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令和 元 年度 新潟市北区社会福祉協議会 事業報告書 

 

 

総括 

 社会的に孤立する世帯、生活困窮者の増加、高齢者・障がい者・児童への権利侵害な

ど多様な社会問題に対応するため、国では「我が事・丸ごと」地域共生社会構想・一億

総活躍社会構想を進めています。 

そのような背景のもと、新潟市北区社会福祉協議会（以下「区社協」という。）では、

北区役所と協働で策定した「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―」の次期策定に向けて、地区社会福祉協議会

（以下「地区社協」という。）ごとに地域福祉座談会を開催し、北区地域支え合いのし

くみづくり(地域包括ケアシステム)と連動し、現計画の評価と地域課題の確認を行いま

した。 

また、地域福祉活動にあたる人材の確保・育成のための支援や、健康長寿と連動した

地域参加による生きがいづくりの推進を図るため、リーフレットを用いての周知に努め

ました。 

生きづらさを抱える人への支援として、ボランティアカフェやきっかけづくり講座を

開催し、障がいに対する理解を深める機会を設けました。 

また、地域共生社会をテーマとした北区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。 

 

 

１ 地域福祉活動推進事業 

⑴ 令和元年度総会の開催 

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 

令和元年６月１４日（金） 

北区豊栄健康センター 

参加者３０名 

①平成３０年度事業報告・決算について 

②令和元年度事業計画・予算について 

③報告事項 

④今後の日程について 
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⑵ 令和元年度自治・町内会長地域福祉研修会の開催 

各自治・町内会の代表者に対し、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 

令和元年７月２９日（月） 

豊栄地区公民館 大講堂 

令和元年８月１日（木） 

北地区コミュニティセンター 

２階大ホール 

 

参加者（合計）１２７名 

①基調説明「自治・町内会の組織と運営」 

 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自治・町内会の活動紹介 

 尾山自治会・松浜東町自治会 

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を推

進するため、区内の８つのコミュニティ協議会を単位に座談会を開催し、「地区別

計画の取り組みに対する振り返り」、「取り組みの現状確認」や「課題に対する取組

みの検討」をテーマに話し合いを行いました。 

実

施 

内

容 

「地区別課題の振り返り」と「取り組みの現状確認」について 

① 平成 30年度座談会および支え合いのしくみづくり会議での地区別課題の共有 

② 各地区の取り組みの現状の確認 

「課題に対する取り組みの検討」 

① 地区別課題解決のため、自分たちに何ができるか 

② 取り組みの具体化 

 

地区 開催日時 会場 参集対象 参加人数 

松浜 
12月 5日(木） 

14:00～16:00 

北出張所 

３階 ホール 

コミ協役員・事務局、自治振興会役員 

民生児童委員、松浜ふれあい会 

計画推進委員、地域包括支援センター、

２層ＳＣ、北区健康福祉課 

２０名 

南浜 
11月 29日(金） 

13:30～15:30 

南浜公民館 

２階 ホール 

コミ協役員・事務局、区長（自治会長） 

民生児童委員、計画推進委員 

地域包括支援センター、２層ＳＣ、

北区健康福祉課 

１８名 
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地区 開催日時 会場 参集対象 参加人数 

濁川 
12月 4日(水） 

13:30～15:30 

濁川公民館 

２階 ホール 

コミ協役員・福祉部員・事務局、 

自治会長、育成協、社会教育推進委員

会、小中学校ＰＴＡ 

計画推進委員、地域包括支援センター、

２層ＳＣ、北区健康福祉課 

２２名 

葛塚 
11月 28日（木） 

9:30～11:30 

葛塚コミュニティ

センター 

１階 研修室Ａ 

コミ協会長・副会長・福祉部 正副部

長・事務局、民生児童委員、計画推進

委員、地域包括支援センター、２層Ｓ

Ｃ、北区健康福祉課 

１８名 

木崎 
12月 11日(水） 

13:30～15:30 

木崎コミュニティ

センター 

１階 ホール 

コミ協役員・事務局、自治会長、 

民生児童委員、計画推進委員、 

地域包括支援センター、２層ＳＣ、 

北区健康福祉課 

２２名 

岡方 
12月 20日(金） 

14:30～17:00 

岡方コミュニティ

センター 

１階 ホール 

コミ協役員・委員（自治会長、民生児

童委員等）事務局、計画推進委員、 

地域包括支援センター、２層ＳＣ、 

北区健康福祉課 

４０名 

長浦 
12月 10日(火） 

10:00～12:00 

長浦コミュニティ

センター 

１階 会議室 

コミ協役員（自治会長、民生児童委員）、

事務局、計画推進委員（欠）、 

地域包括支援センター、２層ＳＣ（欠）、 

北区健康福祉課 

１１名 

早通 
11月 6日 (水） 

14:30～15:30 

早通コミュニティ

センター 

２階 講堂 

コミ協役員・事務局、 

民生児童委員、計画推進委員、 

地域包括支援センター、２層ＳＣ、 

北区健康福祉課 

  １３名 

   合 計  １６４名 

※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 

３０・元年度 早通地区社会福祉協議会 脳イキイキ教室 

３０・元年度 南浜地区社会福祉協議会 
高齢者あんしん見守り活動事業 

（あんしん見守り袋配布）  
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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 

新屋敷町内会 町内の納涼・BBQ大会 ５０ 名 

２ 松浜東町自治会 夏まつり １４５ 名 

３ 
松浜７丁目自治会 

津波避難訓練と焼き肉を 

囲んで親睦会 
３２ 名 

４ 仮装ハロウィーン ２１ 名 

５ 
松浜新町自治会 

松浜まつり １０８ 名 

６ 世代交流お楽しみ会 １０４ 名 

７ 

濁 

川 

すみれ野自治会 
第 22回すみれ野自治会夏祭り ６４０ 名 

８ すみれ野おもちつき大会 １１２ 名 

９ 濁川東町自治会 さくら公園清掃 ４０ 名 

10 

南 

浜 

加治川第１～ 

第５自治会 

賽の神どんど焼 １０５ 名 

11 島見町秋祭り ２０ 名 

12 
島見町第１～ 

第６自治会 
島見町秋祭り ２００ 名 

13 
南浜小学校区 

１３自治会 
南浜小学校区大運動会大会 ２０１ 名 

14 白勢町自治会 秋祭りだんごまき ７０ 名 

15 新緑自治会 納涼新緑まつり ４２０ 名 

16 
陽光自治会 

プロから教わるパティシエ体験

レッスン 
７７ 名 

17 手作りキムチ教室 ４８ 名 

18 

葛 

塚 

 

