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平成２９年度 新潟市北区社会福祉協議会 事業報告書 

 

 

総括 

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

の増加や地域コミュニティにおける交流機会の減少をはじめとした多様な福祉課題に

対応するために、地域コミュニティ協議会を構成単位とする地区社会福祉協議会（以下

「地区社協」という。）や自治・町内会、民生委員・児童委員等との協働をより推進す

る必要があることから、区社協役員並びに地区社協会長・副会長参加による年度総会や、

自治・町内会向けの地域福祉に関する研修会などを充実し、地域福祉活動をより進める

ための区社協事業の理解を深める機会を設けました。 

 また、これまでのモデル地区指定事業の実績を考慮し、自治・町内会による緊急情報

キット配布への助成事業を開始し、小地域単位による住民主体の見守り活動支援を強化

しました。 

平成２９年度も、北区役所と共同で策定した「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―」に基づいて、地域ごと

に地域座談会を行うとともに、地域福祉推進フォーラムを開催し、地域福祉に関する区

民への啓発にも努めました。 

 北区における地域の支え合いのしくみづくり（地域包括ケアシステム）を推進するた

め、区を単位とする第１層の生活支援体制整備事業および、葛塚・木崎・早通圏域の第

２層生活支援体制整備事業について市から受託し、多様な構成員による支え合いのしく

みづくり会議の運営、地域コミュニティ協議会を中心とした地域住民への支え合いのし

くみづくりの普及啓発、地域の茶の間の立ち上げ支援等を行いました。 

 

１．地域福祉活動推進事業 

 ⑴ 平成２９年度総会の開催 

   地区社協関係者、区社協役員を対象として、区社協の事業報告・決算、事業計画・

予算について説明を行いました。 

期日／会場 内 容 

平成２９年６月２３日（金） 

割烹 松潟屋 

参加者３３名 

①平成２８年度事業報告・決算について 

②平成２９年度事業計画・予算について 

③新潟市支え合いのしくみづくり事業の実施状況について 

④新潟市北区社会福祉協議会の進める見守り事業について 

⑤今後の日程について 
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⑵ 平成２９年度自治・町内会長地域福祉研修会の開催 

各自治・町内会の代表者に地域福祉についての理解を深め、併せて北区社協の事

業等について説明する機会として地域福祉研修会を開催しました。 

期日／会場 内 容 

平成２９年７月２８日（金） 

新潟市北区文化会館 

参加者９６名 

①基調説明「自治・町内活動の充実に向けて」 

 新潟医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

教授 渡邉 敏文 氏 

②活動紹介 

 白勢町自治会・川西 4丁目自治会の 2自治会 

③事業説明 

新潟市北区社会福祉協議会 

新潟市北区健康福祉課 

※北区健康福祉課との共催により実施。 

 

⑶ 地域福祉活動計画推進事業（座談会） 

   「北区すこやか・あんしん・支えあいプラン２０１５」に掲げた地区別計画の推

進を図るため、区内の８つのコミュニティ協議会を単位にテーマを決め座談会を開

催し、災害時対応や地域の茶の間の活性化、認知症等について話し合いました。 

地区 開催日時 テーマ 参加人数 

松浜 
12月 9日(土） 

13:30～15:30 
災害時の対応をどうするか ６名 

南浜 
12月 6日(水) 

10:00～12:00 
災害時の不安 ５２名 

濁川 
12月 2日(土） 

13:30～15:30 
地域の茶の間の活性化 １３名 

葛塚 
12月 8日（金） 

10:00～11:30 

地域でどう支え合うか 

～集いの場を自治会単位でどう

作っていけるか～ 

１６名 

木崎 
12月 13日(水） 

13:30～15:00 
認知症の症状と接し方について ４９名 
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地区 開催日時 テーマ 参加人数 

岡方 
12月 20日(水） 

15:00～16:10 
多世代交流 地域の絆 ３４名 

長浦 
12月１日(金） 

13:30～15:30 

長浦地区の地域課題について考

える 
１７名 

早通 
12月 14日(木） 

13:30～15:30 
認知症 ２６名 

合 計 ２１３名 

※北区地域福祉計画・活動計画の実施計画に基づき、北区健康福祉課との共催により実施。 

 

⑷ モデル地区指定事業 

   高齢者等の社会的孤立を防ぐ見守り・生活支援等について、地域の実情や課題に

合わせて独自の企画と方法により取り組む地区をモデル地区として指定しました。 

指定年度 指定地区名 事業名 

２８・２９年度 長浦コミュニティ委員会 世代間交流活動 

２８・２９年度 南浜地区社会福祉協議会 健康づくり体操 

２９・３０年度 葛塚地区社会福祉協議会 緊急情報キット 

 

⑸ 地域ふれあい助成事業 

  自治・町内会が行う住民相互（多世代）の交流事業を支援し、併せて担い手育成

のきっかけとなることを目的として、助成を行いました。 

連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

１ 

松

浜 

新屋敷自治会 納涼バーベキュー大会 ６０名 

２ 松浜６丁目町内会 盆踊り大会 １０６名 

３ 

松浜７丁目自治会 

仮装ハローウィン ５７名 

４ 
津波避難訓練と焼き肉を囲ん

での親睦会 
２９名 
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連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

５ 

松
浜 

松浜新町自治会 
松浜まつり １３１名 

６ 歳末もちつき大会 ８０名 

７ 
松浜東町自治会 

夏祭り １４９名 

８ 餅つき大会 ９２名 

９ 

濁
川 

すみれ野自治会 
納涼会 ５４８名 

10 交流会 ２６名 

11 西名目所自治会 平成２９年度餅つき大会 ３０名 

12 つくし野自治会 ２０１８新春餅つき大会 １１３名 

13 

南

浜 

島見町自治会 島見町秋祭り １７５名 

14 加治川自治会 島見町秋祭り ２２名 

15 
加治川第１～第５自治

会 
賽の神どんど焼 １１０名 

16 新緑自治会 納涼新緑まつり ３３０名 

17 
白勢町自治会 

白勢クリーン作戦 ２５名 

18 白勢ふれあいまつり ７０名 

19 
南浜小学校区１８自治

会 
南浜小学校区大運動会 ２２１名 

20 

葛 

塚 

石動自治会 秋の石動クリーン作戦 ９６名 

21 かぶとやま自治会 
かぶとやま子供会 親子懇親

会 
６０名 

22 
白新町３丁目自治会 

白新町バーベキュー＆ビンゴ

大会 
６２名 

23 白新町ボランティアの会 １６名 

24 

白新町４丁目自治会 

春の親睦会「花見」 ２６名 

25 
夏の親睦会（防犯）軽スポーツ

大会 
３５名 

26 

朝日町自治会 

朝日町地引き網大会 １１８名 

27 
第 11 回 朝日町しらかば公園

祭り 
５７０名 
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連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

28 

葛
塚 

川端町自治会 第１５回かわばた祭り ７０名 

29 新鼻本村自治会 地域内のクリーン作戦 １０１名 

30 
稲荷浦自治会 

親子レクリエーション ２９名 

31 町内ボーリング大会 ２８名 

32 
中黒山自治会 

太田小学校閉校記念事業「“大”

