
平成２６年度 新潟市北区社会福祉協議会 事業報告 

 

 

総括 

 新潟市北区社会福祉協議会（以下「北区社協」という。）では、社会的に孤立する世

帯や認知症高齢者の増加等の現状を踏まえ、地域座談会や認知症サポーター養成講座、

地域福祉推進フォーラムをはじめ、地域コミュニティ協議会(以下「コミ協」という。) 

や自治・町内会を中心とした地域のニーズ把握、支えあいの仕組みづくりを進めました。 

 また、安心袋事業、友愛訪問事業、配食サービス事業などの事業により、ひとり暮ら

し高齢者世帯等の見守りを必要とする世帯の安否確認、緊急時の対応等を行いました。 

 さらに、平成２６年度は、区役所と協働で「新潟市北区地域福祉計画・地域福祉活動

計画―北区すこやか・あんしん・支えあいプラン２０１５―」の策定を行い、今後６年

間の計画を定めました。 

  

１．地域福祉活動推進事業 

 ⑴ 域福祉活動計画の策定（策定委員会） 

  「いつまでも安心して健康で暮らせる北区」を基本理念とし、ささええあいの仕組

みづくりをさらに進めるため、「北区すこやか・あんしん・支えあいプラン２０１５」

を策定しました。策定にあたり北区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会が６

回開催されました。 

期日／会場 内容 

平成 26年 5月 9日（金） 

北区役所 大会議室 

①地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

②策定スケジュール（案）について 

③計画の構成（案）について 

④平成 26年度特色ある区づくり事業について 

⑤北区社会福祉協議会の主な取組事業について 

平成 26年 7月 8日（火） 

北区役所 大会議室 

①北区の基礎データについて 

②地域福祉に関するアンケート結果について 

③新潟市地域福祉計画の基本理念・基本目標につい

て 

④北区地域福祉計画・北区地域福祉活動計画の基本

理念・基本目標・基本方針（案）について 

⑤地域懇談会の日程等について 等 



平成 26年 9月 9日（火） 

北区役所 大会議室 

①基本目標・基本方針・取組事業について 

②座談会について 等 

平成 26年 11月 14日（金） 

北区役所 大会議室 

①基本目標・基本方針・取組事業について 

②素案について 等 

平成 27年 1月 16日（金） 

北区役所 大会議室 

①第 4回推進委員会以降の修正箇所について 

②地区別計画について 等 

平成 27年 3月 20日（金） 

北区役所 大会議室 

①地域福祉計画・地域福祉活動計画（本 

冊・概要版・資料編）について 

②特色ある区づくり事業について 

③北区にいがた安心ささえ愛活動支援事 

業について 

④北区社会福祉協議会の取り組みについて 

 

⑵ 地域福祉活動計画推進事業（座談会） 

 北区地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定にあたり、区内の８つのコミ協を単位に

２回ずつ座談会を開催し、地域の課題や今後の取り組みについて話し合いました。 

地区名 回数 期日／会場 参加者数 

松浜 
１回目 平成 26年 9月 18日(金) 北出張所 ２２名 

２回目 平成 26年 12月 10日(木) 北出張所 １２名 

南浜 
１回目 平成 26年 9月 29日(火) 南浜連絡所 １６名 

２回目 平成 26年 12月 9日(水) 南浜連絡所    ８名 

濁川 
１回目 平成 26年 10月 7日(水) 濁川連絡所   ２１名 

２回目 平成 26年 12月 24日(木) 濁川連絡所 １７名 

葛塚 
１回目 平成 26年 10月 15日(木) 豊栄地区公民館    ９名 

２回目 平成 26年 12月 18日(金)葛塚コミュニティセンター    ６名 

木崎 
１回目 平成 26年 9月 30日(水) 木崎コミュニティセンター   １４名 

２回目 平成 26年 12月 16日(水)木崎コミュニティセンター   １４名 

岡方 
１回目 平成 26年 10月 8日(木) 岡方コミュニティセンター    ７名 

２回目 平成 26年 12月 12日(土)岡方コミュニティセンター    ３名 

長浦 
１回目 平成 26年 9月 30日(水) 長浦コミュニティセンター   １１名 

２回目 平成 26年 12月 17日(木)長浦コミュニティセンター    ７名 

早通 
１回目 平成 26年 9月 25日(金) いするぎ荘   １８名 

２回目 平成 26年 12月 11日(金) いするぎ荘   １３名 

 



⑶ 認知症サポーター養成講座 

  認知症について正しく理解し、地域において認知症の人やその家族を見守りする活 

動、また地域福祉活動の人材育成を目的として、認知症サポーターを養成しました。 

対象地域・団体 開催日時／会場 参加者数 

松浜地区 
10/24（金）19:00～21:00 

北地区公民館 
４０名 

南浜地区 
11/19（水）13:40～15:20 

南浜中学校 
６６名 

濁川地区 
9/6（土）13:30～15:30 

濁川連絡所  
４８名 

葛塚東小学校区 
12/13（土）10:00～12:00 

葛塚コミュニティセンター 
１９名 

木崎地区 
5/7（水）13:35～15:25 

木崎中学校 
６７名 

岡方地区 
12/6（土）10:00～11:30 

岡方コミュニティセンター 
１５名 

長浦地区 
11/22（土）10:00～11:30 

長浦コミュニティセンター 
３８名 

早通地区 
11/15（土）10:00～12:00 

早通コミュニティセンター 
５９名 

鳥屋自治会 
2/12（木）19：00～20：30 

鳥屋集落開発センター 
２８名 

正尺自治会 
2/15（日）10:00～12:00 

正尺公民館 
２７名 

豊栄連合婦人会 
2/26（木）10：00～11：30 

岡方コミュニティセンター 
２０名 

 合 計 ４２７名 

 

⑷ 地域出前講座 

地域に根ざした福祉活動を実践するための有意義な研修・交流会を実施し、自分た

ちの住んでいる地域の問題に目を向けてもらい、ボランティアの育成ができるよう、

また、ふれあい・いきいきサロン等の地域活動が活性化するよう講師を派遣しました。 

地区 団体数 主な講座内容 

松浜地区 ９ 健康体操講座 



南浜地区 ６ 健康体操講座・笑いヨガ講座 

濁川地区 ２ 健康体操講座 

葛塚地区 ２４ 健康体操講座・健康講話 

木崎地区 １１ 健康体操講座・介護予防講座・防犯講話 

岡方地区 １ 健康体操講座 

長浦地区 ７ 健康体操講座・介護予防講座・紙芝居講座 

早通地区 １ 音楽演奏 

北区内 １２ 健康体操講座・介護予防講座・防災講話 

２６年度合計 ７３  

２５年度合計 ６７  

２４年度合計 ６４  

 

⑸ 地区支会活動交付金 

   各地区の福祉コミュニティの支援、育成を目的に、会費を財源として「地区支会

活動助成金の交付」を行いました。 

地区名 金額（円） 

松浜 ２０８，３９２ 

南浜 ２３７，０４０ 

濁川     １７８，０９５ 

葛塚     ３６７，３３２ 

木崎     ２７５，６４５ 

岡方     ２４３，４９５ 

長浦     ２４４，７４７ 

早通     ２４６，３０５ 

合計 ２，００１，０５１ 

 

