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平成２８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、中央区内４

つの地域社協連絡会（しもまち、上新潟島、江東、みなみ）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発に行

われるよう、平成２６年度に策定した「地域福祉活動計画」（期間:平成２７年

度から平成３２年度まで）の各地区の計画推進をはじめ、様々な支援を行いま

した。 

また、地域の特性を活かした「地域包括ケアシステム」構築のうち、中央区

域（第１層）において、高齢者等住民の生活支援・介護予防活動を充実・強化

できるよう、多様な機関を構成員とする「支え合いのしくみづくり会議（第１

層協議体）運営の受託団体として、支え合いのしくみづくり推進員（以下「生

活支援コーディネーター」という。）を配置し、地域の社会資源の把握やネット

ワークの構築に取り組みました。 

一方、アウトリーチ(地域に直接出向いて支援につなげる)の考え方のもと、

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、地区社協や地域社協連絡会の圏域ごとに、地域の茶の間立ち上げ講

座等、地域福祉活動を担う人材の育成を目的としたボランティアきっかけづく

り講座を実施したほか、災害時のボランティアセンターの体制整備、役割の周

知等を目的に災害ボランティアセンター研修会を開催し、ボランティアの育成

に努めました。 

 その他、「中央区社会福祉協議会第２次中期計画」(第２次中央区オアシスプ

ラン)の目標達成のため、事業計画に基づき、様々な事業を展開しました。 

 

Ⅰ．地区社会福祉協議会活動の推進・支援（コミュニティワークの充実） 

 区内４つの地域社協連絡会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、

「地域福祉活動計画」の計画推進をはじめ、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。 
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Ⅱ．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（ソーシャルワークの充実） 

  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

しくみづくりを中央区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。特にいわゆる「ゴ

ミ屋敷」については、平成２７年度に作成したガイドラインを基に関係機関

と連携し、具体的な支援を行いました。 

また、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。 

さらに、第１層協議体運営の受託団体として、生活支援コーディネーターを

配置し、中央区とともに地域の社会資源の把握やネットワーク構築の推進に努

めました。 

  

Ⅲ．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。 

身近な地域での活動もボランティアにつながるという視点から、子育てサロ

ン及び地域の茶の間の立上げや人材育成を目的としたボランティアきっかけ

づくり講座を開催したほか、地域社協連絡会ごとに災害時における災害ボラン

ティアセンターの体制整備、役割の周知等を目的とした研修会を災害ボランテ

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、中央区内のボランティア団体の交流やＰＲを目的とした「ボランティ

アフェア２０１６」の開催や、介護予防を目的とし、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。 

 

Ⅳ．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、「住み慣れた地域

で安心して暮らせるまちづくり」をテーマに、支え合いのしくみづくりを考

えるための講演会を中央区と共催で開催しました。 

  

 

Ⅴ．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２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２９年度事業計画に反映させました。また、

地域社協連絡会のありかたやふれあい事業の見直しについて協議しました。 

  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・町内会等への取り組みを強化しました。 
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平成２８年度事業実施報告 
 

Ⅰ．地区社会福祉協議会活動の推進・支援（コミュニティワークの充実） 

 

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 17日(金) 

上新潟島    6月 15日(水) 

江東       6月 17日(金) 

みなみ     6月  7日(火) 

⑴ 新任幹事（自治・町内会長）説明会の開催について 

⑵ 地区社協役員名簿等届について 

⑶ 地区社協事業報告書・決算書及び事業計画書・予算書 

の提出について 

⑷ モデル地区社協連絡会議について 

⑸ 地区社協活動シートについて 

⑹ 地域開催講座について 

⑺ 中央区地域健康福祉推進協議会委員の推薦について 

第２回 

しもまち   10月 12日(水) 

上新潟島  10月 13日(木) 

江東    10月 11日(火) 

みなみ   10月 6日(木) 

⑴ 共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)の募集について 

⑵ 地域の茶の間立上げ講座について 

⑶ 一般会員会費の納入状況について 

⑷ 敬老会助成事業申請状況について 

⑸ おもいやりのひとかき運動の実施について 

⑹ 中央区災害ボランティアネットワーク委員会の委員の 

推薦について 

⑺ 災害ボランティアセンター研修会について 

⑻ 地区見守り活動交流会について 

⑼ 中央区地域健康福祉推進協議会について 

第３回 

しもまち    2月 10日(金) 

上新潟島   2月 14日(火) 

江東       2月 7日(火) 

みなみ    2月  9日(木) 

⑴ 幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

⑵ 中央区社協次期役員の推薦について 

⑶ 友愛訪問事業研修会の開催について 

⑷ 地域の茶の間情報交換会及び立上げ講座について 

⑸ 社協一般会員会費の納入状況について 

⑹ 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）実績について 
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⑺ こどもおくすりきょうしつ、歯のはなしについて 

⑻ 生活支援体制整備事業について 

 

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。 

開催期日／会場 内  容 

第１回 

平成 28年 5月 26日(木) 

中央区社協 会議室 

⑴ 新任幹事（自治・町内会長）説明会の開催について 

⑵ 地区社協役員名簿等届について 

⑶ 地区社協事業報告書・決算書及び事業計画書・予算書の 

提出について 

⑷ モデル地区社協連絡会議について 

⑸ 地区社協活動シートについて 

⑹ 地域開催講座について 

⑺ 中央区地域健康福祉推進協議会委員の推薦について 

第２回 

平成 28年 9月 26日(月) 

中央区社協 会議室 

⑴ 共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)の募集について 

⑵ 地域の茶の間立上げ講座について 

⑶ 一般会員会費の納入状況について 

⑷ 敬老会助成事業申請状況について 

⑸ おもいやりのひとかき運動の実施について 

⑹ 中央区災害ボランティアネットワーク委員会の委員の

推薦について 

⑺ 災害ボランティアセンター研修会について 

⑻ 地区見守り活動交流会について 

⑼ 中央区地域健康福祉推進協議会について 

第３回 

平成 29年 2月 1日(水) 

中央区社協 会議室 

⑴ 幹事（自治・町内会長）研修会の開催について 

⑵ 中央区社協次期役員の地域住民組織代表者区分の定数

について 

⑶ 地域の茶の間情報交換会及び立上げ講座について 

⑷ 社協一般会員会費の納入状況について 

⑸ 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）実績について 

⑹ こどもおくすりきょうしつ、歯のはなしについて 

⑺ 生活支援体制整備事業について 

⑻ 市社協評議員の選出について 
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３．幹事（自治・町内会長）研修会の開催 

（１）幹事（自治・町内会長）研修会 

 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】 

平成 29年 3月 5日(日) 

42自治会（64名） 

・区社協事業概要及び地域包括ケアシステム 

及び各種助成事業について 

・「地域福祉活動計画」について(座談会) 

【上新潟島地域】  

平成 29年 3月 17日(金) 

32自治会（44名） 

・区社協事業概要及び地域包括ケアシステム 

及び各種助成事業について 

・「地域福祉活動計画」について(座談会) 

【江東地域】    

平成 29年 3月 15日(水) 

28自治会(39名) 

・区社協事業概要及び地域包括ケアシステム 

及び各種助成事業について 

・「地域福祉活動計画」について(座談会) 

【みなみ地域】 

平成 29年 2月 28日(火) 

76自治会(84名) 

・区社協事業概要及び地域包括ケアシステム 

及び各種助成事業について 

・「地域福祉活動計画」について(座談会) 

 

（２）新任幹事（自治・町内会長）研修会の開催 

  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

ついて研修会を開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内  容 

平成 28年 6月 27日(月) 

新潟市総合福祉会館 

5階 大集会室 

新任幹事 54名 

⑴ 中央区社協の組織・事業について 

⑵ 自治・町内会に活用していただきたい各種助成事 

業について 

⑶ 社会福祉協議会会員会費の募集について 

⑷ コミュニティソーシャルワーカーについて 

 

４．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２７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。 

   ・地区社協活動交付金額  平成２８年度 ４，０７５，０８４円 

               （平成２７年度 ４，１４３，１３５円） 
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５．地域福祉活動計画助成事業 

  地区社会福祉協議会が地域福祉活動計画の推進のために行う活動事業に対

し、助成金を交付しました。 

地域 地区 事業名 
参加 

者数 
開催期日 実施場所 

 
 

し
も
ま
ち 

入舟 
第 10回ふれあいウォ

ーキング 
183 平成 28年 10月 2日(日) 

市歴史博物館～

りゅーとぴあ 

豊照 

健康ウォーキング 47 平成 28年 4月 10日(日) 
旧豊照小～りゅ

ーとぴあ 

豊照小周りの清掃と

除草 
105 平成 28年 6月 5日(日) 旧豊照小学校 

新潟 たんぽぽ盆踊り大会 800 平成 28年 7月 23日(土) 
新潟小学校グラ

ウンド 

大畑 
新潟まつり町内子ど

も神輿 
200 平成 28年 8月 7日（日） 

二葉町～大畑～

寄居～南浜～西

大畑 

栄 

中学生と地域のゴミ

出しボランティア活

動 

21 
平成 28 年 7 月 5 日～3

月 31日 
栄地区内 

上 

新 

潟 

島 

鏡淵 

ふれあいお茶会 89 平成 28年 7月 31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 
146 平成 28年 10月 2日(日) 

鏡淵小学校グラ

ウンド 

白山 ふれあいお茶の間 151 

平成 28年 7 月 10日(日)・

11月 13日(日)・3 月 5日

(日) 

白山コミュニテ

ィハウス 

有明

台 
夏休み親子地引網 115 平成 28年 7月 24日(日) 

五十嵐浜番小屋

清山丸 

江 
 

東 

長嶺 
長嶺コミ協三世代交

流会 
59 平成28年10月10日(日) 蒲原神社境内 

沼垂 
なじらね沼垂フェス

タ 
1,500 平成 28年 6月 19日(日) 

沼垂テラス商店

街 

南万

代 
福祉講演会 55 平成 29年 2月 14日（木） 総合福祉会館 

本馬 

越 

本馬越３世代交流事

業 
88 

平成 28 年 11 月 13 日

(日) 
沼垂小学校 
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み 

な 

み 

紫竹 

山 
健康教室（笑いヨガ） 57 平成28年10月30日(日) 

駅南コミュニテ

ィセンター 

山潟 「さいの神」 470 平成 28年 1月 15日(日) 
姥ケ山３丁目地

内 

 

６．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、コミュニティ協議会（以下「コミ協」という）、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。                 

 

７．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。 

             平成２８年度  １０９自治・町内会／１５２件 

             （平成２７年度  １２５自治・町内会／１４７件） 

地
域 

地
区 

自治・町内会名 事 業 名 
参加 

者数 

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 20 4 

町内春の旅行 16 6 

山田町町内会 
町内納涼会 35 7 

町内旅行 21 8 

入船２自治会 町内バーベキュー大会 112 8 

西湊町通３・４自治会 
納涼会 60 7 

新年会 28 1 

元下島・艀川岸町内会 
納涼会 40 7 

豆まき・新年会 36 2 

附船第四町内自治会 町内親睦旅行 18 11月 

指定年度 地区社協名 事業名 

27・28年度 沼垂地区社会福祉協議会 会報誌「よろてば沼垂」事業 

28・29年度 旭水地区社会福祉協議会 
見守りネットワークに関する

研修会・懇談会 
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栄 

浮洲町第一区自治会 町内新年会 15 1 

栄町２－３丁目町内会 残暑納涼会 50 8 

湊 

田中町 4区町内会 日帰り温泉旅行 16 6 

古町 12番町第一自治会 町内懇親会 28 6 

豊 

照 

南北毘沙門町町内会 南北毘沙門町 納涼会 36 7 

東湊町通３の町町内会 
町内親睦会 15 9 

新年会 15 2 

船場町自治会 
草刈り作業・お茶会 55 6 

納涼会 40 7 

豊照マンション自治会 町内親睦旅行 23 5 

湊町 1の町町内会 
お花見会 18 4 

納涼会 32 7 

西湊町２ノ町団地自治会 
ふれあい納涼会 41 8 

西湊町２ノ町新年会 36 1 

新 

潟 

西大畑町第五町内会 観桜会 17 4 

営所通１番町町内会 
総会・懇親会 35 4 

町内旅行 16 7 

 