流しそうめん」＋「ＢＢＱ」＆

「Pizza」 

５１名 

33 夫婦欅保存会による欅祭り １１０名 

34 下黒山自治会 
地引網体験とクリーン作戦そ

の後納涼会 
４６名 

35 内沼沖自治会 地域内清掃（空缶拾い） ３１名 

36 栄町自治会 納涼会兼敬老お祝会 ２７４名 

37 

木

崎 

笹山自治会 
春祭りイベント ９０名 

38 秋祭りおでん屋台 ８０名 

39 
尾山団地第１～３自治

会 
尾山団地夏祭り ２２０名 

40 鳥屋自治会 「鳥屋祭り」夜店 ７８名 

41 
早
通 

下早通自治会 春祭り １５名 

42 早通北２丁目自治会 早通ふるさと祭り町内行事 ２００名 

43 

岡

方 

三ツ屋自治会 
クリーン作戦 ２６名 

44 緑化活動 ２６名 

45 
高森新田自治会 

第１１回高森新田盆踊り大会 ７４名 

46 高森新田そば打ち体験会 ２６名 

47 
平林自治会 

蚊の防除及びお宮掃除 ２４名 

48 ゴミ空缶ひろい ４８名 

49 
長

浦 
川西３丁目自治会 

子供会まつり ３１名 

50 世代間交流 ２３名 
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 ⑹ 歳末たすけあい事業 

   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。地域３１団体／福祉施設８団体） 

連

番 
地区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

１ 

松
浜 

松浜７丁目自治会 
餅つき大会・ 

新入学児童の祝い 
１００名 

２ 松浜新町自治会 世代交流お楽しみ会 ８０名 

３ 新元島町自治会 歳末もちつき大会 １９５名 

４ 松浜３丁目入船自治会 歳末もちつき大会 １００名 

５ 三軒屋町自治会 新春お楽しみ会 ５５名 

６ 

南
浜 

太夫浜小学校区 

校区民交流推進委員会 
歳末校区民餅つき大会 ３５８名 

７ 島見町自治会 
島見町ふれあい餅つき大

会 
１１０名 

８ 南浜地区青少年育成協議会 クリスマスの集い １２１名 

９ 陽光自治会 新春の集い １３０名 

10 白勢町自治会 新そば会食会 ３９名 

11 葛
塚 

松影自治会 さいの神 １１０名 

12 五星の会 さいの神 ２００名 

連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

51 

長
浦 

秋葉通自治会 
夏休み お楽しみ会 ４３名 

52 多世代間交流事業 ２９名 

53 
長場自治会 

長場盆踊り大会 ９８名 

54 さいの神 １６３名 

55 上土地亀自治会 第３回地区交流会 １２４名 

   参加者合計 ５，３９１名 
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連

番 
地区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

13 

葛
塚 

上黒山１区自治会 

上黒山２区自治会 

上黒山３区自治会 

村新田自治会 

上黒山四地区賽の神 ２００名 

14 石動自治会 いするぎ大新年会 １００名 

15 上大口自治会 親睦餅つき大会 ６６名 

16 白新町４丁目自治会 
白新町４丁目自治会新年

会 
２６名 

17 
中嘉山団地自治会 

子ども育成会 

町内ふれあい 

もちつき大会 
１２２名 

18 法花鳥屋自治会 老若男女交流新年会 ５２名 

19 朝日町自治会 
朝日町 

歳末もちつき大会 
８７名 

20 正尺自治会 歳末餅つき大会 ８３名 

21 かぶとやま自治会 餅つき大会 ６５名 

22 白新町連合子供会 
白新町連合子供会 新年

おもちつき大会 
８３名 

23 木
崎 

尾山団地 

第３自治会 

尾山団地三自治会第８回

クリスマスお楽しみ会 
１７１名 

24 

岡
方 

高森新田自治会 
高森新田ふれあい福祉お

たのしみ会 
９７名 

25 平林自治会 賽の神 ６７名 

26 十二自治会 賽の神 ４６名 

27 

長
浦 

 
 
 
 
 
 
 

内沼沖自治会 賽の神 ６５名 

28 長浦コミュニティ委員会 
長浦コミセンクリスマス

会 
１４６名 

29 長戸自治会長戸防災会 
さいの神 

親子交流会 
５０名 

30 
早
通 

早通北６丁目自治会 新年町内交流会 ２２名 

31 
早通地域コミュニティ協議

会ふれあい部会 
早通ビッグクリスマス ５，２６９名 
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連

番 

地
区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

32 

施 

設 

特別養護老人ホーム 

新潟北愛宕の園 
もちつき大会 １９４名 

33 
就労センタードリームネク

スト 

ラーメン＆神楽を通じた

地域交流 
１０５名 

34 クローバー歩みの家 
クローバー秋の芸術文化

祭 
１４７名 

35 
特別養護老人ホーム新屋敷

まつはま園 

新屋敷まつはま園秋まつ

り 
３６０名 

36 
障がい者就労支援センター

ドリーム 

クリスマスパンケーキ＆

ラーメン振舞い会 
６７名 

37 
障がい者支援施設  

松潟の園 
ふれあいクリスマス会 ８４名 

38 

特別養護老人ホーム愛宕の

園 

デイサービスセンター愛宕

の園 

愛宕の園クリスマス会 ２１７名 

39 ドリームカレッジ 
ドリームカレッジ 

ふゆまつり 
１４７名 

   参加者合計 ９，７９６名 

 

 

⑺ 福祉関係等講師派遣事業（福祉出前講座） 

自治・町内会等の依頼により福祉関係の講師を紹介または派遣しました。 

地区 団体数 主な講座内容 

葛塚地区 ７ 介護予防講座・認知症サポーター養成講座 

木崎地区 ３ 地域の茶の間・認知症サポーター養成講座 

早通地区 １ 社会福祉協議会事業・見守り活動 

長浦地区 ３ 災害ボランティアセンター・地域の茶の間 

合 計 １４  
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 ⑻ 地区社会福祉協議会活動交付金 

    各地区社会福祉協議会の活動費として地区社会福祉協議会活動交付金を配分し

ました。 

地区名 金額（円） 

松 浜 ３３１，９５０ 

南 浜 ２２９，８００ 

濁 川 ２３３，１０９ 

葛 塚 ６６９，６５５ 

木 崎 ２２４，８５０ 

岡 方 １４７，０９７ 

長 浦 ２２２，７３５ 

早 通 ２３４，４２０ 

合 計 ２，２９３，６１６ 

 

⑼ 敬老祝会助成事業 

永年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

ることができるよう、助成を行いました。平成２９年度助成実施団体数：１９団体 

 

 ⑽ 地域コミュニティ協議会総会等における事業説明 

地域コミュニティ協議会や各種団体の総会等において、地域福祉活動の活性化の

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。 

連

番 
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２９年４月１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２９年４月１５日（土） 

割烹 永宝閤 

３ 岡方地区コミュニティ委員会総会 
平成２９年４月１６日（日） 

岡方コミュニティセンター 

４ 地域コミュニティ葛塚連合総会 
平成２９年４月２２日（土） 

葛塚コミュニティセンター 

５ 早通地区自治会連合会定期総会 
平成２９年４月２３日（日） 

いするぎ荘 
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連

番 
会議名等 期日／会場 

６ 濁川地区社会教育推進委員会役員総会 
平成２９年５月７日（日） 

濁川連絡所 

７ 南浜地区コミュニティ協議会総会 
平成２９年５月１３日（土） 

南浜連絡所 

８ 新潟市北区身体障がい者福祉協会総会 
平成２９年５月１３日（土） 

割烹 大倉屋 

９ 早通地域コミュニティ協議会総会 
平成２９年５月２１日（日） 

いするぎ荘 

10 
新潟市北区老人クラブ連合会木崎支部

第３９回親睦大会 

平成２９年６月２５日（日） 

木崎中学校 

11 
濁川地区社会教育推進委員会第６７回

敬老会 

平成２９年６月２５日（日） 

濁川小学校 

12 社会を明るくする運動推進委員会 
平成２９年６月３０日（金) 

