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平成２９年度 新潟市中央区社会福祉協議会事業報告 

総括 

近年、着実に進む少子高齢化・核家族化によるひとり暮らし世帯、高齢者の

み世帯、認知症高齢者の増加や社会状況の変化などにより地域における様々な

福祉課題・生活課題が益々複雑化、深刻化してきており、その解決策の一つと

して、地域ぐるみの支え合い、助け合い活動の必要性が増してきています。 

また、国が推進する「地域包括ケアシステム」の構築は地域の特性に応じて

成されることが必要とされており、新潟市中央区においても今年度から本格的

にその推進を図ることとなりました。 

一方、従来の高齢者、障がい者、子どもといった縦割りの福祉制度だけでは

解決が難しい、いわゆる「ごみ屋敷」、「8050 問題」、「ダブルケア」等、制度

の狭間や複合的な課題を抱え、孤立している世帯や個人の問題等も顕在化して

きています。 

このような状況を踏まえ、中央区社会福祉協議会は、地域社協連絡会、地区

社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）を中心に、地域福祉活動計画で

策定した各地区の計画を推進するため、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地域福祉活動を支援するとともに、人材の育成・確保のた

め、福祉教育を推進しました。 

また、「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

基本理念である「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」の実現に向け、地域福祉推進を目的とした様々

な事業を展開するとともに、アウトリーチ(地域に出向いていくこと)を徹底し、

多種多様な機関とネットワークを組み、総合相談・生活支援(コミュニティソ

ーシャルワーク)機能の強化に努めました。 

  

主要事業の実施状況 

 

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、地域ニーズの把握や課題の共有を図りました。 

また、「地域福祉活動計画」推進のための座談会を開催するとともに、地区社

協や自治・町内会で実施している地域福祉活動に対する支援等を行い、地域福

祉活動の活性化を図りました。 

  

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） 

 生活支援活動等（居場所づくり、見守り、買い物、掃除などの家事支援等）

の提供体制整備について協議する協議体の運営を中央区と連携し行いました。 

 資源開発やネットワークの構築のコーディネートを行う生活支援コーディネ
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ーターを配置し、第２層協議体運営の４つの受託団体と連携、協働しながら、

地域での支え合いのしくみづくりに取り組みました。 

地域住民による高齢者等の見守り・安否確認等の取り組みを地区社協、自治・

町内会、地区民協等と協働により推進しました。 

また、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。 

更に、身近なエリアで地域の役員と福祉専門職の顔の見える関係をつくり、

地域課題の解決につなげるため、中学校区を範囲としたネットワーク会議をモ

デル的に開催しました。 

 

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、多様な地域

活動に参加する人材を育成することを目的としたボランティアきっかけづく

り講座を開催しました。 

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目的、役

割、運営方法等を確認するための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、実施するとともに、職員を対象とした災害ボランティアセン

ター立上げ研修を実施しました。 

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２０１７」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 

  中央区社会福祉協議会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

社会における子育て支援」をテーマとした地域福祉推進フォーラムを中央区

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、「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）の取り組み状況について、ＡからＥの５段階で個別事

業評価（自己評価）を行い、委員の皆様からもご意見をいただきながら、平成

３０年度の事業計画に反映させました。  
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平成２９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 

  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 

  平成 29年 6月 14日(水) 

上新潟島   6月 20日(火) 

江東       6月 22日(木) 

みなみ     6月 12日(月) 

⑴ 地域社協連絡会代表者の選出について         

⑵ 企画財政委員会委員の選出について          

⑶ 新潟市共同募金委員会中央区分会の委員選出について 

⑷ 地域開催講座について                 

⑸ 地域の茶の間連絡会の立上げについて（みなみ） 

⑹ 社協一般会員会費の募集について           

⑺ 地区社協活動交付金について             

⑻ 新任幹事研修会の開催について 

⑼ 地域福祉座談会の開催について             

⑽ 地区社協役員名簿等届について            

⑾ 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                          

第２回 

しもまち 

   平成 29年 10月 12日(金) 

上新潟島  10月 16日(月) 

江東    10月 23日(月) 

みなみ   10月 13日(金) 

⑴ 中央区福祉課題解決の仕組みづくりについて            

⑵ 地域開催講座について                      

⑶ みなみ地域社協活動センターについて（みなみ）              

⑷ 赤い羽根共同募金の募集について                    

⑸ 一般会員会費の納入状況について                           

⑹ 敬老祝会助成事業申請状況について                       

⑺ おもいやりのひとかき運動の実施について                 

⑻ 災害ボランティアセンター研修会について                     

⑼ 地域福祉座談会のまとめについて                 

⑽ 地区見守り活動交流会について                 
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第３回 

しもまち 

平成30年 2月 20日(火) 

上新潟島   2月 23日(金) 

江東       2月 27日 (火) 

みなみ    2月 20日(火) 

⑴ 各種委員の選出について（みなみ）                

⑵ 幹事（自治・町内会）研修会の開催について       

⑶ 地域の茶の間情報交換会及びボランティアきっかけ

づくり講座の開催について                       

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 第 6回中央区地域福祉推進フォーラムについて 

 

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。 

開催期日／会場 内   容 

第１回 

平成 29年 6月 2日(金) 

中央区社協会議室 

⑴ 第 1回地域社協連絡会の開催について           

⑵ 社協一般会員会費の募集について           

⑶ 地区社協活動交付金について           

⑷ 新任幹事研修会の開催について           

⑸ 地域開催講座について                 

⑹ 地域福祉座談会の開催について             

⑺ 地区社協役員名簿等届について          

⑻ 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                              

⑼ 新潟市共同募金委員会中央区分会の委員選任について 

⑽ 地域社協連絡会代表者の選出について 

第２回 

平成 29年 9月 28日(木) 

中央区社協会議室 

⑴ 第 2回地域社協連絡会の開催について                

⑵ 中央区福祉課題解決の仕組みづくりについて       

⑶ 赤い羽根共同募金の募集について                    

⑷ 地域開催講座について 

⑸ 一般会員会費の納入状況について                           

⑹ 敬老祝会助成事業申請状況について                       

⑺ おもいやりのひとかき運動の実施について                 

⑻ 災害ボランティアセンター研修会について                     

⑼ 地域福祉座談会のまとめについて                 

⑽ 地区見守り活動交流会について 
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第３回 

平成 30年 2月 1日(水) 

中央区社協会議室 

⑴ 第 3回地域社協連絡会の開催について          

⑵ 幹事（自治・町内会）研修会の開催について 

⑶ 地域の茶の間情報交換会及びボランティアきっか 

けづくり講座の開催について                       

⑷ 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  

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 第 6回中央区地域福祉推進フォーラムについて 

 

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 

【しもまち地域】 

平成 30年 3月 9日(金)  

クロスパル 

49自治会（65名） 

・講演 ｢地域の助け合いと個人情報｣について 

講師 藤田善六法律事務所 

弁護士 原田 宏一 氏 

・区社会福祉協議会事業概要及び各種助成事業について 

【上新潟島地域】【江東地域】 

※合同開催 

平成 30年 3月 5日(月)  

新潟市総合福祉会館 

上新潟島地域 36自治会（45名） 

江東地域 36自治会 (43名) 

・講演 ｢地域の助け合いと個人情報｣について 

講師 弁護士法人 新潟みなと法律事務所 

弁護士 堀田 伸吾 氏 

・区社会福祉協議会事業概要及び各種助成事業について 

【みなみ地域】 

平成 30年 2月 28日(水) 

ビックスワン  

70自治会 (85名) 

・講演 ｢地域の助け合いと個人情報｣について 

講師 弁護士法人 北辰法律事務所 

弁護士 佐藤 慎之助 氏 

・区社会福祉協議会事業概要及び各種助成事業について 

 

（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 29年 6月 26日(月) 

新潟市総合福祉会館 

5階 大集会室 

新任幹事 60名 

① 中央区社協の組織・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事 

業について 

③ 社会福祉協議会会員会費の募集について 

④ コミュニティソーシャルワーカーについて 
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（３）地域福祉座談会の開催 

  中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画の策定から３年目を迎え、地

域福祉活動への取り組みの進捗状況及び今後の方向性について話し合ってい

ただくことを目的として、地区社協関係者や民生委員児童委員や行政等関係

機関を対象に地域福祉座談会を開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内   容 

平成 29年 7月 24日(月) 

新潟市総合福祉会館 

401～404会議室 

参加者 86名 

① 地域健康福祉計画・地域福祉活動計画について説明 

② 支え合いのしくみづくりについて説明  

③ 座談会 

・各地区の地域福祉活動計画を確認しましょう 

・平成 29年 3月に開催された地域福祉座談会の内容 

を振り返りましょう 

・地域福祉活動計画はどれくらい達成されているか話 

し合いましょう 

・平成 30～32年度で各地区で取り組んでいきたいこと 

を話し合いましょう 

 

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２８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２９年度 ３，９６６，０２２円 

               （平成２８年度 ４，０７５，０８４円） 

 

５．地域福祉活動計画推進事業 

  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 11回ふれあいウォ

ーキング 
177 平成 29年 10月 1日(日) 

みなとぴあ～柳

都大橋～昭和大

橋 

豊照 

健康ウォーキング 51 平成 29年 4月 16日(日) 
旧豊照小～りゅ

ーとぴあ 

豊照小周りの清掃と

除草 
92 平成 29年 6月 4日(日) 旧豊照小学校 

新潟 たんぽぽ盆踊り大会 850 平成 29年 7月 22日(土) 
新潟小学校グラ

ウンド 
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大畑 
新潟まつり町内子ど

も神輿 
200 平成 29年 8月 4日（金） 

二葉町～大畑～

寄居～南浜～西

大畑 

 上

新 

潟 

島 

鏡淵 

ふれあいお茶会 91 平成 29年 7月 30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 
182 平成 29年 10月 1日(日) 

鏡淵小学校グラ

ウンド 

白山 ふれあいお茶の間 157 

平成 29 年 7 月 9 日(日)・

11 月 12 日(日)・平成 30

年 3 月 4 日(日) 

白山コミュニテ

ィハウス 

浜浦 
地域のつどい「歌っ

て笑って楽しんで」 
100 

平成 29 年 11 月 23 日（木・

祝） 
関屋地区公民館 

有明

台 
夏休み親子地引網 88 平成 29年 7月 23日(日) 

五十嵐浜番小屋

清山丸 

江
東 

長嶺 
住民交流バーベキュ

ー大会 
51 平成29年10月22日(日) 蒲原神社境内 

沼垂 
なじらね沼垂フェス

タ 
1,000 平成 29年 6月 18日(日) 

沼垂テラス商店

街 

み
な
み 

女池 
自治会コミュニティ

団体対抗野球大会 
120 平成 29年 6月 4日（日） 

女池小グラウン

ド 

紫竹 

山 
健康教室（落語） 84 平成29年10月29日(日) 

駅南コミュニテ

ィセンター 

山潟 「さいの神」 480 平成 30年 1月 14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。                 

 