朝日町自治会 朝日町地引網大会 １１４ 名 

19 

石動自治会 

町内 BBQ大会 １３０ 名 

20 
いするぎ大新年会と 

もちつき大会 
１３０ 名 

20 
かぶとやま自治会 

防災訓練、親子懇親会 ６０ 名 

21 フロアカーリング大会と懇親会 １３ 名 
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連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

22 

葛 

塚 

川端町自治会 川端祭 ８０ 名 

23 正尺自治会 BBQ＆芋煮 ７６ 名 

24 新鼻本村自治会 清掃 ８７ 名 

25 中大口自治会 納涼会 １１６ 名 

26 中嘉山自治会 納涼会 ４１ 名 

27 
中黒山自治会 

流しそうめん＋BBQ＆Pizza ３０ 名 

28 中黒山夫婦欅祭り １１０ 名 

29 
白新町１・２丁目 

白新町連合大運動会 １００ 名 

30 民謡流し 葛塚祭り １４５ 名 

31 
白新町３丁目自治会 

大民謡流し ５９ 名 

32 ボランティアの会交流会 １４ 名 

33 

白新町４丁目自治会 

春の親睦会「花見」 ２４ 名 

34 
夏の親睦会・防犯研修・軽スポ

ーツ大会 
３９ 名 

35 

木 

崎 

内島見自治会 秋祭り １４０ 名 

36 
尾山団地第１～第３自

治会 
尾山団地夏祭り ６１８ 名 

37 
笹山自治会 

春祭りおでん屋台 ２５０ 名 

38 秋祭りおでん屋台 ２９０ 名 

39 鳥屋自治会 鳥屋祭り ８０ 名 

40 
早 

通 

チューリップ 

ニュータウン自治会 
彩野まつり ５２５ 名 

41 

岡 

方 

高森新田自治会 
盆踊り ７８ 名 

42 そば打ち体験 ４５ 名 

43 
平林自治会 

地域ふれあい事業 ２８ 名 

44 子供会お楽しみ会 ２９ 名 

45 
三ツ屋自治会 

阿賀野川堤防・いのうえ公園 

クリーン作戦 
３０ 名 

46 地域ふれあい事業 ２６ 名 
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連

番 
地区 自治・町内会名 事業名 参加人数 

47 岡方 長戸呂自治会 賽の神 １１０ 名 

48 

長 

浦 

秋葉通自治会 
節分子どもお楽しみ会 ３７ 名 

49 夏休み子供お楽しみ会 ２７ 名 

50 上土地亀自治会 第四回地区交流会 １４２ 名 

52 川西３丁目自治会 世代間交流（笹団子づくり） ２２ 名 

53 
川西４丁目自治会 

お花見会 ５２ 名 

54 納涼会 ３２５ 名 

55 長場自治会 長場子供会賽の神 １０７ 名 

   参加者合計 
６，７２５

名 

 

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３８団体／福祉施設９団体） 

連

番 
地区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

１ 

松 

浜 

 

三軒屋町自治会 新春お楽しみ会 ５３ 名 

２ 松浜東町自治会 歳末もちつき大会 １２０ 名 

３ 新元島町自治会 歳末もちつき大会 ２２４ 名 

４ 松浜新町自治会 世代交流お楽しみ会 １０４ 名 

５ 松浜３丁目入船自治会 歳末もちつき大会 １１０ 名 

６ 松浜６丁目町内会 餅つき大会 ９８ 名 

７ 松浜７丁目自治会 
新春餅つき大会・ 

新入学児童の祝い会 
１０９ 名 

８ 濁 

川 

つくし野自治会 新春餅つき大会 １２７ 名 

９ すみれ野自治会 すみれ野もちつき大会 １１２ 名 

10 
南 

浜 

陽光自治会 新春の集い １３１ 名 

11 島見町第 1～第６自治会 
島見町ふれあい 

餅つき大会 
１３０ 名 
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連

番 
地区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

12 南 

浜 

太夫浜小学校区 

校区民交流推進委員会 
歳末校区民もちつき大会 ３８５ 名 

13 南浜地区青少年育成協議会 クリスマスの集い １０７ 名 

14 

葛

塚 

松影自治会 さいの神 １００ 名 

15 石動自治会 いするぎ大新年会 １２０ 名 

16 上黒山四地区自治会 上黒山四地区賽の神 ２００ 名 

17 白新町連合子供会 歳末もちつき大会 ８４ 名 

18 五星の会 さいの神 ２００ 名 

19 白新町４丁目自治会 
白新町４丁目自治会  

新年会 
３２ 名 

20 正尺自治会 歳末餅つき大会 ９３ 名 

21 杉名町自治会 杉名町餅つき大会 ６５ 名 

22 
中嘉山団地自治会         

中嘉山団地子ども育成会                                  

町内ふれあい 

もちつき大会 
１２５ 名 

23 朝日町自治会 朝日町歳末もちつき大会 １０１ 名 

24 稲荷浦自治会 稲荷浦もちつき大会 ７６ 名 

25 法花鳥屋自治会 
老若男女交流お楽しみ新年

会 
６３ 名 

26 内沼沖自治会 賽の神 ４５ 名 

27 

木 

崎 

内島見自治会 さいの神 ９６ 名 

28 尾山団地第１～第３自治会 

尾山団地三自治会合同  

第１０回クリスマス 

お楽しみ会 

１９４ 名 

29 
尾山自治会               

尾山いきいきサロン 
多世代交流クリスマス会 ４１ 名 

30 

早 

通 

早通北６丁目自治会 新年町内交流会 ２２ 名 

31 早通北４丁目自治会 町内おたのしみ会 ４２ 名 

32 
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 ５,０００ 名 
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連

番 
地区 

団体名 

（自治会／施設） 
事業名 参加人数 

33 
岡 

方 

平林自治会 賽の神 ５５ 名 

34 十二自治会 賽の神 ４８ 名 

35 高森新田自治会教育文化部 高森新田さいの神 １５０ 名 

36 

長 

浦 

長戸自治会長戸防災会 さいの神親子交流会 ５０ 名 

37 川西地区自治会連絡協議会 賽ノ神 もちつき大会 ４５７ 名 

38 長浦コミュニティ委員会 
長浦コミセン 

クリスマス会 
１４４ 名 

39 

施 

設 

クローバー歩みの家 クローバー 芸術文化祭 １５５ 名 

40 
特別養護老人ホーム 

愛宕の園 
地域交流寿司バイキング ９６ 名 

41 
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 
１２０ 名 

42 新屋敷まつはま園 
新屋敷まつはま園 

秋まつり 
２８０ 名 

43 
特別養護老人ホーム 

新潟北愛宕の園 

特別養護老人ホーム新潟北

愛宕の園もちつき大会 
２４９ 名 

44 障がい者支援施設松潟の園 ふれあい懇親会 ６８ 名 

45 
障がい者就労支援センター 

ドリーム 

もちつき＆ラーメン・マフィ

ン振舞い会 ドリームカレッ

ジレインボー＋によるミニ

コンサート 

１０４ 名 

46 ドリームカレッジ 
ドリームカレッジ 

冬まつり 
１２１ 名 

47 
デイアクティビティセンタ

ーはろはろ 

はろはろマルシェ 

大感謝祭 
１１２ 名 

   参加者合計 １０，７４８名 
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⑺ 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） 地区名 金額（円） 