北区役所 

13 
矯正施設 新潟刑務所 新潟保護観察所 

参観研修 

平成２９年９月１４日（木) 

新潟刑務所  新潟保護観察所 

14 岡方地区老人クラブ連合会お楽しみ会 
平成２９年９月２９日（金） 

月岡ニューホテル冠月 

15 第５３回濁川地区民大運動会 
平成２９年１０月１日（日） 

濁川小学校 

16 長浦コミュニティ委員会お楽しみ会 
平成２９年１０月７日（土） 

長浦コミュニティセンター 

17 平成２９年度長浦地区防災訓練 
平成２９年１０月１５日（日） 

長浦コミュニティセンター 

18 北区老連さわやかスポーツ大会 
平成２９年１０月２４日（火） 

豊栄総合体育館 

19 
平成２９年度 第６９回 

濁川地区文化祭 

平成２９年１０月２９日（日） 

濁川連絡所 

20 
北区老人クラブ連合会葛塚支部 

第３１回お楽しみ大会 

平成２９年１１月７日（火） 

豊栄地区公民館 

21 北区民生委員児童委員連絡協議会総会 
平成２９年１２月４日（月） 

豊栄地区公民館 
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連

番 
会議名等 期日／会場 

22 歩みの会親子クリスマス会 
平成２９年１２月１６日（土） 

豊栄地区公民館 

23 
濁川地区民生委員・児童委員協議会 

新年会 

平成３０年１月１８日（木） 

奥次郎 

24 
葛塚地区民生委員・児童委員協議会 

行政・福祉関係団体懇談会 

平成３０年１月２２日（月） 

大倉屋 

25 第１４回豊栄日本語教室交流会 
平成３０年３月２４日（土） 

葛塚コミュニティセンター 

 

２．見守り・生活支援事業 

 ⑴ 地域の茶の間（サロン）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、実施団体からの相談受付や立

ち上げ支援を目的として助成制度説明会を開催しました。 

 

① 助成団体一覧（４６団体）  

 ※助成金なしで自主運営している団体は一覧表に含まず。 

 

連

番 

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 松浜７丁目自治会 松浜７丁目 松浜７丁目集会所 

５ 常盤自治会 常盤 常盤自治会集会所 

６ 新元島町自治会 新元島町 新元島町自治会館 

７ 

南
浜 

陽光自治会 陽光 陽光自治会館 

８ ひまわり会 島見町 島見町自治会館 

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 
濁

川 
つくし野自治会 つくし野 つくし野自治会館 
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連

番 

地

区 
団体名 対象エリア 会場 

12 

葛 
 

塚 

お茶の間嘉山みどり会 杉名町 杉名町公民館 

13 中大口囲炉裏の会 中大口 中大口公民館 

14 いきいきサロン南川岸桜の会 上他門 ｌｅｃｏカフェ 

15 いきいきサロン若松会 若松町 若松町公民館 

16 上黒山四地区ふれあい会 上黒山 上黒山ふれあいセンター 

17 いきいき楊柳会 柳原 柳原ふれあい館 

18 スマイルサロン 月見町 月見町公民館 

19 サロン柳原 柳原 柳原ふれあい館 

20 お茶の間しらかば 朝日町 朝日町公民館 

21 いきいきサロンけやきの会 中黒山 中黒山公民館 

22 サロンみちくさ 川端町 川端町公民館 

23 

木
崎 

ふれあい木崎 木崎 木崎公民館 

24 尾山いきいきサロン 尾山 尾山公民館 

25 笹山ふれあい好日会 笹山 笹山公民館 

26 内島見健康サロン 内島見 内島見公民館 

27 笠柳つくし会 笠柳 笠柳公民館 

28 浦ノ入やすらぎ会 浦ノ入 浦ノ入公民館 

29 みなとサロン横土居 横土居 横土居公会堂 

30 地域の茶の間喜楽会 尾山団地 尾山団地公民館 

31 

早
通 

須戸新和会 須戸 須戸公民館 

32 さつき会 早通 早通コミュニティセンター 

33 お茶の間ストレッチサークル 早通 早通コミュニティセンター 

34 

岡
方 

高森新田ふれあい福祉 高森新田 高森新田公民館 

35 太子ひまわり会 太子堂 太子堂公民館 

36 兄弟堀サロン福寿会 兄弟堀 兄弟堀公民館 

37 灰塚さつき会 灰塚 灰塚公民館 

38 いきいきサロンけやきの茶の間 高森 高森公民館 

39 三葉会 三ツ屋 三ツ屋公民館 

40 十二さくら会 十二 十二ふれあいセンター 

41 長
浦 

ピーチサロン長場 長場 長場公民館 

42 浦木さわやか会 浦木 浦木公民館 
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連

番 

地

区 
団体名 対象エリア 会場 

43 

長
浦 

さざんかの会 川西４丁目 川西４丁目公民館 

44 サロン秋葉会 秋葉通 川西住良公民館 

45 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 

46 サロンひばり会 長戸 長戸公民館 

 

② 地域の茶の間・友愛訪問事業等見守り団体研修会の開催 

  見守りを目的とした活動団体の交流機会とし、併せて研修の場としました。 

期日／会場／参加者 内容 

平成 30年 3月 1日（木） 

北区豊栄健康センター 

参加者数 ６１名 

１．研修会「各圏域における取り組みについて」 

２．情報交換会（グループワーク） 

３．地域の茶の間助成金説明 

（１）平成３０年度事業助成について 

（２）平成３０年度申請について 

 （３）平成２９年度報告について 

（４）ボランティア行事用保険について 

 

平成 30年 3月 2日（金） 

岡方コミュニティセンター 

参加者数 ２５名 

平成 30年 3月 8日（木） 

北地区コミュニティセンター 

参加者数 ４０名 

 

⑵ 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。 

地区名 実施団体数 訪問実施世帯 訪問員数 

松浜地区 １ ２０２ ３２ 

南浜地区 １ ６１ １２ 

濁川地区 １ ３３ １２ 

葛塚地区 1 ２４２ ２４ 

２９年度合計 ４ ５３８ ８０ 

２８年度合計 ４ ５３０ ８０ 

２７年度合計 ３ ２８２ ７１ 
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 ⑶ おせち料理配食事業 

   友愛訪問事業と豊栄地区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。 

地区名 実施団体数 訪問実施世帯 訪問員数 

松浜地区 １ ２００ ２０ 

南浜地区 １ ５８ １０ 

濁川地区 １ ３５ １０ 

葛塚地区 １ ３０ １４ 

木崎地区 １ ２６ ９ 

岡方地区 １ １１ ５ 

長浦地区 １ １３ ５ 

早通地区 １ ９ １０ 

２９年度合計 ８ ３８２ ８３ 

２８年度合計 ８ ３６１ ８３ 

２７年度合計 ８ ４０２ ８４ 

 