 

指定年度 地区社協名 事業名 

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

検討会・講習会 
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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２９年度  １２５自治・町内会／１７１件 

             （平成２８年度  １０９自治・町内会／１５２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 

横七番町五丁目自治会 
お花見会・懇談会 23 4 

町内春の旅行 9 6 

西湊町通三・四自治会 
納涼会 35 7 

新年会 29 1 

入船二自治会 町内世代交流バーベキュー大会 90 8 

開公緑町マンション自治会 納涼会 52 8 

入船町一丁目町内会 三世代ふれあいバーベキュー 35 8 

元下島・艀川岸町内会 
世代交流納涼会 35 7 

豆まき・新年会 44 2 

山田町町内会 
町内納涼会 53 8 

新春ボウリング大会 20 1 

附船第四町内自治会 町内日帰り旅行 22 10 

水戸地区自治会 自治会懇親会 36 8 

栄 

四ツ屋町一丁目自治会 町内懇親会 26 9 

浮洲町第一区自治会 町内新年会 12 1 

湊 

二葉町三丁目自治会 芋煮会 
46 8 

43 8 

田中町四区町内会 
親睦納涼会 20 7 

町内新年会 20 1 

豊
照 

湊町通一ノ町町内会 
ふれあい事業 21 4 

町内納涼会 24 7 

豊照マンション自治会 世代間交流懇親会 22 6 

東湊町通三ノ町町内会 
町内納涼会 16 7 

平成 30年新年会 17 1 
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南北毘沙門町町内会 納涼会 34 7 

西湊町二ノ町団地自治会 納涼会 34 8 

町内新年会 39 1 

船場町自治会 
かもめ公園草刈り 70 6 

かもめ公園草刈りと納涼会 110 7 

新
潟 

西大畑町第五町内会 観桜会 16 4 

営所通一番町町内会 
総会・町内親睦会 31 4 

暑気払い親睦会 36 7 

旭
水 

旭水町内自治会 旭稲荷神社秋季例祭 93 9 

上
新
潟
島 

 

鏡
淵 

川岸町二丁目自治会 

総会・江戸からくり人形鑑賞

会・懇親会 

 

37 4 

春のお楽しみ会 24 6 

川岸町三丁目自治会 
ふれあいランチ交流会 41 5 

自治会懇親会 42 12 

学校町三番町六区自治会 
映画と朱鷺メッセ 10 8 

日帰り温泉旅行 14 10 

白山浦一丁目西町内会 
町内日帰り旅行 29 10 

町内新年会 29 1 

白
山 

東堀通三番町町内会 
お楽しみ食事会 12 6 

町内会新年会 11 2 

旭七ヶ町自治会 バーベキューパーティ 88 7 

本町五町内会 
千灯まつり決起大会 28 7 

町内日帰り温泉親睦会 19 9 

コープ野村川端町町内会 
町内納涼会 20 7 

町内旅行 20 9 

上大川前五東町内会 町内花火大会 38 8 

古町四番町町内会 納涼会 40 8 

東掘前三・四町内会 納涼懇親会 23 7 

し 

も

ま

ち 
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シティハウス川端町町内会 
ひなまつりミニコンサート＆ビ

ンゴゲーム 

 

52 3 

浜
浦 

関新三丁目町内会 町内お花見の会 22 4 

信濃町一区自治会 
観桜会 39 4 

自治会新年会 19 1 

関屋上本村自治会 
観桜会 35 4 

自治会日帰り旅行 25 10 

サーパス関屋自治会 
七夕飾り付け会 20 6 

クリスマスツリー飾付会 20 12 

信濃町二区自治会 
町内親子お楽しみ会 87 7 

町内新年会 24 1 

金衛町第一自治会 夏休み親睦会 50 7 

浜浦町自治会 世代交流日帰り旅行 53 5 

関
屋 

関屋下川原町二丁目自治会 草刈り＆慰労会 34 6 

関屋新町町内会 町内日帰り旅行 23 6 

関屋松波町三丁目自治会 親睦お楽しみ会 115 7 

関屋松波町二丁目自治会 
H29納涼会 77 7 

町内新年会 73 1 

関屋ハイツ自治会 ふれあい花火会 39 8 

学校町通三番町四区自治会 四区・五区合同夏休み研修会 23 8 

関屋松波町一丁目自治会 納涼懇親会 24 8 

関屋田町二丁目五区町内会 町内親睦旅行 18 10 

関屋田町一丁目町内会 町内親睦会 23 11 

関屋田町二丁目四区町内会 町内交流会 25 1 

関屋下川原町一丁目町内会 新年餅つき大会 30 1 

関屋下川原町一丁目町内会 

関屋下川原町二丁目自治会 

関屋ハイツ自治会 

三町内合同日帰り旅行 21 10 

上

新

潟

島 
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有
明
台 

関屋大川前一区自治会 
夏のお楽しみ会 91 8 

町内アイススケート 89 3 

堀割町町内会 

夕涼み会 50 8 

サントピアワールドで子どもと

遊ぼう 
50 10 

江
東 

南
万
代 

春日町一.二.三自治会 一斉クリーン作戦・交流会  6 

水島町町内会 町内クリーン作戦・交流会 
35 6 

35 9 

天神二丁目自治会 春のクリーン作戦＆交流会 67 6 

ユートピアレジデンス幸西自

治会 
親睦会 26 7 

天神尾連合自治会 盆踊り大会 132 8 

アパガーデンコート新潟駅前

自治会 
住民交流 Xmas 会 28 12 

アパガーデンコート弁天公園

自治会 

居住者交流会 17 11 

新年懇親会 29 2 

万
代 

三和町自治会 
親睦日帰り温泉 33 6 

親睦会 24 9 

東万代町自治会 町内花火大会 44 8 

宮浦自治会 

町内親子お楽しみ会 18 8 

町内親睦旅行 26 10 

自治会新年会 32 2 

神明自治会 日帰り旅行 17 10 

長
嶺 

蒲原町内会 
夏休みバーベキュー大会 21 7 

日帰り温泉旅行 17 11 

西片原二三町内会 
町内親睦交流会 

 

 

 

21 

 

 

 

5 

 

 

 

町内新年顔合わせ会 25 1 

沼垂古町三・四町内会 町内バーベキュー大会 36 8 

沼
垂 

日の出一丁目町内会 
ふるさと祭り＆BBQ 76 7 

町内ふれあい運動会 60 10 
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五軒町町内会 
夏休み映写会 40 7 

五朗祭 84 10 

本馬越一区自治会 納涼祭 38 7 

日の出三丁目三区自治会 竹駒稲荷神社秋祭り 40 9 

芳原一丁目町内会 ３代ふれあい餅つき大会 26 10 

日吉町自治会 節分豆まき大会 11 2 

本馬越一区自治会 納涼祭 38 7 

み
な
み 

鳥
屋
野 

鳥屋野自治連絡協議会 
灯篭祭・おでん大会 600 5 

鳥屋野盆踊り大会 300 8 

網川原自治会 今昔わんぱくおてんばクラブ 
40 6 

40 9 

愛宕町内会 
バルーンショー 26 7 

豆まきと新一年生お祝いの会 55 1 

美咲町自治会 美咲町バス遠足 22 7 

親松自治会 親松夏祭り 430 8 

上
山 

女池北自治会 一日「だんらん」 195 8 

女池西第五自治会 自治会主催防災訓練納涼祭 170 8 

上近江第一自治会 納涼花火鑑賞会 41 8 

女
池 

女池東第三自治会 
初夏のお楽しみ会 25 6 

第３回新春お楽しみ会 60 1 

こばりのき自治会 

こばりのき祭 725 8 

秋のレクリエーション 76 11 

親子バーベキュー大会 166 7 

新春餅つき大会 126 1 

上
所 

下所島二丁目自治会 親睦芋煮会 55 5 

上所中二丁目自治会 ラジオ体操と交流会 48 7 

サーパスシティ西新潟自治会 

防災を考える会と食事会 22 8 

マンション周辺美化運動と食事

会 
24 11 
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上近江二丁目自治会 近江歩道竣工記念祝賀会 54 8 

近江下三条通自治会 大人・子どもと楽しむ会 35 7 

上所中一丁目自治会 
ラジオ体操と交流会 30 7 

自治会懇親会 30 12 

下所島一丁目町内会 講演と懇談会 15 10 

上所マンション自治会 
芋ほり・豚汁行事 77 10 

節分豆まき大会 70 2 

新和四丁目自治会 
ウォーキングしんわ 25 10 

わくわく夏まつり 80 7 

ドラゴンマンション新和自治

会 
除草大会 42 6 

紫
竹
山 

米山第四自治会 
サントピアワールド＆宝珠温泉

の旅 
57 6 

米山第五自治会 
町内家族旅行 49 8 

町内親睦旅行 21 10 

米山第六自治会 
子供会自治会旅行 29 8 

新年祝賀懇親会 30 1 

笹
口 

笹口第三自治会 町内親睦会 49 4 

笹口西一自治会 世代交流の会 47 4 

南笹口第二町内会 
日帰り親睦旅行 25 6 

町内新年会 29 1 

第二駅南ハイツ自治会 
総会懇親会 52 5 

納涼会 81 7 

鐙第二自治会 
納涼大会 102 7 

日帰り旅行 18 10 

笹口西一自治会 日帰り旅行 35 7 

山
潟 

姥ケ山自治会 
親子バーベキュー大会 55 7 

姥ケ山祭 350 8 

南長潟自治会 納涼祭 221 7 

美の里自治会 美の里まつり 200 8 

姥ケ山高志自治会 納涼祭 86 7 

山二ツ新興自治会 盆踊り大会 190 8 

み 

な

み 
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子ども神輿祭 120 8 

自治会大運動会 190 9 

餅つき大会 95 11 

北谷内自治会 北谷内まつり 275 7 

京王自治会 

地引網交流会 83 7 

ふるさと祭り 2700 8 

親子ミニツアー 27 10 

チョークアート体験 18 10 

高志二丁目自治会 るぴなすふれあい祭 130 9 

弁天橋中央自治会 合同ふれあい祭 362 8 

山二ツ本村自治会 
山二ツ諏訪神社秋季大祭 340 8 

三世代交流大映写会 39 7 

 

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２９年度 地域２９団体／施設２団体 

（平成２８年度 地域２９団体／施設３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 

湊 

湊地区社会福祉協

議会 

三世代交流 

「マジックショー

と餅つき大会 

75 
平成 29年 12月

2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 358 

平成 30年 1月

27日（土） 

新潟小学校体

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 
309 

平成 29年 12月

3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 
101 

平成 30年 1月 

8日(月) 
新潟保育園 

学校町通３番町一

区自治会 
親睦日帰り旅行 18 

平成 29年 11月

20日（日） 
岩室温泉 

山二ツ新興自治会 
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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 
147 

