地域役立つ！車椅

子の動かし方 

合計  392  

 

 

（２）保育ボランティア講座 

  子育て中の方や子育て支援推進に関心のある方の社会参加を促し、担い手

を育成する目的で開催し、講座参加者８名のうち８名が登録をしました。新

規保育ボランティアグループとして、当会子育てサロンにて活動をしました。

子育てサロン情報交換会に参加し、他団体とも交流・情報交換し、ネットワ

ークを広げました。 

開催期日／会場 講座内容 

平成 26年 6月 17日（火） 

新潟市総合福祉会館 

〈第 1回〉オリエンテーション 

① 「社会福祉協議会・保育ボランティアとは」 

平成 26年 6月 18日（水） 

新潟市総合福祉会館 

〈第 2回〉子どもと安全 

①講義「集団保育の役割と留意点」 

講師：中央区健康福祉課 

指導保育士 瀬野 明子 氏 

 ②講義「保育に携わる場合の衛生・健康管理」 

     講師：東地域保健福祉センター 

保健師 山上 明美 氏 

 ③講義・演習「子どもの事故防止と応急手当」 

     講師：新潟市中央消防署 山潟出張所 様 

平成 26年 6月 19日（木） 

中央区管内公立保育園 

〈第 3回〉のぞいてみよう、子どもの世界 

①実習「子どもの個性を尊重する保育」 

     中央区管内公立保育園 

平成 26年 6月 20日（金） 

新潟市総合福祉会館 

〈第 4回〉やってみよう、保育ボランティア 

①振り返り 

②見学「新潟市総合福祉会館」 

「都市型☆子育てサロン」 

     協力：保育ボランティアグループ カンガルー  
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（３）サマーチャレンジボランティア  

  中学生から専門学校生・大学生までを対象として、夏休み期間中に福祉施

設や企業等におけるボランティア活動を通して福祉の分野やボランティア活

動に関心をもってもらうことを目的に開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 26年 7月 26日（土） 

～8月 24日(日) 

 

中央区内の福祉施設・福祉団体 

 

65名(のべ 131名) 

＜参加者の内訳＞ 

中学生： 1名 

高校生：11名 

大学生：23名 

専門学校生：36名 

【内容】 

① 7月 26日(土)「開校式」(新潟市総合福祉会館) 

② 8月  1日(金)～8月 23日(土)各施設・団体で活動 

③ 8月 24日(日)「閉講式」(新潟市総合福祉会館) 

【活動先】４９ 

○高齢者施設：２０（江東園、陽光園 等） 

○障がい者施設：１２（あどばんす 等） 

○児童施設：１２ 

○団体：１（旧齋藤家別邸） 

○子育てサロン：２（社協主催 子育てサロン） 

○社協事業：２（さわさわ、携帯電話講座） 

 

（４）視覚障がい者サポーター養成講座の開催 

  中央区社協ボランティア・市民活動センターに寄せられる視覚障がい者関

連ニーズに対応できるような人材を育成するために実施しました。 

  全３回開催し、２回は一般市民に呼びかけ、１回は参加者のフォローアッ

プ研修として実施しました。新年度の同様のニーズに参加者をつなげること

ができました。 

 

５．コミュニティ・コーディネーター養成事業への協力 

 養成講座企画委員会に参画し、講座の企画立案に対する提案を行いました。

また、開催日に企画委員として参加し、地域活動やボランティア活動の紹介を

行いました。鳥屋野地区公民館からはこの講座をきっかけに、区社協のボラン

 

① 平成 26年 9月 25日（木） 

② 平成 27年 2月 19日（木） 

③ 平成 27年 3月 19日（木） 

（会場） 

新潟市総合福祉会館 

① 14名②9名③4 名 

（合計）27名 

①1回目（講義・実技） 

・視覚障がい者の理解のために・アイマスクによる単独歩

行・声のかけ方・理想的な誘導方法、他 

② 2回目（講義・実技） 

・視覚障がい者サポートボランティアについて 

・前回の復習、トイレ誘導、ボランティア募集 他 

③ 3回目（実技・対談） 

・基本姿勢、席への誘導（基本・応用編） 

・全国的に視覚障がい者をサポートする活動 他 

（講師） 

・（社福）新潟県視覚障害者福祉協会 松永 秀夫 様 

・視覚障がい者ガイドヘルパー指導員 土岐 悦子 様 
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ティア講座への協力を得ました。 

養成講座名 受講者数 

コミュニティコーディネーター養成講座集まれ！わがまち未来応援隊 16名 

 

 

６．学校における福祉教育の推進 

小・中学校等の依頼により総合学習等への協力を行い、２１校（専門学校：2

校＝81名、高校：2校＝91名、中学校：3校＝300名、小学校：14 校＝1586名）

延べ 2058名の児童・生徒を対象に実施しました。 

（1）宮浦中学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

2学年 5名 

 

4月 23日(水) 

  