 ⑷ 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 

地区名 ２９年度 ２８年度 ２７年度 延べ配布数（２９年度配布数含む） 

松浜地区 ２４ ２０ ２７ ３６４ 

南浜地区 ４ １０ ３ ９２ 

濁川地区 ５ ５ ７ １２３ 

葛塚地区 ６ １１ ３３ ４８６ 

木崎地区 ２０ １５ １５ ２６７ 

岡方地区 ９ ８ ３ １００ 

長浦地区 ３ ０ ５ １３３ 

早通地区 ０ ３ ２２ １８２ 

合 計 ７１ ７２ １１５ １，７４７ 
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 ⑸ なじらネットワーク事業助成 

身近な地域のささえあいの仕組みの一つとして、自治・町内会が行う住民のゆる

やかな見守り活動に対し助成を行いました。 

地区名 自治・町内会名 事業内容 

松浜地区 新元島町自治会 
対象世帯の班単位による見守り訪問活

動、自治・町内会行事等への参加促進 

岡方地区 三ツ屋自治会 
対象世帯の見守り訪問活動、自治・町内

会行事等への参加促進 

長浦地区 川西３丁目自治会 
対象世帯の見守り訪問活動、自治・町内

会行事等への参加促進 

 

⑹ 緊急情報キット配布事業 

  ひとり暮らし高齢者等に対し緊急情報キットの配布を通じて、救急時における迅

速かつ適切な対応につなげるとともに、身近な地域における見守りネットワークの

強化を図りました。 

    

地区名 自治・町内会名 配付数 

岡方地区 高森新田自治会 ２０ 

木崎地区 尾山団地第２自治会 ５６ 

長浦地区 

里飯野自治会 ３ 

長場自治会 ２８ 

大月自治会 ３２ 

内沼自治会 １２ 

浦木自治会 １２ 

上土地亀自治会 ４ 

秋葉通自治会 ６ 

川前自治会 ３１ 

下土地亀自治会 １５ 

新井郷自治会 ６ 

川西２丁目自治会 ６ 

川西４丁目自治会 ４４ 

 合計 ２７５ 
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⑺ 新潟市北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、地域からの孤立予防といった福祉の増進を図

り、また、自立した生活支援や健康保持のため、安否確認と共に定期的な食事の提

供を行いました。 

地区名 年間実施日数 延べ配食数 実利用者数 

葛塚地区  ２４ 日   ６５４ 食 ３２ 名   

木崎地区  ２４ 日   ６０８ 食  ２８ 名   

岡方地区  ４５ 日   ４５５ 食  １２ 名   

長浦地区  ３４ 日   ４５４ 食  １６ 名   

早通地区  ３３ 日   ３２３ 食  １２ 名   

２９年度合計 １６０ 日   ２，４９４ 食 １００ 名   

２８年度合計 １６１ 日   ２，８１４ 食 ９１ 名   

２７年度合計 １６２ 日   ３，６２５ 食 １３７ 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 

29年度相談件数 ２４３件 １９件 １２件 

28年度相談件数 ２８９件 ２８件 ３１件 

27年度相談件数 ２５２件 ２２件 ２６件 

 

⑼ 北区学習支援プログラム【市受託事業】 

   貧困の再生と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させるとともに学習支援を行

いました。 

 年 度 登録人数（年度当初） 延べ開催回数 延べ参加人数 

２９年度 ５人 ４５回 １２５人 

２８年度 ４人 ４９回 １６３人 

２７年度 ３人 ４９回 １６７人 
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⑽ 子育てサロン事業 

① 子育てサロン事業助成 

    社会的に孤立する可能性のある子育て世帯のために、地域で開催する子育てサ

ロン団体に助成を行いました。 

年 度 助成団体数 

２９年度 ２ 

２８年度 ２ 

２７年度 １ 

 

② 直営型子育てサロン「ぴょんきち」 

育児中の保護者の居場所及び子どもの遊び場の提供と、保護者同士が集うこと

で仲間づくりや不安解消のきっかけとなるよう、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。ボラン

ティア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 

 ４月 ５日（水） ３ ６ ２ 

 ５月１０日（水） ４ ８ ５ 

 ６月 ７日（水） ３ ７ ３ 

 ７月 ５日（水） ３ ６ ３ 

 ８月 ２日（水） １ ２ ４ 

 ９月 ６日（水） ６ １２ ３ 

１０月 ４日（水） ５ １０ ３ 

１１月 １日（水） ５ １０ ４ 

１２月６日（水） ０ ０ ３ 

１月１０日（水） ６ １２ ３ 

２月７日（水） ０ ０ ３ 

３月７日（水） ３ ６ １ 

２９年度合計 延べ３９組 延べ７９名 延べ３７名 

２８年度合計 延べ８１組 延べ１６６名 延べ２４名 

２７年度合計 延べ６７組 延べ１０３名 延べ２１名 
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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福祉課題やニーズを踏まえ、関係機関や住民からの個別の相

談に応じ、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。 

【地域における担い手の育成】 

高齢者の社会的孤立を防ぐため、また、埋もれている課題の早期発見及び早期

解決のため、身近な地域住民による担い手育成を行いました。自治・町内会にお

ける住民同士のゆるやかな見守り活動である「なじらネットワーク事業」をさら

に促進するため、自治・町内会へ働きかけるとともに、地域課題に沿ったテーマ

での「地域福祉座談会」を開催しました。 

【成果】 

なじらネットワーク事業については、ＣＳＷが各地区社協・自治・町内会へ働

きかけ、立ち上げ後の相談支援を継続して行いました。また、地域福祉座談会で

は、身近な地域住民による担い手育成が必要であることも共有しました。 

【専門職・関係機関とのネットワーク構築状況】 

（１）北区医療と介護のささえあいネット 

①総会・講演会 

   日時 平成２９年６月３日（土）午後２時～４時３０分 

会場 豊栄地区公民館 

人数 ７８名 

②第６回元気塾 

日時 平成２９年９月２０日（水）午後７時～８時３０分 

会場 豊栄病院 

人数 ８２名 

③第７回元気塾 

日時 平成２９年１１月２２日（水）午後７時～８時３０分 

   会場 新潟リハビリテーション病院 

   人数 ８９名 

 ④勉強会 

日時 平成３０年２月２３日（金）午後６時３０分～８時３０分 

   会場 豊栄病院 

   人数 ６９名 

 ⑤第８回元気塾 

日時 平成３０年３月８日（木）午後６時３０分～８時３０分 

   会場 豊栄病院 
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   人数 ８０名 

（２）新潟市北区障がい福祉サービス事業管理者連絡会 

   日時 平成２９年８月７日（月） 午後４時３０分～８時００分 

   場所 割烹 松潟屋 

   人数 ３２名 

【成果】 

 （１）地域包括ケアに向け医療と介護に関わる多職種の連携を進めることを目

的として、総会及び勉強会（年１回）を開催した他、在宅医療・介護連携

ステーション北と共催で元気塾（年３回）を開催しました。 

 （２）北区の障がい福祉サービス事業を運営する事業所管理者の相互交流を図

るとともに、サービス提供体制の充実を目的に開催し、３４事業所加入の

もと意見・情報交換を行いました。 

 

⑿ 生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】／行旅人旅費貸付事業 

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。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。 
 

【生活福祉資金貸付事業】 

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 １３   ０          ０円 

住宅入居費   １   ０          ０円 

一時生活再建費   ３   ０          ０円 

福祉資金 
福祉費 ２８   ０ ０円 

緊急小口資金 ４６   ４ ３８５，０００円 

教育支援資金 
教育支援費 ４６   ５ ４，１７６，０００円 

就学支度費 １０   ３ ７６０，０００円 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生活資金   ２   ０ ０円 