平成 30年 1月

14日（日） 

関屋地区公民

館 

鏡
淵 

鏡淵小学校区コミ

ュニティ協議会 

三世代新春交流豆

まき大会 
120 

平成 30年 2月

18日（日） 

白新コミュニ

ティハウス 

川岸町二丁目自治

会 
新年交流会 36 

平成 30年 1月 

28日（日） 

じょいあす新

潟会館 

白
山 

本町五町内会 
本町五町内会新年

会 
20 

平成 30年 1月

28日（日） 
萬福園 

シティハウス川端

町町内会 

2017クリスマス餅

つき＆じゃんけん

大会 

62 
平成 29年 12月

10日（日） 

シティハウス

川端町 

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 
155 

平成 29年 12月

3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 29 

平成 30年 1月 

8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 
64 

平成 29年 12月

12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 

節分豆まき大会 121 
平成 30年 1月

28日（日） 
奈佳美禰神社 

沼
垂 

本馬越連合自治会 
本馬越３世代交流

事業 
80 

平成 29年 11月

4日（土） 

沼垂小学校体

育館 

 
 

 

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 
373 

平成 29年 12月

3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 
164 

平成 29年 12月

3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 30年 1月

21日（日） 

鳥屋野地区公

民館 

上所第一自治会 
地域歳末たすけあ

い事業 
50 

平成 29年 12月 

10日（日） 

じょいあす新

潟会館 

上
山 

アパガーデンコー

ト上近江自治会 

アパガーデンコー

ト上近江自治会管

理組合共催総会懇

親会 

70 
平成 29年 12月

17日（日） 
マンション内 

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 
410 

平成 29年 12月

10日（日） 
鳥屋野小学校 

網川原自治会 歳末もちつき大会 200 
平成 29年 12月

10日（日） 

網川原自治会

館 
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大島自治会 もちつき大会 300 
平成 29年 12月

10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 
82 

平成 29年 12月

3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 197 
平成 29年 12月

10日（日） 
親松会館 

鳥屋野地区社会福

祉協議会 
節分お楽しみ会 162 

平成 30年 1月

28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 
188 

平成 29年 11月

21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

会及び新大落語研

究会による落語会） 

147 

平成 30年 

1月 1日(月) 

1月 21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 
188 

平成 30年 1月

28日（日） 
湖南会館 

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 14

回 SUNSUNろーど祭 
326 

平成 29年 12月

10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 

69 
平成 29年 11月

12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２９年度 ６２団体 

                      （平成２８年度 ５２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 

 

古町 12番町第 1町内会 

6 

 

 

豊照 豊照地区コミュニティ協議会 

7 

新潟 

二葉町 1丁目 1区、二葉町 1丁目 2区、二葉町 2丁目 

8 東中通町内自治会 

9 東堀六町内会 

10 礎 礎地域コミュニティ協議会 
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11 

上新潟島 

  

鏡淵 

川岸町 2丁目自治会 

12 川岸町 3丁目自治会 

13 白一東第三町内会 

14 
白山 

白山校区コミュニティ協議会 

15 コープ野村川端町町内会（コミュニティ協議会に未加入） 

16 
浜浦 

金衛町第二自治会 

17 信濃町一区自治会 

18 関屋 関屋小学校区コミュニティ協議会 

19 
有明台 

関屋大川前三区町内会 

20 堀割町町内会 

21 

江 東 

南万代 

水島町町内会 

22 アパガーデンコート万代自治会 

23 天神尾第一区・天神尾 1丁目・天神尾 2丁目自治会 

24 

万代 

萬代橋町内会、三和町自治会、神明自治会 

25 万代六丁目自治会 

26 東万代町内会 

27 

長嶺 

蒲原町町内会 

28 長嶺第一町内会・長嶺第二町内会 

29 他門町内会 

30 

沼垂 

日吉町自治会 

31 芳原四町内会 

32 沼垂上三ノ丁町内会 

33 紫竹 1丁目自治会 

34 

みなみ 

鳥屋野 
親松自治会 

35 愛宕自治会 

36 

上山 

南出来島自治会 

37 女池北自治会 

38 女池西第五自治会 

39 上近江第一自治会 

40 
女池 

女池東第三自治会 

41 女池 1丁目自治会 
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42 和合町 3丁目自治会 

43 女池神明自治会 

44 女池 4丁目自治会 

45 

上所 

上近江 2丁目自治会 

46 新和自治会 

47 堀之内旭通自治会 

48 上所中三町内会 

49 近江下三条通自治会 

50 上所第一自治会 

51 上所第二自治会 

52 

笹口 

笹口第三自治会 

53 第二駅南ハイツ自治会 

54 鐙第二自治会 

55 

山潟 

姥ヶ山自治会 

56 高志 2丁目自治会 

57 弁天橋中央自治会 

58 京王自治会 

59 美の里自治会 

60 北谷内自治会 

61 長潟自治会 

62 姥ヶ山南自治会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなみ 
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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 29年度 

開設日数 
167 187 

平成 29年度 

来所者数 
575 122 

平成 29年度 

相談件数 
91 56 

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 

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） 

・ヤクルト健康教室 

・しもまち地域社協連絡会 

・しもまち地域幹事研修会 

・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        

・地域福祉推進員定例会 

・友愛訪問研修会 

・江東地域社協連絡会 

・江東地域幹事研修会 

・地域の茶の間情報交換会 

・地域福祉推進員定例会 

 

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 

・しもまちお互いさまランチ 

・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 

・南万代ふれあい健幸クラブ（実行委員

として参画） 

・蒲原まつり 

※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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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5回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成29年12月21日（木） 

中央区役所5階対策室 

・日常生活圏域ごとの支え合いのしくみづく 

り会議等報告 

・中央区地域包括ケア推進モデルハウスにつ 

いて 

・中央区自治協議会福祉安心・安全部会提案 

事業について 

・週１回開催地域の茶の間、および訪問型生 

活支援事業の助成事業について 

第6回 

中央区支え合い

のしくみづくり

会議 

平成30年3月28日(水) 

中央区役所5階対策室 

・日常生活圏域ごとの支え合いのしくみづく

り会議等報告 

・中央区地域包括ケア推進モデルハウスにつ 

いて（しもまち笑顔の家漏水被害の報告） 

・中央区自治協議会福祉安心・安全部会提案 

事業について（中央区地域の茶の間活動事 

例集作成報告） 

・中央区内の日常生活圏域見直しについて 

 

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２８年度に検討課題として挙げられていた、地域福祉課題解決の

仕組みづくりを取り上げ、「我が事・丸ごと 地域共生社会の実現」モデル事業

について福祉専門職と共に学び、その後に中央区内の地域福祉課題を解決する
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ための官民協働の課題解決を話し合う検討会議をどのように開催して行けば良

いか話し合いました。また、第２回目はゴミ屋敷の支援やゴミ捨てに支援を要

する方の問題についてテーマとして取り上げ、相談支援機関と行政、清掃業者

で解決策を話し合いました。 

 開催期日／会場 内 容 

1 

平成 29年 11月 29日(水) 

新潟市総合福祉会館 503

会議室 

【テーマ】 

多機関の協働による包括的支援体制構築事業・地域力強化 

推進事業と中央区における官民協働の解決の仕組みづく 

りについて 

・多機関の協働による包括的支援体制構築事業・地域力強

化推進事業概要説明 

・区内相談支援機関インタビュー結果報告・中央区社協

地域福祉課題解決の仕組みづくりの説明 

・グループワーク（解決の仕組みをつくる方法を探る） 

【参加者】 23名 

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、障がい者基幹相談支援センター、地域生活定着

支援センター、弁護士会 等 

2 

平成 30年 3月 16日（金） 

中央区社協地域福祉ボラ

ンティア交流スペース 

【テーマ】 

中央区のゴミ出しをめぐる問題を考える 

・ゴミ屋敷支援における問題提起 

・ゴミ出しに支援を要する方についての問題提起 

・グループワーク（問題解決の為に必要なこと等） 

【参加者】 27名 

清掃事業社、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、パーソナルサポートセンター、行政

職員 

中

学 

校

区 

平成 30年 1月 23日（火） 

新潟県生涯学習推進セン

ター 研修室 

※鳥屋野中学校区 

【テーマ】 

中学校圏域で行う住民と福祉事業所の顔の見える関係 

づくり 

・活動の困りごと出しグループワーク 

・出来ること・やりたいこと出しグループワーク 

・困りごとと出来ることのマッチンググループワーク 

・意見交換と名刺交換 

【参加者】36名 

コミ協、民協、地域の茶の間代表者、鳥屋野中学校区内 

児童・障がい・高齢の福祉事業所・地域包括支援センタ 

ー、南地域保健福祉センター、支え合いの仕組みづくり 

推進員 
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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） 203 193 19 

2 日和山地区民生委員児童委員協議会（栄） 48 42 10 

3 湊校区コミュニティ協議会 156 160 18 

4 船場町自治会 14 15 7 

5 日和山地区民生委員児童委員協議会（豊照） 39 38 8 

6 西湊町 1ノ町団地自治会 9 10 2 

7 西湊町第 2団地自治会 25 26 2 

8 新潟地区なじらね会 25 30 6 

9 東部寄居町町内会 10 5 3 

10 営所通一番町町内会 14 12 3 

11 礎町三の町自治会 1 1 1 

12 礎町四自治会 9 9 6 

13 雪町町内会 5 5 2 

14 秣川岸町通・東厩島町町内会 6 6 2 

15 東堀前通 8・9自治会 1 1 4 

16 コーポ大善自治会 10 9 3 

17 田中二区町内会 11 15 4 

18 田中一区・中南自治会 15 12 1 

19 西堀通 8番町自治会 4 3 1 

20 上大川前通 9自治会 4 6 2 

21 鏡淵地区民生委員児童委員協議会 92 81 13 

22 白山校区コミュニティ協議会 101 91 19 

23 コープ野村川端町町内会 19 25 3 

24 パークサイド白山自治会 4 4 1 

25 浜浦スマイルの会 73 72 18 

26 関屋ボランティアの会 177 131 13 
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27 有明台地区民生委員児童委員協議会 118 134 15 

28 南万代地区民生委員児童委員協議会 155 171 20 

29 万代長嶺地区民生委員児童委員協議会 170 189 22 

30 沼垂地区民生委員児童委員協議会 238 278 18 

31 鳥屋野地区民生委員児童委員協議会 83 81 17 

32 上山地区民生委員児童委員協議会 87 90 14 

33 女池地区民生委員児童委員協議会 170 166 20 

34 上所地区民生委員児童委員協議会 150 152 25 

35 紫竹山地区民生委員児童委員協議会 72 70 17 

36 笹口地区民生委員児童委員協議会 58 70 15 

37 山潟地区民生委員児童委員協議会 167 172 26 

38 ボランティアランチ（中央区内） ＿  31 ＿  

  合  計 2,546 2,668  380  

 平成 28年度 2,631 2,802 397 

 

（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 30年 2月 5日(月) 

新潟市総合福祉会館 

全体参加者 36名 

研修 防犯漫談 

講師 新潟県防犯アドバイザー 中野小路たかまろ 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２９年度 ２，６６８食 