⑹ ご近所だんぎ 

  住民同士の身近な知り合いの輪を広げることを目的として、豊栄地区公民館を会場

に、豊栄地区公民館、あなたとあい隊（ボランティア）と共催で月１回開催しました。 

期日／参加者 内容 

平成 26年 4月 24日（木） 

13:30～15:50 

参加者 126名 

演題：素敵なこの世の歩き方 

 

講師：観音寺住職 阿部 正機氏 



平成 26年 5月 8日（木） 

13:30～15:30 

参加者 91名 

演題：笑いヨガ 

 

講師：笑いヨガティーチャー 村山 昭子氏 

平成 26年 6月 12日（木） 

13:30～15:30 

参加者 61名 

演題：聞いてナルホド！「介護」のお話 

 

講師：北区社協職員２名 

平成 26年 7月 10日（木） 

13:30～15:30 

参加者 50名 

演題：良く分かる！詐欺対策！ 

 

講師：新潟県防犯アドバイザー 伊部 悦雄氏 

平成 26年 8月 7日（木） 

13:30～15:30 

参加者 54名 

演題：笑う門には福来る！ 

 

講師：健康リクレーション 五十嵐 トシエ氏 

平成 26年 9月 11日（木） 

13:30～15:30 

参加者 36名 

演題：なるほど！明快！「防災」の知恵 

 

講師：豊栄地区公民館職員 

平成 26年 10月 9日（木） 

13:30～15:30 

参加者 62名 

演題：ずっとここで暮らし続けたい 

 

講師：支え合いしくみづくりアドバイザー 

   河田 珪子氏 

平成 26年 11月 13日（木） 

13:30～15:30 

参加者 80名 

演題：良くわかる 収納・整理のコツ 

 

講師：整理収納アドバイザー こばやし りえこ氏 

平成 26年 12月 11日（木） 

13:30～15:30 

参加者 57名 

演題：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 

平成 27年 1月 8日（木） 

13:30～15:30 

参加者 30名 

演題：ご近所のチカラ 

 

講師：豊栄地区公民館職員 

平成 27年 2月 5日（木） 

13:30～15:30 

参加者 49名 

演題：スゴク役立つ「食事」の秘訣 

 

講師：新潟医療福祉大学 准教授 入山 八江氏 

平成 27年 3月 26日（木） 

13:30～15:30 

参加者 236名 

演題：笑いは健康のミナモト 

 

講師：山口クリニック院長 山口 正康氏 



⑺ 敬老祝会助成事業 

長年地域社会の発展に寄与してこられた高齢者の長寿を自治・町内会等でお祝い

するための助成を行いました。平成２６年度 助成実施団体数：１６団体 

 

⑻ コミ協総会等における事業説明 

   コミ協や団体の総会等において、地区支会活動の活性化のために、社会福祉協議

会の事業説明やＰＲ活動を行いました。 

 会議名等 期日／会場 

１ 長浦地区自治会長連絡協議会総会 
平成２６年４月５日（土） 

長浦コミュニティセンター 

２ コミュニティ木崎村総会 
平成２６年４月２０日（日） 

割烹 永宝閤 

３ 早通地区自治会連合会定期総会 
平成２６年４月２０日（日） 

いするぎ荘 

４ 
岡方地区コミュニティ委員会定例

総会 

平成２６年４月２２日（火） 

岡方コミュニティセンター 

５ 新潟市北区老人クラブ連合会総会 
平成２６年４月２３日（水） 

長岡屋 

６ 地域コミュニティ葛塚連合総会 
平成２６年４月２６日（土） 

葛塚コミュニティセンター 

７ 
新潟市北区身体障がい者福祉協会

総会 

平成２６年５月１０日（土） 

菱風荘 

８ 
南浜地区コミュニティ協議会総会 平成２６年５月１０日（土） 

南浜連絡所 

９ 
早通地域コミュニティ協議会総会 平成２６年５月１１日（日） 

いするぎ荘 

１０ 
濁川地区社会教育推進委員会役員

総会 

平成２６年５月１１日（日） 

濁川連絡所 

１１ 
濁川地区コミュニティ協議会通常

総会 

平成２６年６月１３日（金） 

濁川公民館 

１２ 
新潟市北区老人クラブ連合会木崎

支部親睦大会 

平成２６年６月２２日（日） 

木崎中学校 

１３ 
特定非営利活動法人青りんごの会

定例総会 

平成２６年６月２７日（金） 

長岡屋 



１４ 
濁川地区社会教育推進委員会敬老

会 

平成２６年７月６日（日） 

濁川小学校 

１５ 
濁川地区民大運動会 平成２６年１０月５日（日） 

濁川小学校 

１６ 
北区老連さわやかスポーツ大会 平成２６年１０月２２日（水） 

豊栄総合体育館 

１７ 
北区老人クラブ連合会リーダー研

修会 

平成２６年１０月２４日（金） 

豊栄地区公民館 

１８ 
葛塚支部老人クラブ連合会お楽し

み会 

平成２６年１１月１２日（水） 

豊栄地区公民館 

１９ 
歩みの会親子クリスマス会 平成２６年１２月１４日（日） 

豊栄地区公民館 

２０ 
一般社団法人にいがた北青年会議

所新年賀詞交歓会 

平成２７年１月１０日（土） 

割烹 中常楼 

２１ 
豊栄日本語教室交流会  平成２７年３月７日（土） 

葛塚コミュニティセンター 

 

⑼ 歳末たすけあい事業（新潟県共同募金会新潟市支会北区分会事業） 

  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２６年度  地域助成 ３３団体、施設助成 ７団体 

 

⑽ 介護予防・バリアフリー助成事業 

住民の主体的な地域福祉活動を推進するため、会費を財源として活動にかかる備品

整備や環境整備等に対して助成を行いました。平成２６年度 助成実施件数：１０件 

 

２．見守り・生活支援事業 

⑴ 高齢者等安心見守り活動事業 

地域住民による高齢者等の見守り・安否確認・生活支援を行う仕組みづくりを進

めるため、北区内４つのモデル地区（自治・町内会、コミ協）を平成２５年度に引

き続き選定し、取り組みを進めました。 

地区 実施団体 取組内容 

松浜 新元島町自治会 向こう三軒両隣が声を掛け合い、終のすみかとして安心し

て暮らせる地域づくりを目指して活動を展開しました。 



①見守り訪問活動 

・災害時要援護者世帯のうち見守りを希望する世帯へ、 

月１回訪問し、隔月で情報交換会を開催しました。 

・緊急医療情報キットの配布を行いました。 

②いきいきサロン 

・５月から月１回、自治会館で開催を行いました。 

③生活支援に関する事業 

・高齢者へのアンケート調査を実施し、結果をもとに今後

の生活支援活動に役立てました。 

南浜 南浜地区コミュ

ニティ協議会 

ご近所に関心が向く、災害に強いまちづくりを目指して組

織的な体制づくりを行いました。 

①防災マップの見直し・点検 

・「向こう三軒両隣の精神」でたすけあう関係づくりを進め

るため、現状の防災マップの見直しを行いました。 

②ロコモ予防サポーター育成講座の開催 

・基本講座を開催し、活動の普及及び今後のステップアッ

プへつながりました。 

③いきいきサロン 

・５か所で開催し、南浜コミ協福祉部との連携を行いまし

た。 

濁川 つくし野自治会 「住民同士の顔がわかる地域、孤独死ゼロ」を目標に、活

動を展開しました。 

①ご近所だんぎの開催 

・地域住民の交流を図るため、ご近所だんぎを開催し意見

交換を行いました。 

②緊急医療情報キット 

・２５年度に配布したキットの更新や新規対象者への配布

を行いました。 

早通 早通北１丁目 

自治会 

早通北３丁目 

自治会 

住民同士がゆるやかな見守りを実施できる地域を目標に、

自治会における組織的な高齢者の見守り体制の構築を目指

し、見守りを行うボランティアの募集・立ち上げ準備会を

開催しました。 

 