松 浜 ３２５，５９０ 木 崎 ２２１，１６０ 

南 浜 ２３６，１００ 岡 方 １４３，４００ 

濁 川 ２３７，９９９ 長 浦 ２３３，５９５ 

葛 塚 ６３１，６７３ 早 通 ２１７，９０８ 

  合 計 ２，２４７，４２５ 

 

⑻ 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 木崎地区自治会長連絡協議会 
平成３１年４月４日（木） 

割烹 渡なべ 

２ 長浦地区自治会長連絡協議会総会 
平成３１年４月１１日（木） 

長浦コミュニティセンター 

３ コミュニティ木崎村総会 
平成３１年４月１３日（土） 

木崎コミュニティセンター 

４ 岡方地区コミュニティ委員会総会 
平成３１年４月１４日（日） 

岡方コミュニティセンター 

５ 北区老人クラブ連合会総会 
平成３１年４月１７日（水） 

長岡屋 

６ 地域コミュニティ葛塚連合総会 
平成３１年４月２０日（土） 

葛塚コミュニティセンター 

７ 早通地区自治会連合会定期総会 
平成３１年４月２１日（日） 

いするぎ荘 

８ 濁川地区社会教育推進委員会役員総会 
令和元年５月１２日（日） 

濁川連絡所 

９ 
松浜地区コミュニティ協議会福祉部 

「ふれあいの集い」 

令和元年５月１５日（水） 

入船自治会館 

10 南浜地区コミュニティ協議会総会 
令和元年５月１８日（土） 

南浜連絡所 
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連

番 
会議名等 期日／会場 

11 早通地域コミュニティ協議会総会 
令和元年５月１９日（日） 

いするぎ荘 

12 濁川地区コミュニティ協議会通常総会 
令和元年６月６日（木） 

濁川公民館 

13 社会を明るくする運動推進委員会 
令和元年６月１３日（木) 

北区役所 

14 
濁川地区社会教育推進委員会 

第７０回敬老会 

令和元年６月２３日（日） 

濁川小学校 

15 
新潟市北区老人クラブ連合会木崎支部 

第４１回親睦大会 

令和元年６月３０日（日） 

木崎中学校 

16 令和元年度若草尞後援会総会 
令和元年７月３１日（水） 

若草尞 

17 
北区障がい福祉サービス事業管理者 

連絡会懇談会 

令和元年８月２１日（水） 

中常楼 

18 
ドリームカレッジ「自立訓練（生活訓練）」 

研究発表会 

令和元年８月３１日（土） 

ドリーム新館 

19 第５５回濁川地区民大運動会 
令和元年１０月６日（日） 

濁川小学校 

20 
北三地区（民生委員児童委員協議会） 

合同研修会 

令和元年１０月１５日（火） 

北出張所 

21 
令和元年度北区老連 

さわやかスポーツ大会 

令和元年１０月２３日（水） 

豊栄総合体育館 

22 
一般社団法人 にいがた北青年会議所 

創立３５周年記念式典 

令和元年１１月１０日（日） 

ＪＲＡ新潟競馬場 

23 傾聴ボランティアほほえみ交流会 
令和元年１１月１１日（月） 

豊栄地区公民館 

24 
葛塚地区老人クラブ連合会 

第３３回お楽しみ大会 

令和元年１１月１３日（水） 

豊栄地区公民館 

25 
松浜地区コミュニティ協議会福祉部 

「ふれあいの集い」 

令和元年１１月１３日（水） 

入船自治会館 

26 太夫浜小学校 校区民「もちつき大会」 
令和元年１２月１日（日） 

太夫浜小学校 
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連

番 
会議名等 期日／会場 

27 
太田ちいきコミュニティ協議会 

高齢者見守り訪問活動出発式 

令和元年１２月３日（火） 

太田古屋 

28 北区民生委員児童委員連絡協議会総会 
令和元年１２月１０日（火） 

豊栄地区公民館 

29 若草尞クリスマス会 
令和元年１２月２２日（日） 

若草尞 

30 
一般社団法人にいがた北青年会議所 

新年賀詞交歓会 

令和２年１月１０日（金） 

中常楼  

31 
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 

令和２年１月２３日（木） 

町北幸 

32 
木崎地域のまちづくりを考える 

ワークショップ 

令和２年１月２５日（土） 

木崎コミュニティセンター 

33 令和元年度若草尞後援会臨時総会 
令和２年２月１０日（月） 

若草尞 

34 
令和元年度新潟医療福祉大学と 

北区との地域交流会 

令和２年２月１８日（火） 

新潟医療福祉大学 

 

⑼ 役員視察研修会 

区社協役員として重要な課題である「地域コミュニティにおける地域福祉活動の

推進・支援」、「地域包括ケアの見守り・生活支援事業」について他区の取り組みに

ついて学び、今年度以降、区社協事業、地区社協（コミ協）事業に活かすことを目

的として開催しました。 

期日／参加者 視察先・内容 

令和元年８月２６日（月） 

北区社会福祉協議会役職員 

・地区社協役員等：２３名 

 

①実家の茶の間紫竹 

実家の茶の間紫竹、助け合い「お互いさ

ま・新潟」の活動について 

②メイプル亀田（昼食を兼ねて） 

就労移行支援・就労継続支援 B型・自立訓

練について 

③新津東部地区社会福祉協議会 

福祉委員会の活動について 
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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、地域の茶の間（い

きいきサロン）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地域の茶の間・友愛訪問事業等見守り団体研修会を 3会場で

開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

 

① 助成団体一覧（４３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。 

（月１回タイプ  ３４団体） 

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丁目自治会高砂会 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 