                     （平成２８年度 ２，８０２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。                平成 29年度 57団体 

（１）助成団体一覧            （平成 28年度 56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 たんぽぽふれあい広場 新潟小学校区 古町ビル１階 

4 新潟 地域の茶の間ゆうゆう会 新潟小学校区 
中央区社協交流ス

ペース 

5 礎 お茶の間 礎町周辺 
(財）新潟県下越婦

人会館 

6 旭水 旭水の“茶の間” 
旭水町内自治

会 
旭稲荷神社 

7 

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 

8 サロン華の会 川岸町３丁目 
新潟県保護会川岸

寮 

9 ポプリの会 川岸町２丁目 
新潟県保護会川岸

寮 

10 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 

11 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） 

12 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 

13 鏡淵ふれあいスポーツ茶の間 鏡淵小学校区 
新潟県保健衛生セ

ンター 

14 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 

15 

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 

16 にこにこ浜浦会 浜浦地区 
堀川内科神経内科

医院内 

17 おりがみの会 信濃町自治会 
信濃町自治会集会

所 
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18 

関屋 

学校町友愛の会 関屋小学校区 学校町天神様 

19 座・茶論・いずみ亭 関屋新町２区 泉宅（関屋） 

20 
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 

21 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 

22 

 有明台 

関屋のお茶の間 
関屋大川前四

区自治会 

関屋大川前四区自

治会館 

23 地域の茶の間やよいありあけ 
弥生有明大橋

町町内会 

弥生有明大橋町町

内会事務所 

24  

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 

25  いきいき天神 南万代地区 天神２丁目集会所 

26  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 

27  

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 
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お茶の間「雪割草」 蒲原町町内会 
中央区役所 

東出張所別館 

29 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 

30 
 

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 

31 

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） 

32  地域の茶の間「えがお」 沼垂地区 
沼垂地区集会場 

（沼垂荘） 

33  沼垂今昔サロン 沼垂地区 沼垂荘２階 

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 新友会茶の間会 大島自治会 大島自治会館 

江

東 
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37 親松えんがわの会 親松地域 親松会館 

38  上山 上山みんなの茶の間 上山地区 出来島公民館 

39  

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 

40  ニコニコ茶の間神道寺 女池小学校区 
紫竹山第二ひまわ

りクラブ 

41  こばりのき地域の茶の間 
こばりのき自

治会 

こばりのき自治会

館 

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  駅南ハイツお茶の間会 
駅南ハイツ自

治会 
駅南ハイツ会議室 

50  笹口 笹口の茶の間 笹口地区 ほっとハウス笹口 

51  

山潟 

姥ヶ山地域の茶の間会 姥ヶ山地区 姥ヶ山会館 

52  地域の茶の間 京王 京王自治会 京王自治会館 

53  地域の茶の間 「山潟」 山潟中学校区 山潟会館 

54  地域の茶の間「高志茶話会」 
高志二丁目 

自治会 
るぴなす 

55  レモンの会 南長潟自治会 山潟会館 

56  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 

57  みのりクラブ 美の里自治会 美の里自治会館 

 

 

み

な

み 
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（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 内 容 

平成 30年 2月 13日(火) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 107名 

・助成金事務手続について（実績報告、次年度申請） 

・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 

 

（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 137 14 514 (0) 3.75 

東 138 34 511 (45) 3.70 

南 137 15 1,167 (0) 8.52 

合 計 412 63 2.192 (45) 5.32 

平成 28年度 428 68 2.355 (8) 5.50 

 

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 28 年度 

サービス 

実施日数 
24 24 26 25 25 24 25 26 24 23 22 27 295 299 

実 利 用 

者    数 
13 14 14 12 12 12 13 10 9 8 9 8 134 172 

実 利 用 

世 帯 数 
12 12 12 12 12 12 12 10 9 8 9 8 128 158 

配 食 数 170 153 170 128 164 137 137 147 130 125 118 142 1,721 2,336 
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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。 

 

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 

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 29年 4月 27日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 12名 

⑴ 介護講話  介護する人もいつまでも元気で！ 

「気になる骨粗鬆症～骨粗鬆症の原因と骨を丈夫に

するために」 

講師 ヤクルト販売株式会社 下中 氏 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 5月 26日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 11名 

⑴ 介護講話  サービスや制度、知っておきましょう！ 

「地域包括ケアってなんだろう？総合事業ってなん

だろう？」 

 講師 地域包括支援センター宮浦東新潟 滝澤保健師 

⑵ 情報交換茶話会 
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平成 29年 6月 22日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 13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！！  

｢お薬の話…薬の飲み方や飲み合わせ・上手にお薬と

付き合う方法｣ 

   講師 ㈱メディック太陽 金井 寛幸 氏 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 7月 27日(木) 

見学先施設 

全体参加者 20名 

⑴ 施設見学と情報交換会・昼食会 

施設見学  特別養護老人ホーム「ばんだい桜園」 

     デイサービスセンター「かりん」 

⑵ 情報交換会・昼食会 

平成 29年 8月 24日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 10名 

⑴ 介護講話 たまにはリフレッシュしましょう！ 

「シニアライフの生き方を情報交換」 

  参加者同士で情報を伝え合う 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 9月 27日(水) 

ほんぽーと 

全体参加者 8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 

｢障がい者のサービスって、高齢者も使えるの？」 

  講師 中央区役所健康福祉課障がい福祉係 鷲尾 氏 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 10月 26日(木) 

ほんぽーと 

全体参加者 9名 

⑴ 介護講話 サービスや制度を知っておきましょう 

「通帳のコピーがいるって本当？介護サービスとお

金のこと」 

  講師 中央区中央介護支援センター 星野介護支援

専門員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 29年 11月 24日(金) 

西蒲区「カーブドッチヴィネ

スパ」 

全体参加者 8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「カーブドッチヴィネスパ」 

⑵ 情報交換会・昼食会 

平成 29年 12月 22日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 11名 

⑴ 介護講話 体に無理なく。介護技術の正しい方法 

「イスから車いす・ベッドから車いす…移動を助ける

介護のやり方」 

  講師 中央区中央訪問介護センター  

権平訪問介護員 

⑵ 情報交換茶話会 

平成 30年 2月 23日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 20名 

⑴ 介護講話 介護する人もいつまでも元気で！ 

「脳年齢・体力年齢を知って健康づくりに生かそう」 

講師 みどり病院 岡田保健師・小田理学療法士 

⑵ 情報交換茶話会 
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平成 30年 3月 23日(金) 

ほんぽーと 

全体参加者 16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…事例から学

ぼう！」 

講師 一般社団法人はまなす 代表理事 秋山 貴子 氏 

⑵ 情報交換茶話会と企画のおしゃべり（次年度のつど

いの企画を検討） 

 

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、中央区内の子育てサロン実施団体を対象に助

成を行い、より良い居場所づくりと相互の活動のつながりづくりのために情報

交換会を開催しました。 

（１）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 

 

（２）子育てサロン情報交換会 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 30年 3月 19日(木) 

中央区社協地域福祉ボランテ

ィア交流スペース 

全体参加者 10名（子ども 3名） 

①「マザーズフレンドくらぶの活動について」 

講師 マザーズフレンドくらぶ 高橋 美央 氏 

② 平成 29年度子育てサロン助成事業報告書並びに平成 

30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 子育てｻﾛﾝきらきらんど 中央区内 新潟市総合福祉会館 

9 ピアステップ 愛宕地区 愛宕（代表者自宅） 

 平成 28年度 8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４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 29年 7月 25日(火)～8月 25日(金) 

中央区社協地域福祉ボランティア交流

スペース 

参加者 小・中学生のべ 143名 

自主学習、自由遊び、ミニ図書館（常設） 

⑴ 8月 2日(水)イングリッシュゲーム大会 

8月 8日(火) おりがみ工作教室 

⑵ 8月 17日(金)21日(月)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

全体の９割を占めました。 

提供会員が減少する中、利用件数や利用時間が増加となりました。 

【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 29年度 281（41）    96 （3）      4      24 

平成 28年度 317 (63) 113 (13)      5 
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利用者区分 
平成 29年度 

中央区契約者数 

平成 28年度 

中央区契約者数 

認知症高齢者 21 28 

知的障がい者 14 12 

精神障がい者 16 17 

合  計 51 57 
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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 29年度 

年度 

   118.6       55.7  5,633(469.4) 

） 

7,060.0（588.3） 

平成 28年度   99.4    58.0 5,110(419.8) 

) 

6,402.5(525.3) 

（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 29年 4月 13日（木） 
しもまちカンファレンス 

世話人会（年度計画） 
もぐら座古町店 

2 平成 29年 4月 21日（金） 服薬情報から始まる多職種連携 
特別養護老人ホ

ーム信濃倶楽部 
3 平成 29年 6月 23日（金） 生活保護の方への支援 

4 平成 29年 8月 18日（金） 名刺交換会 ジョイアミーア 

5 平成 29年 10月 21日（土） 

緩和ケアリンクにいがた合同ワ

ークショップ 

「がんと最期まで生きる」 

新潟国際情報大

学中央キャンパ

ス 

中央キャンパス 
6 平成 29年 12月 1日（金） 

フレイルとは？高齢者の栄養管

理を考える 

特別養護老人ホ

ーム信濃倶楽部 

7 平成 30年 2月 9日（金） 認知症の方の胃ろう増設 
中央区社協交流

スペース 

 

（２）とやのがたネット 

開催期日 内 容 会 場 

平成 29年 7月 19日（水） 

・講義「認知症の薬剤～どの薬剤

をいつ使うか～」（みどり病院） 

・実践報告「認知症の人への服薬

支援について」（訪問看護事業

所、訪問介護事業所、調剤薬局） 

・グループワーク 

新潟県健康づくり・

スポーツ医科学セン

ター 
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平成 29年 11月 18日（土） 

・講演「BPSD対応の実際～かかり

つけ医の立場から～」（県庁前神

経内科クリニック） 

・意見交換 

万代シルバーホテル 

平成 30年 3月 24日（土） 

＜区民公開講座＞ 

・講義「認知症と予防について」 

（みどり病院） 

・講義「認知症の人と家族の思い」 

（認知症の人と家族の会） 

新潟県生涯学習推進

センター 

 

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 29年 6月 28日（水） 

参加者 13名 

演題 「だまされないで！悪質商法 

    ～私たちを狙う悪質業者の手口～」 

講師 新潟市消費生活センター 佐藤相談員 

平成 29年 8月 30日（水） 

参加者 24名 

演題  「笑いヨガ～誰でもできる笑いの健康法！～」 

講師   笑いヨガティーチャー 村上 昭子 氏 

平成 29年 10月 25日（水） 

参加者 5名 

演題  「おくすりのはなし～薬の飲み方や飲み合わせ 

 薬と上手に付き合う方法～」 

講師  株式会社メディック太陽 

   薬剤師 金井 寛幸 氏 長谷川 義浩 氏 

平成 29年 12月 20日（水） 

参加者 7名 

演題  「相続のはなし 

     ⑴ 相続の範囲・順位・相続分について 

     ⑵「法定相続情報証明制度」とは？ 

講師  新潟地方法務局 齊藤次席登記官 

平成 30年 2月 28日（水） 

参加者 14名 

演題  「はじめてのアンガーマネジメント講座 

    ～自分のイライラを何とかしたい、怒りの感情と 

上手く付き合いたいと思っているあなた、学ん 

でみませんか？～」 

講師  アンガーマネジメントファシリテーター 

立松 有美 氏 
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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。 