⑵ いきいきサロン（地域の茶の間）事業 

  概ね自治・町内会の範囲における見守り機能の充実を図るため、いきいきサロン（地



域の茶の間）運営費の助成を行いました。また、実施団体の情報交換や立ち上げ支援

を目的として情報交換会を開催しました。 

 

① 助成団体一覧 

 地区 団体名 対象エリア 会場 

１ 

松

浜 

さわやか教室 松浜３丁目 松浜入船会館 

２ 松浜新町スマイルサロン 松浜新町 松浜新町自治会館 

３ お茶の間サロン六寿会 松浜６丁目 松浜入船会館 

４ 常盤自治会 常盤 常盤自治会集会所 

５ 新元島町自治会 新元島町 新元島町自治会館 

６ 

南

浜 

陽光お茶の間ひろば 陽光 陽光自治会館 

７ ひまわり会 島見町 島見町自治会館 

８ 希望の園 神谷内・太夫浜 
旧サンシャインスポー

ツセンター 

９ 白勢町自治会白勢ひまわりの会 白勢町 白勢町自治会館 

１０ 新緑ふれあい健康カフェ 新緑 新緑自治会館 

１１ 

葛
塚 

お茶の間嘉山みどり会 杉名町 杉名町公民館 

１２ 囲炉裏の会 中大口 中大口公民館 

１３ いきいきサロンひのうち 樋ノ内 樋ノ内公民館 

１４ 明るい地域を創る会 正尺 正尺公民館 

１５ いきいきサロン南川岸桜の会 上他門 ｌｅｃｏカフェ 

１６ 稲荷浦さくら会 稲荷浦 稲荷浦公民館 

１７ いきいきサロン若松会 若松町 若松町公民館 

１８ いきいきサロンけやきの会 中黒山 中黒山公民館 

１９ 上黒山四地区ふれあい会 上黒山四地区 
上黒山四地区ふれあ

いセンター 

２０ いきいき楊柳会 柳原 柳原ふれあい館 

２１ スマイルサロン 月見町 月見町公民館 

２２ いきいきサロン前新田 前新田 前新田公民館 

２３ サロン柳原 柳原 
柳原自治会公民館・

ふれあい館 

２４ ネットさかえサロン 栄町 栄町公民館 

２５ お茶の間しらかば 朝日町 朝日町公民館 



２６ 

木

崎 

鳥屋いきいきサロン 鳥屋 鳥屋集落センター 

２７ ふれあい木崎 木崎 木崎公民館 

２８ 尾山いきいきサロン 尾山 尾山公民館 

２９ 笹山ふれあい好日会 笹山 笹山公民館 

３０ 下大谷内いきいきサロン 下大谷内 下大谷内公民館 

３１ 内島見健康サロン 内島見 内島見公民館 

３２ 笠柳つくし会 笠柳 笠柳公民館 

３３ 浦ノ入やすらぎ会 浦ノ入 浦ノ入公民館 

３４ 一般社団法人新潟まちの駅 横井 梨園の館市嶋 

３５ みなとサロン横土居 横土居 横土居公会堂 

３６ 

岡

方 

高森新田ふれあい福祉 高森新田 高森新田公民館 

３７ 太子ひまわり会 太子堂 太子堂公民館 

３８ 大久保よろこびサロン 大久保 大久保公民館 

３９ 十二さくら会 十二 十二ふれあいセンター 

４０ 兄弟堀サロン福寿会 兄弟堀 兄弟堀公民館 

４１ 灰塚さつき会 灰塚 灰塚公民館 

４２ 森下あやめ会 森下 森下公民館 

４３ けやきの茶の間 高森 高森公民館 

４４ 三ツ葉会 三ツ屋 三ツ屋公民館 

４５ サロンあじさいの会 大迎 大迎公民館 

４６ 

長

浦 

上亀サロン会 上土地亀 上土地亀公民館 

４７ 浦木さわやか会 浦木 浦木公民館 

４８ さざんかの会 川西４丁目 川西４丁目公民館 

４９ 仲良サロン会 川西３丁目 川西住良公民館 

５０ サロン秋葉会 秋葉通 川西住良公民館 

５１ サロン・まごころ 川西２丁目 川西住良公民館 

５２ 上堀田にこにこサロン 上堀田 
上堀田集落開発セン

ター 

５３ みんなの輪 
長浦（主に豊栄南

小学校区） 

長浦コミュニティセンタ

ー 

５４ サロンひばり会 長戸 長戸公民館 

５５ ピーチサロン長場 長場 長場公民館 

５６ 
早

通 
北一いきいきサロン 早通北１丁目 

早通北１丁目自治公

民館 



② いきいきサロン（地域の茶の間）情報交換会の開催 

北区内のいきいきサロン実施団体を対象に情報交換会を開催しました。 

当日は、今後立ち上げを考えている団体の参加もありました。 

期日／会場／参加者 内容 

平成 27年 2月 24日（火） 

豊栄健康センター 

参加者数 ９６名 

①活動報告 

 ・下黒山２１風の会（葛塚地区） 

・けやきの茶の間（岡方地区） 

②講演 

「地域包括ケアシステムからみる地域の茶の間の

役割」 

 新潟市福祉部高齢者支援課 

地域包括ケア推進室 渡邉 隆幸 氏 

③情報交換会 

 

⑶ 友愛訪問事業 

  見守りが必要なひとり暮らし高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

定期的に民生委員や地域のボランティアが乳酸菌飲料（夏季は石鹸）を持参して訪問

し、安否確認と孤独感の解消を図りました。 

区分 実施団体数 訪問実施世帯 訪問員数 

松浜地区 １ ２０８ ３１ 

南浜地区 １ ６０ １２ 

濁川地区 １ ２８ ２８ 

平成２６年度合計 ３ ２９６ ７１ 

平成２５年度合計 ３ ２８３ ６４ 

平成２４年度合計 ３ ２７１ ６８ 

 