南浜 

陽光自治会 陽光 陽光自治会館 

7 新緑ふれあい健康カフェ 新緑 新緑自治会館 

８ 地域の茶の間はまなす会 南浜小学校区 島見町自治会館 

９ 
濁川 

つくし野自治会 つくし野 つくし野自治会館 

10 「お越しください」 新崎 観音寺 

11 

葛塚 

サロン法花鳥屋 太田 法花鳥屋公民館 

12 いきいきサロン若松会 若松町 若松町公民館 

13 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 

14 いきいき楊柳会 柳原 柳原ふれあい館 

15 スマイルサロン 月見町 月見町公民館 

16 サロン柳原 柳原 柳原ふれあい館 

17 川端町自治会 川端町 川端町公民館 

18 名山自治会 名山 名山公民館 

19 

木崎 

内島見健康サロン 内島見 内島見公民館 

20 笠柳つくし会 笠柳 笠柳公民館 

21 浦ノ入やすらぎ会 浦ノ入 浦ノ入公民館 

22 みなとサロン横土居 横土居 横土居公会堂 

23 尾山いきいきサロン 尾山 尾山公民館 
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連

番 
地区 団体名 対象エリア 会場 

24 
 

木崎 

地域の茶の間市嶋 横井、笠柳、鳥

屋 

梨園の里市嶋 

25 地域の茶の間喜楽会 尾山団地 尾山団地公民館 

26 
早通 

須戸新和会 須戸 須戸公民館 

27 お茶の間さつき会 早通 早通コミュニティセンター 

28 

岡方 

兄弟堀サロン福寿会 兄弟堀 兄弟堀公民館 

29 灰塚さつき会 灰塚 灰塚公民館 

30 三葉会 三ツ屋 三ツ屋公民館 

31 十二さくら会 十二 十二ふれあいセンター 

32 

長浦 

浦木さわやか会 浦木 浦木公民館 

33 
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 

34 サロンひばり会 長戸 長戸公民館 

 

（月２回タイプ ９団体） 

連 

番 
地区 団体名 対象エリア 会場 

35 松浜 松浜東町自治会 松浜東町 松浜東町自治会館 

36 

南浜 

ひまわり会 島見町 島見町自治会館 

37 太夫浜村お茶の間の会 太夫浜 太夫浜集落開発センター 

38 お茶の間しおかぜ 太郎代 太郎代自治会館 

39 葛塚 朝日町自治会 朝日町 朝日町公民館 

40 木崎 笹山ふれあい好日会 笹山 笹山公民館 

41 
岡方 

いきいきサロンけやきの茶の間 高森 高森公民館 

42 高森新田ふれあい福祉 高森新田 高森新田公民館 

43 長浦 ピーチサロン長場 長場 長場公民館 

 

  



16 
 

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→中止 

  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て開催の予定で

したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

期日／会場／参加者 内容 

令和２年３月３日（火） 

北地区コミュニティセンター 

参加予定者数 ６１名 

１ 茶の間で活用できるレクリエーション 

ミニ講座 

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）令和２年度事業助成について 

（２）令和２年度申請について 

 （３）令和元年度報告について 

（４）ボランティア行事用保険・活動保険に 

   ついて 

令和２年３月５日（木） 

長浦コミュニティセンター 

参加予定者数 １９名 

令和２年３月６日（金） 

豊栄健康センター 

参加予定者数 ６３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。平成 30年 10月からは北区内全

域での開始となりました。 

地区名 実施団体数 訪問実施世帯 訪問員数 

松浜地区 ２ ２００ ３４ 

南浜地区 １ ６１ １３ 

濁川地区 １ ３４ １４ 

葛塚地区 1 ２２５ ３０ 

早通地区 1 １８ １５ 

木崎地区 1 ４４ １５ 

長浦地区 1 ５６ １１ 

岡方地区 1 ６５ ８ 

元年度合計 ９ ７０３ １４０ 

３０年度合計 ８ ７３３ １１５ 

２９年度合計 ４ ５３８ ８０ 
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⑶ おせち料理配食事業 

   友愛訪問事業の対象者の中で年末年始の訪問が必要と判断される世帯に対し、年

末年始の孤独感解消と、元気にすごしてもらうとともに安否確認も兼ねて、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 ２ １９０ ３４ 

南浜地区 １ ６０ １３ 

濁川地区 １ ３６ １４ 

葛塚地区 １ １４５ ３０ 

木崎地区 １ ２８ １５ 

岡方地区 １ ９ １５ 

長浦地区 １ ２５ １１ 

早通地区 １ １５ ８ 

元年度合計 ９ ５０８ １４０ 

３０年度合計 ８ ４７２ ５９ 

２９年度合計 ８ ３８２ ８３ 

 

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 元年度 ３０年度 ２９年度 延べ配布数（２９年度以前の配布数含む） 

松浜地区 ３７ ２１ ２４ ４２２ 

南浜地区 ６ ９ ４ １０７ 

濁川地区 ７ ０ ５ １３０ 

葛塚地区 ７７ ８ ６ ５７１ 

木崎地区 ２５ ３ ２０ ２９５ 

岡方地区 １０ １ ８ １１１ 

長浦地区 １７ ０ ０ １５０ 

早通地区 ９ ０ ３ １９１ 

合 計 １８８ ４２ ７２ １， ９７７ 

 

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。 
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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、冬季の過ご

し方について相談を受ける 

長浦地区 川西３丁目自治会 
対象世帯の見守り訪問活動や情報提供、

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 

松浜地区 新元島町自治会 １２０ 

 合計 １２０ 

 

⑺ 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 

元年度相談件数 ２１３件 ２５件 ２１件 

30年度相談件数 ２８９件 ３０件 ２４件 

29年度相談件数 ２３７件 １３件 ２４件 

 

⑻ 北区学習支援プログラム【市受託事業】 

貧困の連鎖等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。３０年１０月からは北地区でも開始しました。 

 年 度 登録人数（年度当初） 延べ開催回数 延べ参加人数 

元年度 １２人 ３８回 １８８人 

３０年度 ７人 ４６回 １８３人 

２９年度 ５人 ４５回 １２５人 

 

⑼ 子育てサロン事業 
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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を支援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 

元年度 １ 

３０年度 ２ 

２９年度 ２ 

 

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・児童委員協議会から協力していただき

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３日（水） ６ １５ ３ 

 ５月８日（水） ６ １２ １ 

 ６月 ５日（水） ８ １６ ２ 

 ７月 ３日（水） ５ １０ ２ 

 ８月 ７日（水） ８ １６ ２ 

 ９月 ４日（水） ８ １６ １ 

１０月 ２日（水） ７ １５ ３ 

１１月 ６日（水） ５ １１ ３ 

１２月４日（水） ６ １２ ５ 

１月８日（水） ７ １５ ３ 

２月５日（水） ９ １８ ４ 

３月４日（水） 中止 中止 中止 

元年度合計 延べ７５組 延べ１４０名 延べ２９名 

３０年度合計 延べ４７組 延べ１０２名 延べ３３名 

２９年度合計 延べ３９組 延べ７９名 延べ３７名 

３月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。 

 