新潟市総合福祉会館 

【テーマ】“バリアフリーとユニバーサルデザイン” 

バリアフリーとユニバーサルデザインの理念を知

り、実際の建物を見学したり、物に触れることで理解

を深める。福祉のまちづくり 

 

【内 容】 

① 見学「新潟市総合福祉会館」 

質疑応答 高齢者や障害者に関すること 

     新潟市職員・中央区社会福祉協議会職員 

 

 

（2）山潟小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 2 ｸﾗｽ 75 名 

 

①6月 5日(木) 

②9月 16日（火） 

山潟小学校 

【テーマ】 

  人にやさしいまちづくりについて 

【内 容】 

①講話「ふくしとは」         

講師：中央区社会福祉協議会職員 

・高齢者との接し方、特別養護老人ホームってこんなと

ころ 

講師：江東園 栄森 氏 

②「見えないということ」は？ 

・講話「障がいってなんだろう？～見えないということ」 

・視覚障がいの方に情報を伝えよう・誘導してみよう 

講師：中央区社会福祉協議会職員 
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（3）上山小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 クラス 100 名 

 

（期日）7月 11日(金) 

（会場） 

上山小学校 

【テーマ】身近な公共交通を瑞諸としての学習を進める。

バリアフリーに関する福祉体験授業 

※国土交通省のバリアフリー教室の一環で実施 

【内 容】 

①交通バリアフリーと環境問題 

②車イス利用当事者のお話 

③車イス体験（2か所） 

（講師） 

①国土交通省職員 

②箱岩 松男さん 

① 中央区社会福祉協議会職員（3名） 

 

 

 

 

（4）紫竹山小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

5学年 4 ｸﾗｽ 105 名 

 

①11月 12日(水) 

②1月 19日（月） 

③2月 2日（月） 

④2月 13日（金）、17 日（火） 

 19日（木）、20日（金） 

紫竹山小学校 

（注）※④の 2 月 13 日、2

月 17日、2月 20日は調整の

み 

【テーマ】“やさしい町 紫竹山(福祉)” 

  「福祉」とは高齢者や障がい者のみでなく、みんな

に関係していることを理解する。？？ 

 

【内 容】 

① ・講話「福祉とは 高齢者が住みやすい町づくり」 

・アイマスク体験、高齢者疑似体験・車いす体験 

  講師：中央区社会福祉協議会職員 

 ②認知症サポーター養成講座 

   講師：中央区中央訪問介護センター及び社会福祉

協議会職員 

 ③まとめのワークショップ 

  「学びを基に…あなたならどうする？クロスロード」 

   講師：新潟 NPO協会 井上基之氏 

 ④地域の茶の間を開設しよう！ 

① ～③の学びを生かし、子ども達がお茶の間を開催 

   資料の提供と当日の参加：中央区社協職員 
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（5）新潟医療福祉カレッジ 

対象学年／期日／会場 内 容 

社会福祉専攻科 １年  

26名＋教員  

※社会福祉協議会を学ぶ者 

 

12月 3日(水) 

 

新潟市総合福祉会館 

【テーマ】 

身近な地域の社会福祉協議会がどのような事業や活

動を行っているのか、職員から直接聞くことで、より

身近に感じ理解を深めたい。また、福祉現場で活躍し

ている職員からお話を聞くことや会館見学を通して、

来年の実習に向けての意識づけ、将来の自分の進路を

考えるきっかけとしたい。 

【内 容】 

① 講話「中央区社会福祉協議会の事業内容について」 

見学「新潟市総合福祉会館」 

新潟市職員・中央区社会福祉協議会職員 

 

 

(6)有明台小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 51名 

 

①4月 30日(水) 

②5月 8日(木) 

 

有明台小学校 

【テーマ】「考えよう 私たちにできること(福祉)」 

福祉体験を通して自分たちが地域で出来ることを考え 

実践しようとする態度を育てる。 

【内 容】 

①講話「福祉とは？」 

②体験 高齢者疑似体験 

 

 

（7）沼垂小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 2クラス 65名 

他、保護者 

 

11月 21日(金) 

 

沼垂小学校 

【テーマ】盲導犬ユーザーの方に会う前の事前学習 

色々な年齢層の人たちと横のつながりをつくってい

くための学習の一環として行う。 

【内 容】 

①講話「福祉って何だろう・障がいって何だろう」 

②演習「アイマスクをつかったコミュニケーション」 

③講話「身の回りのユニバーサルデザインを学ぶ」 

  中央社会福祉協議会職員  
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（8）女池小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 4クラス 130名 

 

11月 21日(金) 

 

女池小学校 

【テーマ】盲導犬ユーザーの方に会う前の事前学習 

色々な年齢層の人たちと横のつながりをつくってい

くための学習の一環として行う。 

 

【内 容】 

①講話「福祉ってなんだろう！」 

②演習「アイマスクをつかってコミュニケーション」 

・聴覚を活用 ・触覚を活用 

     中央区社会福祉協議会職員  

 