 

上 

 

新 

 

潟 

 

島                  

鏡 

淵 
川岸町三丁目自治会 

ふれあい交流昼食会 52 4 

ふれあい交流ランチ会 24 12 

川岸町二丁目自治会 
総会・講演会・懇親会 39 5 

秋のひとときを楽しむ会 20 10 

学校町三番町六区自治会 
動物ふれあい調理体験の会 10 8 

高齢者と子どもの交流 14 10 

白 

山 

東堀通３番町町内会 
お楽しみ食事会 13 6 

町内会新年会 13 2 

古町４番町町内会 町内納涼会 52 8 

本町通５番町町内会 
千灯まつり決起大会 29 7 

町内日帰り温泉ツアー 29 9 

上大川前５東川端町５町内会 町内花火会 37 8 

本町通り 4番町 新年顔合わせ会 39 1 

 

 

 

 

 

し 

 

も 

 

ま 

 

ち 
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コープ野村川端町町内会 そうめん流し 60 7 

町内旅行 29 10 

シティハウス川端町町内会 ひな祭りコンサート 54 2 

浜 

浦 

金衛町第一自治会 夏休み親睦 BBQ会 51 7 

信濃町１区自治会 
信濃公園観桜会 37 4 

新年会 20 1 

浜浦町自治会 世代交流日帰り旅行 43 10 

関屋松波町３丁目町内会 町内懇親会 115 7 

信濃町２区自治会 
町内親子お楽しみ会 68 7 

平成２８年新年会 23 1 

関屋上本村自治会 
観桜会 53 4 

 

自治会日帰り旅行 35 10  

 

 

サーパス関屋自治会 
七夕飾り付け会 28 6  

クリスマスツリー飾付け会 15 12   

関 

屋 
 
 
 

関屋田町２丁目４区町内会 町内交流会 28 10  

関屋田町２丁目５区町内会 
町内親睦旅行 16 10 

 
親睦新年会 15 2 

関屋田町１丁目町内会 町内日帰り旅行 23 11  

関屋松波町２丁目自治会 
納涼会 76 7 

新年会 76 1 

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 

日帰り旅行 31 11 

関谷下川原町 1丁目町内会 新年餅つき大会 47 1 

関屋下川原町２丁目自治会 草刈り作業・慰労会 26 6 

関屋ハイツ自治会 ふれあい花火大会 31 8 

学校町三番町４区自治会 

学校町三番町５区自治会 
４区・５区合同夏休み研修会 14 7 

関屋新町町内会 町内旅行 20 6 

白 

 

山 

 

 

 

 

 

上 

 

新 

 

潟 

 

島 
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有

明

台 

関屋大川前一区自治会 
町内夏のお楽しみ会 102 8 

町内アイススケート 73 3 

堀割町町内会 
町内日帰り旅行 58 8 

夕涼み会 56 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 

クリーン作戦と交流会 58 6 

盆踊り大会 120 8 

天神二丁目自治会 
春のクリーン作戦交流会 68 6 

秋のクリーン作戦交流会 71 12 

水島町町内会 
町内クリーン作戦と交流会 42 6 

町内クリーン作戦と交流会 32 9 

春日町１・２・３自治会 春のクリーン作戦と交流会 55 6 

南万代町東町内会 クリーン作戦と交流会 22 6 

アパガーデンコート新潟駅前

自治会 
ふれあい交流会 25 8 

アパガーデンコート弁天公園

自治会 

居住者交流会 19 7 

懇親会 33 2 

万 

代 
東万代町自治会 夏休み町内花火大会 44 8 

神明自治会 日帰り旅行 24 10 

三和町自治会 
春の日帰り親睦旅行 26 6 

秋の親睦行事 20 9 

長 

嶺 

蒲原町内会 
夏休みバーベキュー大会 26 7 

日帰り温泉旅行 19 11 

西片原二三丁目町内会 町内交流懇親会 14 11 

沼 

垂 

五軒町町内会 
町内五朗祭 69 10 

豆まき大会 46 2 

沼垂古町３・４町内会 バーベキュー大会 35 8 

日の出三丁目３区自治会 

日の出三丁目２区自治会 
竹駒稲荷神社秋祭り 42 7 

芳原一丁目町内会 ふれあいもちつき大会 39 10 

日吉町自治会 日吉町節分豆まき大会 41 2 
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み 

 

な 

 

み 

鳥 

屋 

野 

620 5 
鳥屋野自治連絡協議会 

灯籠祭・おでん大会 

盆踊り大会 330 8 

網川原自治会 
今昔わんぱくおてんばクラブ 30 6 

今昔わんぱくおてんばクラブ 32 9 

美咲町自治会 美咲町バス遠足 22 7 

高美町自治会 納涼祭 89 7 

親松自治会 夏祭り・盆踊り大会 270 7 

愛宕自治会 
愛宕町内豆まき新一年生お祝い

の会 
61 1 

上 

 

山 

上近江第一自治会 納涼花火観覧会 37 8 

女池北自治会 女池北自治会一日だんらん 205 8 

南出来島自治会 ふる里祭り 134 8 

女池西第五自治会 
防災訓練・納涼祭 156 8 

ボウリング大会 23 11 

リーベスト近江自治会 親睦会 37 7 

 
女 
池 

こばりのき自治会 
こばりのきまつり 740 8 

秋のレクリエーション 53 11 

女池東第三自治会 
初夏のお楽しみ会 32 6 

新春お楽しみ会 47 1 

 
 
 
 
 
 
 

上 

所 

上所中１丁目自治会 
夏休みラジオ体操と交流会 31 7 

上所中 1丁目自治会親睦会 27 9 

上所中２丁目自治会 
夏休みラジオ体操と交流会 41 7 

世代交流ボウリング大会 50 3 

新和４丁目自治会 
皆で歌おうカラオケ大会 115 5 

わくわく夏祭り 115 7 

上所中三町内会 三世代交流会 36 2 

近江下三条通自治会 親睦日帰り旅行 25 8 

堀之内旭通自治会 ラジオ体操交流会 30 7 

ユートピアレジデンス幸西 マンション親睦会 46 7 
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下所島２丁目町内会 親睦芋煮会 50 5 

上所マンション自治会 
ラジオ体操交流会 30 7 

節分・豆まき大会 112 2 

上所第一自治会 多世代間交流会 47 12 

 

 

紫 

竹 

山 

米山第４自治会 
動く市政教室 18 5 

町内親睦旅行 74 6 

米山第５自治会 
町内家族旅行 39 8 

町内親睦日帰り旅行 13 12 

米山第６自治会 
自治会・子ども会旅行 46 8 

懇親会 44 1 

笹 

口 

笹口西１自治会 
総会 35 4 

日帰り旅行 36 7 

鐙第二自治会 
世代交流納涼大会 102 8 

町内新年会 29 2 

第２駅南ハイツ自治会 
ふれあい懇親会・総会 47 5 

納涼会 74 7 

南笹口第二町内会 
日帰り親睦旅行 31 6 

町内新年会 34 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山 

潟 

姥ケ山自治会 バーベキュー大会 50 7 

南長潟自治会 納涼祭 200 7 

美の里自治会 美の里まつり 200 8 

山二ツ新興自治会 
盆踊り大会 281 8 

子ども神輿祭 125 8 

弁天橋中央自治会 ふれあい祭 175 8 

京王自治会 
地引網交流会 74 7 

京王ふるさと祭り 2,700 8 

山二ツ本村自治会 
三世代交流大映写会 41 7 

山二ツ諏訪神社秋季大祭 334 8 

姥ケ山高志自治会 納涼会 83 7 

高志二丁目自治会 るぴなす祭 130 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み 

 

な 

 

み 

上 

 

所 
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８．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。    平成２８年度 地域２９団体／施設３団体 

              （平成２７年度 地域２３団体／施設２団体）   

地

域 

地

区 
申請団体一覧 事 業 名 

参

加

者

数 

日 時 場 所 

し
も
ま
ち 

旭
水 

旭水町内自治会 落語口演会 35 
平成 28年 11月

21日（月） 

旭 稲 荷 神 社

（舞殿） 

湊 

湊地区社会福祉協

議会 

マジックショーと

餅つきのお楽しみ

会 

105 
平成 28年 12月

3日（土） 

二葉コミュニ

ティハウス 

新
潟 

新潟地区コミュニ

ティ協議会 
新年もちつき大会 347 

平成 29年 1月

21日（土） 

新潟小学校体

育館 

サーパス西大畑自

治会 

新年会 餅つき大

会 
86 

平成 29年 2月 5

日（日） 

サーパス西大

畑 

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 
116 

平成 29年 1月

29日（日） 

旧豊照小学校

体育館 

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 
304 

平成 28年 12月

4日（日） 

有明台小学校

体育館 

関
屋 

関屋田町一丁目

四・五区・六区・

七区町内会 

関屋田町もちつき

大会 
102 

平成 29年 1月 

8日(日) 
新潟保育園 

学校町通３番町一

区自治会 
親睦日帰り旅行 19 

平成 28年 11月

20日（日） 
月岡温泉 

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 
128 

平成 29年 1月

15日（日） 

関屋地区公民

館 

鏡
淵 

アップルガーデン

イースト・ウェス

ト自治会 

アップルサロン 12 
平成 28年 11月

21日（月） 

アップルガー

デンイースト

ウェスト 

白
山 

本町五町内会 
本町五町内会新年

会 
20 

平成 29年 1月

29日（日） 
谷仕出し店 

シティハウス川端

町町内会 

2016クリスマス餅

つき＆じゃんけん

大会 

62 
平成 28年 12月

18日（日） 

シティハウス

川端町 
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江
東 

南
万
代 

南万代地区コミュ

ニティ協議会 

なんばんコミ協ま

つり 
150 

平成 28年 12月

4日（日） 

新潟市総合福

祉会館 

アパガーデンコー

ト万代自治会 
新年の集い 27 

平成 29年 1月 

7日（土） 

アパガーデン

コート万代 

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 
68 

平成 28年 12月

13日（火） 
東地区公民館 

長嶺第一町内会 

長嶺第二町内会 

明石二丁目町内会 

長嶺長寿会 

節分豆まき大会 90 
平成 29年 1月

29日（日） 
奈佳美禰神社 

 
 