要保護世帯向け不動産

担保型生活資金 
  ５   ０ ０円 

２９年度合計 １５４  １２ ５，３２１，０００円 

２８年度合計 ７０   ３ ３００，０００円 

２７年度合計 ７７   ２ ３６０，０００円 
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【行旅人旅費貸付事業】 

年 度 貸付件数 貸付金額 

２９年度合計 ４ ２，０００円 

２８年度合計 １１      ５，５００円 

２７年度合計 ７      ３，５００円 

 

⒀ 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、

必要なサービスを利用しながら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。 

年 度 認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 契約者数 

２９年度 １２ ４ １３ ２９ 

２８年度 １１ ２ １１ ２４ 

２７年度 １４ ４ ８ ２６ 

 

⒁ 生きがい対応型通所事業（ふれあいティールーム）【市受託事業】 

家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等の介護予防事業の一環として、阿賀浜

荘で毎週火・金曜日に実施しました。 

年 度 
年間開催 

日数 
登録者数 延べ参加人数 

１回あたり 

平均利用者数 

２９年度 ２５６日 ２２名 ７５７名 ８．４１名 

２８年度 ２４２日 ２１名 ７２３名 ６．６９名 

２７年度 ２３９日 ２３名 ７１３名 ７．６７名 

 

 ⒂ 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。 

年 度 北地区設置数 豊栄地区設置数 合計 

２９年度 ０か所 ４か所 ４か所 

２８年度 ３か所 １か所 ４か所 

２７年度 ２か所 ２か所 ４か所 

 



- 21 - 
 

⒃ さわやか公開講座（福祉オープンカレッジ） 

地域貢献事業として、豊栄健康センターにおいて、相談機能を持つ拠点の周知を

兼ねた様々なテーマの北区民向けの公開講座を開催しました。 

日時／参加者 内容 

平成 29年 5月 30日（木） 

10:00～11:30 

参加者  8名 

【演題・講師】 

ものわすれカフェ 

認知症の人、ご家族などどなたでも 

平成 29年 6月 29日（木） 

14:00～15:00 

参加者  18名 

【演題・講師】 

 かかりつけ医ってなんだろう 

 講師 豊栄病院 宮島院長 

平成 29年 8月 2日（水） 

13:30～15:00 

参加者  25名 

【演題・講師】 

 親子で体験！こどもおくすり教室 

 講師 （株）市民調剤薬局 

平成 29年 10月 20日（金） 

10:30～15:15 

参加者  12名 

【内容】 

 家族介護者のつどい 

平成 29年 12月 12日（火） 

10:00～11:30 

参加者 12名 

【内容】 

 ものわすれカフェ 

 認知症の人、ご家族などどなたでも 

平成 30年 3月 12日(月) 

14:00～15:00 

参加者  43名 

【演題・講師】 

 仏縁を結んでいく 

 講師 新潟市秋葉区観音寺住職 阿部 正機 氏 

 

⒄ 生活支援体制整備事業（第 1層）【市受託事業】 

北区における支え合いのしくみづくりを進めるため、第 1層支え合いのしくみづ

くり会議を開催し、第 2層協議体の進捗状況を共有するとともに、第 1層協議体と

して、「北区で支え合いをさらに広げるためにどのような取組が必要か」「構成員と

してその取組にどのような協力ができるか」について検討しました。 

また、区民に対し、地域包括ケアシステム構築の背景や、支え合いの手法につい

て理解を深め、地域での支え合いのしくみづくりの取り組みのきっかけになるよう、

周知啓発を目的とした支え合いのしくみづくり勉強会を第 2 層協議体と協働で開

催しました。 
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支え合いのしくみづくり会議開催状況 

期日／会場 内 容 

第５回 

平成 29年 6月 28日 

葛塚コミュニティセン

ター 

○報告事項 

（１）第２層協議体の進捗状況について 

（２）支え合いのしくみづくり勉強会開催状況について 

（３）一般介護予防事業（週１回以上開催する地域住民

運営の通いの場）・住民主体の訪問型生活支援（訪問 B）

実施団体の情報について 

○協議事項 

・平成 29年度計画 北区のめざすべき地域像について 

○参加者：17名（構成員 12、事務局 1、行政 1、2層 SC3） 

 

第６回 

平成 29年 10月 4日 

豊栄健康センター 

○報告事項 

（１）第２層協議体の進捗状況について 

（２）支え合いのしくみづくり勉強会開催状況について 

（３）支え合いのしくみづくり普及・啓発について 

（４）区だより（平成 30 年 2 月 4 日号）への記事掲載

について 

○協議事項 

・今年度の会議のスケジュール変更について 

○グループワーク 

・北区で支え合いをさらに広げるために、どのような取

組が必要か 

・構成員としてその取組にどのような協力ができるか 

○参加者：18名（構成員 13、事務局 1、行政 1、2層 SC3） 

 

第７回 

平成 30年 3月 28日 

葛塚コミュニティセン

ター 

○報告事項 

（１）第２層協議体の進捗状況について 

（２）支え合いのしくみづくり勉強会開催状況について 

（３）支え合いのしくみづくり普及・啓発について 

（４）区だより（平成 30年 1月 21日号）への記事掲載

について 

（５）北区自治協議会「福祉教育部会だより」2月号・

3月号の記事掲載について 



- 23 - 
 

○協議事項 

（１）平成 30 年度 北区支え合いのしくみづくり会議 

～めざすべき地域像と重点目標について～ 

（２）平成 30 年度北区支え合いのしくみづくり会議ス

ケジュールについて 

○参加者：16名（構成員 9、事務局 1、行政 1、2層 SC3、

構成団体 1、傍聴 1） 

 

 

 

支え合いのしくみづくり勉強会開催状況 

 期日／会場 内容 人数 

１ 

平成 29年 4月 27日（木） 

豊栄地区公民館 

 

【勉強会】 

（１）地域包括ケアシステムの

構築について 

（説明者） 第 1層圏域（区域）

支え合いのしくみづくり推進員  

（２）支え合いの手法について 

（説明者） 第 2 層圏域（日常

生活圏域）支え合いのしくみづ

くり推進員  

 

 

【情報提供】 

・出前講座の開催について 

・「地域の茶の間」助成について 

・「住民主体の訪問型生活支援」

助成について 

25 

２ 

平成 29年 5月 25日（木） 

早通健康福祉会館 

 

17 

３ 

平成 29年 6月 22日（木） 

長浦コミュニティセンター 

 

20 

４ 

平成 29年 7月 26日（水） 

岡方コミュニティセンター 

 

32 

５ 

平成 29年 8月 30日（水） 

地域包括ケア推進モデルハウス 

「松浜こらぼ家」 

 

39 

６ 

平成 29年 9月 28日（木） 

太田古屋（太田農村公園内） 

 

7 

７ 

平成 29年 10月 26日（木） 

濁川連絡所 

 

22 
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 期日／会場 内容 人数 

８ 

平成 29年 10月 26日（木） 

濁川連絡所 

【勉強会】 

（１）地域包括ケアシステムの

構築について 

（説明者） 第 1層圏域（区域）

支え合いのしくみづくり推進員  

（２）支え合いの手法について 

（説明者） 第 2 層圏域（日常

生活圏域）支え合いのしくみづ

くり推進員  

22 

９ 

平成 29年 11月 21日（火） 

木崎コミュニティセンター 32 

10 

平成 30年 3月 16日（金） 

南浜連絡所 41 

  合 計 257 

 

 