 

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 36 2 231,000 

緊急小口資金 68 2 200,000 

教育支援資金 
教育支援費 5 1 432,000 

就学支度費 6 1 41,000 

総合支援資金 

生活支援費 24 0 0 

住宅入居費 1 0 0 

一時生活再建費 3 0 0 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生活資金 5 0 0 

要保護世帯向け不動産

担保型生活資金 
4 0 0 

合 計 152 6 904,000 

平成 28年度 331 5 4,809,000 

 

 

 

 

 

事業内容 

「シニア向け 携帯電話メール講座～らくらくスマートフォンを使っ

てみよう！～」 

・日程 平成 29年 8月 23日（水） 

・会場 中央区社協地域福祉ボランティア交流スペース 

・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 19名 

・講師 株式会社ドコモＣＳ 新潟支店 様 

・講座内容 ⑴ 操作編 はじめてのスマートフォン講座 

      ⑵ 講義編 トラブルに巻き込まれないために 
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（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。 

  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 

  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７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ることができました。 

（平成２８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 99回 

参加学生指導員活動人数 のべ 321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２９年度 １０１ヶ所（内 新規：５ヶ所） 

         （平成２８年度 ９６ヶ所（内 新規：４ヶ所） 

 

 

 

 貸付件数 貸付額（円） 償還額(円) 

平成 29年度 3 1,500 500(33%) 

平成 28年度 4 1,850 1,350(73%) 
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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】 

一人暮らしの高齢男性。地域の中で孤立し、生活が困窮していましたが、生活保護の申請

は出来ないと思いこみ、体を壊すまで働いた上に光熱費や家賃を滞納、食費にも事欠く生活

で家で倒れていたところを発見されました。家の中のゴミを劣悪な労働条件下で長年過ごし

てきた生活習慣で捨てられず、ゴミ屋敷状態になっていました。また、家主から退去を求め

られていましたが身寄りがないことから保証人になってくれる人がいない状況で、１人で転

居先を探すことが難しい状況でした。 

【ＣＳＷによる支援内容】 

① 本人に対する支援 

・包括支援センター・区保護課・地域の支援者と連携し、ゴミ屋敷の解消及び生活全般 

の課題を解決するための検討会議を行いました。 

・地域住民と本人が接する機会を持てるよう支援しました。 

・本人と一緒に転居先探しを行いました。 

② 地域住民や専門職、制度に対する働きかけ 

・本人は体力的に、大量のゴミを一人で片づけることが難しく、経済的にも業者に委託 

することが出来ない状況にあったことから、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できました。 

・日頃から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、自治会内だけでは難しかったゴミの自己搬入に関する車両の貸 

し出しについては、地区社会福祉協議会の役員からも協力を得ることができました。 

・本ケースをきっかけに、経済的に困窮している方が自己負担少なく大量ゴミの処分す 

るために必要となる、ゴミの自己搬入時の車両に関する支援の課題に対し、何か制度 

的な支援で出来ることはないか、「地域福祉ネットワーク会議」の場で話し合うことが 

できました。 

【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、地域のために貢献したいという気持ち 

が出てきました。 

・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 

くることができました。 

【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
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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 
中央区地域福祉課題解決の仕組みづくり 

課題解決の 

プロセス 

① 問題を抱えた住民を早期に発見できる地域の仕組みづくり 

ゴミ屋敷の問題や 8050問題は、社会的に孤立していることで問題が深 

刻化してから見つかります。問題を抱えている住民が早期に地域の中で発

見され、適切な相談機関につながれるよう、小学校区やコミ協の単位ごと

に相談窓口を地域住民の参加によりつくります 

② 互いに顔が分かり、相談し合える関係のある地域を中学校区ごとにつ

くる 

・①において発見された地域の課題を、地域の中でも解決できる方法を探

るため、地域内の多様な事業所や相談機関でネットワークをつくりま

す。 

・事業所数や世帯数が多い中央区において、包括圏域でのネットワークを

作ろうとしても集まることも難しいことから、中学校区を単位として住

民と福祉施設や相談機関が相談し合える関係を築ける地域福祉ネット

ワーク会議を開催します 

③ ①・②で解決できない問題について、解決策を検討する官民協働の検

討会議の場をつくる 

福祉の分野ごとの連携会議や、生活圏域の連携会議では解決のできない 

地域福祉課題に対し、分野横断的に区全体で行政も地域も民間の相談機関 

も一緒に解決策を探れる会議の場を作ります。 

成果 

【今年度年度の目標は達成できたか（自己評価）】 

・①～③に関し、29 年度は準備年度として関係各機関や地域の役員に向

けて説明・発信してきました。 

・①については 30 年度から地域で相談窓口の担い手となれるようなボラ

ンティア委員会を組織することを支援する助成事業を創設しました。 

・②については実際に区内１中学校区をモデルに実施しました。子どもか

ら高齢者まで、障がいの事業所も含めて福祉関係の事業所と、地域の役

員が集っての会議を開催したことで、日頃から互いに相談し合える関係

づくりにつながりました。 

・③については、どのようにしたら開催できるか、中央区健康福祉課との

打合せを重ねました。 

・第 1回地域福祉ネットワーク会議では、区内にある、相談を丸ごと受け

止める相談支援機関と弁護士会の参加により、官民協働の地域福祉課題
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解決のための検討会議の持ち方についてアイディアを出し合いました。 

【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、計画的に実施して行きたいと思います。 

 

（３）地域福祉ネットワーク会議の開催（Ⅱ－２で記載） 

  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。 

 

（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 29年度 平成 28年度  

グループ・団体登録数       163団体（5,371名） 136団体（7,297名） 

個人登録数 182名         177名 

ボランティア保険加入件数     344件(3,603名) 364件(6,232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３３０件寄せられました。 

相談分類 平成 29年度件数 平成 28年度件数 

ボランティアに関すること 164 164 

情報提供など 80 79 

寄付に関すること 20 20 

研修・授業依頼 17 18 

子育て支援に関すること 7 2 

災害に関すること 5 6 

その他（生活支援等） 37 44 

合 計 330 333 

 

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＞ 

 開催期日／会場 協議事項 

1 

平成 29年 6月 27日（火） 

中央区区社協地域福祉ボランテ

ィア交流スペース 

⑴ 平成 28年度ボラセン事業について 

⑵ ボランティアフェア 2017について 
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2 

平成 29年 9月 26日（火） 

中央区社協地域福祉ボランティ

ア交流スペース 

⑴ ボランティアフェア 2017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 29年 12月 26日（火） 

中央区社協地域福祉ボランティ

ア交流スペース 

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 30年 2月 27日（火） 

中央区社協地域福祉ボランティ

ア交流スペース 

⑴ ボランティアフェア 2018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 16回委員会 

平成 29年 9月 6日(木） 

中央区社会福祉協議会 会議室 

・自己紹介 

・平成 29 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 29 年度中央区災害ボランティアセンター設置運

営マニュアルについて 

・平成 29 年度中央区災害ボランティアセンター研修会

について 

第 17回委員会 

平成 30年 2月 22日（木） 

中央区社会福祉協議会 会議室 

・新任委員紹介 

・平成 29 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～平成 30年に向けて～ 

・中央区地域福祉推進フォーラムについて 

中央区災害ボランティアセン

ター研修会 

① 江東地域・みなみ地域 

平成 29年 11月 4日(土) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 61名 

② しもまち・上新潟島地域 

平成 29年 12月 10日(日) 

新潟青陵大学キャンパス 

参加者 87名 

・全体講義「災害ボランティアセンターの機能と役割」 

「地域の皆さんにお願いしたいこと」 

「近年の災害ボランティア活動の事例紹介」 

・グループワーク「災害時の困りごとについて考えよう 

～自分だったら…、子どもだったら…～」 

・ＤＶＤ・寸劇鑑賞 

「自治・町内会が災害 VCを活用する様子」 

「災害 VC受付～活動終了までの流れ」 

・講師解説、まとめ 

③ 災害ボラセン立ち上げ研修 

平成 29年 12月 3日(日) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 13名（職員対象） 

・全体講義「災害ボランティアセンター初動体制について」 

「災害時の支援拠点について」、「ニーズの見立てについて」 

・災害ボランティアセンター設置図上訓練(初動体制) 

・講師解説、まとめ 
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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 29年 10月 11日（水） 

新潟市総合福祉会館 

中央区 

  

19 

    

【第 1回】 

＜講話＞ 

① ボランティアの活動前の心得 

② 施設でのボランティアについて 

＜体験＞ 

車いすの操作法 

講師 デイサービスセンターばん

だい桜園 山崎生活相談員 

平成 29年 10月 18日（水） 

新潟市総合福祉会館 

【第 2回】 

ミュージックベルの体験 

＜協力＞ 

ミュージックベルの会ベルばら 

平成 29年 10月 25日（水） 

中央区内デイサービスセ

ンター 

【第 3回】 

施設でのボランティア体験 

＜協力＞ 

デイサービスセンターばんだい桜園 

デイサービスセンター本町 

平成 29年 11月 1日（水） 

新潟市総合福祉会館 

【第 4回】 

① 振り返り 

② ミュージックベルの練習 

2 

平成 29年 12月 15日（金） 

地域の茶の間しもまち笑

顔の家 

上新 

潟島 
20 

【見学】 

しままち笑顔の家 

【講話】 

地域の茶の間しもまち笑顔の家に

ついて 

講師 しもまち笑顔の家 

 代表 小林 悦子 氏 

【情報交換会】 

3 

 