 
み 

な 

み 
 

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 
369 

平成 28年 12月

4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 
152 

平成 28年 12月

4日（日） 

女池ひまわり

クラブ 

上
所 

新和自治会 新年もちつき大会 162 
平成 29年 1月

29日（日） 

鳥屋野地区公

民館 

サーパスシティ西

新潟壱弐番館自治

会 

軽いストレッチ・お

しゃべり・食事会で

楽しい時間を過ご

しましょう 

22 
平成 28年 12月 

16日（金） 

マンション集

会室 

鳥
屋
野 

鳥屋野自治連絡協

議会 

歳末たすけあい餅

つき大会 
400 

平成 28年 12月

4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 
平成 28年 12月

4日（日） 

網川原自治会

館 

大島自治会 歳末もちつき大会 301 
平成 28年 12月

4日（日） 
大島自治会館 

美咲町自治会 
美咲町自治会ボー

リング大会 
86 

平成 28年 11月

27日（日） 

ラウンドワン

スタジアム新

潟店 

親松自治会 歳末もちつき大会 194 
平成 28年 12月

4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 309 

平成 29年 1月

29日（日） 

鳥屋野小学校

体育館 

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 
198 

平成 28年 11月

15日（火） 
山潟会館 

京王自治会 

新春お楽しみ会 

（元旦マラソン大

会・餅つきお楽しみ

会及びフルート&ミ

ニコンサート 

134 

平成 29年 

1月 1日(日) 

1月 22日（日） 

京王自治会館

及び桜が丘公

園他 

弁天橋中央自治会 
新年もちつき大会

＆新年会 
191 

平成 29年 1月

22日（日） 
湖南会館 
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施
設 

江
東 

就労継続支援 B型

事業所さんろーど 

地域交流事業第 13

回 SUNSUNろーど祭 
300 

平成 28年 12月

11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 

新潟市中央区身体

障がい者福祉協会

福祉講演会 

65 

 

平成 28年 11月

27日（日） 

クロスパルに

いがた 

全
区 子供・若者支援の

会 HS 

子供・若者支援イベ

ント 2016年「今、

伝えたい。今、やっ

てみたい 

50 
平成 28年 12月

23日(日) 

クロスパルに

いがた 

 

９．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。     平成２８年度 ５２団体 

                      （平成２７年度 ４８団体） 

 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 栄 栄町二・三町内会 

3 
湊 

古西１１町内会 

4 四ツ屋町 1丁目第一町内会 

5 豊照 豊照地区コミュニティ協議会 

6 
新潟 

二葉町１丁目１区、二葉町１丁目２区、二葉町２丁目 

7 東中通町内自治会 

8 礎 礎地域コミュニティ協議会 

9 

上新潟島 

 

 

鏡淵 

川岸町２丁目自治会 

10 川岸町３丁目自治会 

11 白一東第三町内会 

12 
白山 

白山校区コミュニティ協議会 

13 コープ野村川端町町内会（コミュニティ協議会に未加入） 

14 
浜浦 

金衛町第二自治会 

15 信濃町一区自治会 

16 関屋 関屋小学校区コミュニティ協議会 

17 
有明台 

関屋大川前三区町内会 

18 堀割町町内会 
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19 

江 東 

南万代 

水島町町内会 

20 アパガーデンコート万代自治会 

21 天神尾第一区・天神尾 1丁目・天神尾 2丁目自治会 

22 万代 萬代橋町内会、三和町自治会、神明自治会 

23 
長嶺 

蒲原町町内会 

24 長嶺第一町内会・長嶺第二町内会 

25 

沼垂 

日吉町自治会 

26 芳原四町内会 

27 沼垂上三ノ丁町内会 

28 紫竹１丁目自治会 

29 

みなみ 

鳥屋野 親松自治会 

30 

上山 

南出来島自治会 

31 女池北自治会 

32 女池西第五自治会 

33 上近江第一自治会 

34 
女池 

女池東第三自治会 

35 女池１丁目自治会 

36 

上所 

上近江 2丁目自治会 

37 新和自治会 

38 堀之内旭通自治会 

39 上所中三町内会 

40 近江下三条通自治会 

41 上所第一自治会 

42 上所第二自治会 

43 紫竹山 米山第六自治会 

44 
笹口 

笹口第三自治会 

45 第二駅南ハイツ自治会 

46 

山潟 

姥ヶ山自治会 

47 高志２丁目自治会 

48 弁天橋中央自治会 
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49 京王自治会 

50 美の里自治会 

51 北谷内自治会 

52 長潟自治会 

 

１０．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） 

平成 28年度 

開設日数 
173 178 

平成 28年度 

来所者数 
560 99 

平成 28年度 

相談件数 
36 55 

平成 27年度 

開設日数 
176 187 

平成 27年度 

来所者数 
701 200 

平成 27年度 

相談件数 
72 147 

各種イベ 

ント開催 

(参加) 

・しもまち地域の茶の間（毎週水 

曜日） 

・地域の茶の間情報交換会 

・中央区災害ボランティアセンター

研修会        

・しもまち地域幹事研修会 

・しもまち地域社協連絡会 

・地域福祉推進員定例会 

・地域福祉推進員定例会 

・友愛訪問研修会 

・中央区災害ボランティアセンター研修

会 

・江東地域社協連絡会 

・江東地域幹事研修会 

 

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 

・入舟地区コミ協総会 

・入舟地区コミ協新年会 

・南万代民生委員児童委員協議会月次定

例会 

・南万代コミ協総会 

・南万代コミ協まつり 

・南万代コミ協福祉講演会 

・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。 

山潟 みなみ 
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Ⅱ．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(ソーシャルワークの充実) 

 

１．第 1層協議体の運営と生活支援コーディネーターの配置【新潟市からの受 

託事業】 

  多様な日常生活支援体制の充実や高齢者の社会参加の推進を一体的に図る

ことを目的に、生活支援・介護予防を担う多様な事業実施主体および中央区

健康福祉課と連携しながら、第 1 層協議体（中央区支え合いのしくみづくり

会議）を運営し、生活支援コーディネーター（中央区支え合いのしくみづく

り推進員）を配置いたしました。 

 開催期日/会場 主な内容 

第１回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成28年7月14日（木） 

市役所第１分館302 

第１層・第２層協議体における事務局と生活

支援コーディネーターの考え方 

第２回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成28年8月30日(火) 

市役所第1分館602 

・第2層協議体立ち上げスケジュールについて 

・地域包括ケア推進モデルハウスについて 

第３回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成28年12月1日（木） 

市役所本館対策室 
・各日常生活圏域別支え合いのしくみづくり

会議（第２層協議体）の進捗について 

・地域包括ケア推進モデルハウスについて 
第４回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成29年2月9日（木） 

市役所第１分館601 

 

日常生活圏域 寄居・新潟柳都 関屋・白新 宮浦・東新潟 鳥屋野･上山･山潟 

事務局 
特別養護老人 

ホーム康和園 

新潟青陵大学 

地域貢献セン 

ター 

地域包括支援 

センター宮浦 

東新潟 

みどり病院 

 

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、制度

の狭間にあるケース等に協力して対応できるよう連携を深めました。 

第１回目は、平成２６年度作成したゴミ屋敷ガイドラインをもとに、区内で

の事例を集積し引き続き解決策の検討を深めました。また、第２回目は障害福

祉サービスから高齢により介護保険サービスへ移行する際の、スムーズな支援



19 
 

引き継ぎができるように、専門職での意見交換の場を設けました。 

 開催期日／会場 内 容 

第 1回 

平成 28 年 12 月 12 日

（月） 

新潟市総合福祉会館

401会議室 

【テーマ】ゴミ屋敷支援に関する情報交換 

・ゴミ屋敷支援ガイドライン作成経緯概要説明 

・相談件数 

・参加者事前アンケート報告 

・先進地事例紹介（大阪、秋葉区） 

・グループワーク（解決の難しかったケース） 

【参加者】 約 100 人 

地区社協・コミ協・民生委員・地域包括支援センター、

新潟市パーソナル・サポートセンター、行政職員等 

第 2回 

平成 29 年 1 月 11 日

（水） 

新潟市役所第１分館

101会議室 

【テーマ】障がい福祉サービスから介護保険サービスへ 

・介護保険制度・障がい福祉サービスの制度概要説明 

・グループワーク（相互の課題・解決策） 

【参加者】 約 60 人 

居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、障がい

者基幹相談支援センター中央、障がい者計画相談支援

事業所、行政職員 

 

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 日和山地区民生委員児童委員協議会（入舟） 218 193 18 

2 日和山地区民生委員児童委員協議会（栄） 53 48 8 

3 湊校区コミュニティ協議会 155 168 33 

4 船場町自治会 13 15 7 

5 日和山地区民生委員児童委員協議会（豊照） 41 39 8 

6 西湊町１ノ町団地自治会 4 6 2 

7 西湊町第２団地自治会 25 25 9 

8 新潟地区なじらね会 27 23 6 

9 東部寄居町町内会 10 6 4 

10 営所通一番町町内会 12 14 3 

11 古町７町内会 1 1 1 
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12 礎町三の町自治会 1 1 1 

13 礎町四自治会 9 10 6 

14 雪町町内会 5 5 3 

15 秣川岸町通・東厩島町町内会 6 6 1 

16 東堀前通８・９自治会 1 1 1 

17 コーポ大善自治会 10 9 3 

18 田中二区町内会 11 15 4 

19 田中一区・中南自治会 15 15 1 

20 西堀通８番町自治会 7 4 1 

21 上大川前通９自治会 4 5 3 

22 鏡淵地区民生委員児童委員協議会 93 106 12 

23 白山校区コミュニティ協議会 121 106 24 

24 コープ野村川端町町内会 19 23 3 

25 パークサイド白山自治会 4 4 1 

26 浜浦スマイルの会 76 72 18 

27 関屋ボランティアの会 181 201 13 

28 有明台地区民生委員児童委員協議会 120 144 14 

29 南万代地区民生委員児童委員協議会 159 184 17 

30 万代長嶺地区民生委員児童委員協議会 191 197 22 

31 沼垂地区民生委員児童委員協議会 224 269 18 

32 鳥屋野地区民生委員児童委員協議会 84 83 17 

33 上山地区民生委員児童委員協議会 89 97 11 

34 女池地区民生委員児童委員協議会 178 167 20 

35 上所地区民生委員児童委員協議会 157 168 25 

36 紫竹山地区民生委員児童委員協議会 80 80 17 

37 笹口地区民生委員児童委員協議会 60 74 15 

38 山潟地区民生委員児童委員協議会 167 187 28 

39 ボランティアランチ（中央区内） ＿  33 ＿  

  合 計 2,631 2,802  397  

 平成２７年度 2,709 2,888 389 
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（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。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 29年 2月 13日(月) 

新潟市総合福祉会館 

全体参加者 41名 

研修 「健康はおなかから」 

講師 新潟中央ヤクルト販売株式会社  田中 智恵子 氏  

① 事務連絡 

② 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。   平成２８年度 ２，８０２食 

                     （平成２７年度 ２，８８８食） 

 

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。                平成２８年度 ５６団体 

（１）助成団体一覧            （平成２７年度 ４９団体） 

 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 栄 本町１４サロン 
本町１４自治

会 
本町１４事務所 

3 新潟 
富士マンション  

地域の茶の間 

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 旭水 旭水の“茶の間” 
旭水町内自治

会 
旭稲荷神社 

6 

上
新
潟
島 

鏡淵 

知足サロン 白山浦２丁目 ケアハウス知足荘 

7 サロン“華の会” 川岸町３丁目 
新潟県保護会川岸

寮 

8 ポプリの会 川岸町２丁目 
新潟県保護会川岸

寮 

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 
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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 ふれあいカフェ 
コープ野村川

端町町内会 
コープ野村集会室 

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 
関屋新町 1地域の茶の間（健

笑会） 

関屋新町町内

会 

関屋コミュニティ

ハウス 

19 お茶の間サロン「たまち元気」 
関屋田町一町

目町内会 

関屋コミュニティ

ハウス 

20 

 有明台 

サロン団九郎 有明台地区 旧村山ストア 

21 
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） 

22 

 
 