⑽ コミュニティソーシャルワーク推進事業 
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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。 

１ 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・町内会へ働きかけを行いました。 

【成果】 

なじらネットワーク事業については、コミュニティソーシャルワーカーが各地

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。 

２ 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 令和元年６月１日（土）午後２時～４時３０分 

会場 新潟市北区文化会館     人数 ９１名 

②新潟市在宅医療ネットワーク情報交換会 

日時 令和元年６月９日（日）午後１時００分～５時００分 

会場 新潟東映ホテル       人数 １９１名 

③第１２回元気塾 

日時 令和元年７月１９日（金）午後６時３０分～８時３０分 

   会場 豊栄病院          人数 ７５名 

 ④第１３回元気塾 

日時 令和元年９月１２日（木）午後６時３０分～８時３０分 

   会場 南浜病院          人数 ９１名 

⑤新潟市在宅医療ネットワーク 第６回勉強会 

日時 令和元年１１月２７日（水）午後６時００分～８時００分 

   会場 豊栄健康センター      人数 ８６名 

⑥第１４回元気塾 

日時 令和２年２月１９日（水） 午後６時３０分～８時３０分 

   会場 新潟リハビリテーション病院 人数 ９２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 令和元年８月２１日（水） 午後５時００分～７時４５分 

   場所 割烹 中常楼         人数 ３３名 

 

【成果】 
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 （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（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、３８事業所加入の

もと、意見・情報交換を行いました。 

３ 個別ケース会議への参加や地域住民との調整 

  【ケース１】地域や医療福祉の関わりを拒否する独居高齢者 

 ○令和元年１０月２９日（火） 午後４時～７時 

「地域包括職員と保健福祉センター職員との情報と課題の共有」 

   ○令和元年１２月２５日（木） 午前１０時～午後１２時 

「地域包括、保健福祉センター、行政、病院担当者との課題の 

共有と緊急時のフローについて確認」 

   ○令和２年１月１１日（土）  午前１０時～午後１２時 

     「自治会長や民生委員、地域の茶の間参加者より本人への想いの 

聞き取りと見守りの協力のお願い」 

  【ケース２】ゴミ屋敷化している知的障がいのある方 

   ○令和元年９月９日（月）   午前１０時半～１１時 

「生活状況の把握と支援に関する希望の聞き取り」 

   ○令和元年１０月１５日（月） 午前１１時～１１時半 

    「居住環境の確認とグループホーム入所予定の確認」 

   ○本人の転居予定に伴い、随時支援者や民生委員と連絡をとりながら、支

援の必要性と機会について伺っている状況。 

【成果】 

関係者との情報共有を基本とし、中心となる支援者の支援の方向性と本人の意

思を確認しつつ、必要とされる支援について地域との関わりを視野に入れながら

継続的に関わっている。個別のケースを通して地域と関わり協力することでその

地域で起きている「課題」を共有することができた。また複数のケースを通して

他機関の専門職と関わることで顔の見える関係となり、他の相談に対しても迅速

に対応できる関係を築くことができた。 

 

 

 

 

 

⑾ 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 
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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 ３ ０          ０円 

住宅入居費 ３ ０          ０円 

一時生活再建費 ０ ０          ０円 

福祉資金 
福祉費 ２３ １ ０円 

緊急小口資金 ３３ ２ ２００，０００円 

教育支援資金 
教育支援費 １９ ３ ４，２７０，０００円 

就学支度費 １０ １ ４１，０００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 
０ ０ ０円 

元年度合計 ９３ ７ ４，５１１，０００円 

３０年度合計 １９０ １７ ４，７０６，０００円 

２９年度合計 １５４ １２ ５，３２１，０００円 

３月２５日からは新型コロナウイルス感染症の影響での緊急小口資金特例貸付の

相談受付が始まった。北区社会福祉協議会では３月３１日までで５件の相談があった。 

申請、受付となった方はいなかった。 

【行旅人旅費貸付事業】 

年 度 貸付件数 貸付金額 

元年度合計 ４ ２，０００円 

３０年度合計 ５ １，９８０円 

２９年度合計 ４     ２，０００円 

 

⑿ 健康長寿と地域参加の生きがいづくり推進事業 

「生きがいづくり・地域参加」を高めることによる「健康長寿の実現」を念頭に、

ひとりでも多くの方が地域活動に関心をもつことを目指し、区役所が実施している

「健康講座」や「生活習慣病予防教室」などで、地域参加による健康長寿と生きが

いづくりに関するリーフレットを配布し、「地域参加と生きがいづくり」の普及啓

発を行いました。 

①リーフレット［理論編］ 
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 株式会社 社会保険出版社より購入（２５０部） 

 区役所が実施している各講座・教室等で配付。 

②リーフレット［北区実践編］ 

 オリジナル作成（１,０００部） 

 区役所が実施している各講座・教室等、及び、北区社協が実施している各種

研修会等で配付。（自治・町内会長 地域福祉研修会にて配付済み） 

 

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 

元年度 ７ ４ １０ １２ 

３０年度 １２ ４ １０ ２６ 

２９年度 １２ ４ １３ ２９ 

 

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 

元年度 ８１日 ２０名 ６１９名 ７．６４名 

３０年度 ９４日 ２１名 ７９８名 ６．５４名 

２９年度 ９０日 ２２名 ７５７名 ８．４１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 

元年度 １か所 ０か所 １か所 

３０年度 ０か所 ０か所 ０か所 

２９年度 ０か所 ４か所 ４か所 

 

⒃ 区民向け公開講座 
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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 31年 4月 23日（火） 

13:30～15:00 

参加者  13名 

【演題・内容】 

頭の体操と健康 

頭から足の先まで健康になっていただく。健康をテーマ

にした第１段。 

講師 デイサービスはやどおり 中川 美和作業療法士 

令和元年 5月 11日（土） 

10:00～11:30 

参加者 8名(保育 6名) 

【演題・内容】 

平成３１年度 さわやか公開講座 

第 1回子育てセミナ－ 

～わたしと子どものよい関係～ 

未就園児の親を対象に、情報交換、子育てへの肯定感、

心身のリフレッシュ。 

１ お茶を飲みながらグループトーク 

２ ミニ講話「これでいい？わたしの子育て」 

講師 新潟県立大学 人間生活学部子ども学科 

    准教授 角張 慶子 氏 

令和元年 6月 11日（火） 

13:30～15:00 

参加者  31名 

【演題・内容】 

知らないと損する食と健康のお話 

もの忘れに良い食べ物、食べ合わせなど、健康をテーマ

にした第２段。 

講師 北区役所健康福祉課 石川 あい栄養士 

令和元年 7月 13日（土） 

10:00～11:30 

参加者 9名(保育 11名) 