（9）万代長嶺小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

特別支援学級 4年生 

①6月 17日(火)3名 

②9月 30日（火）3名 

③10月 7日（火）3名 

＜会場＞ 

①新潟市総合福祉会館 

②万代長嶺小学校 

③万代長嶺小学校 

【テーマ】 

 人にやさしいまちづくりについて 

 

【内 容】 

① 生徒からの質問・点字ブロックにふれてみよう・新

潟市総合福祉会館見学 

② 手話指導  挨拶の手話・手話の歌 

③ 手話指導  挨拶の手話・手話の歌 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

 

（10）鳥屋野小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 5クラス 140名 

 

①1月 13日(火) 

②1月 14日(水) 

 

鳥屋野小学校 

【テーマ】“福祉ってなんだろう？”  

 福祉の仕事に携わっている人の話しや体験学習を通

して、福祉に対する実感を伴った理解を促す。 

【内 容】 

 ①盲導犬ユーザーの話と質疑応答 

  講師：にいがた盲導犬ハーネスの会 赤塚セツさん 

②聴覚障がい者のお話と手話指導 

  講師：新潟市ろうあ協会 中村宏衛さん 

  手話通訳：中央区社会福祉協議会職員 
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（11）高志中等学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

3学年 3クラス 123名 

 

 12月 19日（金） 

 

高志中等学校 

【テーマ】障がいのある方・高齢者について知り、自分

達のできることを考える力を身につける。 

【内 容】 

① 手話講習 

② アイマスク体験 

③ 高齢者疑似体験 

④ 全体のまとめ 

講師：中央区社会福祉協議会職員 

 

（12）第一高等学院 新潟キャンパス 

対象学年／期日／会場 内 容 

2学年 11名 

 

 12月 11日（木） 

 

市総合福祉会館 

【テーマ】 

 福祉・ボランティア活動に関する学習 

【内 容】 

① 講義「福祉って何だろう」 

② 講義「年をとるということ」 

③ 車いす体験  

講師：中央区社会福祉協議会職員 

 

（13）鏡淵小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

3学年 39名 

 

①2月 13日(金) 

②2月 27日(金) 

鏡淵小学校 

デイサービスセンター鏡淵 

【テーマ】「地域の方と仲良くなろう」 

 

【内 容】 

①講話「福祉のおはなし～高齢者について～」 

  体験「高齢者疑似体験」 

    「ユニバーサルデザイン体験」 

 ②見学「デイサービスセンター鏡淵」 

 

（14）江南高等特別支援学校 川岸分校 

対象学年／期日／会場 内 容 

1～3学年 各回 10 名 

 

①5月 20日(火) 

②5月 29日(木) 

③6月 10日(火) 

【テーマ】介護の仕事について意識を高めることができ

る。相手の立場にたって仕事をすることができる。 

【内 容】 

①講話「福祉とは～高齢者の特徴～」 

 体験「高齢者疑似体験」 
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④6月 17日(火) 

⑤6月 24日(火) 

⑥9月 17日(水) 

⑦11月 12日(水) 

⑧2月 18日(水) 

 

 

江南高等特別支援学校 

川岸分校 

②体験「車イス体験」 

③講話「福祉とは～高齢者の特徴～」 

 体験「高齢者疑似体験」 

④実習「デイサービスセンターで高齢者の方と交流しよ

う」 

    協力：老人デイサービスセンター本町 

⑤演習「介護施設の実技(車ｲｽ清掃・ベッドメイキング)」 

    協力：老人デイサービスセンター本町 

       中央訪問介護センター 

       障がい者訪問介護センター 

⑥～⑧講話「福祉とは～高齢者の特徴～」 

体験「高齢者疑似体験」 

（15）浜浦小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

5学年 76名 

①11月 12日(水) 

②11月 14日(金) 

③11月 27日(木) 

④11月 28日(金) 

浜浦小学校 

通所介護事業所 浜浦倶楽部 

【テーマ】高齢者の特徴を理解して、相手の気持ちを考

えて行動しようとする心情や態度を育てる。 

【内 容】 

 ①、② 講話「福祉ってなに？」 

     体験「高齢者疑似体験」 

 ③、④ 実習「高齢者の方に喜んでもらおう」 

     協力：通所介護事業所 浜浦倶楽部 

 

（16）国際こども・福祉カレッジ 

対象学年／期日／会場 内 容 

総合福祉学科 

福祉心理学科 

２年  

① 6月 13日（金）27名 

② 10月 24日（金）27名 

ＮＳＧ ステップ 

【テーマ】 

 災害対応 

【内 容】 

 防災啓発ゲーム  

クロスロードを用いた災害対応の研修会 

  講師：中央区社会福祉協議会職員 

 

（17）関屋小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

6学年 24名 

 

11月 20日(木) 

関屋小学校 

【テーマ】関屋地区住民として自分にできることを考え

る。  

【内 容】 

 講話「ふくしってなに？」 

 体験「高齢者疑似体験、アイマスク・車イス体験」 
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（18）桜ヶ丘小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