 

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 

23 いきいき天神 南万代地区 天神２丁目集会所 

24 レジデンス茶の間 
レジデンス幸

西自治会内 

レジデンス多目的

ホール 

25 万代 地域の茶の間てんめい 天明町 天明会館 

26 

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 

27 お茶の間「雪割草」 蒲原町町内会 
中央区役所 

東出張所別館 

28 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 

29 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 

上

新

潟

島 

鏡淵 
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30 

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） 

31 よろてば沼垂 沼垂地区 高野家家屋 

32 沼垂今昔サロン 沼垂地区 沼垂荘２階 

33 本馬越 地域の茶の間みんなのおうち 本馬越地区 
本間宅借家（本馬

越） 

34 

み 
 

な 
 

み 

鳥屋野 

お茶の間 愛宕 愛宕自治会 愛宕自治会館 

35 大島えんがわの会 鳥屋野地区 大島自治会館 

36 親松えんがわの会 親松地域 親松会館 

37 お茶の間つつじ 美咲町 網川原自治会館 

38 

上山 

上山みんなの茶の間 上山地区 出来島公民館 

39 おでかけ茶の間 女池北自治会 
鳥屋野地区 

公民館 

40 

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 

41 ニコニコ茶の間神道寺 女池地区 
紫竹山第二ひまわ

りクラブ 

42 八丁目の茶の間 
女池八丁目自

治会 

ニューモラル 

会館 

43 

上所 

お茶の間サロン下所島２丁目 
下所島二丁目

町内会 
コーポ水野 

44 
上所マンションサロン フレ

ンド 

上所マンショ

ン自治会 

上所マンション集

会室 

45 すみれ会茶和会 上所小学校区 
鳥屋野地区公民館

和室 

46 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 

47 中三の茶の間 上所中三丁目 安田婦人部長宅 

48 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 

49 笹口 笹口の茶の間 笹口地区 ほっとハウス笹口 
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50 

山潟 

姥ヶ山地域の茶の間会 姥ヶ山地区 姥ヶ山会館 

51 
地域の茶の間 京王 京王自治会 京王自治会館 

52 地域の茶の間 「山潟」 山潟中学校区 山潟会館 

53 地域の茶の間「高志茶話会」 
高志二丁目 

自治会 
るぴなす 

54 レモンの会 南長潟自治会 山潟会館 

55 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 

56 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。 

開催期日／会場／参加者 地域 内 容 

平成 29年 3月 13日(月) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 62名 

しもまち 

上新潟島 

江東 

・平成 29年度助成金について  

 説明 新潟市役所地域包括ケア推進課 

・助成金の申請、報告について事務連絡 

・情報交換 

平成 29年 3月 16日(木) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 63名 

みなみ 

・講話と実践報告 

 講師 中央区社会福祉協議会事務局職員 

 実践報告 お茶の間ひだまり 

 実践報告 ニコニコ茶の間神道寺 

・平成 29年度助成金について  

 説明 新潟市役所地域包括ケア推進課 

・助成金の申請、報告について事務連絡 

・情報交換 

 

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ひとり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 

南地区―南地域保健福祉センター  月･木･金曜日 

み

な

み 



25 
 

（２）利用状況等 

会 場 年間開催日数 
登録者数 

(年度末時） 

延べ参加者数 

（うち男性） 

１回あたり 

平均利用者数 

中央 143 16 645 (0) 4.51 

東 144 14 464 (0) 3.22 

南 141 38 1,246 (8) 8.84 

合 計 428 68 2,355 (8) 5.50 

平成２７年度 434 76 2,686 (44) 6.19 

 

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。 

     月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 27 年度 

サービス 

実施日数 
26 23 26 26 26 25 25 26 24 23 23 26 299 300 

実利用者数 16 14 16 16 14 14 14 14 13 14 14 13 172 229 

実利用世帯数 14 13 14 15 13 13 13 13 12 13 13 12 158 195 

配食数 200 174 213 206 214 201 205 197 177 180 179 190 2,336 3,077 

 

８．配食・ご用聞き「あんしん食卓サービス」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（以下、総合生協）／中央区社会福祉協議会 

事業内容 

⑴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。 

⑵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とともに、注文方法や利用の援 

助の実施。 

⑶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 

助の実施。 

・開催日／場所  平成 28年 10月 8日（土）／東映ホテル 

・内 容／講師 「認知症サポーター養成講座」／中央区社会福祉協議会職員 

・参加者／利用者数  32名／352名（中央区の H29.3月末の実利用者人数） 
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９．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 事業名／ 実施目的 

し 

も 

ま 

ち 

豊照 船場町自治会 

⑴ 高齢者の体調・安全確認活動 

⑵ 町内の高齢者が安心して暮らせる、何か 

あれば連絡がつき頼りにしてもらえるよ 

うな活動をする。 

上 

新 

潟 

島 

鏡淵 白山浦二丁目町内会 

⑴ 福祉協力員（地域ボランティア） 

⑵ 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。 

 

１０．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。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 28年 4月 21日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 8名 

⑴ 介護講話  認知症などで判断力に困ったら…福祉   

制度やお金の事、一緒に考えます！ 

「あなたのあんしんをサポート!日常生活自立支援事

業と成年後見」 

講師 新潟市社会福祉協議会 渡辺相談員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 28年 5月 26日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 11名 

⑴ 介護講話  楽な方法を学んで、少しでも楽に介護し        

ましょう！ 

「オムツのあて方と種類の紹介」 

 講師 老人デイサービスセンター本町  

長沼介助兼生活相談員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 28年 6月 23日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 11名 

⑴ 介護講話  介護する人も、いつまでも元気でいま    

しょう！！  

｢体もしゃっきり！転倒予防体操｣ 

   講師 中央区健康福祉課 宮路療法士 

⑵ 情報交換茶話会 
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平成 28年 7月 28日(木) 

見学先施設 

全体参加者 13名 

⑴ 施設見学と情報交換会・昼食会 

施設見学  小規模多機能事務所「さわやか苑鳥屋野」 

⑵ 情報交換会・昼食会 

平成 28年 8月 26日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 11名 

⑴ 介護講話 経験者の方から学びましょう！ 

「介護の体験から・・・」 

  講師 認知症の人と家族の会 佐藤妙子氏 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 28年 9月 23日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 14名 

⑴ 介護講話 サービスや制度を知って、少しでも楽に       

介護しましょう 

｢介護に関するサービスやお金のことなど」 

  講師 中央介護支援センター 田中介護支援専門員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 28年 10月 27日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 12名 

⑴ 介護講話 専門家から、聞きましょう！ 

「認知症～病気や症状、対応策について」 

  講師 みどり病院認知症疾患医療センター  

阿部 医療相談員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 28年 11月 24日(木) 

田上町「湯田上温泉 小柳」 

全体参加者 13名 

⑴ お楽しみ食事会＆リフレッシュの会 

  日帰り温泉ツアー「湯田上温泉 小柳」 

⑵ 情報交換会・昼食会 

平成 28年 12月 22日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 15名 

⑴ 介護講話 介護する人もいつまでも元気で！ 

「体操やゲームで認知症予防しましょう！」 

  講師 地域包括支援センター宮浦東新潟  

滝沢保健師  

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 1月 26日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 12名 

⑴ 介護講話 情報を得ることも介護疲れを防ぐ方法 

です！ 

「初心者向けタブレット講座～まずは触ってみまし 

ょう！」 

講師 NTT docomoの皆さま 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 2月 23日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 24名 

⑴ 介護講話 これからのために、知っておきましょう 

「相続のこと・備えておくべき知識など」 

講師 一般社団法人 はまなす代表理事  

秋山貴子 氏 

⑵ 情報交換茶話会 
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平成 29年 3月 24日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 10名 

⑴ 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～ストローク交換と企画のおしゃべ 

り」 

  講師 中央区社協事務局 職員 

⑵ 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、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。「子育てサロン立ち上げ講座」により今後のサロン

を担う人材の発掘・育成を行い、サロンを引き継いでもらうため、平成 28 年

度は回数を減らして開催しました。 

（１）都市型☆子育てサロン 参加状況 

 開催期日 参加組数 参加者数 
ボランティア 

活動者数 

1 平成 28年 4月 15日(金) 2 4 4 

2 平成 28年 5月 20日(金) 2 4 7 

3 平成 28年 6月 7日(火) 8 9 3 

4 平成 28年 6月 17日(金) 5 10 2 

5 平成 28年 7月 15日(金) 5 10 4 

6 平成 28年 8月 19日(金) 5 10 7 

7 平成 28年 9月 16日(金) 5 10 3 

8 平成 28年 10月 21日(金) 9 20 3 

9 平成 28年 11月 18日(金) 7 16 3 

10 平成 28年 12月 16日(金) 3 6 4 

11 平成 29年 1月 20日(金) 10 21 4 

12 平成 29年 2月 17日(金) 5 11 4 

13 平成 29年 3月 17日(金) 8 17 7 

合  計 74 148 55 

平成２７年度 121 276 85 
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（２）古町型☆子育てサロン ぴょんぴょん 参加状況 

 開催期日 参加組数 参加者数 ボランティア活動者数 

1 平成 28年 6月 3日(金) 6 13 1 

合  計 6 13 1 

平成２７年度 17 45 15 

 

（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 

 

（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。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 29 年 2 月 16 日(木) 

中央区社会福祉協議会 

全体参加者 8 名 

（子ども 2 名） 

① 講話「自己肯定感を高める子どもとの関わり方」 

講師 子育て支援センター育ちの森  館長  椎谷照美 氏 

② 平成 28 年度子育てサロン助成事業報告書並びに 

平成 29 年度事業申請書の提出について 

③ 情報交換会 

 

 

 

 団 体 名 対象地区 会 場 

1 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 

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 ベビーサロン「Branch」 新潟市内 堀之内南（代表者自宅） 

5 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 

6 子育て応援スペース Lian 新潟市内 デッキィ 401 

7 えほんでウフフ 山潟地区・京王自治会 京王自治会館 

8 ピアステップ 愛宕地区 愛宕（代表者自宅） 

 平成２７年度 ７団体 
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１２．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 7回イベント等を開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 28 年 7 月 25 日(月)～8 月 26

日(金) 

区社協交流スペース 

小・中学生 延べ 56名 

自主学習、自由遊び、ミニ図書館（常設） 

⑴ 8月 1日(月) おにいさん・おねえさんとお勉 

  8月 8日(月)  強しよう（サマーチャレンジ 

ボランティア参加者より） 

⑵ 8月 5日(金) プチボランティア体験 

（情報誌発送作業） 

⑶ 8月 9日(火) おもちゃ病院開設＆工作の日 

⑷ 8月 17日(水) 携帯メール講座 

⑸ 8月 18・25日(木) ＤＶＤ鑑賞会 

 

１３．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。    

 

１４．介護保険サービス事業及び障がい福祉サービス事業並びにまごころヘル 

プ事業との連携 

  中央区内の介護保険サービス事業及び障がい福祉サービス事業並びにまご

ころヘルプ事業については、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。 

  また、まごころヘルプでは利用会員やそのご家族の負担軽減のため、家事

支援が全の９割を占めました。 

介護認定を受けている方も多く、他の事業所とも連携を取りながら、利用会

員の困りごとに対応しました。 

利用者区分 
平成 28年度 

中央区契約者数 

平成 27年度 

中央区契約者数 

認知症高齢者 28 37 

知的障がい者 12 10 

精神障がい者 17 12 

合  計 57 59 
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【まごころヘルプの状況】 

 