 

【演題・内容】 

令和元年度 さわやか公開講座 

第２回子育てセミナ－ 

～わたしと子どものよい関係～ 

未就園児の親を対象に、情報交換、子育てへの肯定感、

心身のリフレッシュ。 

１ アイスブレイク/ティータイム 

２ ミニ講話「あんなとき、こんなとき、こどものきもち」 

 講師 新潟県立大学 人間生活学部子ども学科 

    准教授 角張 慶子 氏 

日時／参加者 内容 
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令和元年 8月 9日（金） 

13:00～15:30 

参加者 11名 

【演題・内容】 

病院の裏側を知る。病院での仕事を知る 

夏休み！病院探検教室 

南浜病院探検 

放射線科、作業療法科、デイケア科、心理室、各部署 

での体験 

令和元年 9月 24日（火） 

13:30～15:00 

参加者  31名 

【演題・内容】 

「リハビリ」で「健康」 

リハビリを知って健康になってもらう。健康をテーマに

した第３段。 

 講師 新潟リハビリテーション病院 

訪問リハビリきざき 作業療法士、理学療法士、

言語聴覚療法士 

令和元年 10月 4日（金） 

10:00～11:30 

参加者  4名 

【演題・内容】 

認知症の人やその家族どなたでも。お茶を飲みながら、

お菓子を食べながらお話をしてゆっくりすごしていただ

く。 

令和元年 11月 25日（月） 

13:30～15：00 

参加者  14名 

【演題・内容】 

知らないと損する食と健康のお話 

もの忘れに良い食べ物、食べ合わせ、減塩など、健康を

テーマにした第４段。 

 講師 北区役所健康福祉課 石川 あい栄養士 

６月に開催して好評であり、内容を若干変え、開催場所 

 も南浜まちづくりセンター２階で行った。 

令和元年 12月 18日（水） 

13：30～15：00 

参加者  20名 

【演題・内容】 

「自分の体や動きを知ろう！」～転ばず元気な毎日を～ 

健康は良い姿勢から、頭の先からつま先まで健康になっ

ていただく。健康をテーマにした第５段。 

 講師 新潟リハビリテーション病院 

訪問リハビリきざき 

古川 美緒子作業療法士、高橋 信作業療法士 

日時／参加者 内容 
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令和 2年 1月 15日（水） 

13:30～15:00 

参加者  28名 

 

 

 

 

【演題・内容】 

「頭の若返り講座」 

～五感と体を使って頭を働かせよう～、健康をテーマに

した第６段。 

講師 デイサービスはやどおり 中川 美和作業療法士 

４月に開催し好評であり、会場を北地区コミニュニティ

センターからさわやかセンターへ移し内容を若干変更し

開催 

令和 2年 2月 25日(火) 

13:30～15:00 

参加者  26名 

 

【演題・内容】 

 健康をテーマにした最終回として頭から足のつま先まで

使って健康になってもらう。仲間づくりをしてもらう 

ミニ運動会を開催 

「レッツ！レクリエーション！！」 

講師 新潟県レクリエーション協会 

渡辺 耕司専務理事 

令和 2年 3月 25日（水） 

13:00～15:30 

 

 

【演題・内容】 

 病院の裏側を知る。病院での仕事を知る 

 夏休み！病院探検教室 

 松浜病院探検 

 放射線科、作業療法科、デイケア科、心理室、各部署 

での体験 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 

⒄ 高校進学に向けた相談支援事業 

   経済的理由で高校進学を悩まないようにと奨学金の一覧を明記したパンフレッ

トを作成し、北区内全地区の中学３年生、教職員に向け説明と配布を行いました。  

配布中学校  ８校 

 配布枚数   ７００  内相談件数  ４ 件  貸付件数  ２ 件 

 

 

 

 

 

⒅ 生活支援体制整備事業（第 1層）【市受託事業】 
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・北区における支え合いのしくみづくりを進めるため、北区支え合いのしくみづく 

り会議を開催しました。 

  ・宅配や御用聞きなどに対応する北区内に店舗を有する事業者の情報をまとめた

「北区宅配・生活支援サービス取扱店一覧」を作成し、配布しました。 

・地域住民等に対する地域包括ケアシステムに関する理解促進のための周知・啓発

を目的に、「支え合いのしくみづくり出前講座」を第２層協議体と協働で開催し

ました。 

・既存の取り組みの活性化支援を目的に「地域の茶の間の交流会 in北区」、担い手

養成を目的として「茶の間の学校 in北区」、「北区助け合いの学校 in岡方」を開

催しました。 

北区支え合いのしくみづくり会議開催状況 

期日／会場 内 容 

第 10回会議 

令和元年 10月 2日（水）

午後 1時 30分～3時 

／豊栄さわやか健康セ

ンター2階 保健指導室 

〇報告事項 

（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出前講座」開催状況につ

いて   

（３）「地域の茶の間交流会」の開催状況について         

〇 協議事項    

（１）北区宅配・生活支援サービス情報冊子の作成  

 北区では、６５歳以上の高齢化率が３０％を超えてい

る。高齢となり、運転免許の返納などにより、自動車を

運転せず、移動手段を徒歩に限られる高齢者で、生活必

需品の購入に困っている方も増えている。 

しかし、既存の社会資源を住民が知らないために、社

会資源が活用されていないケースもあると考えられる。

そのため、高齢者や買い物に支援が必要な方へ、宅配や

御用聞きなどに対応していただける「宅配・生活支援サ

ービス情報」登録店を募集し、情報を取りまとめ、配布

することを計画した。冊子の素案を元に、構成や、見や

すさや、レイアウト、配布先等について委員で検討を行

った。 

配布先は、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、

障がい福祉サービス事業所、民生委員児童委員等を通じ

て、配布のお願いをし、情報を必要としている高齢者や

障がい者世帯へ配付を予定している。 

○参加者：１９名 

（構成員１３、事務局２、行政１、２層 SC３） 

期日／会場 内 容 
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第 11回会議 

令和 2年 3月 11日（水）

午後 1時 30分～3時 

／豊栄さわやか健康セ

ンター2階 保健指導室 

〇報告事項 

（１）第２層協議体の進捗状況について              

（２）北区宅配・生活支援サービス情報冊子の配付状況

について  

（３）「支え合いのしくみづくり出前講座」開催状況につ

いて    

（４）「茶の間の学校 in北区」開催状況について          

（５）「助け合いの学校 in岡方」開催状況について         

〇協議事項    

（１）令和２年度北区支え合いのしくみづくり会議       

～北区の目指すべき地域像と重点目標について～ 

（２）令和２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   

   