3学年 80名 

 

1月 29日(水) 

 

桜ヶ丘小学校 

【テーマ】目の見えない人の「楽しみ・遊び」をとおし

て“くらし”が想像できるようになる。 

【内 容】 

 講話「福祉とは」 

 体験「アイマスク体験～オセロやトランプ、ボールで

遊んでみる～」 

   「高齢者疑似体験」 

 

（19）入舟小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

4学年 30名 

 

①12月 16日(火) 

②12月 17日(水) 

 

入舟小学校 

【テーマ】“ともに生きる” 

【内 容】 

①事前学習「自分たちにできること」(グループワーク) 

②講話「見えないこと」 

     講師：赤塚 セツ(盲導犬ユーザー)様 

    「ふくしとは」 

事後学習「お話を聞いて改めて自分のできることを考え

る」 (グループワーク) 

 

（20）新潟大学教育学部附属新潟小学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

5～6学年 15名 

 

6月 3日(火) 

新潟大学教育学部附属新潟

小学校 

【テーマ】災害が起きたとき、地域の高齢者の命を守る

ために自分たちができることを考える。 

【内 容】 

 講話「災害がおきたとき、ひとり暮らしの高齢者はど

するの？」 

 

(21)寄居中学校 

対象学年／期日／会場 内 容 

1学年 86名 

 

①6月 3日(火) 

②7月 17日(木) 

 

寄居中学校 

【テーマ】他者を尊重することの大切さや社会人として

必要な礼儀や態度を体得する。 

【内 容】 

 ①講話「老人デイサービスセンターでの 1日」 

     講師：老人デイサービスセンター本町 

        金勝 里香 

 ②講話「見えないということ」 

     講師：赤塚 セツ(盲導犬ユーザー)様 
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７．施設ボランティアコーディネーター情報交換会の開催 

福祉施設や病院のボランティアコーディネーターを対象にボランティアと

は何かを考え、講義とグループワークを織り交ぜながら、担当職員のスキルア

ップを図りました。 

 

８．ボランティアフェア 2014 の開催 

     中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会が主体となり、一般市

民向けにボランティアグループ・団体が活動紹介やデモンストレーションを

行いました。今回は子育て世代の今後のボランティア活動の参画を促す映画

上映と同時実施しました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 26年 11月 30 日（日） 

新潟ユニゾンプラザ 

20団体 384名 

（内映画会場：137 名） 

① 各グループ・団体による活動紹介（出展） 

② きらりん・アルビくんのゆるキャラ登場 

③ 情報コーナー（情報提供のみ参加） 

④ 団体同士の情報交換 

⑤ 映画上映「かみさまとのやくそく」 

 

 

８．放課後児童クラブ（ひまわりクラブ）との連携 

 児童福祉の向上を目的にひまわりクラブに対し、新潟市薬剤師会の協力のも

と講話や実験で薬について正しい理解をしてもらうため「こども おすくりきょ

うしつ」を開催しました。また、地域の高齢者との交流及び福祉教育増進のた

め、老人デイサービス本町の利用者が作った雑巾をひまわりクラブに届け、高

齢者の特徴やデイサービスセンターでの過ごし方等をこどもに伝える「なかよ

しだいさくせん」を行いました。 

 

 

平成 26年 12月 12 日（金） 

新潟市総合福祉会館 

障がい施設（２） 

高齢者施設（７） 

博物館・図書館（４） 

 

＜講師＞ 

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 

理事 唐木 理恵子 様 

＜講義＞ 

ボランティアの特性、ボランティア活動の課題・弱点、ボ

ランティアマネジメントの必要性と業務の流れ 

＜ミニワーク＞ 

なぜボランティアは活動を続けるのか、やめてしまうのか 

＜ワーク＞ 

事例検討・・参加された施設からの事例に関するワーク 
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開催期日／会場／参加者 内 容 

【こども おくすりきょうし

つ】 

―なつやすみ― 

①7月 30日(水) 

入舟ひまわりクラブ 40名 

②7月 31日(木) 

豊照ひまわりクラブ 11名 

③8月 4日(月) 

白山ひまわりクラブ 38名 

④8月 5日(火) 

新潟ひまわりクラブ 122名 

―ふゆやすみ― 

⑤12月 22日(月) 

笹口ひまわりクラブ 59名 

⑥12月 24日(水) 

 桜が丘第 2 ひまわりクラブ 46名 

⑦12月 25日(木) 

 浜浦ひまわりクラブ 60名 

⑧12月 25日(木) 

鳥屋野ひまわりクラブ 151名 

⑨12月 25日(木) 

山潟第 1ひまわりクラブ 42名 

―はるやすみ― 

⑩3月 12日(木) 

 湊ひまわりクラブ 3名 

⑪3月 26日(木) 

 有明台ひまわりクラブ 37名 

 