⑷ おせち料理配食事業 

   友愛訪問事業と配食サービス事業の対象者に、年末年始を元気にすごしてもらう

とともに年末の安否確認も兼ねて、年末におせち料理を配食しました。 

区分 実施団体数 訪問実施世帯 訪問員数 

松浜地区 １ ２０９ ２９ 

南浜地区 １ ６１ １０ 

濁川地区 １ ３１ ２６ 

葛塚地区 １ ４９ １７ 



木崎地区 １ ３６ ９ 

岡方地区 １ １３ ５ 

長浦地区 １ ２４ ７ 

早通地区 １ １８ ７ 

平成２６年度合計 ８ ４４１ １１０ 

平成２５年度合計 ８ ４４１ １１３ 

平成２４年度合計 ８ ４３６ １１９ 

 

⑸ 安心袋事業 

 ７０歳以上の高齢者世帯を対象に、緊急時（入院・災害等）に持ち出せる緊急連絡

カードや生活用品等の入った安心袋を、各地区の民生委員を通じて配布しました。 

安心袋配布数 

 平成２６年度 延べ配布数（２６年度分含む） 

松浜地区 ３９ ２９３ 

南浜地区 １７ ７５ 

濁川地区 ２９ １０６ 

葛塚地区 ４０ ４３６ 

木崎地区 ５ ２１７ 

岡方地区 ４ ８９ 

長浦地区 ８ １２５ 

早通地区 １９ １５７ 

合計 １６１ １，４９８ 

 

⑹ なじらネットワーク事業 

 見守りや生活支援等、ネットワーク活動の推進を図ることを目的とした事業を自治

会範囲で実施する団体に対し、助成を行いました。 

地区 団体名 対象エリア 

葛塚 

明るい地域を創る会 正尺自治・町内会 

いきいき楊柳会 
柳原自治・町内会 

老人クラブ柳原楊柳会 

朝日町万年青クラブ 朝日町自治・町内会 

杉名町老人クラブ熟年会 杉名町自治・町内会 

岡方 三ツ葉会 三ツ屋自治・町内会 



長浦 

なじらね会 川西三丁目自治・町内会 

上堀田にこにこサロン 上堀田自治・町内会 

大久保よろこびサロン 大久保自治・町内会 

 

⑺ 北区豊栄地区配食サービス事業【市受託事業】 

見守りが必要で食事作りが困難または栄養改善を必要とする６５歳以上のひとり

暮らし高齢者や高齢者のみ世帯へ、社会的な孤立を防ぎ、自立した生活支援や健康保

持のため、ボランティアによる安否確認と共に定期的な食事の提供を行いました。 

実施地区 年間実施日数 延べ配食数 実利用者数 

葛塚地区 ２４ 日   １，０５５ 食  ５４ 名   

木崎地区 ２４ 日   ８１６ 食  ４２ 名   

岡方地区 ４６ 日   ６２５ 食  １５ 名   

長浦地区 ３４ 日   ８３２ 食  ２８ 名   

早通地区 ３４ 日   ５４８ 食  １８ 名   

２６年度合計 １６２ 日   ３，８７６ 食  １５７ 名   

２５年度合計 １６１ 日   ４，２８９ 食  １７７ 名   

２４年度合計 １６０ 日   ４，２８６ 食  １７６ 名   

 

⑻ 新潟市高齢者等相談事業【市受託事業】 

   「さわやかなんでも相談所」という名称で、週３回の一般相談に加え、月２回の

法律相談、月１回のカウンセリング相談などを実施しました。 

相談区分／開設日 
一般相談 

毎週月・水・金曜日 

  法律相談 

毎月第２・４火曜日 

カウンセリング相談 

毎月第２木曜日 

26年度相談件数 １８１件 ２３件 ２９件 

25年度相談件数 ２６４件 ４５件 ２９件 

24年度相談件数 ２７１件 ２９件 ３１件 

 

⑼ 北区学習支援プログラム【市受託事業】 

   貧困の連鎖を防止することを目的とし、生活保護世帯および低所得者世帯の中学

生に対し居場所を提供し、学習習慣を身に付けるよう学習支援を行いました。 

年度 登録人数（4月１日現在） 述べ開催回数 述べ参加人数 

２６年度 ７人 ４８回 １６７人 

２５年度 ５人 ４９回 １６５人 

２４年度 ２人 ４９回 １１４人 



⑽ 子育てサロン事業（平成２６年１１月から開始） 

 育児中の保護者の居場所及び子どもの遊び場の提供として、毎月第１水曜日に豊

栄健康センターを会場に区社協直営型子育てサロン「ぴょんきち」を開催しました。

スタッフとして葛塚地区民生委員児童委員協議会に協力していただきました。 

実施日 参加組数 参加人数 
ボランティア活動

人数 

１１月５日 ２ ４ ２ 

１２月３日 ０ ０ ２ 

１月７日 ３ ６ ２ 

２月４日 ３ ６ １ 

３月４日 １１ ２３ ２ 

合計 延べ１９組 延べ３９名 延べ９名 

 

⑾ コミュニティソーシャルワーク推進事業 

   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。 

【地域における認知症ささえあいネットワークをめざして】 

「認知症になっても安心して地域で暮らせることが重要であるが、認知症に対する

住民の意識が把握できていない」という課題に対し、北区内全コミ協、地域住民（多

世代含む）を対象に地域包括支援センターと協力し、認知症サポーター養成講座の開

催及びアンケートを実施しました。 

［成果］ 

終了後には実施団体へフィードバックを行い、その地域の住民が認知症に関するど

のような課題を抱えているか確認ができ、併せて認知症を正しく理解し、地域で支え

る仕組みづくりのための意識啓発ができました。 

 

【地域福祉コーディネーター等専門職・関係機関とのネットワーク構築状況】 

（１）北区内地域包括支援センター北区社会福祉協議会連携会議 

   日時 平成 26年 5月 27日（火） 10：00～12：00 

   場所 さわやか老人福祉センター 

   人数 １３名 

［成果］ 

 北区社協の重点事業や地域包括支援センター活動計画について共有後、情報交換を

実施し、ケース検討や事業への連携強化を行いました。 



（２）北区医療と介護のささえあいネット（ござれやネット）第１回総会 

   日時 平成 26年 12月 3日（水） 19：00～20：30 

   場所 中常楼 会議室 

   人数 １１１名 

［成果］ 

 地域包括ケアに向けて多職種が「顔の見える連携」を築くため、第１回の総会で改

めて参加者の情報共有と共通理解を深めました。北区社協が事務局を担っています。 

 

【定例会・地域アセスメント】 

（１）定例会 

毎月１回区 CSWによる定例会を開催し、活動報告及び協議を行いました。 

（２）地域アセスメント 

   地区コミュニティを単位とする、地域アセスメントシートの作成に取り掛かり、

地域福祉活動計画の資料として活用しました。 

 

⑿ 生活福祉資金貸付事業・行旅人旅費貸付事業 

民生委員児童委員協力のもと、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。また、途中で金銭の紛失や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人に対し、旅費の貸付を行いました。 

貸付の種類 
相談 

件数 

貸付 

件数 
貸付金額 

 

総合支援資金 

生活支援費 ２５   ０          ０円 

住宅入居費   ０   ０          ０円 

一時生活再建費   １   ０          ０円 

福祉資金 
福祉費 ４６   ３ ４０７，０００円 

緊急小口資金 ４７   ３ ３００，０００円 

教育支援資金 
教育支援費   ５   ０ ０円 

就学支度費   ０   ０ ０円 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生活資金   １   ０ ０円 