平成 30年 1月 15日（月） 

新潟市総合福祉会館 
江東 9 

地域の茶の間情報交換会 

【講話】 

地域の茶の間と健康について 

講師 宮浦・東新潟圏域支え合い
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のしくみづくり推進員 

 滝澤 清香 氏 

【情報交換会】 

4 
平成 30年 3月 6日（火） 

みどり病院 小研修室 
みなみ 23 

【講話】 

① 地域の茶の間について 

② 支え合い仕組みづくりと地域 

の茶の間について 

講師 鳥屋野・上山・山潟新潟 

圏域支え合いしくみづく 

り推進員 岡田 智子 氏 

【活動報告】 

講師 お茶の間ひまわり 

 波田野 寿子 氏 

【講話】 

認知症サポーター養成講座 

講師 みどり病院認知症疾患医療

センター 苅谷 司 氏 

【演習】 

① 楽しく会話スキルを学ぶワーク 

② お茶の間で使える簡単な体操 

講師 みどり病院 小田理学療法士 

【説明・紹介】 

ボランティア活動について説明 

みなみ地域のお茶の間活動について 

5 

平成 30年 3月 28日（水） 

地域の茶の間しもまち笑

顔の家 

しも 

まち 
10 

【講話】 

しもまち笑顔の家について 

【体験】 

車いすの操作法 

高齢者疑似体験 

講師 寄居・新潟柳都新潟圏域支 

え合いしくみづくり推進員 

佐藤 高陽 氏 

介護老人保健施設 葵の園・

新潟島  

本間 康子作業療法士 

 合 計  81  
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（２）子育てサロン立ち上げ講座 

  地域で子育てサロンを立上げ、運営を実質的に行える講座として開催しま

した。子育て中またその後の自分自身の社会活動への意欲や基盤づくりを目

的としました。参加者１０名のうち２名が講座後、新規子育てサロンの運営

をすることとなり助成金申請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 内 容 

平成 29年 10月 25日（水）

新潟市総合福祉会館 

【１日目】 

講義 「子育てサロンとは」 

講師  親子の夢教室ドリーム広場 羽賀 万起子 氏 

平成 29年 10月 26日（木） 

新潟市総合福祉会館 

【２日目】 

① 体験「ハンドトリートメント」 

講師 ザ・ボディショップ 木龍 美幸 氏 

② 見学「子育てサロン マザーズフレンドくらぶ」 

  グループワーク「立上げ運営を具体的に考えるグル 

ープとできることから始めようと考えているグルー 

プで情報共有」 

 

（３）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の講座と

過去に受講された方へフォローアップの講座も開催しました。その結果、講

座修了者を実際の活動に上手くつなぐことができました。参加者数は、延べ

２６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 29年 6月 20日(火) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 8名 

② 平成 29年 7月 21日(金) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 2名 

【第 1回目開催】（１回、フォローアップ講座１回） 

① 講義・実技 

・視覚障がい者サポートボランティアについて 

・情報提供の体験、様々な見え方、声のかけかた。基本的

な誘導の仕方 他 

② 実技 フォローアップ講座(28年度 3月開催の方対象）  

・誘導の実際 

 横断歩道を渡る際、キャッシュコーナーの対応、買い物

の対応、ＥＶの対応 

講師 (社福)新潟県視覚障害者福祉協会 松永 秀夫 氏① 

講師 視覚障がい者ガイドヘルパー指導員 土岐 悦子 氏①②  
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【第 2回目開催】 

① 平成 30年 1月 30日（火） 

新潟市総合福祉会館 

参加者 8名 

② 平成 30年 2月 2日（金） 

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 

・声のかけ方、誘導歩行、椅子への誘導、Ⅴ募集 他 

② フォローアップ講座 

・基本姿勢、誘導歩行、停止と説明 

・6 月 2 日、3 日全日本視覚障害者協議会女性部第 20 回新

潟大会の概要説明と誘導対応の事前練習（引き戸、ＥＶ、

受付、入室 等） 

※新潟県視覚障害者友好協議会から片桐会長の出席 

講師 (社福)新潟県視覚障害者福祉協会 松永 秀夫 氏① 

講師 視覚障がい者ガイドヘルパー指導員 土岐 悦子 氏①② 

 

（４）サマーチャレンジボランティア 【新潟市社協事業】 

  高校生から専門学校生・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。 

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・ 

閉校式の運営に協力をしました。 

開催期日／会場／参加者 内 容 

平成 29年 7月 28日（金） 

～8月 16日(水) 

参加者 112名 

内訳  男性 31名 女性 81名 

種別  高校生 82名 専門学生 

26名 大学生 4名 

・7月 24日(月)「開校式」(新潟市総合福祉会館) 

・7月 26日(金)～8月 16日(水)各施設で活動 

・8月 21日(日)「閉講式」(新潟市総合福祉会館) 

＜活動先＞総計 214 

北区 28 東区 31 中央区 111 江南区 2 秋葉区 4

南区 12 西区 15 西蒲区 11 

＜内容＞高齢 93 障がい 43 こども 78 

 

（５）ボランティアのつどいＮａｎｍｏ（ナンモ） 

 コミュニケーションに不安があったり、人との関わりが苦手であったりとい

う理由から、ボランティアしたいけれどすぐには活動に結びつきにくい方に対

し、人との交流や活動に慣れることを目的に、ボランティアのつどいを開催し

ました。若者支援機関や関係各所への周知に努めたことで、ボランティアや社

会参加したいが不安のある方からの参加がありました。（月１回／第４火曜日１

４時～１５時３０分） 

開催期日／参加者 内 容 

平成 29年 4月 25日（火） 

協力ボランティア 3名  

参加者 2名 

・古切手の切り出し 

・ボランティアグループチラシの色塗り 

・チラシ封入作業 

・ファイルの整理 
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平成 29年 5月 23日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 5名 

・古切手の切り出し 

・ボランティアグループチラシの色塗り 

・ボランティア保険書類のスタンプ押し 

平成 29年 6月 27日（火） 

協力ボランティア 3名 

参加者 4名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループチラシの色塗り 

平成 29年 7月 25日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 3名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループチラシの色塗り 

平成 29年 8月 22日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 2名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・ボランティア講座チラシ発送準備作業 

平成 29年 9月 26日（火） 

協力ボランティア 3名 

参加者 7名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・社協だより発送準備作業 

平成 29年 10月 24日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 7名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・社協だより発送準備作業 

平成 29年 11月 28日（火） 

協力ボランティア 3名 

参加者 8名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

平成 29年 12月 19日（火） 

協力ボランティア 1名 

参加者 6名 

・古切手の切り出し 

・封筒への切手貼り作業 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・クリスマス茶話会 

平成 30年 1月 23日（火） 

協力ボランティア 1名 

参加者 3名 

・古切手の切り出し 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

平成 30年 2月 27日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 5名 

・古切手の切り出し 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・社協だより発送準備作業 

平成 30年 3月 20日（火） 

協力ボランティア 2名 

参加者 3名 

・古切手の切り出し 

・ボランティアグループのチラシ塗り 

・ボランティア保険書類のスタンプ押し 
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（６）ボランティアフェア２０１７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。企業の社会

貢献・ボランティア育成に工作コーナーや体験を設け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 29年 11月 26日（日） 

新潟市総合福祉会館多目的ホール 

22団体 213名 

⑴ ボランティアフェアミーティング（開催前３回） 

⑵ 各グループ・団体による活動紹介（出展） 

⑶ ボランティアグループによるステージ発表 

⑷ 団体同士の情報交換 

⑸ アトラクション（活動インタビュー・ボードゲー

ムスペース・ハンドトリートメント・赤い羽根共

同募金） 

 

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。 ２６校と６企業・地域 （３大学合

同４９名、専門学校４校＝１７８名、高校４校＝１２５名、中学校２校＝１３

４名、小学校１２校＝１，０２６名、特別支援学校１校＝５９名、地域５件＝

２１９名、企業等１件＝３０名）延べ１，８２０名を対象に実施しました。 

         (平成２８年度１９校６企業・地域 延べ２，７２６名)  

（１） 新潟青陵大学・新潟医療福祉大学・県立看護大学 

（キャラバンメイト養成研修） 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

キャラバンメイト研修希望者 

49名 

平成 29年 8月 17日(木) 

西堀ローサ 

【テーマ】 

認知症サポーター養成講座キャラバンメイト養成 

【内 容】 

講話 「認知症サポーター養成講座の実施について」 

演習のファシリテーター 

講師 中央区社協職員 

 

（２）新潟公務員法律専門学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

ビジネス科 1年 78名 

平成 29年 6月 30日(金) 

新潟公務員法律専門学校 

【テーマ】 

ボランティアについて学ぶ 

【内 容】 

講話 「事例を基にしたボランティア概論」 

案内 「ボランティア募集」 

講師 中央区社協職員 
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（３）国際こども福祉カレッジ 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

社会福祉専攻科 

1年 15名＋教員  

平成 29年 7月 13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 

 

（４）新潟医療福祉カレッジ 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

社会福祉学科 

１年 16名＋教員  

※社会福祉協議会を学ぶ者 

平成 29年 11月 9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】 

導入 「福祉と聞いてイメージする色は」 

講話 「中央区社会福祉協議会の事業内容について」 

  三択クイズを交えて 

見学 「新潟市総合福祉会館」（クイズを交えて） 

講師 中央区社協職員 

 

（５）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 31名  

平成 29年 12月 1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」 

  「福祉と聞いてイメージする色は？」 

体験 「車椅子体験」「高齢者疑似体験」 

振り返り「どんな人の立場にたってどんな視点を設計に 

取り入れますか？」 

講師 中央区社協職員 



48 
 

（６）国際こども福祉カレッジ 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

1・2年生合同 38名  

平成 30年 1月 26日(金) 

国際こども福祉カレッジ 

【テーマ】 

地域の防災 

【内 容】 

ワークショップ「クロスロード」 

講師 中央区社協職員 

 

（７）開志学園高校 ※計画の提案・アドバイス 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

顧問の先生 2名 

平成 29年 4月 27日(木) 

開志学園高校 

【テーマ】 

福祉施設でボランティア 

【内 容】 

打合せ・コーディネーションについて 

講師 中央区社協職員 

 

（８）第一学院高等学院新潟キャンパス 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

全学年のべ 100名 

平成 29年 6月 28日(水) 

6月 29日(木) 

     7月 4日(火) 

第一学院高等学院新潟キャ

ンパス 

【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 中央区社協職員 

 

（９）ＫＴＣ中央高等学院新潟キャンパス 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

全学年 17名 

平成 29年 9月 20日(水) 

ＫＴＣ中央学院新潟キャン

パス 

【テーマ】 

ボランティアについて 

【内 容】 

講話 「ボランティア活動の体験談、注意点など」 

講師 中央区社協職員 
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（１０）新潟商業高校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

ボランティア部 6名 

平成 30年 1月 11日(木) 

新潟商業高校 

【テーマ】 

ボランティア部として手話学習 

【内 容】 

打合せ・指導「手話実技と手話サークル」 

講師 中央区社協職員 

 

（１１）新潟大学教育学部附属特別支援学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

高等部 

1年～3年 12名のべ 59名 

平成 29年 11月 21日（火） 

附属特別支援学校 

11月 22日（木） 

古町 

11月 26日（日） 

新潟市総合福祉会館 

11月 27日（月） 

附属特別支援学校 

11月 28日（火） 

新潟市総合福祉会館近郊 

【テーマ】 

「自己の生き方を考えよう」～地域の中の自分～ 

【内 容】 

・講話「ボランティアについて」 

・ボランティア活動「赤い羽根共同募金」 

・ボランティア活動「ボランティアフェア 2017活動」 

着ぐるみ・ブース補助・会場案内 

・募金・フェアの振り返り 

・ボランティア活動「ボランティアランチ配達」への導入 

・ボランティア活動「ボランティアランチ配達｣ 

講師 中央区社協職員 

協力 そらいろ子供食堂、国際こども福祉カレッジ、ボ

ランティアランチグループと利用者 等 

 