【なかよしだいさくせん】 

6月～3月 

各ひまわりクラブ 

【こども おくすりきょうしつ】 

協力：新潟市薬剤師会 

 

実験「座薬をあたためるとどうなる？」 

  「カプセルをぬらしてみよう」 

  「かたい錠剤はどうやってやわらかくする？」 

  「鉄剤をお茶にまぜてみよう」 

   これらの実験から薬の保管方法や飲み方を

学ぶ。 

体験「模擬調剤」 

   患者役・薬剤師役に別れて行う。患者役は模

擬病院に行き処方箋を受け取り模擬薬局へ

向かう。薬剤師役は白衣を着て、処方箋どお

りにアメを処方する。アメを薬袋に入れてお

くすり手帳と併せて患者役に手渡す。 

 

 

【なかよしだいさくせん】 

協力：老人デイサービスセンター本町 利用者 

  

高齢者の特徴として「目が見えにくくなる」「手

足が思うように動かなくなる」等をこどもたちへ話

すが、“好きなことは何歳になってもできる”“少し

手伝ってもらうことでできることがある”ことも伝

え、高齢者が作成した雑巾をこどもたちへ手渡す。

こどもたちからはお礼の手紙と写真をもらいデイ

サービスセンターへ届ける。 
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９．中央区ボランティア・市民活動センター情報誌の発行 

  隔月（偶数月）に１回、「中央区ボランティア・市民活動センター情報」と

いう名称で、ボランティア情報等を発信しました。 

号 発行時期・部数 内 容 

第 20号 
平成 26年 4月 

1,200 部 

○中央区ボランティア・団体情報見本市報告 

○講座・イベント・ボランティア情報 

○運営委員リレー紹介 

第 21号 
平成 26年 6月 

1,200 部 

○講座・イベント特集 

 (サマー・チャレンジボランティア、夏休み避暑ス

ペースさわさわ) 

○イベント・ボランティア情報 

○運営委員リレー紹介 

第 22号 
平成 26年 8月 

1,200 部 

○保育ボランティア講座報告 

○講座・イベント・ボランティア情報 

○運営委員リレー紹介 

第 23号 
平成 26年 10月 

1,200 部 

○ボランティアフェア 2014案内 

○サマー・チャレンジボランティア報告 

○夏休み避暑スペース“さわさわ”報告 

○はじめの一歩～視覚障がい者サポート編～報告 

○講座・イベント・ボランティア情報 

○運営委員リレー紹介 

第 24号 
平成 26年 12月 

1,200 部 

○福祉教育現場紹介(浜浦・紫竹山小学校) 

○ボランティアフェア 2014ミニ報告 

○ボランティアグループ活動紹介 

○元気力アップサポーター登録説明会案内 

○運営委員リレー紹介 

第 25号 
平成 27 年 2月 

1,200 部 

○ボランティアフェア 2014報告 

○ボランティアきっかけづくり講座報告 

〇ボランティア活動保険案内 

○運営委員リレー紹介 
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１０．にいがたし元気力アップ・サポーター制度【新潟市からの受託事業】 

 ６５才以上の高齢者に、介護施設などでのサポート活動を通じて、いきいき

とした地域社会づくりに貢献してもらうと共に、活動する人自身の介護予防の

推進を目的としています。活動ごとにポイントがたまり、それに応じて翌年度

に最大５，０００円の交付金を受け取ることができます。平成２５年１０月よ

り中央区でもスタートしました。 

 

（１）受入協力機関数（サービス種類別数）      平成２７年３月３１日現在   

しもまち 上新潟島 江東 みなみ 合計 

１３ １２ ６ ２６ ５７施設 

 

（２）サポーター登録者数               平成２７年３月３１日現在    

男性 女性 合計 (内 新規) 

３１ １６７ １９８名（９８名） 

  ※新規とは、この制度をきっかけに、新しい活動場所（施設）で活動を始めた方 

 

（３） 説明会の開催 

実施回数 場  所 参加者数 登録者数 

定例説明会１２回 中央区社会福祉協議会など ９３名 ８２名 

出張説明会 ６回 沼垂荘 山二ツ会館など ７２名 ２５名 

 合計 １６５名 １０７名 

   ※出張説明会とは、5名以上の団体からの依頼で行う説明会 

 

（４） 交流会の開催 

期日/会場/参加者 内      容 

平成 26年 10月 7日 

新潟市総合福祉会館 

 

全体参加者 28名 

① 元気力アップ・サポーター制度実施状況報告 

② 認知症サポーター養成講座 

講師 老人デイサービスセンター本町 

            佐藤 文代 

③ サポーター交流茶話会 
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４．広報・啓発活動の推進 

 

１．中央区社協機関紙の定期発行  

班回覧用に自治・町内会長や関係機関に配布するとともに、会議や行事の際

にも配布し、区社協活動の情報発信を行いました。  

 

 