 

利用会員数 

（内新規） 

提供会員数   

 （内新規） 

賛助団体 

会員数 

賛助個人 

会員数 

平成２８年度   317（63）       113（13）     5    33 

平成２７年度 319 (66) 132 (14) 5 
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 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） 

平成２８年度 

年度 

   99.4       58.0  5,110(419.8) 

） 

6，402.5（525.3） 

平成２７年度   102.7    59.5 5,100(425.0) 6,415.5(534.6) 

（552.8） 
 

１５．在宅医療・介護連携事業 

在宅医療・介護の体制整備を目的に、医療・福祉・介護などの関係者が集ま

り、多職種の連携による課題解決の学びの場と相互理解を深めるためのネット

ワークの構築を図りました。 

（１）しもまちカンファレンス 

 開催期日 内 容 会 場 

1 平成 28 年 5 月 27 日（金） 認知症の方の自己決定について 
特別養護老人ホ

ーム信濃倶楽部 
2 平成 28 年 7 月 29 日（金） 医療介護連携について 

3 平成 28 年 9 月 2 日（金） 名刺交換会 ジョイアミーア 

4 平成 28 年 10 月 29 日（土） 市民と一緒に看取りを考える 

新潟国際情報大

学中央キャンパ

ス 

中央キャンパス 
5 平成 28 年 12 月 2 日（金） 呼吸不全終末期の緩和医療 

特別養護老人ホ

ーム信濃倶楽部 
6 平成 29 年 2 月 17 日（金） 住民主体の支え合い活動 

 

（２）しもまち地域連携ネットワーク 

開催期日 内 容 会 場 

平成 28 年 9 月 30 日（金） 心房細動の治療方針について 
新潟国際情報大学 

中央キャンパス 
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（３）関白ネット 

開催期日 内 容 会 場 

平成 29 年 1 月 21 日（土） 
・地域診断調査結果報告 

・介護保険改正について 
新潟市総合福祉会館 

 

（４）とやのがたネット 

開催期日 内 容 会 場 

平成 29 年 1 月 26 日（木） 認知症の方の地域連携について 
デンカビッグスワン

スタジアム 

 

１６．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講座などを開催しました。 

開催期日／参加者 内 容 

平成 28年 8月 24日（水） 

参加者  15名 

演題 「認知症サポーター養成講座」 

講師 認知症予防緩和協会 理事長 田中 寛子 氏 

平成 29年 2月 15日（水） 

参加者  15名 

演題  「子どもの話を聴く方法」 

講師  チャイルドラインにいがた 代表 寺島 幸優 氏 

 

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への苦手意識の

軽減を目的として実施しました。また、学生ボランティアの活動の場として、

若者育成に寄与することのできる事業として開催しました。 

 

 

 

事業内容 

実施状況 

「シニア向け いまどき！携帯電話メール講座～大切な人に写真を携

帯メールで送ろう～」 

・日程 平成 28年 8月 17日（水） 

・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、携帯電話使用レベル初級の方 

(参加者 23名) 

・講座内容 携帯電話・通信基礎知識、携帯電話の使い方、演習 
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１８．生活福祉資金貸付事業  

（１）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(円) 

福祉資金 
福祉費 61 1 167,000 

緊急小口資金 89 2 186,000 

教育支援資金 
教育支援費 47 1 4,176,000 

就学支度費 43 1 280,000 

総合支援資金 

生活支援費 34 0 0 

住宅入居費 1 0   0 

一時生活再建費 9 0    0 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生活資金 20 0 0 

要保護世帯向け不動産

担保型生活資金 
27 0 0 

合 計 331 5 4,809,000 

平成２７年度 267 9 2,568,000 

 

（２）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．子どもが未来を感じられる地域づくり事業（高校進学支援事業） 

 平成２６年度より、多様な奨学金制度があり、制度につながりにくい中学生 

とその保護者を支援することを目的に事業を開始しました。２８年度は３年 

目となります。 

  ⑴ ＣＳＷによる訪問相談支援 

  ⑵ 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 

 貸付件数 貸付額（円） 償還額(円) 

平成２８年度 4 1,850 1,350(73%) 

平成２７年度 12 6,000 2,000(33%) 
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  ⑶ 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の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相談が 

早期にあり、支援にスムーズに入れました。次年度も、同様の事業を進め 

ていきます。（平成２７年度 相談件数５件） 

 

２０．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と日曜日の午前、「子ども学

習会」を開催しました。 

開催期日／活動者数 内 容 

毎週土曜日・日曜日 

（年末年始除く）  全 101回 

参加学生指導員活動人数 

          のべ 363名 

⑴ 毎週の中学生勉強会での学習の支援 

⑵ 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 

 

２１．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 平成２８年度 ９６ヶ所（内 新規： ４ヶ所 

         （平成２７年度 ９２ヶ所（内 新規：１０ヶ所） 

 

２２．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）個別支援事例 

【事例の概要】 

高齢の父と二人暮らしの 40 代男性。父は高齢で体の動きが悪く、身の回りのことを自力

で行うのが困難な状態。本人はほとんど休みの無い夜間の仕事に従事しており、家の中が

ゴミ屋敷状態の中で生活している状態でした。 

【ＣＳＷによる支援内容】 

◯本人に対する支援 

・包括支援センター・区高齢介護係と連携し、父への支援と併せて息子への支援につ

いて検討しました。 

・訪問を継続してもなかなか本人と会うことは難しかったですが、粘り強く関係機関

とチームで訪問を継続し、父への支援を中心に働きかけ、生活環境の改善について

も本人から改善したいという意欲を引き出しました。 
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◯地域住民や専門職、制度に対する働きかけ 

 ・本人は働いてはいるものの、父が度重なって起こした交通事故の支払い等で経済的

に苦しく、業者に依頼してのゴミ廃棄は不可能でした。 

・民生委員、自治会の支援会議参加を呼びかけ、本人宅の片づけに対して助け合いの気

持ちで関わってもらうことが出来ました。 

 ・日頃から周辺の住民とは生活時間が異なることもあり、全く地域との関係がない状

態のケースでした。しかし、自治会長の呼びかけにより、自治会の役員だけでなく

周辺の住民も助け合いの気持ちで多くの方の協力がありました。さらに、27 年度よ

り協力をいただいている近隣大学から福祉を学ぶ学生のボランティアを募りました。 

【成果】 

・本人はセルフネグレクト状態でしたが、ゴミを片づけるのにあたって多くの人の支援

を感じたことから生活再建への意欲が高まりました。 

・ゴミ屋敷支援ガイドラインがあることで、こうしたケースについて社協に相談が集ま

り、事例を集積して検討する場を地域福祉ネットワーク会議で持つ、という流れをつ

くることが出来ました。 

【今後の課題】 

 ・27 年度からのゴミ屋敷支援を行って来た中で、ギリギリの生活をしている方は、一

つの問題を抱えることでそれらが容易に重複した問題に発展してしまい、生活課題

も複雑化して解決に向かいにくいことが分かってきました。地域福祉ネットワーク

会議において、解決に向けての話し合いを強化しても、それだけでは地域課題その

ものの解決にはならないことから、地域での早期発見の仕組みと、解決できない問

題を解決に向けて事業化・制度化を検討する場の仕組みが必要です。 

 

（２）ＣＳＷ計画の内容・進捗・成果 

取り組む課題 

テーマ 
ゴミ屋敷の支援 

課題解決の 

プロセス 

（１）ゴミ屋敷支援ガイドラインを関係機関へ周知・説明 

 区社協がゴミ屋敷支援において役割を果たすことを内外にアピール

することで、社協に相談が来やすくします。 

・民協 ・地域社協連絡会  等地域の会議 

・障がい者自立支援協議会・在宅医療連絡会 等専門職の集まる会議 

（２）ゴミ屋敷に関する相談に対応できる聞取りシート作成を検討 

〇地域福祉ネットワーク会議・地域福祉座談会の企画（ＣＳＷ定例会） 

・ネットワーク会議のテーマに、ゴミ屋敷支援ガイドラインの評価検証 

を盛り込みます。 

〇地域福祉ネットワーク会議開催（全 2回） 

〇実際の支援 

・毎月のＣＳＷ定例会でケース検討 
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・ゴミ屋敷支援ガイドラインに基づき、実際の支援 

・ゴミ屋敷への支援で見えてきたニーズから、地域課題を抽出 

・抽出された地域課題をネットワーク会議や地域福祉座談会などで問題 

提起し、計画推進と併せて検討できるよう、まとめます。 

成果 

◯今年度年度の目標は達成できたか（自己評価） 

・ゴミ屋敷支援ガイドラインの浸透について、福祉専門職には折に触れ

て周知を行いました。 

・実際の支援を行い、事例を集積することについて２９件（前年度から

の継続含む）の相談事例がありました。対応に至っていないケースも

多いですが、それぞれの事例によって必要な社会資源が整理されつつ

あります。 

・ゴミ屋敷支援から見えてくる地域課題を検討協議し、新たな仕組みづ

くりへつなげます。 

地域福祉ネットワーク会議ではゴミ屋敷支援を中心にテーマとして

取り上げ、福祉専門職と地域の役員で課題を検討し合い、共に中央区

内の既存の社会資源や今後開発が必要な資源について検討協議しま

した。その中で、地域の早期発見の力の重要性や、分野を超えて連携

を図れる専門職同士の連携の必要性、地域と専門職だけで解決が難し

い場合の相談の出口づくりが重要であることを再確認しました。 

・複合的な生活課題を抱えて地域から孤立している住民の生活再建につ

いて実際の支援を通し、地域から孤立している住民が地域の支えのも

とに生活を再建しており、社協のゴミ屋敷支援によって生活課題の解

決に至ったケースがありました。 

◯良かった点 

・ガイドライン運用により社協に相談が寄せられるようになり、ゴミ屋

敷に関する相談件数や相談傾向などが集約されつつあります。 

・実際の事例を通して、地域の課題が抽出されてきており、開発の必要

な社会資源や立ち上げの必要な地域活動なども見えてきました。 

◯問題点 

・ゴミ屋敷支援に関わる相談の入り口は作りましたが、解決のための資

源が不足しており、一つのケースに関わると職員が時間をかなり割か

れる状況です。 

・早期発見の地域の仕組みづくりまで着手できませんでした。 

・官民協働での解決の検討の仕組みづくりについては、働きかけを行い

ましたが年度内の開催までは至りませんでした。 

◯次年度にむけて 

・地域の早期発見の仕組みづくりと、地域課題解決のための官民協働の

検討協議の仕組みづくりを、次年度から計画的に実施して行きたいと

思います。 
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（３）地域福祉ネットワーク会議の開催（再掲） 

  圏域内の専門機関のネットワーク会議を行い、地域の状況・課題等の情報

交換を定例化することで、制度の狭間にあるケース等に協力して対応できる

よう連携を深めました。 

 開催月 参加者 主な内容 

第 1 回 12 94名 

（地域包括支援セン

ター、地域福祉コ

ーディネーター、

障がい者基幹相談

支援センター中

央、居宅介護支援

事業所、計画相談

事業所、パーソナ

ルサポートセンタ

ー、民児協、地区

社協、自治協委員、

行政） 

・ゴミ屋敷のガイドライン作成後の経過・現

状報告 

・事前アンケート結果の報告 

・先進地の実践事例報告 

・グループワーク「困難事例を検討」 

“今すべきこと” 