（１２）柳都中学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年選択生徒 15名 

民生委員数名 

平成 29年 5月 31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 「ボランティア活動を行う上での心構え」 

講師 中央区社協職員 
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（１３）高志中等教育学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 119名 

平成 29年 12月 21日(木) 

高志中等教育学校 

 

【テーマ】 

福祉について考えてみよう 

新潟市の福祉の現状を知ろう 

【内 容】 

講話 「福祉について考える」～福祉について基本的な 

考え方、歴史などを知る～ 他 

講師 中央区社協職員 

 

（１４）日和山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

 

 

5学年 58名のべ 116名 

平成 29年 5月 15日(月) 

      5月 30日（水） 

日和山小学校 

 

 

 

 

【テーマ】 

ともに生きる 

【内 容】 

講話・高齢者について・ふくしについて 

・小学校区で行われている福祉活動紹介 

・地域の茶の間ってなに？ 

・運営について／役割と目的 

・人としてのルール 

・実際のお茶の間の様子紹介（写真） 

入りやすくまた来てもらえる茶の間にするには 

・しもまち茶の間（社協主催）の概要 

・昨年度の日和山小の生徒さんが関わった様子 

講師 新潟市社協介護職員、中央区社協職員 

 

（１５）上山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 130名 

① 平成 29年 6月 2日(金) 

② 平成 29年 6月 8日（木） 

上山小学校 

【テーマ】 

① 福祉について 

② ユニバーサルデザインについて 

【内 容】 

① 講話「福祉ってなんだろう」 

体験「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」 

② 講話「ユニバーサルデザイン（ＵＤ）について」 

グループワーク「ＵＤをさがそう」 

グループ対抗ＵＤクイズ 

講師 中央区社協職員 
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（１６）女池小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 5クラス 150名 

平成 29年 6月 16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！」  

体験 「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  

 

（１７）山潟小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 2クラス 65名 

平成 29月 6月 22日(木) 

山潟小学校 

【テーマ】 

福祉について 

見えないということ 

【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 「アイマスクを使って体験してみよう」 

   折紙やトランプ、飲み物を注ぐなどの体験 

講師 中央区社協職員 

 

（１８）鏡淵小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 39名 

平成 29年 7月 19日(水) 

鏡淵小学校 

 

【テーマ】 

3年生で気づく・できる住みやすい町づくり 

【内 容】 

講話「ふくしについて」 

  「バリアフリーとＵＤ」など 

体験「高齢者疑似体験」    

講師 中央区社協職員 
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（１９）浜浦小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

5学年 69名 

平成 29年 10月 18日(火) 

      10月 23日(月） 

浜浦小学校 

【テーマ】 

身の回りのユニバーサルデザイン 

【内 容】 

講話 「ＵＤについて」 

体験 「高齢者疑似体験」 

講師 中央区社協職員 

 

（２０）新潟小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

6学年 100名 

平成 29年 10月 31日(火) 

新潟小学校 

【テーマ】 

やさしいまちづくり 

【内 容】 

講話 「やさしいまちづくり（当事者と考える）」 

体験 「アイマスクで点字ブロックを歩いて投票にいく」 

講師 中央区社協職員 

 

（２１）沼垂小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

5学年 83名  

平成 29年 11月 16日(木) 

沼垂小学校 

【テーマ】 

災害ボランティアセンターについて 

（地域の防災活動と災害ボランティアセンター） 

【内 容】 

講話 「災害ボランティアセンター」 

講師 中央区社協職員  

 

（２２）紫竹山小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

5学年 3クラス 97名 

平成 29年 12月 13日(水) 

紫竹山小学校 

【テーマ】 

地域に住む高齢者について知り、ともに暮らしていくために

自分たちができること・地域に貢献できることを考える 

【内 容】 

体験「車椅子体験・高齢者疑似体験・認知症について学 

ぶ（認サポ・寸劇）」の 3つのテーマ 

講話「福祉について・地域の高齢者について、みんなに 

できることは」  

講師 中央区社協職員  
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（２３）沼垂小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 2クラス 62名  

平成 30年 1月 16(火) 

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」 

体験 「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  

 

（２４）有明台小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

4学年 32名 

平成 30年 1月 17日(水) 

有明台小学校 

【テーマ】 

考えよう、私たちにできること 

【内 容】 

講話 「ふくしについて」 

体験 「高齢者疑似体験」 

まとめ 

講師 中央区社協職員 

 

（２５）桜が丘小学校 

対象学年／開催期日／会場 内 容 

3学年 83名 

平成 30年 2月 8日(木) 

桜が丘小学校 

【テーマ】 

高齢者について学ぶ 

【内 容】 

講話「ふくしについて・高齢者の体と心の変化について」 

体験「高齢者疑似体験」 

講師 中央区社協職員 

 

（２６）ＮＰＯ法人新潟市ろうあ協会 

参加者／開催期日／会場 内 容 

夜の部 24名 

平成 29年 11月 2日(木) 

新潟市総合福祉会館 

【テーマ】 

手話奉仕活動とボランティア 

【内 容】手話奉仕員養成講習会【基礎課程】昼・夜 

講話 「ボランティア概論」 

   「手話奉仕活動の心構え」など 

講師 中央区社協職員（手話通訳業務担当） 
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（２７）ひまわりクラブ 中央区第２支援員グループ 

参加者／開催期日／会場 内 容 

支援員 46名 

平成 29年 11月 10日(金) 

沼垂ひまわりクラブ 

【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 

 

（２８）山潟第１・２・３ひまわりクラブ 

参加者／開催期日／会場 内 容 

87名＋支援員 

平成 29年 12月 26日(火) 

山潟第 1・3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 

 

（２９）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 30年 1月 17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 

 

（３０）桜ヶ丘第３ひまわりクラブ 

参加者／開催期日／会場 内 容 

37名＋支援員 

平成 30年 3月 19日(月) 

桜ヶ丘第 3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 
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（３１）(株)ドコモＣＳ新潟支店 

参加者／開催期日／会場 内 容 

部署職員 30名 

平成 30年 2月 16日(金) 

（株）ドコモＣＳ新潟支店 

【テーマ】 

高齢者・障がい者のサポート 

【内 容】 

講話 「社会福祉協議会活動内容」 

   「障がい者訪問介護センターの紹介」 

   「高齢者の特徴や接し方」 

講話・体験 「視覚障がい者の接し方」 

講師 新潟市社協介護職員、中央区社協職員 

 

６．放課後児童クラブ（ひまわりクラブ）との交流 

 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 29年 8月 2日(水) 

上所第 2ひまわりクラブ 55名 

⑵ 平成 29年 8月 3日(木) 

桜ヶ丘第 1ひまわりクラブ 50名 

⑶ 平成 29年 8月 9日(水) 

紫竹山第 3ひまわりクラブ 62名 

⑷ 平成 29年 8月 10日(木) 

女池第 2ひまわりクラブ 80名 

⑸ 平成 29年 8月 24日(木) 

上山第 3ひまわりクラブ 98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 29年 7月 25日(火) 

南万代ひまわりクラブ 70名 

⑵ 平成 29年 7月 31日(月) 

日和山ひまわりクラブ 85名 

⑶ 平成 29年 8月 1日(水) 

紫竹山第 1ひまわりクラブ 28名 

⑷ 平成 29年 8月 18日(金) 

沼垂第 2ひまわりクラブ 40名 

⑸ 平成 29年 8月 21日(月) 

上山第 2ひまわりクラブ 60名 

⑹ 平成 29年 8月 23日(水) 

山潟第 1ひまわりクラブ 30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 

 

平成 30年 2月 23日(金) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 13名 

【講義・グループワーク】  

「学生が施設で楽しくボランティア活動するために必要なこ

とは」 

・活動開始までのサポート体制の充実のためには、何が必要

だと思いますか？ 

・活動中のサポート充実のためには何が必要だと思います

か？ 他 

講師 新潟医療福祉カレッジ 社会福祉科教員 白倉 啓子 氏 

【導入講義】 

「ボランティアの受入れの基本」 

講師 中央区社協ボランティア・市民活動センター職員 

【総括・まとめ】 
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８．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 38号 
平成 29年 4月 

1,000部 

・視覚障がい者サポートボランティア講座紹介 

・ボランティア受入施設担当者交流会 

・子育てサロンの紹介 

・元気力アップ・サポーター登録説明会案内 

・ボランティア募集 

第 39号 
平成 29年 6月 

1,000部 

・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) 

・ボランティアの集いの場Ｎａｎｍo紹介 

・ボランティア情報 

・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 

第 40号 
平成 29年 8月 

1,000部 

・夏休み避暑スペースさわさわ案内 

・視覚障がい者サポートボランティア講座報告 

・募集のおしらせ 

（携帯電話メール講座、まちなか総合相談ひろば） 

・ボランティア情報 

・糸魚川大火復興支援チャリティダンスパーティお

知らせ 

 

平成 30年 3月 2日(金) 

新潟市総合福祉会館 

参加者 12名 

 

【講義】 

「どうしたらボランティアが定着するか？」 

～シネ・ウインドの受入れ状況～ 

講師 新潟･市民映画館シネ･ウインド 支配人 井上 経久 氏 

【グループワーク】 

「施設での活動が定着するために、どんなことが必要だと思

うかグループで話し合ってみましょう」 

講師 中央区社協ボランティア・市民活動センター職員 

【導入講義】 

「ボランティアの受入れの基本」 

講師 中央区社協ボランティア･市民活動センター職員 

【総括・まとめ】 
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第 41号 
平成 29年 10月 

1,000部 

・ボランティアフェア 2017案内 

・子育てサロン立ち上げボランティア講座案内 

・ボランティア情報 

・ほりますみ癒し絵・絵本作品展案内 

・元気力アップ・サポーター登録説明会案内 

・夏休み避暑スペースさわさわ報告 

第 42号 
平成 29年 12月 

1,000部 

・ボランティアフェア 2017報告 

・ボランティア情報 

・元気力アップサポーター登録説明会案内 

・子育てサロン立ち上げボランティア講座報告 

第 43号 
平成 30年 2月 

1,000部 

・ボランティア受入れ方講座案内 

・平成 30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 

・まちなか総合相談ひろば案内 

 

９．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             平成３０年３月３１日現在   

しもまち 上新潟島 江東 みなみ 合 計 平成 28年度 

18 20 20 38 96 83 

 

（２）サポーター登録者数           平成３０年３月３１日現在    

男性 女性 合計 (内 新規) 平成 28年度 

57 322 379（182） 339（164） 

※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 

 

 

 

 

 



59 
 

（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 39 35 

出張説明会 1回 
特別養護老人ホーム白山や 

すらぎ 
7 5 

 合   計 46 40 

 平成 28年度 76 68 

※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 12月 11日(月) 