要保護世帯向け不動産

担保型生活資金 
  ２   ０ ０円 

２６年度合計 １２７   ６ ７０７，０００円 

２５年度合計 １５８   ８ ４，５６０，０００円 

２４年度合計 １９６     ７ １，７１４，０００円 



【行旅人旅費貸付】 

年 度 貸付件数 貸付金額 

２６年度合計 ５ ２，５００円 

２５年度合計 ２７    １３，５００円 

２４年度合計 ３６    １８，０００円 

 

⒀ 移送サービス事業 

  家庭において移送することが困難な在宅の虚弱な高齢者及び身体障がい者に対し、

健康の保持および生活の質を向上させ、福祉の増進を図ることを目的として実施しま

した。平成２６年度利用者数 １６名 

 

⒁ おもいやりのひとかき運動 

地域でのおもいやりとたすけあ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。 

実施年度 北地区 豊栄地区 合計 うち新規 

２６年度 １７箇所 ２２箇所 ３９箇所 ４箇所 

２５年度 １７箇所 ２３箇所 ４０箇所 ３箇所 

２４年度 １４箇所 ２４箇所 ３８箇所 ２箇所 

 

⒂ 豊栄健康センターにおける区社協公開講座 

拠点性を活用し、従来の相談機能の充実のため、豊栄健康センターで様々なテーマ

による北区民向けの公開講座を開催しました。 

日時／参加者 内容／参加者 

平成 26年 7月 22日（火） 

13：00～15：10 

参加者  ２３名 

【演題・講師】 

シニア世代のための「終活＝シニアライフ・プラン

ニング」 講師 豊栄セレモア株式会社  

平成 27年 1月 30日（金） 

14：00～16：00 

参加者  １７名 

【演題・講師】 

① 薬の正しい使い方 

講師 NMI木崎薬局 

 ② 介護技術講座 

講師 老人デイサービスセンターさわやか 

 

 



３．ボランティア・市民活動事業 

 ⑴ 北区ボランティア・市民活動センター運営 

 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、センター機能が充実できるよう取り組みました。 

 

① 登録及びボランティア保険加入件数 

項目 内訳 

グループ・団体登録数 ４４団体（１，２２８名） 

個人登録数 １８名 

ボランティア活動保険加入件数 １，４４１名 

 

② 相談状況 

 ボランティアをしたい・してほしいといったボランティアに関する相談から個別

の生活支援、学校等の研修まで、幅広い相談が８２件寄せられました。 

相談分類 件数 

ボランティアに関すること ５５件 

寄附に関すること ５件 

研修・授業依頼 １６件 

子育て支援に関すること なし 

災害に関すること なし 

その他（生活支援等） ６件 

合 計 ８２件 

 

⑵ 北区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

 北区ボランティア・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。また、委員会の活動として Teny２４時間テレビチャリ

ティー募金に参加しました。 

 

① 運営委員会開催状況 

開催期日／会場 協議事項 

平成２６年５月１６日（金） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○委員長・副委員長の選任について 

○平成２５年度北区ボランティア・市民活動

センター事業報告 

○平成２６年度事務局体制について 



○平成２６年度北区ボランティア・市民活動

センター事業計画について 

平成２６年７月１８日(金) 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○平成２６年度事務局体制変更につい    

 て 

○４月～７月事業実施報告 

○今後の事業について 

○運営委員会研修について 

○北区ボランティア・市民活動センター活性

化について 

平成２７年１月２３日(金) 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

 

○ボランティア講座実施報告 

○２４時間テレビチャリティー募金活動実施

報告 

○総合学習について 

○ボランティア相談について 

○北区ボランティア・市民活動センター情報

誌「キラッ★キタッ」について 

平成２７年３月１３日(金) 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○平成２６年度講座報告 

○平成２６年度総合学習実績報告 

○平成２６年度ボランティア相談集計報告 

○平成２７年度北区ボランティア・市民活動

センター講座等予定 

 

② ２４時間テレビチャリティー募金活動 

   Ｔｅｎｙ（日本テレビ網）に協力し、東日本大震災復興支援や福祉、地球環境保

護支援活動を行う目的の募金活動を行いました。 

   

・実施日時：平成２６年８月３１日（日）１３：００～１７：００ 

・実施場所：ウオロク松浜店、ウオロク豊栄店 

・募金総額：１９７，５９３円 

・参加者：１８名（運営委員９名、豊栄高校ＪＲＣ部７名、北区社協２名） 

 

⑶ ボランティアきっかけづくり講座 

  ボランティア活動に関心があるものの、何をしたらよいかわからないという方が対

象の講座で、地域でボランティア活動を始めるきかっけとなるよう開催しました。 



開催期日／会場 参加者 内容 

平成２６年１１月８日（土） 

豊栄健康センター 
２名 

講話「社会福祉協議会について」 

  「福祉・ボランティアの意味と歴史」 

「ボランティア活動の種類」 

「ボランティア登録について」 

「ボランティア保険について」 

 

体験「車いすの操作方法」 

  「ミニ手話講座」 

平成２７年２月９日（月） 

豊栄地区公民館 
８名 

 

⑷ 音声訳ボランティア養成講座 

 一般市民を対象に、音声訳の知識・技術を学ぶほか、ボランティアや視覚障がいに

ついても学び、視覚障がい者への理解を深めてもらえるよう開催しました。 

開催期日／会場 講座内容 講師 参加者 

平成２６年５月２１日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

（第１回） 

「ボランティアについて」 

「視覚障がい者の理解」 

「音声訳ってどういうこ

と？」 

「音声訳表現技術について」 

音声訳 

山びこ会 
８名 

平成２６年６月４日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

（第２回） 

「音声訳表現技術について」 

平成２６年６月１８日（水） 

豊栄老人福祉センター 

会議室あやめ 

（第３回） 

「音声訳表現技術について」 

「調査技術について」 

「処理（配慮）技術について」 

「音声訳山びこ会のご紹介」 

 

⑸ 施設ボランティア担当者情報交換会 

  ボランティアを受け入れている北区内の福祉施設の職員（ボランティア担当者等）

を対象に、知識の向上と他施設との交流を促し、ボランティアが活動しやすい施設に

してもらえるよう開催しました。 

 



・開催日時：平成２６年８月２８日（木） 

・会  場：豊栄健康センター 

・参加者：１７名（１７施設） 

・内容：①講演「ボランティア受け入れについて～なぎさの里の取り組み～」 

         講師 社会福祉法人恵生福祉会 特別養護老人ホームなぎさの里 

              生活相談員リーダー 田坂知之 氏 

          ②グループワーク 

        

⑹ 福祉教育推進事業 

   小・中学校等の依頼により総合学習等への協力を行い、１５校延べ１，０３４名

の児童・生徒を対象に実施しました。また、福祉教育担当者説明会を行い、講師と

学校（教諭・地域教育コーディネーター）が意見交換を行いました。 

 

【福祉教育担当説明会】 

開催期日／会場／参加者 内容 

平成２６年５月２７日（火） 

 

豊栄健康センター 

 