“ゴミを片づけた後、同じ状態にならない

ように何が必要か” 

“同様のケースが地域で生まれないよう、

予防的にすべきこと” 

第 2回  1 62名 

（居宅介護支援事業

所、障がい者基幹

相談支援センター

中央、計画相談事

業所、行政） 

・障がい福祉サービスと介護保険サービスの

勉強会 

・グループワーク 

 “障がい福祉から介護保険に移行時の課題

について” 

 

 【成果】 

・ゴミ屋敷支援の会議では、専門職だけでなく地域の代表からも参加してもらったこと

で、困難事例を中心に置いて地域と専門職が共に地域課題に向きあう時間となった 

・第 2 回の会議ではゴミ屋敷ではなく制度の狭間問題として障がい者のサービスと介護

保険のサービスの移行に伴う課題を取り上げ、両サービスのケアマネの情報共有の場

になった 

 

（４）定例会・事例検討会・地域アセスメント 

  月 1回の定例会を開催しました。個別の事例検討や地域ニーズの検討をは

じめ、地域福祉ネットワーク会議や住民座談会の企画について話し合いを行

い、個別課題から見えてきた地域課題を解決する流れを定例会の中でつくる

ことが出来ました。 
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Ⅲ．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 平成２８年度 平成２７年度 

グループ・団体登録数       136団体（7,297名）       146団体（7,909名） 

個人登録数 177名 139名 

ボランティア保険加入件数     364件(6,232名)     506件(6,757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３３３件寄せられました。 

相談分類 平成２８年度件数 平成２７年度件数 

ボランティアに関すること 164 153 

情報提供など 79 35 

寄付に関すること 20 17 

研修・授業依頼 18 20 

子育て支援に関すること 2 3 

災害に関すること 6 2 

その他（生活支援等） 44 81 

合 計 333 311 

 

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 1、ボランティアグループ５、福祉・市民活動等関係団体２、

企業２、地域教育コーディネーター１、公民館１＞ 
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 開催期日／会場 協議事項 

1 
平成 28年 6月 28日（火） 

中央区区社協 交流スペース 

⑴ 平成 27年度ボラセン事業について 

⑵ ボランティアフェア 2016について 

2 
平成 28年 9月 27日（火） 

中央区社協 交流スペース 

⑴ ボランティアフェア 2016について 

⑵ 今後のイベントスケジュールについて 

3 
平成 28年 12月 20日（火） 

中央区社協 交流スペース 

⑴ 平成 29年度ボラセン事業について 

⑵ 終了事業について意見交換 

4 
平成 29年 2月 28日（火） 

中央区社協 交流スペース 

⑴ ボランティアフェア 2017について 

⑵ 終了事業について意見交換 

 

３．中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

「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、災害ボランテ

ィアセンター研修会を実施し、地域住民への災害ボランティアセンターの周知

を図りました。 

開催期日／会場 内 容 

第 13回委員会 

平成 28年 9月 8日(木） 

中央区社会福祉協議会 会議室 

・中央区災害ボランティアセンター設置運営マニュアル

の一部改訂について 

・平成 28 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 28 年度中央区災害ボランティアセンター研修会

について 

・デジタル簡易無線機実通テストについて 

第 14回委員会 

平成 28年 10月 24日（月） 

中央区社会福祉協議会 会議室 

・平成 28 年度中央区災害ボランティアセンター研修会

について 

・連携グループ検討報告 

第 15回委員会 

平成 29年 2月 27日(月） 

中央区社会福祉協議会 会議室 

・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 

・平成 28 年度中央区災害ボランティアセンター研修会

の振り返り 

・中央区災害ボランティアセンターの資機材調達協力依

頼について 

・携帯型無線機の導入について 



40 
 

中央区災害ボランティアセン

ター研修会 

 

① しもまち・上新潟島地域 

平成 28年 11月 3日(木･祝) 

新潟青陵大学 

② みなみ地域 

平成 28年 11月 5日(土) 

ハードオフエコスタジアム 

③ 江東地域 

平成 28年 11月 23日(水･祝) 

ほんぽーと中央図書館 

・全体講義「災害ボランティアセンターの機能と役割」 

「地域と災害ボランティアセンターの役割」 

「近年の災害ボランティア活動の事例紹介」 

・目で見る！地域と災害ボランティアセンターの機能と

役割 

災害ボランティア再現劇、講師解説、まとめ 

 

 

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 

  ボランティアに興味・関心がある方へのきっかけづくり、地域活動の人材

育成を目的に開催しました。 

 開催期日/会場 対象地域 参加者 内 容  

1 
平成 28年 11月 11日（金） 

新潟市総合福祉会館 

中央区 

  

9 

    

コミュニケーションス

キルを学ぼう 

【講義】 

①心にも栄養を～スト

ロークの交換～ 

②傾聴とは 

【講師】 

NPOこころネットワー

ク 遠藤道子 氏 

2 
平成 28年 11月 25日（金） 

新潟市総合福祉会館 

3 
平成 29年 3月 14日（火） 

中央区役所東出張所 

上新潟島、しもま

ち、江東 
 14 

お茶の間立ち上げ講座 

【説明】 

①地域の茶の間の活動

について 

②地域の茶の間助成金

と申請方法について 

【見学】 

長嶺サロン「たんぽぽ」 

 合 計  23  

 

 

 



41 
 

（２）子育てサロン立ち上げ講座 

  都市型☆子育てサロンの担い手の育成、左記のリピーター参加者の特徴を

理解し新規参加者の要望を受け入れた実質的運営を行える講座として開催し

ました。参加者５名のうち２名が平成２９年度から新規子育てサロンの運営

をすることとなり、会館利用の方法や子育て支援機関への繋がり等支援を行

いました。 

開催期日／会場 講座内容 

平成 28年 6月 16日（木） 

新潟市総合福祉会館 

【第 1回】 

① ボランティアについて 

② 講義「子育てサロンの意義についてと感想」 

講師 の～びのび山潟 田才すみ子 氏 

えほんでウフフ 中村知子 氏 

③ 講義「中央区子育てサロン助成について」 

④ グループワーク 自分たちが想う子育てサロンって !? 

平成 28年 6月 17日（金） 

新潟市総合福祉会館 

【第 2回】 

見学 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 

平成 28年 6月 29日（水） 

新潟市総合福祉会館 

【第 3回】 

 子どもにかかわる救命救急 

講師 中央消防署 

平成 28年 7月 15日（金） 

新潟市総合福祉会館 

【第 4回】 

 実践 ママの憩いの場「都市型☆子育てサロン」  

 

（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ています。 

昨年度までは中央区社協単独事業でしたが、今年度から本部事業となり、

全市展開の事業になりました。参加者への事前説明、施設からのエントリーに

関する広報支援や、開校式・閉校式の運営の協力をしました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 28年 8月 1日（月） 

～20日(土) 

参加者：88名 

（内訳） 

男性：23名、女性：65名 

（種別） 

中学生：2名、高校生：61名、 

専門学生：22名、大学生：3名 

【内容】 

・7月 24日(日)「開校式」(新潟市総合福祉会館) 

・8月 1日(月)～8月 20日(土)各施設・団体で活動 

・8月 21日(日)「閉講式」(新潟市総合福祉会館) 

＜活動先＞総計 175 

北区：21、東区：10、中央区：105、江南区：12、 

秋葉区：1、南区：6、西区：20、西蒲区：0 

＜内容＞高齢：63、障がい：20、こども：54、 

イベント：16、企業：12、その他：10 
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（４）視覚障がい者サポートボランティア講座の開催 

  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、第１

回目を 2 回シリーズで開催し、フォローアップ講座も２回開催しました。第

２回目は、平日に仕事の方々でも参加してもらえるよう夜間に開催しました。 

 活動修了者を実際の活動につなげるためのフォローアップをすることにより、

実際の活動への不安を解消し、安心して活動できるような環境作りに努めま

した。その結果、講座修了者を実際の活動に上手くつなげました。 

  参加者数は延べ３１名になりました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

【第 1回目開催】 

① 平成 28年 9月 13日（火） 

② 平成 28年 9月 16日（金） 

③ 平成 28年 9月 30日（金） 

 

（会場） 

新潟市総合福祉会館（①②） 

新潟ふれ愛プラザ（③） 

（参加者） 

①②③各 4名（のべ 12名） 

【第 1回目開催】全３回、フォローアップ講座を２回 

① 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 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、椅子への誘導、トイレの湯堂ボランティ

ア募集 他 

③ フォローアップ講座  

・ボランティア活動前の事前研修 

（講師） 

（社福）新潟県視覚障害者福祉協会 松永 秀夫 氏 

視覚障がい者ガイドヘルパー指導員 土岐 悦子 氏  

【第 2回目開催】 

① 平成 29年 3月 3日（金） 

（会場）新潟市総合福祉会館 

（参加者）11名 

 

② 平成 29年 3月 22日（水） 

（会場）新潟市総合福祉会館 

（参加者）8名 

 

【第 2回目開催】 

① 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 フォローアップ講座 

・前回の復習、誘導のポイント、椅子への誘導、トイレ 

への誘導 

（講師） 

（社福）新潟県視覚障害者福祉協会 松永 秀夫 氏 ① 

視覚障がい者ガイドヘルパー指導員 土岐 悦子 氏①･②  

 

（５）コミュニティ・コーディネーター養成事業への協力 

 鳥屋野地区公民館主催の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。公民館からはこの講座をきっかけに、区

社協のボランティア講座への協力を得ました。 
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養成講座名 平成２８年度受講者数 平成２７年度受講者数 

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｣ 
         23 24 

 

５．社会資源と連携した福祉教育の推進 

学校での総合学習や企業・地域等からの依頼により、地域の社会資源等を有

機的につなげる福祉教育を実践しました。２０校５企業・地域（専門学校：４

校＝１２９名、高校：２校＝８５７名、中学校：３校＝４２９名、小学校：１

０校＝９２９名、特別支援学校：１校＝８名、地域：４件＝３７８名、企業等：

１件＝１１０名）延べ２，８８０名を対象に実施しました。 

        (平成２７年度２３校１２企業・地域 延べ３，５２０名)  

（１）新潟日建工科専門学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

建築設計科 1年 37名  

平成 28年 9月 6日(火) 

新潟日建工科専門学校 

【テーマ】 

 福祉住環境コーディネーターを目指す生徒に対して、

学んだことが机上の空論にならないように、体験を通

して学ばせたい。 

【内 容】 

講話 「福祉・障がいについて」 

体験 「車椅子体験」 

「高齢者疑似体験」 

講師 中央区社協職員 

 

（２）新潟こども医療専門学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

1年 25名 

平成 28年 9月 21日（水） 

新潟こども医療専門学校 

【テーマ】 

 福祉について 

【内 容】 

講話「社協の使命・業務・組織・ボランティア市民活

動センターについて」 

講師 中央区社協職員 
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（３）新潟医療福祉カレッジ 

対象学年／開催期日／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 

平成 28年 11月 30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の事業や活動を職員から

直接聞くことで、より身近に感じ理解を深めたい。ま

た、現場の職員の話や会館見学を通して、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】 

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」 

講師 中央区社協職員 

 

（４）国際こども福祉カレッジ 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

社会福祉学科 

１年 11名＋教員  

平成 28年 7月 7日(木) 

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。 

【内 容】 

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」 

講師 中央区社協職員 

3学年 30名  

平成 28年 10月 13日(木) 