号 発行時期・部数 内 容 

第 18号 平成 26 年 6月 

／12,500 部 

・表紙の写真 

［入舟地区 しもまちお互いさまランチ］ 

・会費の協力と会員加入のお願い 

・平成 26年度中央区社協 新規事業の紹介 

・ボランティア・市民活動センターイベント・講座

案内 

・中央区発地域福祉最前線 

 〇鳥屋野地区社会福祉協議会 

 〇万代シルバーホテル 

・インフォメーション ・介護サービス事業所紹介 

・25年度決算、26年度予算 

・各種事業開催報告 ・寄付金謝辞 

・ふれあいティールームの紹介 

第 19号 平成 26 年 9月 

／12,500 部 

・表紙の写真 

［地域活動支援センター さんろーど 活動報告と

共同募金］ 

・赤い羽根共同募金の協力のお願い 

・ボランティア・市民活動センターイベント・講座

案内 

・中央区発地域福祉最前線 

 〇鏡淵地区社会福祉協議会 

 〇株式会社 富士通新潟システムズ 

・インフォメーション ・介護サービス事業所紹介 

・各種事業開催報告 ・寄付金謝辞 

・他団体からのお知らせ 
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第 20号 平成 26 年 11月 

／12,000 部 

・表紙の写真 

［紫竹山地区 友愛訪問・おせちの配付］ 

・歳末たすけあい募金の協力のお願い 

・地域の茶の間「よろてば沼垂」オープン 

・ボランティア・市民活動センターイベント・講座

案内 

・中央区発地域福祉最前線 

 〇豊照地区社会福祉協議会 

 〇新潟しんきん 

・インフォメーション ・介護サービス事業所紹介 

・各種事業開催報告 ・寄付金謝辞 

・賛助会員の紹介と加入のお願い 

・ふれあいティールームの紹介 

第 21号 平成 27 年 3月 

／12,000 部 

・表紙の写真 

［関屋地区 ボランティアきっかけづくり講座］ 

・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金協力への

お礼 

・各種事業開催報告 ・寄付金謝辞 

・ふれあいティールームの紹介 

    ※別途、点字版 60本・テープ版 30本を発行  

 

  

２．ホームページによる情報発信  

中央区社協ホームページを常時公開し、各種おしらせ・イベント情報、助成

金情報、災害支援情報等の発信や資料・広報のダウンロードの機能を充実しま

した。また、「ちょちょらくんツイッター」にて情報を発信し、ホームページへ

の誘導、ユーザーとのコミュニケーションを図りました。 

＜平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日  

ビジター数：8,711 アクセス（ページビュー）数：26,532件＞ 
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３．中央区助け合いのまちづくりシンポジウム開催 

 地域でひとり暮らし高齢者等の見守り活動を行っている地区社協、コミ協等

の活動の発表の場として、また、見守りに対する意識醸成や取組みが広がるよ

う区役所と共催で開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 平成２７年３月２１日（土・祝） １３時００分～１５時４０分 

会 場 新潟市民プラザ ホール 

内容・構成 

 

１．基調講演  

  「自治を回復し、まちの課題を、まちの力で解決するために 

   ～協働と総働の基礎を再確認する～」 

    ＩＩＨＯＥ【人と組織と地球のための国際研究所】 

代表  川北 秀人 氏 

２．パネルディスカッション 

  「超高齢・人口減少社会を前提とした安心のまちづくりについて」 

  

 パネラー 

 ・南万代小学校区コミュニティ協議会 会長 藤井 忠重 氏 

 ・一般社団法人 田から屋  田口 紗智子 氏 

 ・中央区自治協議会 人にやさしい暮らしのまち部会 

                座長 中村 昌雄 氏 

 

アドバイザー 

 ・ＩＩＨＯＥ【人と組織と地球のための国際研究所】 

           代表  川北 秀人 氏 

 

 コーディネーター 

 ・新潟ＮＰＯ協会  常務理事  富澤 佳恵 氏 

参加者 約２００名  市民、地区社協、コミ協、民生委員ほか 
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５．組織運営の充実・強化 