参加者 ３４名 

・福祉教育講師紹介 

・社会福祉協議会の福祉教育について 

・実施したメニュー（昨年度実績）ご紹

介 

・実際の相談方法や補助金について 

・各講師・学校関係者 意見交換 

 

① 木崎中学校 

対象学年／期日／会場 内容 

２学年 ２クラス ６９名 

 

平成２６年５月７日（水） 

 

木崎中学校 武道室 

【テーマ】 

日常生活の中で地域の一員として、認知症の

人にどのような支援ができるかを考える。 

【内容】 

〇高齢者についての学習 

「認知症サポーター養成講座」 

（１－３認知症サポーター養成講座に再掲） 

１学年 ２クラス ６４名 

 

平成２７年２月１７日（火） 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、福祉・ボランティア

について知る。 



 

木崎中学校 図書室 

【内容】 

〇講話 ・福祉の歴史 

・子供に関する福祉 

・お年寄りを支える福祉 

 

② 南浜中学校 

対象学年／期日／会場 内容 

１学年 １クラス ３１名 

 

平成２６年５月２１日（水） 

 

南浜中学校 体育館・ランチルーム 

【テーマ】 

福祉学習の導入として講師の講話と体験を

行い肢体障がいへの理解を深める。 

【内容】 

〇講話「肢体障がいについて」 

講師 箱岩 松男 氏 

〇車いす体験 

 

③ 葛塚東小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年  ４クラス １１５名 

 

平成２６年６月１０日（火） 

平成２６年６月３０日（月） 

平成２６年７月２日（水） 

平成２６年７月３日（木） 

平成２６年７月８日（火） 

平成２６年９月２２日（月） 

平成２６年９月２９日（月） 

平成２６年９月３０日（水） 

平成２６年１０月２日（木） 

 

葛塚東小学校 

老人デイサービスセンターさわやか 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、高齢者や高齢者福

祉施設について理解を深める。 

【内容】 

○高齢者について講話 

高齢者疑似体験 

○さわやか老人デイサービスセンター施

設見学 

○さわやか老人デイサービスセンターに

て利用者との交流 

 

２学年 ３クラス ９１名 

 

平成２６年９月１２日（金） 

【テーマ】 

いろいろな人の気持ちがわかり、ともに生

きようとする心情を養い、自分ができるこ



葛塚東小学校 体育館 とを考える。 

【内容】 

○講話「聴覚障害について」 

講師 久住 義一 氏 

   （手話通訳 神尾 様 他５名） 

○手話体験「手話で話し合おう」 

 

④ 光晴中学校 

対象学年／期日／会場 内容 

３学年 ３クラス ９３名 

 

平成２６年６月１０日（火） 

 

光晴中学校 体育館 

【テーマ】 

総合的な学習の時間の時間で、地域の現状を

知り、福祉の視点から地域に貢献することに

ついて考える。 

【内容】 

○講話「地域の現状を知る」 

講師 川西自治会 池田 三郎 氏 

   葛塚地区民生児童委員協議会会長 

 牧野 敦子 氏 

   エコネットにいがた 

米田 正作 氏 

   青年海外協力隊 江端 菜々子 氏 

 

⑤ 岡方第二小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年 １クラス １３名 

 

平成２６年６月２０日（金） 

平成２６年１１月２７日（木） 

 

岡方第二小学校 

【テーマ】 

障がいについて理解を深め自分にできるこ

とを考え、実行しようとする気持ちを持つ。 

【内容】 

○・講話「聴覚障がいについて」 

講師 久住 義一 氏 

（手話通訳 坂井さゆり 様） 

・手話体験「手話で話し合おう」 

○講師と手話で交流 

 



⑥ 木崎小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年 ２クラス ７２名 

 

平成２６年６月２５日（水） 

平成２６年７月８日（火） 

 

木崎小学校 

【テーマ】 

「やさしい木崎のまちづくり」 

みんなが暮らしていくための「使いやすい工

夫」を知り、自分にできること・理解できる

ことを学ぶ。 

【内容】 

○・講話「視覚障がいについて」 

   講師 相田 重子 氏 

 ・講話「聴覚障がいについて」 

   講師 久住 義一 氏 

   （手話通訳 寺尾 くによ 氏） 

○体験学習 

点字体験・手話体験 

 

⑦ 太田小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年 １クラス ８名 

 

平成２６年９月４日（木） 

平成２６年９月２０日（土） 

平成２６年１０月２３日（木） 

平成２６年１１月１０日（月） 

 

太田小学校 ランチルーム 

      体育館 

老人デイサービスセンターさわや

か 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、高齢者や障がい者に

ついて学ぶ。 

【内容】 

○・講話「高齢者・福祉について」 

  北区社協職員 

・高齢者疑似体験 

・車いす体験 

○・講話「視覚障がいについて」 

講師 相田 重子 氏 

・アイマスク体験 

・フロアバレー体験 

○・老人デイサービスセンターさわやか   

施設見学 

○・講話「視覚障がいについて」 

 講師 上林 洋子氏（盲導犬フィズ） 

 



⑧ 太夫浜小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

６学年 クラス ３４名 

 

平成２６年９月１７日（水） 

平成２６年１０月８日（水） 

 

太夫浜小学校 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、障がいについて学習

し、障がいを理解する 

【内容】 

○・講話「肢体障がいについて」 

 講師 羽豆 重村 氏 

・体験学習 

 車いす操作・車いすバスケット 

○・講話「視覚障がいについて」 

 講師 上林 洋子氏（盲導犬フィズ） 

・講話「聴覚障がいについて」 

 講師 宮島 博志 氏 

 （手話通訳 佐藤裕美 氏） 

 

⑨ 葛塚中学校 

対象学年／期日／会場 内容 

１学年  １２３名 

 

平成２６年９月２５日（水） 

 

葛塚中学校 

【テーマ】 

障がい者の話しを聞き体験することで、誰も

が社会の構成員として役割を担っているこ

とに気付かせ今後の学習につなげる。 

【内容】 

○ ・講話「身体障がいについて」 

    講師 箱岩 松男 氏 

  ・「聴覚障がいについて」 

    講師 宮島 博志 氏 

   （手話通訳 坂井 さゆり 氏） 

  ・「視覚障がいにつて」 

   講師 相田 重子 氏 

  ・「高齢者について」 

    講師 山口 満雄 氏 

○体験学習 

車いす体験・手話体験・高齢者疑似体験 

 



⑩ 葛塚小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年 １クラス １３名 

 

平成２６年１０月１日（水） 

平成２６年１０月６日（月） 

平成２６年１０月１５日（水） 

 

葛塚小学校 体育館  

プレイルーム 

【テーマ】 

障がいについて正しく理解し、コミュニケー

ションの方法を知る。 

【内容】 

○講話・「身体障がいについて」 

講師 羽豆 重村 氏 

・「聴覚障がいについて」 

講師 久住 義一 氏 

（手話通訳 小野塚智子 様） 

・「視覚障がいについて」 

講師 吉川 聡 氏 

○体験学習 

車いす・手話・アイマスク・点字  

 

⑪ 松浜中学校 

対象学年／期日／会場 内容 

２学年 ４クラス １２３名 

 

平成２６年１０月２９日（水） 

 