国際こども福祉カレッジ 

【テーマ】 

防災啓発 

【内 容】 

ワークショップ「クロスロード」 

講師 中央区社協職員 

 

（５）新潟中央高等学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

全生徒 800名＋教員  

平成 28年 5月 26日(木) 

新潟中央高校 

【テーマ】 

 ボランティアについて 

【内 容】 

講話 「ボランティアについて」 

講師 新潟市社協 ボランティア・市民活動支援セン 

ター 

   センター長 春日 雅子 
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（６）明鏡高等学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

2学年 57名  

平成 28年 5月 18日(水) 

明鏡高校 

【テーマ】 

 福祉について 

高齢・障がい者の理解と現場の話しについて 

【内 容】 

 講義「福祉、高齢・障がい者の理解と現場の話し」 

体験 「福祉体験」 

 講師 中央区社協職員 

 

（７）江南高等特別支援学校 川岸分校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

1・2・3年 8名 

平成 28年 6月 7日(火) 

江南高等特別支援学校川岸

分校 

【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】 

講話 「福祉について～高齢者の特徴について～」 

体験 「高齢者疑似体験」 

 講師 中央区社協職員 

 

（８）鳥屋野中学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

１学年 293名 

平成 28年 7月 12日(火) 

鳥屋野中学校 

【テーマ】 

災害時要援護者の方への理解 

【内 容】 

講話 「災害時要援護者の方への理解」 

体験 「高齢者疑似・車椅子体験､視覚障がい者の理解」 

講師 中央区社協職員 

 

（９）高志中等教育学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 117名 

平成 29年 1月 24日(火) 

高志中等教育学校 

 

【テーマ】 

福祉について考える 

【内 容】 

講話 「福祉について考える」 

講師 中央区社協職員 
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（１０）柳都中学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年選択生徒・民生委員 

19名 

平成 28年 6月 15日(水) 

柳都中学校 

【テーマ】 

栄地区コミ協のボランティアについて 

ゴミだし支援ネットワーク 

【内 容】 

 講話 「ボランティアについて」 

 講師 中央区社協職員 

 

（１１）上山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 116名 

平成 28年 6月 23日(木) 

上山小学校 

【テーマ】 

福祉について 

【内 容】 

講話 「福祉について、高齢者や障がい者について」 

実技 「高齢者疑似体験、車椅子体験、視覚障がい者   

について学ぶ体験」 

 講師 中央区社協職員 

 

（１２）沼垂小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 3クラス 81名  

平成 29年 1月 13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】 

講話 「ふくしって何だろう・障がいって何だろう」 

演習 「アイマスクをつかったコミュニケーション」 

講師 中央区社協職員  
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（１３）女池小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 5クラス 170名 

平成 28年 11月 4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】 

講話 「ふくしってなんだろう！」  

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 

 講師 中央区社協職員  

 

（１４）白山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

 

4年生 46名 

平成 29年 1月 23日(月） 

白山小学校 

【テーマ】 

 人にやさしいまちづくりについて 

【内 容】 

講話 「ふくしってなんだろう！」 

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」・「車椅子体験」 

講師  中央区社協職員 

 

（１５）山潟小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 2クラス 66名 

平成 28月 6月 29日(水) 

山潟小学校 

【テーマ】 

福祉について 

【内 容】 

講話 「ふくしについて、高齢者や障がい者について」 

講師 中央区社協職員 

 

（１６）鏡淵小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 31名（のべ 62名） 

平成 29年 1月 24日(火) 

      2月 22日（水） 

鏡淵小学校 

 

【テーマ】 

 だれとでも平等にかかわりあえる子ども 

【内 容】 

 体験 「車椅子サッカーの体験」 

 講師 障がい当事者 

体験 「高齢者疑似体験」 

 講師 中央区社協職員 
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（１７）桜ヶ丘小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 86名 

平成 29年 1月 26日(木) 

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「ふくしについて」 

 体験「目の見えない方の暮らしの工夫を知ろう」 

   「高齢者疑似体験」 

 講師 中央区社協職員 

 

（１８）笹口小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 54名 

平成 28年 11月 22日(火) 

笹口小学校 

【テーマ】 

 盲導犬ユーザーの話しを聞いて、視覚障がい者の暮ら 

しを知り、障がいがあっても前向きに暮らす生き方に 

触れる。 

【内 容】 

 講話 「日頃の生活、盲導犬について 他」 

 体験 「盲導犬と児童のふれあい」 

 講師 にいがた盲導犬ハーネスの会 

 

（１９）日和山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

5学年 55名（のべ 110名） 

平成 28年 6月 22日(水) 

      7月 19日（火） 

日和山小学校 

【テーマ】 

「地域の高齢者のために自分ができることを探る、 

  地域の高齢化の実態を知る。」 

【内 容】 

 講話 「高齢者とまちづくりについて」 

    「元気力アップサポーターについて」 

    「地域の茶の間について」 

 講師 中央区社協職員 
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（２０）浜浦小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

5学年 69名 

（のべ 138名） 

平成 28年 11月 14日(月) 

      11月 15日（火） 

浜浦小学校 

【テーマ】 

 福祉について 

【内 容】 

 講話 「ふくしについて、高齢者や障がい者について」 

 体験 「高齢者疑似体験・ユニバーサルデザイン」 

 講師 中央区社協職員 

 

（２１）上所第一ひまわりクラブ 

参加者／開催期日／会場 内 容 

 75名・支援員 

平成 28年 7月 22日(金) 

上所第一ひまわりクラブ 

【テーマ】 

防災学習 

【内 容】 

 演習 「防災かみしばいゲーム なまずの学校」 

 講師 中央区社協職員 

 

（２２）ひまわりクラブ中央区第３グループ支援員 

参加者／開催期日／会場 内 容 

支援員 40名 

平成 28年 10月 17日(月) 

上山ひまわりクラブ 

【テーマ】 

防災学習 

【内 容】 

 演習 「防災かみしばいゲーム なまずの学校」 

 講師 中央区社協職員 

 

（２３）明鏡地区自治町内会 

参加者／開催期日／会場 内 容 

参加者 278名 

平成 28年 9月 22日(祝) 

明鏡高等学校 

【テーマ】 

「災害弱者支援訓練～車いすを使っての搬送～」 

【内 容】 

 体験 「車いすを使った介助訓練」 

    （防災訓練の中の一つのメニューとして実施） 

 講師 中央区社協職員（車椅子部分のみ） 
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（２４）弁天橋中央自治会 

参加者／開催期日／会場 内 容 

参加者 25名 

弁天橋自治町内会住民 

平成 29年 1月 18日(水) 

弁天橋中央自治会館 

【テーマ】 

 福祉について 

【内 容】 

 講話 「介護保険制度やサービスを知ろう」 

 講師 新潟市市社協 介護部門職員 

 

（２５）(株)図書館流通センター 

参加者／開催期日／会場 内 容 

新潟市内外（県外）の図書館

に配属された職員 110名 

平成 29年 1月 27日(金) 

2 月 10 日（金）

東区プラザ 

【テーマ】 

接遇研修 

【内 容】 

 講話 「認知症を正しく理解する、高齢者の心理」 

 演習 「高齢者疑似体験」 

講師 新潟市社協 介護部門職員 

 

６．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・日本歯科

大学の協力のもと講話や実験で薬や歯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」「こども歯のはなし」を地域の社会資源である調

剤薬局・大学と地域連携を促進し開催しました。この体験を通して、子どもが

薬剤師・歯科衛生士と言う仕事を知り、自分の将来を考える機会となりました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

【こどもおくすりきょうしつ】 

⑴ 平成 28年 7月 28日(木) 

浜浦第 2ひまわりクラブ 58名 

⑵ 平成 28年 8月 3日(水) 

南万代ひまわりクラブ 84名 

⑶ 平成 28年 8月 17日(水) 

万代長嶺ひまわりクラブ 68名 

⑷ 平成 28年 8月 25日(木) 

上山第 2ひまわりクラブ 45名 

 

【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」 

・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。 

これらの実験から薬の保管方法や飲み方を学ぶ。 
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【こども歯のはなし】 

⑴ 平成 28年 7月 27日(水) 

浜浦第１ひまわりクラブ 41名 

⑵ 平成 28年 8月 1日(月) 

女池第１ひまわりクラブ 91名 

⑶ 平成 28年 8月 3日(水) 

鏡淵ひまわりクラブ 65名 

⑷ 平成 28年 8月 18日(木) 

上山第 1ひまわりクラブ 55名 

⑸ 平成 28年 8月 22日(月) 

沼垂第 1ひまわりクラブ 42名 

⑹ 平成 28年 8月 23日(火) 

上所第 1ひまわりクラブ 80名 

【こども歯のはなし】 

協力 日本歯科大学 

・クイズ 

・実験「模型で歯を抜く」 

「模擬治療（歯につめもをする）」 

    「石膏で型をつくる」 

 

  

 

 

７．施設ボランティア受入担当者研修会の開催 

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。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

東区社協・中央区社協・

江南区社協共催 

平成 28年 6月 8日（水） 

東区プラザ 

27名 

（内訳） 

東区管内施設：13名 

中央区管内施設：7名 

江南区管内施設：7名 

 

 

 

 

【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 代表理事 唐木 理恵子 氏 

【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、ボランテ

ィアプログラムについて 

【ミニワーク】 

ボランティアの“やりがい”と“やめたい理由”を考える 

【ワークショップ】 

ワークショップ「プログラム企画会議」 

〇施設の夏祭り運営のボランティア活動 

〇授業でボランティア体験を求める中学校 

【発表】 

ワークショップの発表＆コメント 

【総括・まとめ】 
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８．ボランティアフェア２０１６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・団体が活動紹介を行いました。工作コーナ

ーや体験を設け、多くのグループ団体のＰＲのための工夫をしました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 28年 10月 23日（日） 

新潟日報メディアシップ 

20団体 277名 

⑴ 各グループ・団体による活動紹介（出展） 

⑵ ボランティアグループによるステージ発表 

⑶ きらりんゆるキャラ登場 

⑷ 団体同士の情報交換 

⑸ 子ども工作コーナー 

⑹ 赤い羽根共同募金 

 

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 32号 
平成 28年 4月 

800部 

・新潟商業高校ボランティア同好会 紹介 

・ボランティア情報 

・子育てサロン案内 

・職員異動のお知らせ 

第 33号 
平成 28年 6月 

800部 

・子育てサロン立ち上げ講座案内 

・夏休みのイベント案内 

 (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) 

・子育てサロン案内 

・ボランティア・市民活動助成のお知らせ 

・元気力アップサポーター登録説明会案内 

平成 29年 3月 21日（火） 

新潟市総合福祉会館 

9名 

（高齢者施設 5、 

図書館 1、博物館等 3名） 

 

【事例報告】 

特別養護老人ホーム 江東園  

施設介護支援係長 栄森 正志様 

【報告】 

中央区社協万代ボランティア・市民活動センター職員 

【事例報告】  

 ボランティア受入の現状と課題 

【報告】 

 ボランティアの受入れに関するアンケート調査 2016から 

【情報交換】 

参加施設から現状と課題、講師への質疑応答 
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・ボランティア情報 