 

 

 

「北区宅配・生活支援サービス取扱店一覧」の作成と配布 

作成の目的 北区では６５歳以上の高齢化率が３０％を超え、運転免許の返納など 

により、移動手段を徒歩に限られる高齢者で、生活必需品の購入に困っ

ている方も増えている。そこで、宅配や御用聞きなどに対応する北区内

に店舗を有する事業者の情報を冊子にまとめ、見える化することで、高

齢者等の日々の生活の手助けになると考え、「北区宅配・生活支援サービ

ス取扱店一覧」冊子を作成した。 

配布先 ・登録店舗 

・北区支え合いのしくみづくり会議委員 

・北区民生委員児童委員 

・北区内地域包括支援センター 

・北区内居宅介護支援事業 

・障がい指定特定相談支援事業者 等 

※新潟市北区社会福祉協議会ホームページからダウンロード可能。（北区

社協ＨＰ→ダウンロード→資料集→北区宅配・生活支援サービス情報冊

子(Ｒ２.２現在)） 

配付部数 約５，０００部 

 

地域住民等に対する地域包括ケアシステムに関する理解促進のための周知・啓発  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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事業名 支え合いのしくみづくり出前講座 

事業目的・内容 【目的】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、支え合いの意識を醸成するとともに、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に出前講座を開催する。 

≪講座内容≫ 

１ 支え合いのしくみづくりと地域包括ケアシステム 

２ 地域の居場所（地域の茶の間・サロンなど） 

３ 訪問型生活支援（ちょっとした生活の困りごとのお手伝い） 

４ 地域交流（自治会行事など） 

５ 見守り・安否確認 

６ 支え合いのしくみづくり座談会 

NO 
実施日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 

１ 4/7 

（月） 

19:50 

～ 

21:00 

ＪＣ（一般社団法人

にいがた北青年会

議所）勉強会 

／町北幸 

 

 

北区 【講義】 

「最期まで暮らしたい地域づくりに向けて」  

～見つけよう！自分にできること～ 

【講師】  

松田内科呼吸器科クリニック 松田先生     

【説明】 

・在宅医療・介護連携ステーション北について 

・支え合いのしくみづくりの取り組みについて 

24名 

2 4/17 

（水） 

太郎代の茶の間 

／太郎代自治会館 

 

松浜

南浜

濁川 

【講話】  

茶の間の立ち上げ方と茶の間の役割について 

 

10名 

3 5/8

（水）

10:00  

～ 

11:00 

みなとサロン横土

居 

／横土居公民館 

 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「茶の間の役割」 

【グループワーク】  

助け合い体験ゲームを活用して、生活上の困りご

と、あったらいいな、この先心配なことについて 

20名 

4 5/10 

(金) 

10:00

～ 

11:00 

喜楽会 

／尾山団地公民館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「尾山団地はどんなところか？良い所、悪い所」 

 

32名 

NO 
実施日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 
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5 6/22

（土）

17:00

～ 

18:00 

葛塚中央コミュニ

ティ協議会 

支え合いの地域づ

くり座談会 

／白新町公民館 

 

葛塚

木崎

早通 

【説明】 

一人暮らし高齢者の困りごとの実態と自治会と

の連携について 

葛塚地区民生委員児童委員協議会 柄澤会長 

【支え合いの地域づくり座談会】 

テーマ 

「支え合える地域（自治会）にしていくためには」 

～一人暮らし高齢者の抱える 

生活上の困りごとへの対応について～ 

28名 

6 6/23 

（日） 

10:00

～

11:00 

高森新田自治会 

地域の茶の間 

「ふれあい福祉」 

／高森新田公民館 

 

岡方

長浦 

【講話】 

「支え合いのしくみづくりと地域包括ケアシステ

ム」「地域の茶の間の役割と効果」 

【ミニ座談会】 

  講話の感想など 

11名 

7 7/13 

(土) 

14:00

～

16:00 

『濁川地区の支え

合いについて考え

よう』（研修会） 

／濁川公民館 2 階

ホール 

 

松浜

南浜

濁川 

【講話】 

『支え合いのしくみづくり』の目的と意義 

【講義】 

『支え合いのしくみづくり』を推進するために 

～私たちの地域でできること～ 

講師：松田内科呼吸器科クリニック  

院長 松田 正史先生 

【感想会】 

45名 

8 7/30

（火） 

15:30

～

16:45 

北区民生委員児童

委員連絡協議会 

地域福祉部会研修

会 

／松潟屋 

北区 【講話】第 1層・第 2層支え合いのしくみづくり 

進捗状況、各地域の取り組み報告 

（茶の間・訪問 B） 

【意見交換】 

報告を受けての意見交換 

【懇親会】 

16名 

９ 7/16 

（火） 

10:00

～ 

11:00 

十二自治会さくら

会 

／十二ふれあいセ

ンター 

岡方

長浦 

【講話】包括と保健師と共催 

支え合いのしくみづくりと地域包括ケアシステ   

 ム 

10名 

NO 実施

日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 
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10 8/21 

（水） 

13:30 

～

14:30 

西名目所老人クラ

ブ茶の間 

／西名目所自治会

館 

松浜

南浜

濁川 

【講話】茶の間の役割と効果 25名 

11 9/20

（金） 

13:00

～

17:00 

ささえ愛ネット・ボ

ランティア講座 

（交流会） 

／早通健康福祉会

館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】ボランティアってなんだろう                       

ボランティア・市民活動センター 

ボランティアコーディネーター 白倉 瑞子 

 

【ささえ愛ネットの立ち上げの経緯について】 

早通地域コミュニティ協議会会長 清水博恭 

様 

【ささえ愛ネットの活動状況について】 

ささえ愛ネット 代表 上村 洋一 様 

 

【意見交換】～おしゃべりタイム～ 

20名 

12 10/19 

(土) 

17:00

～

18:00 

第 2 回葛塚中央コ

ミュニティ協議会

支え合いの地域づ

くり座談会 

／白新町公民館 

葛塚

木崎

早通 

【事例発表】 

地域活動の取り組みの事例発表           

上黒山四地区自治会 オッサンズ  

代表 川澄 昂 様 

【支え合いの地域づくり座談会】        

テーマ「支え合える地域（自治会）にしていく

ためには」 

①アンケート調査の説明  松田正實 会長 

②グループによる話し合い テーマにそって

（A）（B）について話し合う 

（A）あなたの自治会に困りごとのある高齢者が

いたらどうしますか 

（B）問題点 

33名 

13 11/16

（土）

13:30

～

15:30        

    