⒅ 生活支援体制整備事業 第 2層協議体 【市受託事業】 

北区葛塚・木崎・早通圏域における支え合いのしくみづくりを進めるため、地域 

の課題に対する意見が多かった「交流・場所」から検討しました。地域の茶の間の状

況や地域での活動を把握することを目的に自治・町内会長を対象にアンケート調査を

実施し、集計結果を基に課題解決に向けて話し合いを行いました。 

期日／会場 内 容 

第 4回 

平成 29年 5月 31日（水） 

豊栄健康センター 

 

協議事項 

課題の解決方法について 

（1）7/29準備会及び座談会での課題と意見内容 

（まとめ） 

（2）課題「交流・場所」の解決（案）について 

 

 

第 5回 

平成 29年 8月 31日（木） 

葛塚コミュニティセンター 

協議事項 

自治・町内会アンケート（案）について 
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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 

年度 
登録団体数 

（団体登録者数） 
個人登録者数 

ボランティア活動

保険加入件数 

２９年度 
７３団体 

（１，６６１名） 
２１名 １，３７１名 

２８年度 
６１団体 

（１，３５８名） 
２２名 １，５６０名 

２７年度 
５８団体 

（１，３３１名） 
２６名 １，４８０名 

 

② 相談状況 

   ボランティア活動に関する相談から個別の生活支援、小・中学校の総合学習ま

で、幅広い相談が１１０件寄せられました。 

年度 

ボラン

ティア

に関す

ること 

寄付に

関する

こと 

研修・授

業依頼 

子育て

支援に

関する

こと 

災害に

関する

こと 

その他

（生活

支援等） 

合計 

２９年度 ８７ ２ １５ ２ ０ ４ １１０ 

２８年度 ７１ ３ １６ ０ ０ ２ ９２ 

２７年度 ６６ ６ １９ １ １ ２４ １１７ 

期日／会場 内 容 

第 6回 

平成 29年 11月 30日（木） 

豊栄健康センター 

報告事項 

自治・町内会アンケートの集計結果について 

協議事項 

課題「交流・場所」の解決策について 

第 7回 

平成 30年 2月 26日（月） 

豊栄健康センター 

協議事項 

平成 30年度支え合いのしくみづくり出前講座について 

検討事項 

目標「地域の茶の間を広める」ための解決策について 
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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（委員８名）を開催しました。 

 開催期日／会場 協議事項 

１ 

平成 29年 4月 25日（火） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○北区ボランティア・市民活動センター事

業報告（平成２９年３月） 

○北区ボランティア・市民活動センター年

間予定について 

２ 

平成 29年 9月 6日(火) 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○北区ボランティア・市民活動センター事

業報告（平成２９年４月～８月） 

○開催予定の講座について 

○平成２９年度北区地域福祉推進フォーラ

ムについて 

３ 

平成 29年 12月 27日(水) 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○北区ボランティア・市民活動センター 

事業報告（平成２９年９月～１２月） 

○ボランティア交流会について 

４ 

平成 30年 3月 1日（木） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

○北区ボランティア・市民活動センター事

業報告（平成３０年１月～２月） 

○北区ボランティア・市民活動センター運

営委員改選について 

 

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や、

地域で活躍する担い手を育成するため、地域でボランティア活動を始めるきっかけ

となるよう講座を開催しました。 

開催期日／会場 参加者 内容 

平成 29年 9月 1日（木） 

平成 29年 9月 6日（月） 

平成 29年 10月 3日（水） 

豊栄健康センター 

新潟市立かやま保育園 

４名 

【保育ボランティア講座】 

講話「ボランティアについて」 

  「集団保育の役割と留意点について」 

  「保育に携わる場合の衛生管理と 

保育者の健康管理について」 

  「事故防止と応急手当」 

体験「子育てサロン見学」 

「保育園実習（子供の個性を尊重する保育）」 
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平成 29年 8月 9日（金） 

豊栄健康センター 
１７名 

【きっかけづくり講座】 

「パッククッキング講座」 

講話「福祉・ボランティアについて」 

「食生活普及推進委員とは」 

「食事・栄養について」 

「ボランティア保険について」 

体験「パッククッキング講座」 

 

参加者 ２１名  

 

⑷ ボランティア交流会 

地域で活動するボランティアの情報交換や交流の場および、これからボランティア 

を始めたいと考えている方や興味のある方への情報提供の場となるよう開催しまし 

た。 

 

⑸ 新潟市北区配食サ－ビス事業 ボランティアお別れ交流会 

 平成３０年４月以降は調理・配食共に民間業者へ委託となることに伴い、調理・配

食ボランティアに対しこれまでの活動を労うため、お別れ交流会を開催しました。 

 

⑹ 傾聴講座（共催） 

傾聴サロンにこっとの主催した傾聴講座について共催として協力しました。 

開催期日／会場 内容 参加者 

平成 30年 3月 16日（金） 

豊栄健康センター 

○レクリエーション 

○情報交換会 

○ボランティア登録や保険について 

２５名 

開催期日／会場 内容 参加者 

平成 30年 3月 27日（火） 

豊栄健康センター 

○交流会 

○情報交換会 
  ８７名 

開催期日／会場 講座内容 参加者数 

平成 30年 1月 27日（土） 

豊栄健康センター 

講話：「生まれた順で何が違うの？」 

   ～兄弟姉妹の考え方行動の違い～ 

講師：大学講師 子育てカウンセラー 

   講師 小柳 信子 氏 

１８名 
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⑺ サマーチャレンジボランティアスクール 

   夏休み期間を利用して、生徒・学生のみなさんがボランティア活動に関心を持つ

機会となるよう、また、自分自身も社会の一員であることを自覚し、相応しい行動

をとることができるための教育の場の提供、加えて社会貢献できる人材育成を目的

として、全市展開によるサマーチャレンジボランティアスクールを開催しました。 

開催期日／会場 北区活動先 参加者 

平成 29年 7月 28日（金）～ 

平成 29年 8月 16日（水） 

各活動先 

○デイサービスセンター豊栄園 

○グループホームはやどおり 

          など 

【全体参加者】 

１０９名 

 

 

⑻ 北区災害ボランティアセンター研修会 

区災害ボランティアセンターの役割や機能を学ぶとともに、地域・避難所・災害

ボランティアセンターの相互の関わり、被災住民としての災害ボランティアセンタ

ーの活用法、被災周辺住民としてできることについて学び災害に対する意識の向上

を図ることを目的として開催しました。 

開催期日／会場／参加者 内容 

平成 30年 2月 3日（土） 

北区豊栄健康センター 

参加者数 ４０名 

（北区社協役員、地区社協関係

者（コミ協）、地区民生委員・児

童委員、にいがた北青年会議所、

医療福祉大学、行政関係者、社

協職員等） 

① 開会 

② 講義 「災害ボランティアセンターとは」 

「災害ボランティアセンターの役割・機

能・地域との連携について」 

講師 特定非営利活動法人 にいがた災害 

ボランティアネットワーク  

理事長 李 仁鉄 様 

③ グループワーク「被災された方の困りごと」 

 

開催期日／会場 講座内容 参加者数 

平成 30年 2月 10日（土） 

豊栄健康センター 

講話：「お話の聴き方」 

   「年を重ねるとどう違う」 

講師：傾聴相談員 傾聴サロンにこっと 

１８名 

平成 30年 3月 17日（土） 

豊栄健康センター 

講話：「人は違ってみんないい」 

   ～自分を知って、違いを知る～ 

講師：大学講師  本間 久文 氏 

１８名 
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⑼ ボランティア受入施設担当者情報交換会 

  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、各施設がボランティアの受け入れ

を積極的に行うことができるような基盤づくりを目的として開催しました。 

開催期日／会場 講座内容 参加人数 

平成２９年１２月１５日（金） 

豊栄健康センター 

 