松浜中学校 体育館  

【テーマ】 

社会の中で積極的に自分ができることを実

践しようとする心を育てる。 

【内容】 

○講話・「視覚障がいについて」 

     講師 相田 重子 氏 

   ・「身体障がいについて」 

    講師 箱岩 松男 氏 

       羽豆 重村 氏 

   ・「聴覚障がいについて」 

    講師 久住 義一 氏 

   （手話通訳 神尾真弓 氏） 

○体験学習 

車いす・手話・アイマスク 

 

 

 



⑫ 早通南小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年 ９３名 

 

平成２６年１１月２１日（金） 

平成２６年１２月１日（月） 

 

早通南小学校 プレイルーム 体

育館 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、福祉について学ぶ。 

【内容】 

○講話「福祉とは」 

北区社協職員 

○講話・「視覚障がいについて」 

     講師 相田 重子 氏 

   ・「身体障がいについて」 

     講師 羽豆 重村 氏 

   ・「聴覚障がいについて」 

     講師 久住 義一 氏 

     （手話通訳 神尾真弓 氏） 

   ・「高齢者について」 

     北区社協職員 

○体験学習 

 点字・車いす・手話・高齢者疑似体験 

 

⑬ 濁川小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

４学年  ５６名 

 

平成２７年１月１６日（金） 

 

濁川小学校 体育館 

【テーマ】 

総合的な学習「バリアフリー教室」 

【内容】 

○講話・「視覚障がいについて」 

     講師 相田 重子 氏 

   ・「肢体障がいについて」 

     講師 箱岩 松男 氏 

○体験学習 

アイマスク体験・車いす体験 

 

⑭ 豊栄南小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

３学年 １クラス １２名 【テーマ】 



４学年 １クラス １１名 

 

平成２７年２月２日（月） 

 

豊栄南小学校 音楽室 

総合的な学習に時間で、視覚障がいについて

学習する。 

【内容】 

講話「視覚障がいについて」 

講師 上林 洋子 氏（盲導犬 フィズ） 

 

⑮ 南浜小学校 

対象学年／期日／会場 内容 

５学年 １クラス １３名 

 

平成２７年３月１８日（水） 

 

南浜小学校 体育館 

【テーマ】 

総合的な学習の時間で、高齢者について学ぶ。 

【内容】 

○講話「福祉・高齢者について」 

北区社協職員 

○体験学習 

 高齢者疑似体験・車いす 

 

⑺ にいがたし元気力アップ・サポーター事業【市受託事業】 

  ６５歳以上の高齢者（介護保険第１号被保険者）がサポーターとして登録し、介護

施設等（受入機関）での活動を通じて、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する事業です。 

 

① 受入協力機関数                

北地区 豊栄地区 計 

１９ ２１ ４０施設 

 

② サポーター登録者数               

男性 女性 計 

１２ ７７ ８９名 

 

③ 説明会開催状況 

日 時 場 所 参加者数 

４月 ９日（水） 北地区コミュニティセンター １名 

５月１４日（水） 豊栄地区公民館 １名 

６月１１日（水） 北地区コミュニティセンター １名 



６月１３日（金） まつはま園（出張説明会） ７名 

７月 ２日（水） 北出張所（出張説明会） ４名 

７月１５日（火） さわやかセンター ６名 

８月 ６日（水） 北地区コミュニティセンター １名 

９月１０日（水） 豊栄地区公民館 ３名 

１０月 ８日（水） 北地区コミュニティセンター １名 

１１月１３日（木） 豊栄地区公民館 参加者なし 

１２月１０日（水） 北地区コミュニティセンター 参加者なし 

１月１４日（水） 豊栄地区公民館 １名 

２月１２日（木） 北地区コミュニティセンター １名 

３月１１日（水） 豊栄地区公民館 参加者なし 

 合 計 ２７名 

 

⑻ ボランティア・市民活動情報誌発行事業 

 ボランティアや市民活動に関する情報提供・情報発信を行い、併せて北区ボラン

ティア・市民活動センター事業等を紹介するため、平成２６年１０月から隔月で北

区ボランティア・市民活動センター情報誌「キラッ★キタッ」を発行しました。 

号 発行時期・部数 内 容 

創刊号 
平成２６年１０月 

１，１００部 

・北区ボランティア・市民活動センターについて 

・きっかけづくり講座案内 

・北区社会福祉協議会ホームページ 

・ボランティア募集 

第２号 
平成２６年１２月 

１， １００部 

・北区地域福祉推進フォーラム実施報告 

・きっかけづくり講座開催報告 

・元気力アップ・サポーター登録説明会案内 

・子育てサロン「ぴょんきち」案内 

・企業紹介 

・ボランティア募集 

第３号 
平成２７年２月 

１，１００部 

・大雪対応ボランティア募集 

・おもいやりのひとかき運動 

・平成２７度ボランティア保険案内 

・福祉教育案内 

・企業紹介 

 



⑼ 傾聴講座（共催事業） 

 「傾聴サロンにこっと」主催の傾聴講座『コミュニケーションはここちよい会話か

ら』の開催にあたり運営協力を行いました。 

開催期日／会場 講座内容 参加者数 

平成２７年１月２４日（土） 

豊栄健康センター 

（第１回） 

講話：「よりよい人間関係を築くために」 

～お話を聴く手法を学ぶ～ 

講師：カウンセラー 山田友明 氏 

３２名 

平成２７年１月３１日（土） 

豊栄健康センター 

（第２回） 

講話：「お話を聴くコツって」 

   ～話しやすい聞き方を 

体験しましょう～ 

講師：傾聴相談員 傾聴サロンにこっと 

平成２７年２月７日（土） 

豊栄健康センター 

（第３回） 

講話：「こことよい人間関係は 

コミュニケーションから」 

～安心できる、話したくなる 

素敵な関係とは～ 

講師：チャイルドラインにいがた 

   代表 小林富貴子 氏 

 

４．広報・啓発事業 

⑴ さわやか通信の発行 

  社会福祉協議会の活動について広く区民に広報し、より理解を深めていただくた

め、機関紙「さわやか通信」を発行しました。 

機関紙名 

発行部数 
発行月 主な内容 

さわやか通信 

№２５、№２６ 

 

各 26,500部発行 

平成２６年７月 

平成２７年３月 

・平成 26年度予算、事業計画 

・平成 25年度決算、事業報告 

・社協会員会費の協力依頼 

・地域福祉計画・地域福祉活動計画紹介 

・ボランティア・市民活動センター紹介 

・介護事業所の紹介 

・寄付金の紹介 等 



⑵ 平成２６年度 北区地域福祉推進フォーラム 

 認知症をはじめとする高齢者の社会的孤立を防ぐ取組みを地域で推進していく

ことを目的として、認知症による地域での課題の提起及び地域包括ケアシステム構

築の取り組みについてシンポジウムを実施しました。 

開催日時 平成２６年１１月２４日（月・振休） 午後１時～４時 

会 場 新潟市北区文化会館 ホール 

内容・構成 １．新潟市北区社会福祉協議会会長表彰式 

２．シンポジウム 

（１）基調講演 

「NHKキャンペーン報道認知症行方不明者 1万人の実態」 

講師 NHK人事局 副部長 矢野 良知 氏 

（２）シンポジウム 

「高齢者の社会的孤立を防ぐ取組みを考える 

          ～初期支援と地域のネットワーク～」 

コーディネーター 

岩手県立大学社会福祉学部講師   菅野 道生 氏 

シンポジスト 

ＮＨＫ人事局 副部長        矢野 良知 氏 

医療法人社団 山口クリニック院長 山口 正康 氏 

早通地域コミュニティ協議会会長  清水 博恭 氏 

参加者  ４１２名  

 