新潟市総合福祉会館 

全体参加者 23名 

① リフレッシュ体操 

  講師 総合フィットネストレーナー 城元 剛 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 29号 平成 29年 6月 

12,000部 

・表紙の写真 【ふれあいティールーム】 

・会費の協力と会員加入のお願い 

・中央区社協助成事業紹介 

・ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

・中央区社会福祉協議会平成 28年度事業報告・決算、 

平成 29年度事業計画・予算  

・インフォメーション 

・ふれあいティールーム活動紹介 

・中央区助け合いのまちづくり講演会開催報告 

・寄付金謝辞 

第 30号 平成 29年 9月 

11,000部 

・表紙の写真 【南万代ふれあい健幸クラブ】 

・南万代ふれあい健幸クラブ活動紹介 

・赤い羽根共同募金協力のお願い 

・中央区地域包括ケア推進モデルハウス「しもまち笑顔 

の家」開設のお知らせ 

・新潟市在宅医療・介護連携センターからのお知らせ 

・地域福祉座談会開催報告 

・まちなか総合相談 10月講座案内 

・シニア向けいまどき！携帯メール講座開催報告 

・ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

・地域社協活動センター紹介 

・新潟市社会福祉協議会平成 29 年度事業計画・予算、

平成 28年度事業報告・決算 

・寄付金謝辞 

第 31号 平成 29年 11月 

11,000部 

・表紙 【ボランティアフェア 2017】 

・歳末たすけあい募金協力のお願い 

・企業の社会貢献活動紹介「ザ・ボディショップ」 

・まちなか総合相談 12月講座案内 

・にいがたし元気力アップ・サポーター制度登録説明会 

のお知らせ 

・中央区まごころヘルプ利用案内 



61 
 

第 32号 平成 30年 3月 

11,000部 

・表紙の写真 【中央区社協 災害ボランティアセンタ

ー研修会】 

・赤い羽根共同募金 募金額報告 

・災害ボランティアセンター研修会開催報告 

・上新潟島地域ボランティアきっかけづくり講座開催報 

 告 

・福祉教育「なまずの学校」開催報告 

・ボランティアフェア 2017開催報告 

 

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 29年度 ビジター数 8,357 アクセス（ページビュー）数 19,908件 

（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） 

 

３．中央区地域福祉推進フォーラムの開催 

地域社会における子育て支援活動を知ることで、改めて「一人ひとりがお互い 

に支え合い・助けあい、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくり」につい

て考えるきっかけとしてもらう目的で、区と共催でフォーラムを開催しました。 

 

 

 

開催期日 平成 30年 2月 24日(土) 14時 00分～16時 30分 

会 場 万代市民会館 多目的ホール 

内 容 

【講演】 

「見えていますか？あなたの地域の子育て～地域社会における子育て支援～」 

講師 新潟県立大学 准教授 小池 由佳 氏 

【活動及び状況報告】 

⑴「有明台ひまわりクラブの帰宅時支援事業について」 

有明台小学校区コミュニティ協議会 副会長 藤田 孝一 氏 

⑵「ひとり親家庭の現状と課題」 

（財）新潟市母子福祉連合会 副会長 三浦 聖子 氏 

【活動報告を振り返って（総括コメント）】 

新潟県立大学 准教授 小池 由佳 氏 

参加者 89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 29年度 平成 28年度 

納入 

自治会数 

納入 

自治会数 

納入 

自治会数 

納入金額 

（円） 

入舟 32  2,395  30  453,100  30  471,600  

栄 20  1,436  20  238,200  20  256,800  

湊 24  1,736  22  341,430  23  377,120  

豊照 23  1,460  22  295,200  22  305,600  

新潟 29  2,447  26  411,400  26  405,800  

礎 24  1,794  19  209,815  21  226,700 

大畑 16  1,186  15  221,600  13  218,400  

旭水 1  852  1  150,850  1  164,700  

鏡淵 19  2,601  19  522,770  19  518,400  

白山 36  3,111  34  808,700  34  767,800  

浜浦 16  3,500  15  448,562  15  462,205 

関屋 19  2,380  19  453,300  19  461,100  

有明台 11  3,035  10  439,200  10  437,000 

南万代 28  4,636  25  671,406  26  714,300  

万代 14  2,741  14  445,800  14  439,100  

長嶺 16  1,790  16  292,100  16  286,900  

沼垂 28  3,553  27  461,800  27  489,200 

鳥屋野 14  6,282  14  898,700  14  884,500  

上山 21  5,174  21  1,029,580  20  1,001,300  

女池 26  6,292  24  1,066,600  23  1,058,600  

上所 28  6,297  26  771,000  27  750,200  

紫竹山 12  4,728  12  674,500  12  680,300  

笹口 18  4,707  17  626,400  17  571,200 

山潟 19  7,397  16  1,260,600  18  1,271,246  

その他 18  1,253  8  99,700  7  100,200  

合計 512  82,783  472  13,292,313  474  13,320,271  

                           前年度比－27,958円 
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（２）賛助会員会費実績 

    平成２９年度 ２２７件 １，２６７，０００円 

（平成２８年度 ２５２件 １,３１８，５００円）前年度比-５１，５００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２９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 内   容 

第 57回理事会 

平成 29年 4月 4日（火） 

中央区社協会議室 

議案第 1号 会長及び副会長の選任について  

報告事項 1 平成 29度中央区社協の体制について 

第 58回理事会 

平成 29年 5月 19日（金） 

万代シルバーホテル 

議案第 1号 平成 28年度事業報告及び決算について 

議案第 2号 企画財政委員会委員の選任について 

議案第 3号 中央区ボランティア・市民活動センター運営 

委員会委員の選任について 

議案第 4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 5号 新潟市社会福祉協議会理事の推薦について 

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 29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 29年度社協一般会員会費の募集について 

報告事項 5  区社協だより第 28号の発行について         

報告事項 6 中央区自治協議会の報告について 
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第 59回理事会 

平成 29年 9月 13日（水） 

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

委員の一部選任について 

報告事項 1 各種表彰候補者の推薦について                

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 

報告について 

報告事項 3 地域社協連絡会関係について                

報告事項 4 新潟県民福祉大会について                 

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 一般会員会費・賛助会員会費の納入状況につ 

いて 

報告事項 7 赤い羽根共同募金運動の実施について            

報告事項 8 歳末たすけあい事業助成について              

報告事項 9 敬老祝会助成事業申請状況について             

報告事項 10 生活支援体制整備事業について                

報告事項 11 区社協だより(第 30号)の発行について          

報告事項 12 中央区自治協議会の報告について 

第 60回理事会 

平成 29年 11月 22日（水） 

中央区社協会議室 

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 地域社協連絡会関係について 

報告事項 4 歳末たすけあい募金運動の実施について 

報告事項 5 社協一般会員会費納入状況について 

報告事項 6 赤い羽根共同募金の納入状況について 

報告事項 7 おせち料理配食事業の実施について 

報告事項 8 生活支援体制整備事業について 

報告事項 9 中央区自治協議会の報告について  

第 61回理事会 

平成 30年 1月 30日（火） 

ホテルイタリア軒 

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 

委員の一部選任について 

報告事項 1 企画財政委員会中間報告 

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 地域社協連絡会の開催について 

報告事項 4 友愛訪問事業研修会の開催について 

報告事項 5 ボランティアきっかけづくり講座及び地域の 

茶の間情報交換会の開催について                        

報告事項 6 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7 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 8 こどもおくすりきょうしつ･歯の教室について 

報告事項 9 生活支援体制整備事業について             

報告事項 10 中央区自治協議会の報告について            

報告事項 11 第 6回中央区地域福祉推進フォーラムについて   
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第 62回理事会 

平成 30年 3月 12日（月） 

中央区社協会議室 

議案第１号 平成 30年度事業計画及び予算について 

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 29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 

報告事項 9 生活支援体制整備事業について               

報告事項 10 中央区自治協議会の報告について 

 

（２）監事会の開催状況 

 

（３）総会の開催状況 

 

 

 

開催期日／会場 内   容   

平成 29年度監事会 

平成 29年 5月 11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 28年度事業報告 

・平成 28年度収支決算 

開催期日／会場 内   容 

平成 29年度総会 

平成 29年 5月 19日（金） 

万代シルバーホテル 

議案第 1号 平成 28年度事業報告及び決算について 

議案第 2号 平成 29年度事業計画及び予算について 

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 29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 29年度一般会員会費の募集について 

報告事項 5 区社協だより第 28号の発行について 

報告事項 6 平成 29年度中央区社会福祉協議会の体制について 
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（４）会長・副会長会議の開催状況 

開催期日／会場 内   容 

第 1回 

平成 29年 5月 11日（木） 

中央区社協会議室 

協議事項 1 第 58回理事会について 

協議事項 2 平成 29年度総会について 

第 2回 

平成 29年 9月 8日（金） 

中央区社協会議室 

協議事項 1 第 59回理事会について 

協議事項 2 総会資料の発送について 

協議事項 3 中央区課題解決の仕組みづくりの進捗状況につ 

いて 

協議事項 4 みなみ地域社協活動センターについて 

第 3回 

平成 29年 11月 15日(金) 

中央区社協会議室 

協議事項 1 第 60回理事会について 

協議事項 2 次年度以降の区社会福祉協議会会長表彰について 

第 4回 

平成 30年 1月 22日(月) 

中央区社協会議室 

協議事項 1 第 61回理事会･役職員研修会･新年会について 

第 5回 

平成 30年 3月 7日（月） 

中央区社協会議室 

協議事項 1 第 61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（Ⅲ－２で記載） 

③ 中央区災害ボランティアネットワーク委員会（Ⅲ－３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／会場 内   容 

第 1回 

平成 29年 10月 12日（木） 

中央区社協会議室 

⑴ 企画財政委員会委員長の選任について           

⑵ 今後の検討事項について                   

⑶ 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 

⑷ 地域福祉座談会の報告について 

第 2回 

平成 29年 11月 20日（月） 

中央区社協会議室 

⑴ 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）の評価点検について 

⑵ 中央区福祉課題解決の仕組みづくりについて               
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第 3回 

平成 29年 12月 19日（火） 

中央区社協会議室 

⑴ 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）の評価点検について(基本計画 2－9～ 

基本計画 3） 

⑵ 中央区福祉課題解決の仕組みづくりについて                

第 4回 

平成 30年 1月 17日（水） 

中央区社協会議室 

⑴ 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）の評価点検について（基本計画 4～基 

本計画 5）       

⑵ 中央区オアシスプラン修正状況一覧について(基本計 

画 1～3) 

第 5回 

平成 30年 2月 14日（水） 

中央区社協会議室 

⑴ 中央区オアシスプラン修正状況一覧（基本計画 1－ 

3及び基本計画 4～5）          

⑵ 平成 29年度事業計画について 

第 6回 

平成 30年 3月 1日（木） 

中央区社協会議室  

⑴ 平成 30年度事業計画について               

⑵ 平成 30年度予算について                              

⑶ 秋葉区地域福祉実践報告会に参加 

 

 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。 

 

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。 