①講演「ありがとうは魔法の言葉」 

講師：北区ボランティア・市民活動 

センター運営委員 

   宮島 玲子 氏 

②情報交換   

③連絡事項 

１７名 

 

⑽ 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、９校計１，５０８名の 

  児童・生徒を対象に実施しました。 

校数 地区 学校 開催日 内容 参加人数 

１ 
南

浜 
南浜小学校５学年 

平成 30年 1月 18日 
福祉についての講話

と高齢者疑似体験 
22名 

平成 30年 1月 23日 

認知症サポーター養

成講座 （南浜コミュ

ニティ協議会健康福

祉部と合同） 

22名 

２ 

葛 
 

塚 

葛塚小学校４学年 

平成 29年 10月 18日 福祉とは何か考える 126名 

平成 29年 10月 19日 
視覚障がいについて

の講話 
126名 

平成 29年 11月 21日 高齢者疑似体験 126名 

平成 29年 11月 28日 

平成 29年 11月 30日 
車いす体験 126名 

平成 29年 12月 5日 
認知症サポーター養

成講座 
126名 

３ 葛塚小学校３学年 平成 30年 2月 13日 
視覚障がいと盲導犬

についての講話 
123名 

４ 葛塚東小学校４学年 平成 29年 5月 16日 

ふくしってなんだろ

う？ 
116名 

高齢者疑似体験 116名 
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校数 地区 学校 開催日 内容 参加人数 

５ 
葛

塚 
太田小学校４学年 

平成 30年 2月 15日 
ふくしってなんだろ

う？ 
9名 

平成 30年 2月 19日 車いす体験 9名 

平成 30年 2月 20日 
視覚障がいについて

の講話 
9名 

６ 
木 

崎 

木崎小学校４学年 
平成 30年 1月 11日 

ふくしってなんだろ

う？（高齢者につい

て）・高齢者疑似体験 

60名 

平成 30年 1月 11日 車いす体験 60名 

７ 木崎中学校２学年 平成 29年 5月 10日 
認知症サポーター養

成講座 
60名 

８ 
早

通 
早通南小学校４学年 

平成 29年 12月 4日 
ふくしってなんだろ

う？ 
118名 

平成 29年 12月 4日 車いす体験 118名 

９ 
岡 

方 

岡方第一小学校４学

年 

平成 30年 1月 25日 
ふくしってなんだろ

う？  
18名 

平成 30年 2月 16日 車いす体験 18名 

 

４．広報・啓発事業 

⑴ さわやか通信の発行 

区社協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 

№３１、№３２ 

 

各 27,000部発行 

平成２９年７月 

平成３０年３月 
・平成 29年度予算、事業計画 

・平成 28年度決算、事業報告 

・社協会員会費の協力依頼 

・北区地域福祉推進フォーラムの紹介 

・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 
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 ⑵ ボランティア・市民活動情報紙発行事業 

  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、隔月で北区ボランティア・ 

市民活動センター情報紙「キラッ★キタッ」を発行しました。 

機関紙名 

発行部数 
発行月 主な内容 

北区ボランティア・ 

市民活動センター情報 

「キラッ★キタッ」 

各 1,100部発行 

平成２９年 ５月 

７月 

９月 

１１月 

平成３０年 １月 

３月 

 

・北区ボランティア・市民活動セン

ターについて 

・子育てサロン「ぴょんきち」案内 

・きっかけづくり講座案内 

・ボランティア募集 

・元気力アップ・サポーター登録説

明会案内 

・きっかけづくり講座開催報告 

・大雪対応ボランティア募集 

・平成３０度ボランティア保険案内 

・おもいやりのひとかき運動  等 

 

⑶ 平成２９年度 北区地域福祉推進フォーラム［北区健康福祉課共催］ 

 障がい者スポーツを通して、障がいの有無に関わらず、すべての人が地域の中で

共に生きる「共生社会」ついて考えることを目的として開催しました。 

開催日時 平成２９年１１月２６日（日） 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．基調講演 

「障がいとスポーツから見えるもの」 

講師 リオパラリンピック銅メダリスト 多川 知希 氏 

３．シンポジウム 

「障がいへの理解と地域づくり 

～共に寄り添い、支え合うために～」 

＜コーディネーター＞ 

新潟医療福祉大学  副学長       丸田 秋男 氏  
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＜シンポジスト＞ 

 リオパラリンピック銅メダリスト     多川 知希  氏 

新潟県聴覚障害者情報センター所長    大島 さとみ 氏 

障害者支援施設太陽の村         木村 駿介 氏 

新潟医療福祉大学社会福祉学科４年    佐藤 舞 氏 

４．閉会にかえて  

ジュニアマーチングバンドとよさかによる演奏 

参加者  ２５３名（市民、民生委員、コミ協関係者、自治会関係者ほか） 

 

⑶ 平成２９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２９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１４名１団体を表彰しました。 

表彰等区分 表彰者等氏名（敬称略） 

第２条１号 

 社会福祉の向上のため１０年以上継続して活動

又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（１２名１団体） 

佐藤清治 

佐藤陽子 

いきいきサロンけやきの会 

佐藤靖子 

荒木恵美子 

星野七枝 

三善美穗 

一ノ関明美 

長谷川瞳 

田中妙子 

太田ハツミ 

岡田裕子 

山崎幸子 

第２条２号 

 福祉団体及び民間福祉施設等の役職員で１０年

以上在職し、かつその功績が顕著と認められる者

(１名) 

秋山一治 

第２条３号（第２条１号該当と重複）  

心身障がい者又は高齢者で、当該者及び他の障が

い者等の自立更生のために努力し、その行為が他の

模範と認められる者（１名）  

佐藤清治 
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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もしくは団体又は企業

（１名）  

髙橋恵美子 

 

⑷ ホームページ等を活用した広報 

   区社協ホームページを活用し、各種お知らせ・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の充実を図りました。また、

幅広い世代へ向けてツイッターとフェイスブックで情報を発信し、ホームページと

の連動性を高めました。  

年度 アクセス数 

平成２９年度 延べ４，３７３件 

平成２８年度 延べ３，８９１件 

平成２７年度 延べ２，１９１件 

 

５．組織運営 

⑴ 新潟市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 

平成 29年度 平成 28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 16 1,115,650 15 1,106,500 

南浜 29 28 789,500 28 766,000 

濁川 13 13 884,800 13 757,676 

葛塚 53 50 2,111,700 52 2,232,184 

木崎 19 17 761,800 16 749,500 

岡方 16 16 483,000 16 490,324 

長浦 19 18 775,400 17 742,450 

早通 27 17 746,950 17 781,400 

合計 195 175 7,668,800 174 7,626,034 
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② 賛助会員会費実績 

    ５７件 ３３７，５００円（平成２８年度 ５９件 ３６４，０００円） 

 

⑵ 理事会の開催状況 

開催期日／会場 内 容 

第９回 

平成 29年 4月 7日（金） 

割烹 大倉屋 

 

議案第１号 理事の一部選任について                    

議案第２号 会長及び副会長の選任について 

報告事項１ 平成２９年度事務局体制について 

報告事項２ 年間予定について 

第１０回 

平成 29年 5月 12日（金） 

北区豊栄健康センター 

 