１． 一般会員会費及び賛助会員会費の安定確保 

区社協事業の財源となる会員会費について区民・企業・団体の理解を得る

ため、事業など様々な機会で広く周知を行い、会員会費の安定確保に努めま

した。 

（１）一般会員会費納入実績一覧 

地区社協名 自治会数 世帯数 

平成 26年度 平成 25年度 

納入 

自治会数 
納入金額（円） 

納入 

自治会数 
納入金額（円） 

入舟 32  2,492  31  508,900  30  533,100  

栄 20  1,516  20  271,800  19  288,900  

湊 24  1,821  22  381,180  24  410,400  

豊照 23  1,530  23  336,450  23  344,250  

新潟 29  2,447  28  447,400  28  456,000  

礎 24  1,796  19  216,600 18  213,295 

大畑 17  1,199  13  208,200  14  233,000  

旭水 1  867  1  171,501  1  182,550  

鏡淵 19  2,604  19  512,100  19  515,300  

白山 33  2,999  33  772,600  32  710,800  

浜浦 16  3,691  15  514,871 15  512,090 

関屋 19  2,353  19  490,700  19  493,600  

有明台 11  3,003  9  427,800 10  437,400 

南万代 27  4,583  25  696,100  25  677,700  

万代 15  2,773  15  452,200  14  456,600  

長嶺 16  1,847  16  312,500  15  301,300  

沼垂 24  2,902  24  479,300 23  489,500 

本馬越 4  659  3  88,000  3  88,000  

鳥屋野 13  5,911  12  824,900  13  811,000  

上山 22  5,009  21  1,059,450  20  1,086,000  

女池 26  5,927  25  1,136,600  23  1,016,800  

上所 28  6,153  27  783,000  27  814,200  

紫竹山 12  4,828  12  713,300  12  703,900  

笹口 17  4,182  16  535,200 15  547,600 

山潟 19  7,280  18  1,449,800  18  1,604,300  

その他 23  1,776  10  144,700  11  201,800  

合計 514  81,701  476  13,935,152  471  14,129,385  

                          前年度比－194,233円 
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 （２）賛助会員会費実績 

    １９３件 １，０５２，２８４円 

（平成２５年度 １５６件 ９９３，０００円）前年比＋５９，２８４円 

 

２．理事会機能の充実強化 

区社協の運営、事業執行に多様な意見を反映させるため、理事会・総会及

び運営委員会を開催しました。 

【 平成２６年度 中央区社協組織図】 

                          総 会  

監事（２名）   理事会（理事２１名）       地区社協の 

                           正副会長等 

                    

 

             運営委員会 

・企画財政委員会 

               ・中央区ボランティア・市民活動センター 

               運営委員会                           

                            ・区災害ボランティアネットワーク委員会 

 

 

          中央区社協事務局  

        

（１）理事会の開催状況 

開催回／期日／会場 議 題 

第 41回理事会 

平成 26年 5月 15日（木） 

万代シルバーホテル 

議案第１号 平成２５年度事業報告及び決算について 

議案第２号 モデル地区社会福祉協議会の指定について 

議案第３号 災害ボランティアネットワーク委員会委員の

一部選任について 

議案第４号  報告事項１ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画

策定について    

報告事項２ 地域社協連絡会関係について 

報告事項３ 新任幹事（自治・町内会長)説明会の開催につ

いて 

報告事項４ 平成２６年度地区社会福祉協議会活動交付金

について 

報告事項５ 平成２６年度一般会員会費の募集について 

報告事項６ 区社協だより第１８号の発行について 

報告事項７ 平成２６年度中央区社会福祉協議会体制につ

いて 
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第 42回理事会 

平成 26年 9月 12日（金） 

中央区社協会議室 

報告事項１ 平成２６年度新潟市社会福祉協議会社会福祉

功労者表彰候補者の推薦について  

報告事項２ ボランティア・市民活動センター運営委員会

報告について 

報告事項３ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画

について 

報告事項４ 企画財政委員会の開催について 

報告事項５ 新潟市社会福祉協議会総合計画について 

報告事項６ 新会計基準移行ついて 

報告事項７ 地域社協連絡会関係について 

報告事項８ おもいやりのひとかき運動の実施について 

報告事項９ 子ども学習支援事業について 

報告事項 10 新潟県民福祉大会について  

報告事項 11  一般会員会費の納入状況について  

報告事項 12  赤い羽根共同募金運動の実施について  

報告事項 13  歳末たすけあい事業助成について 

報告事項 14  敬老祝会助成事業申請状況について 

報告事項 15 区社協だより（第１９号）の発行について 

第 43回理事会 

平成 26年 11月 7 日（金） 

中央区社協会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 次期中央区災害ボランティアネットワーク委

員会委員の選任について 

報告事項１ 企画財政委員会報告 

報告事項２ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画

について 

報告事項３ ボランティア・市民活動センター運営委員報

告 

報告事項４ 地域社協連絡会関係について 

報告事項５  歳末たすけあい募金運動の実施について 

報告事項６ おせち料理配食事業の実施について 

報告事項７ 赤い羽根共同募金の実績について 

報告事項８ 緊急医療情報キットについて 
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第 44回理事会 