⑶ 平成２６年度北区社会福祉協議会会長表彰 

北区地域福祉推進フォーラムにおいて、平成２６年度新潟市北区社会福祉協議会

会長表彰式を行い、地域福祉に貢献した１６名１０団体を表彰しました。 

表彰等区分 表彰者等氏名 

第２条１号 

 社会福祉の向上のために１０年以上継続して活動

または協力を積極的に行ったと認められる個人若し

くは団体又は企業（１４名１０団体） 

水澤 龍雄 

齋藤 勤 

本間 利枝 

吉井 ユミ子 

瀧澤 佐久子 

小川 保子 

藤間 裕子 

内山 ミヨ 



風間 ひさ子 

廣瀬 トシ子 

佐藤 ハルイ 

鈴木 アサ子 

玉木 あや子 

笹川 晴子 

十二さくら会 

兄弟堀サロン福寿会 

中大口あじさいの会 

サロン秋葉会 

灰塚さつき会 

森下あやめ会 

けやきの茶の間 

いきいきサロンひのうち 

明るい地域を創る会 

サロン・まごころ 

第２条４号 

 その他社会福祉の推進のため、特にその功績が顕著で

あると認められる個人若しくは団体又は企業(２名) 

齋藤 岩雄 

松田 正實 

 

⑷ ホームページを活用した広報 

   北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、

「北区社協ツイッター」にて情報を発信し、ホームページへの誘導を図りました。 

＜平成２６年５月１日～平成２７年３月３１日 アクセス数 約６，１２７件＞ 

 

 

５．組織運営 

⑴ 社会福祉協議会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 

 



地区名 自治会数 世帯数 

平成 26年度 平成 25年度 

納入 

自治会数 

納入金額

（円） 

納入 

自治会数 

納入金額

（円） 

松浜 19 4,095 17 1,178,300 14 1,119,885 

南浜 29 2,035 29 782,592 29 791,160 

濁川 13 2,787 13 757,676 13 758,500 

葛塚 53 7,267 53 2,197,700 53 2,247,603 

木崎 19 2,848 18 968,390 17 937,783 

岡方 16 1,021 15 480,500 15 478,500 

長浦 19 1,958 19 790,200 19 782,100 

早通 27 3,602 15 743,490 18 804,350 

合計 195 8,917 179 7,899,148 178 7,919,881 

   

② 賛助会員会費実績 

   ６５件 ３８８，０００円（平成２５年度実績 ８３件 ４７８，０００円） 

 

⑵ 役員会の開催状況 

期日／会場 内 容 

第１回 

平成 26年 5月 22日（金） 

葛塚コミュニティセンター 

議案第１号 役員の一部選任について 

議案第２号 副会長の一部選任について 

議案第３号 新潟市社会福祉協議会評議員候補者の推薦 

     について 

議案第４号 平成２５年度事業報告及び決算について 

報告事項１ 平成２６年度一般会員会費の募集について 

第２回 

平成 26年 9月 12日（金） 

割烹旅館 長岡屋 

議案第１号 平成２６年度北区社会福祉協議会会長表彰につい

て 

議案第２号 北区社会福祉協議会運営検討委員会設置要綱の制

定について 

報告事項１ 地域福祉推進フォーラムの開催について 

報告事項２ 認知症サポーター養成講座について 

報告事項３ 地域福祉計画の策定状況について 

第３回 

平成 27年 1月 9日（金） 

豊栄健康センター 

報告事項１ 運営検討委員会協議経過について 

報告事項２ 地域福祉推進フォーラム実施報告について 

報告事項３ 平成２６年度会員会費納入状況について 



第４回 

平成 27年 3月 17日（火） 

葛塚コミュニティセンター 

議案第１号 役員会の名称変更について 

議案第２号 北区社会福祉協議会規約の全部改正について 

議案第３号 役員等費用弁償支給要綱の全部改正について 

議案第４号 地域福祉活動総合事業補助金交付要綱の廃止について 

議案第５号 いきいきサロン事業助成実施要綱の制定について 

議案第６号 子育てサロン事業助成実施要綱の制定について 

議案第７号 地域ふれあい事業助成実施要綱の制定について 

議案第８号 モデル地区指定事業助成実施要綱の制定について 

議案第９号 平成２７年度事業計画及び予算について 

議案第 10号 役員の選任について 

議案第 11号 新潟市共同募金委員会北区分会委員の推薦につ

いて 

報告事項１ 運営検討委員会の答申について 

報告事項２ 平成２６年度会員会費等の納入状況について 

 

⑶ 正・副会長会議 

期日／会場 内 容 

第１回 

平成 26年 9月 4日（木） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第２回役員会の議題について 

第２回 

平成 27年 3月 9日（月） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第４回役員会の議題について 

 

 

⑷ 監事会 

期日／会場 内 容 

平成 26年 5月 12日（月） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

監事２名による平成２５年度事業及び決算監査 

 

⑸ 運営検討委員会 

役員会のもと、区社協の組織運営・事業等の検討のため、役員（５名）及び外部有

識者（３名）が委員となり、運営検討委員会による詳細な検討を行い、区社協会長に

答申しました。 

 



 

期日／会場 内 容 

第１回 

平成 26年 10月 27日（月） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 全体スケジュールについて 

協議事項２ 北区社会福祉協議会の課題について 

第２回 

平成 26年 11月 25日（火） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 組織について 

協議事項２ 組織運営のあり方について 

第３回 

平成 26年 12月 24日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 既存事業と今後必要な事業について 

協議事項２ 助成事業の見直し 

第４回 

平成 27年 2月 5日（木） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 答申内容について 

 

 

⑹ 豊栄さわやか老人福祉センター及び北区豊栄健康センター【指定管理施設】 

  高齢者に対してさまざまな相談に応じながら、健康増進、教養の向上及びレクリエ

ーションのための便宜を供与するため、豊栄さわやか老人福祉センターの管理運営を

実施しました。また、市民の健康の保持及び福祉の増進に資するとともに、市民の保

健及び福祉活動を支援するために北区豊栄健康センターの管理運営を実施しました。 

センター名 開館日数 延べ利用者数 

豊栄さわやか老人福祉センター    ２９０日 ２７，９２４名 

北区豊栄健康センター    ２４１日 １，８１８名 

 

⑺ 新潟県共同募金会新潟市支会北区分会事務局 

  新潟県共同募金会新潟市支会北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、災害義援金の受付窓口として

対応を行いました。 

 

⑻ 北区民生委員児童委員連絡協議会との連携・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のため、北区民生委員児童委員

連絡協議会及び地区民生委員児童委員協議会との連携・協力を進めました。 