議案第１号 理事の一部選任について 

議案第２号 平成２８年度事業報告（決算）について 

議案第３号 新潟市共同募金委員会北区分会の役員推薦に

ついて 

議案第４号 新潟市社会福祉協議会理事候補者の推薦につ

いて 

報告事項１ 平成２９年度自治・町内会長地域福祉研修会

の開催について 

報告事項２ 平成２９年度新潟市社会福祉協議会会員会費

の募集について 

報告事項３ 平成２９年度第１回北区ボランティア・市民

活動センター運営委員会報告について 

 

社会福祉協議会に関する勉強会（第１回） 

「基本理解と社会福祉協議会の歴史について」 



- 35 - 
 

第１１回 

平成 29年 9月 13日（水） 

葛塚コミュニティーセン

ター 

議案第１号 平成２９年度新潟市北区社会福祉協議会会長

表彰の決定について 

議案第２号 企画運営委員会の実施について 

報告事項１ 平成２９年度北区地域福祉推進フォーラムの

開催について 

報告事項２ 平成２９年度地域福祉座談会の開催について                  

報告事項３ 平成２９年度新潟市社会福祉協議会会長表彰

候補の推薦について 

報告事項４ 各種イベントへの参加について 

報告事項５ 平成２９年度モデル指定地区助成事業等の申

請状況について 

報告事項６ 平成２９年度新潟市社会福祉協議会会員会費

等納入状況について 

報告事項７ 平成２９年度第２回北区ボランティア・市民

活動センター運営委員会報告について 

社会福祉協議会に関する勉強会（第２回） 

「社会福祉協議会の主要事業について」 

第１２回 

平成 30年 1月 13日（金） 

割烹 中常楼 

議案第１号 新潟市北区社会福祉協議会表彰要綱の制定に

ついて 

報告事項１ 平成２９年度企画運営委員会報告について                                

報告事項２ 北区ボランティア・市民活動センター運営委

員会報告について  

報告事項３ 平成２９年度北区地域福祉推進フォーラム実

施報告について   

報告事項４ 平成２９年度地域福祉座談会実施報告につい

て                

報告事項５ 平成２９年度会員会費等の納入状況について          

報告事項６ 平成２９年度赤い羽根共同募金納入状況につ

いて        

報告事項７ 北区災害ボランティアセンター設置研修会の

開催について    

報告事項８ モデル指定地区情報交換会の開催について           

報告事項９ 友愛訪問事業・いきいきサロン等見守り団体

情報交換会の開催について  
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⑶ 正・副会長会議 

開催期日／会場 内 容 

第１回 

平成 29年 5月 9日（火） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第１０回理事会の内容について 

協議事項２ 懸案事項について 

第２回 

平成 29 年 9月 6日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第１１回理事会の内容について 

協議事項２ 懸案事項について 

第３回 

平成 29年 12月 26日（火） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第１２回理事会の内容について 

協議事項２ 懸案事項について 

第４回 

平成 30年 3月 1日（木） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第１３回理事会の内容について 

協議事項２ 懸案事項について 

 

⑷ 監事会 

開催期日／会場 内 容 

平成 29年 5月 9日（火） 

豊栄健康センター 
監事２名による平成２８年度事業及び決算監査 

 

社会福祉協議会に関する勉強会（第３回） 

「社会福祉協議会の組織・財務について」 

第１３回 

平成 30年 3月 9日（金） 

豊栄健康センター 

 

 

 

議案第１号 新潟市北区社会福祉協議会 地区社会福祉協

議会活動交付金交付要綱の制定について 

議案第２号 新潟市北区社会福祉協議会 モデル地区指定

事業助成実施要綱の一部改正について 

議案第３号 平成３０年度事業計画及び予算について 

報告事項１ 北区ボランティア・市民活動センター運営委

員会報告について 

報告事項２ 平成２９年度会員会費等の納入状況について                                

報告事項３ 平成２９年度赤い羽根共同募金納入状況につ

いて 

社会福祉協議会に関する勉強会（第４回） 

「社会福祉協議会の今日的課題への対応について」 
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⑸ 平成２９年度企画運営委員会 

理事会のもと区社協の組織運営・事業等の検討のため、企画運営委員会を設置し、役

員（６名）により組織運営・事業等の検討を行いました。 

開催期日／会場 内 容 

第１回 

平成 29年 11月 15日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１  平成２９年度企画運営委員会の全体ス 

ケジュールについて 

協議事項２  平成２９年度企画運営委員会の協議内容

について 

協議事項３ 「我が事・丸ごと」地域共生社会づくり 

に関する区社協の実践課題について 

協議事項４ 「我が事・丸ごと」施策に関連した相談

窓口の設置について 

協議事項５  配食サービス事業・おせち料理宅配事業

の変更と友愛訪問事業の拡張について 

第２回 

平成 29年 12月 22日（金） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 「社会福祉法に基づく市町村における包

括的な支援体制の整備に関する指針」に

ついて 

協議事項２ 身近な住民の相談に対応していくため

の自治会等への支援について 

協議事項３  友愛訪問事業の拡充について  

協議事項４  平成３０年度事業方針（案）について 

協議事項５  平成３０年度主要日程（案）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の管理運営【指定管理】 

    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、市民の保健・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行いました。 

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    ２９１日 ２７，５６５名 

北区豊栄健康センター    ２５１日 ２，０５５名 
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⑺ 豊栄さわやか老人福祉センター利用者向け健康講座等の開催状況 

開催期日 内容／講師 

平成 2 9年 5月 2 4日（水） 

平成 2 9年 1 1月 1 5日（水） 

りらっくす体操 

スポーツ推進委員 

平成 2 9年 7月 2 6日（水） 

平成 3 0年 1月 1 7日（水） 

ロコモ予防健康体操教室 

新潟市運動普及推進協議会 北支部豊栄グループ 

平成 2 9年 9月 2 7日（水） 

平 成 3 0 年 3 月 7 日 （ 水 ） 

音楽レクリエーション 

(株)新潟第一興商 

平成 2 9年 1 1月 2 7日（月） 

平成 2 9年 1 1月 3 0日（木） 
囲碁将棋大会 

平成 2 9年 1 2月 1 5日（金） 

平成 2 9年 1 2月 2 2日（金） 
クリスマスカラオケ大会 

 

⑻ 新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会北区分会事務局 

   新潟県共同募金会新潟市共同募金委員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。 

 

⑼ 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。 

 

⑽ 寄付金の受入 

   自主財源の確保とともに寄付文化の醸成を目的に、広く寄附金を募り、寄せられ

た善意の寄付を社会福祉の推進に活用しました。 

 № 寄付者名（敬称略） 金額 

１ さくらの街信用組合 １００，０００円 

２ 南浜病院 １８，３５０円 

３ 白新町商工振興会 会長 豊崎 善弘 ２３，８５０円  

４ 本間 信明 ２０，０００円 

５ 株式会社佐久間組 ２０，０００円 

６ 故 藤田 清三 ３００，０００円 

７ 豊栄つばき会 宮村鉄穂 ２，２５０円 

８ お庭屋 代表 森田 浩志 ７，０００円 
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 № 寄付者名（敬称略） 金額 

９ 豊栄商工会サービス業部会 ２０，０００円 

１０ 雪割草実生研究会 １７，０００円 

１１ 豊栄地区公民館 ８３円 

１２ 匿名３件 ３０４，０００円 

          合  計 ８３２，５３３円 
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