・おもちゃの修理ワンポイント 

第 34号 
平成 28年 8月 

800部 

・視覚障がい者サポートボランティア講座案内 

・保育ボランティア講座報告 

・元気力アップサポーター登録説明会案内 

・夏休みイベントのお知らせ 

（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） 

・子育てサロン案内 

・ボランティア情報 

・おもちゃの修理ワンポイント 

第 35号 
平成 28年 10月 

800部 

・ボランティアフェア 2016案内 

・ボランティアきっかけづくり講座案内 

・視覚障がい者サポートボランティア講座報告 

・ボランティア情報 

・おもちゃの修理ワンポイント 

第 36号 
平成 28年 12月 

800部 

・ボランティアフェア 2016報告 

・ボランティアきっかけづくり講座報告 

・元気力アップサポーター登録説明会案内 

・ボランティア情報、寄付のお願い 

・おもちゃの修理ワンポイント 

第 37号 
平成 29年 2月 

800部 

・視覚障がい者サポートボランティア講座案内 

・ボランティア集いの場 Nanmoお知らせ 

・平成 29年度ボランティア保険案内 

・元気力アップサポーター登録説明会案内 

・おもちゃの修理ワンポイント 

 

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。 

（１）受入協力機関数（サービス種類別数）   平成２９年３月３１日現在   

しもまち 上新潟島 江東 みなみ 合 計 平成２７年度 

17 17 15 34 83 63 

 

（２）サポーター登録者数           平成２９年３月３１日現在    

男性 女性 合計 (内 新規) 平成２７年度 

51 288 339（164） 271（140） 
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※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 56 51 

出張説明会 2回 関屋大川前 4区自治会館など 20 17 

 合 計 76 68 

 平成２７年度 132 87 

※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 

開催期日/会場/参加者 内  容 

平成 29年 1月 25日(水) 

新潟市総合福祉会館 

全体参加者 37名 

① 笑いヨガで元気力アップ！ 

  講師 笑いヨガティーチャー 村山昭子 氏  

② サポーター交流茶話会 
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Ⅳ．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 26号 平成 28年 9月 

13,000部 

・表紙の写真 【フードバンクにいがた】 

・会費の協力と会員加入のお願い 

・新潟市社協 28年度予算、27年度決算 

・中央区社協 28年度予算、27年度決算 

・ボランティアの集いの場 ～Nanmo～ 

・ボランティア・市民活動センター お知らせと報告 

・インフォメーション ・介護のまめ知識 

・寄付金謝辞 

第 27号 平成 29年 2月 

12,000部 

・表紙の写真 【中央区災害ボランティアセンター研修

会、ボランティアフェア 2016】 

・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金協力へのお礼 

・会員会費協力へのお礼 

・日和山小学校総合学習参加報告 

・ボランティア・市民活動センターイベント・講座案内 

・インフォメーション 

・寄付金謝辞 

第 28号 平成 29年 3月 

12,000部 

・表紙の写真 【中央区社協 地域の茶の間立ち上げ講

座】 

・赤い羽根共同募金 募金額報告 

・ふれあいティールーム利用者募集 

・元気力アップ・サポーター制度 

・中央区まごころヘルプガイドブック研修 

・寄付金謝辞 

※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 28年度 ビジター数 8,379 アクセス（ページビュー）数 18,950件 

（平成 27年度 ビジター数 9,667 アクセス（ページビュー）数 18,593件） 
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３．中央区助け合いのまちづくり講演会の開催 

 超高齢社会に突入した中央区において、「住み慣れた地域で安心して暮らせる

まちづくり」をテーマに、支え合いのしくみづくりを考えるための講演会を区

と共催で開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期日 平成 29年 3月 28日(火) 14時 00分～16時 00分 

会 場 万代市民会館 多目的ホール 

内容・構成 

 講演  

  「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」 

   東北福祉大学 総合マネジメント学部 教授 高橋 誠一 氏 

参加者 ９９名  市民、地区社協、コミ協、民生委員ほか 
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Ⅴ．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 28年度 平成 27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  2,435  30  471,600  29  493,800  

栄 20  1,440  20  256,800  20  271,400  

湊 24  1,751  23  377,120  22  382,290  

豊照 23  1,469  22  305,600  23  318,600  

新潟 29  2,426  26  405,800  27  447,200  

礎 24  1,801  21  226,700 20  229,910 

大畑 16  1,185  13  218,400  14  216,000  

旭水 1  851  1  164,700  1  167,600  

鏡淵 19  2,600  19  518,400  19  518,800  

白山 36  3,149  34  767,800  35  780,600  

浜浦 16  3,597  15  462,205 15  469,305 

関屋 19  2,377  19  461,100  19  493,100  

有明台 11  3,026  10  437,000 11  427,200 

南万代 28  4,614  26  714,300  26  707,500  

万代 14  2,769  14  439,100  13  435,200  

長嶺 16  1,799  16  286,900  16  300,500  

沼垂 24  2,847  23  395,200 24  413,900 

本馬越 4  702  4  94,000  3  88,000  

鳥屋野 14  6,242  14  884,500  14  843,500  

上山 20  5,007  20  1,001,300  20  998,700  

女池 26  6,261  23  1,058,600  26  1,137,000  

上所 28  6,273  27  750,200  27  763,400  

紫竹山 12  4,750  12  680,300  12  673,600  

笹口 18  4,691  17  571,200 16  543,761 

山潟 19  7,395  18  1,271,246  18  1,472,748  

その他 18  1,353  7  100,200  7  105,800  

合計 511  82,810  474  13,320,271  477  13,689,414  

                           前年度比－369,143円 
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 （２）賛助会員会費実績 

    平成２８年度  ２５２件  １,３１８，５００円 

（平成２７年度  ２１８件  １,１５６,５００円）前年度比＋162,000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２８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 

開催期日／会場 議  題 

第 52回理事会 

平成 28年 5月 20日（金） 

万代シルバーホテル 

議案第 1号 平成 27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 中央区地域健康福祉推進協議会委員の推薦に 

ついて 

報告事項 1 地域社協連絡会関係について 

報告事項 2 新任幹事（自治・町内会長）研修会の開催に 

ついて 

報告事項 3 平成 28年度地区社会福祉協議会活動交付金に 

ついて        

報告事項 4 平成 28年度社協一般会員会費の募集について 

報告事項 5 熊本地震の支援状況について 

報告事項 6 平成 28年度中央区社協の体制について 
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第 53回理事会 

平成 28年 9月 16日（金） 

中央区社協 会議室 

議案第 1号 中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

設置要綱の一部改正について 

議案第 2号 中央区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 3号 中央区災害ボランティアセンター設置運営マ 

ニュアルの一部改正について 

報告事項 1 平成 28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 中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

報告について  

報告事項 4 地域社協連絡会関係について 

報告事項 5 おもいやりのひとかき運動の実施について 

報告事項 6 新潟県民福祉大会について 

報告事項 7 一般会員会費の納入状況について 

報告事項 8 赤い羽根共同募金運動の実施について 

報告事項 9 歳末たすけあい事業助成について 

報告事項 10  敬老祝会助成事業申請状況について 

報告事項 11 区社協だより（第 26号）の発行について 

報告事項 12 新潟市社会福祉協議会総合計画推進委員会 

       について   

報告事項 13 新潟市共同募金委員会改革推進検討部会に 

ついて    

報告事項 14 生活支援体制整備事業について 

第 54回理事会 

平成 28年 11月 24日（木） 

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 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 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 社協一般会員会費納入状況について              

報告事項 8 赤い羽根共同募金の納入状況について             

報告事項 9 各種表彰について                    

報告事項 10 生活支援体制整備事業について         
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第 55回理事会 

平成 29年 1月 27日（金） 

ホテルイタリア軒 

議案第 1号 中央区社会福祉協議会理事の一部選任について     

議案第 2号 中央区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 3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 中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

報告 

報告事項 4  地域社協連絡会の開催について 

報告事項 5  友愛訪問事業研修会の開催について 

報告事項 6  地域の茶の間情報交換会の開催について 

報告事項 7 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 8 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 9 こどもおくすりきょうしつ・歯の教室について 

報告事項 10 生活支援体制整備事業について 

報告事項 11 次期役員改選スケジュールについて 

報告事項 12 社会福祉法人制度改革に伴う市社協の定款 

変更について（区社協関係分） 

第 56回理事会 

平成 29年 3月 10日（金） 

中央区社協 会議室 

議案第 1号 ふれあい事業助成実施要綱の一部改正について  

議案第 2号 平成 29年度事業計画及び予算について 

議案第 3号 次期役員の選任ついて 

議案第 4号 新潟市社協次期評議員の推薦について 

報告事項 1 中央区ボランティア・市民活動センター運営 

委員会報告 

報告事項 2 中央区災害ボランティアネットワーク委員会 

報告       

報告事項 3 企画財政委員会報告 

報告事項 4 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）の平成 28年度評価（案）に 

ついて 

報告事項 5 幹事研修会について 

報告事項 6 地域の茶の間情報交換会及び立ち上げ講座に 

ついて 

報告事項 7 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 8 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）の実 

績について 



61 
 

報告事項 9  生活支援体制整備事業について               

報告事項 10 第 5回中央区助け合いのまちづくり講演会に 

ついて 

 

（２）監事会の開催状況 

 

（３）総会の開催状況 

 

（４）会長・副会長会議の開催状況 

開催期日／会場 議 題 

第 1回 

平成 28年 5月 12日（木） 

中央区社協 会議室 

協議事項 1 第 52回理事会について 

協議事項 2 平成 28年度総会について 

第 2回 

平成 28年 9月 12日（月） 

中央区社協 会議室 

協議事項 1  第 53回理事会について 

第 3回 

平成 28年 11月 21日(月) 

中央区社協 会議室 

協議事項 1 第 54回理事会について 

第 4回 

平成 29年 1月 20日(金) 

中央区社協 会議室 

協議事項 1 第 55回理事会について 

開催期日／会場 内 容   

平成 28年度監事会 

平成 28年 5月 12日（木） 

中央区社協 会議室 

中央区社会福祉協議会の事業及び収支に関する監査を実施 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算 

開催期日／会場 議 題 

平成 28年度総会 

平成 28年 5月 20日（金） 

万代シルバーホテル 

議案第 1号 平成 27年度事業報告及び決算について 

議案第 2号 平成 28年度事業計画及び予算について 

報告事項 1  地域社協連絡会関係について 

報告事項 2  新任幹事（自治・町内会長）説明会の開催につ 

いて 

報告事項 3  平成 28年度地区社会福祉協議会活動交付金につ 

いて 

報告事項 4  平成 28年度一般会員会費の募集について 

報告事項 5  熊本地震の支援状況について 

報告事項 6  平成 28年度中央区社会福祉協議会の体制について 
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第 5回 

平成 29年 3月 7日（火） 

中央区社協 会議室 

協議事項 1 第 56回理事会について 

 

（５）運営委員会の開催状況 

① 企画財政委員会 （下記に掲載）                           

② 中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会（内容はｐ38に掲載） 

③ 中央区災害ボランティアネットワーク委員会（内容はｐ39に掲載） 

 

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

２次オアシスプランの評価について協議を行いました。 

開催期日 協 議 事 項 

第１回 

平成 28年 11月 18日（金） 

・今後の検討事項について 

・地域社協連絡会について 

・中央区オアシスプラン（中央区社会福祉協議会第２次 

中期計画）の評価シートについて 

第２回 

平成 28年 12月 14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）の評価について 

第３回 

平成 29年 1月 17日（火） 

・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）の評価について 

第４回 

平成 29年 2月 15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）の評価について 

・平成２９年度事業計画について 

第５回 

平成 29年 3月 2日（木）  
・平成２９年度事業計画・予算について 

 

 ４．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)の進行管理 

第２次オアシスプランの評価等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共同募金委員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。 

 

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。 
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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。 