平成 27年 1月 16日（金） 

イタリア軒 

議案第 1 号 災害ボランティアネットワーク委員会委員の

一部選任について 

報告事項１ 企画財政委員会報告 

報告事項２ 災害ボランティアネットワーク委員会報告  

報告事項３ ボランティア・市民活動センター運営委員会報

告 

報告事項４ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画に

ついて 

報告事項５ 地域社協連絡会代表者会議の開催について 

報告事項６ 友愛訪問事業研修会の開催について 

報告事項７ 地域の茶の間情報交換会の開催について 

報告事項８ 中央区助け合いのまちづくりシンポジウムの

開催について 

報告事項９ 社協一般会員会費及び賛助会員会費の納入状

況について 

報告事項 10 共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)実績に

ついて 

報告事項 11  会費・共募アンケート結果について 

報告事項 12  平成 27年度収入・支出科目構成について 

第 45回理事会 

平成 27年 3月 20日（金） 

中央区社協会議室 

議案第１号  中央区社会福祉協議会第 2 次中期計画（中央

区オアシスプラン）の策定について 

議案第２号 コミュニティ活動推進事業要綱の廃止につい

て 

議案第３号 地域福祉活動計画推進事業助成実施要綱の制

定について 

議案第４号 平成２７年度事業計画及び予算について 

議案第５号 次期役員の選任について 

議案第６号 中央区自治協議会委員の推薦について 

報告事項１ 企画財政委員会報告 

報告事項２ボランティア・市民活動センター運営委員会報告 

報告事項３ 災害ボランティアネットワーク委員会報告 

報告事項４ 幹事研修会について 

報告事項５ 中央区助け合いのまちづくりシンポジウムの

開催について 

報告事項６ 社協一般会費及び賛助会員会費の納入状況に

ついて 

報告事項７ 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）の実績

について 

報告事項８ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画に

ついて 
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（２）総会の開催状況 

 

 

（３）会長・副会長会議の開催状況 

開催回／期日／会場 議  題 

第１回 

平成 25年 5月 12 日（月） 

中央区社協会議室 

協議事項１ 第４１回理事会の議案について 

協議事項２ 平成２６年度総会について 

第２回 

平成 26年 9月 9日（月） 

中央区社協会議室 

 

協議事項１ 第４２回理事会の議案について 

 

第３回 

平成 27年 1月 13 日(火) 

中央区社協会議室 

協議事項１ 第４４回理事会・役職員研修・新年会について 

 

第 4回 

平成 27年 3月 17 日（火） 

中央区社協会議室 

協議事項１ 第４５回理事会について 

 

 

（４）運営委員会の開催状況 

①企画財政委員会 （開催内容は下記） 

                           

②中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会（再掲） 

                           （開催内容はｐ３８） 

③中央区災害ボランティアネットワーク委員会（再掲） 

                             （開催内容はｐ３９） 

開催回／期日／会場 議  題 

平成 26年度総会 

平成 26年 5月 15 日（木） 

万代シルバーホテル 

 

議案第１号 平成２５年度事業報告及び決算について 

議案第２号 平成２６年度事業計画及び予算について 

報告事項１ 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画策

定について 

報告事項２ 地域社協連絡会関係について 

報告事項３ 新任幹事（自治・町内会長)説明会の開催につ

いて 

報告事項４ 平成２６年度地区社会福祉協議会活動交付金

について 

報告事項５ 平成２６年度一般会員会費の募集について 

報告事項６ 区社協だより第１８号の発行について 

報告事項７ 平成２６年度中央区社会福祉協議会の体制に

ついて 
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３．企画財政委員会 

  中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画、区社協の収支予算・決算状況や

事業、第１次オアシスプランの評価・第 2次オアシスプランの策定について協議

を行いました。 

開 催 日 協 議 事 項 

第１回 

平成 26年 9月 18日（木） 

・区地域健康福祉計画・区地域福祉活動計画につ

いて 

第２回 

平成26年10月 27日（月） 

・区地域健康福祉計画・区地域福祉活動計画につ

いて 

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第１次中期計画）の評価シートについて 

第３回 

平成26年11月 26日（水） 

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第１次中期計画）の評価について 

第４回 

平成26年12月 19日（金） 

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第１次中期計画）の評価について・第２次の検討

について 

第５回 

平成 27年 1月 21日（水）  

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第２次中期計画）の検討について 

第６回 

平成 27年 2月 12日（木） 

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第２次中期計画）の検討について 

・平成２７年度事業計画について 

第７回 

平成 27年 3月 11日（水）  

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会

第２次中期計画）の決定について 

・平成２７年度予算及び事業計画について 

・地域福祉活動計画推進事業助成実施要綱につい

て 

 

 ４．第１次オアシスプランの評価及び第２次オアシスプランの策定 

  オアシスプラン（第 1次中期計画）の評価・オアシスプラン（第 2次中期計画）

の策定を企画財政委員会で行いました。  

 

５．赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動への協力 

新潟県共同募金会新潟市支会中央区分会事務局を置き、赤い羽根共同募金運

動と歳末たすけあい募金運動に積極的に協力をしました。また、各種災害義援

金の受付窓口として対応を行いました。 
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６．中央区民生委員児童委員会長連絡会との連携・協力 

   地域福祉の担い手である民生委員児童委員との協働を進めるため、中央区

民生委員児童委員会長連絡会の定期開催に協力するとともに、各地区民協の

定例会にも適宜出席し、民生委員児童委員との連携を深めました。 

 

 

７．基幹区社協としての役割 

 市内８つの区社協の基幹的な役割を担い、市社協本部や各区社協との連絡調

整を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