 

濁川地区部会主催 

第２回「濁川地区の

支え合いについて

考えよう」研修会 

／濁川連絡所 2 階

ホール 

松浜

南浜

濁川 

【活動事例の紹介】 

「自治会で取り組む見守り活動」 

 川西 3丁目自治会 自治会長   池田 三郎 様 

 新元島町自治会社会福祉部部長 岡 正美 様  

【グループワーク】  

自治会で行う見守り活動について考えよう 

あなたはどういう見守りができますか？ 

 39名 

NO 実施

日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 
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14 11/19

(火) 

13:00

～

14:45 

「木崎地区の支え

合い助け合いにつ

いて考える」座談会

／木崎コミュニテ

ィセンター ホー

ル 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「支え合いのしくみづくりの必要性について」 

【グループワーク】  

地域の中での困りごとの解決方法を考えてみ

よう 

自治会として何ができるか 

自治会以外（団体・個人など）で何ができるか 

37名 

15 11/24

（日）

9:30

～

11:45 

令和元年度第 1 回

柳原自治会支え合

いの地域づくり座

談会 

／柳原公民館 

（ふれあい館） 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「支え合いのしくみづくりの必要性について」 

～地域の取り組み事例紹介～ 

【支え合いの地域づくり座談会】 

テーマ「手助けを必要な人が声を出し、支え合 

える地域にしていくためには」 

～困りごとに対して 

どのように対応しますか～ 

50名 

16 11/26 

（火） 

10:00

～

11:00 

太田ちいきコミュ

ニティ協議会 

なじらね隊員研修

会 

／太田古屋 

葛塚

木崎

早通 

【説明】 

「太田地区高齢者見守り活動訪問マニュアル」 

「ボランティア活動保険」について 

 

 

12名 

17 11/28 

（木） 

18:30

～ 

19:30 

川端町自治会 

支え合いのしくみ

づくり出前講座 

／川端町公民館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「北区内見守り・助け合い活動事例」の紹介 

 

 

 

8名 

18 11/30 

(土) 

19:00

～

19:45 

正尺自治会  

支え合いのしくみ

づくり出前講座 

／正尺公民館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「支え合いのしくみづくりの必要性について」 

～地域の取り組み事例紹介～ 

 

20名 

NO 実施

日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 
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19 12/10 

（火） 

10:00

～

10:30 

中嘉山団地自治会 

お茶の間サロン 

／中嘉山団地公民

館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】 

「新潟市地域包括支援センターくずつか」の紹介 

「支え合いのしくみづくり」の目的と意義 

23名 

20 12/26 

(木) 

10:00 

～

11:00 

西名目所老人クラ

ブ茶の間・西名目所

自治会役員 

／西名目所自治会

館 

松浜

南浜

濁川 

【講話】地域の茶の間について 5名 

21 1/15

（水） 

10:00 

～

11:00 

西名目所老人クラ

ブ茶の間 

／西名目所自治会

館 

松浜

南浜

濁川 

【講話】地域の茶の間の立ち上げについて 

 

 

 

 

20名 

22 2/5

（水）

14:00

～ 

15:00 

南浜地区部会主催

区長説明会 

／南浜連絡所 

松浜

南浜

濁川 

【説明会】 

南浜地区部会主催南浜地区の支え合いについ

て 

 考えよう（研修会）開催に向けて 

17名 

23 2/6

（木） 

15：00

～

16：30 

サロンみちくさ 

／川端町自治会館 

葛塚

木崎

早通 

【講話】認知症の対応について 5名 

24 2/21 

（金） 

13:00 

～ 

14:30 

松浜みなと長寿会

／松浜みなと自治

会館 

松浜

南浜

濁川 

【講話】茶の間の役割と効果 7名 

NO 実施

日 

団体名・会議名 

／会場 
圏域 内  容 人数 
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25 3/8

（日）

10:00

～ 

12:00 

南浜地区部会主催 

南浜地区の支え合 

いについて考えよ 

う（研修会） 

松浜

南浜

濁川 

【講話】 

『支え合いのしくみづくり』の目的と意義 

【講義】 

『支え合いのしくみづくり』を推進するために 

～私たちの地域でできること～ 

講師：松田内科呼吸器科クリニック  

院長 松田 正史先生 

 

 

 

 

 

 

 名 

 

 

 

 

 
   合 計 

約 

517名 

 

 

既存の取り組みの活性化支援 

１ 事業名 地域の茶の間の交流会 in北区 

事業目的・効果・対

象 

【目的・効果】 

１既存の茶の間の団体間の交流と情報交換を行うことで、茶の間の活性

化につなげることを目的とする。 

２支え合いのしくみづくり会議構成員からもスタッフとして協力しても

らい、地域の茶の間の活動について理解を深めていただくとともに、

構成員の一体感の醸成を目的とする。 

開催年月日 
令和元年 7月 9日（火）10時～12時（交流会） 

           12時～13時（昼食会） 

会場 豊栄地区公民館 2階 大講堂 

参加者数 ７４名 主催団体 支え合いのしくみづくり会議（第 1層・第 2層） 

【実施内容・効果】  

１ 開会あいさつ 新潟市北区役所健康福祉課長  川崎 裕子 

２ 講話                             

テーマ 叶える可能性 ～あなたの“したい”を応援します～ 

  ①作業療法士ってどんなことができるの？ 

  ②『地域包括ケア推進モデルハウスこらぼ家』での関わりの紹介 

講師 新潟県作業療法士会 橋本 由美 氏、椿 裕子 氏 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 
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担い手養成 

３ 情報交換会（第 1部） 

テーマ「お茶の間でやっていること、工夫していること」  

４ 情報交換会（第 2部） 

   テーマ「お茶の間運営上の課題と対応策」 

５ アンケート記入    

６ 昼食会     

支え合いのしくみづくり会議主催で、初めて交流会を開催した。参加者のアンケート結果を 

見ると、作業療法士による講話については、「作業療法士について役割や活動内容が理解できた。」

「こらぼ家での活動が聞けて良かった。」と回答があった。また、情報交換会について、「各地区

のお茶の間サロンの運営状況など情報交換でき、有意義な交流会だった。」との回答が多くみら

れた。「情報交換の時間が短かった。」という回答も多く見られた。「今後もこのような交流会が

あったら参加したいか」の設問には回答者の 100％が「参加したい」と回答した。活動者は、他

の活動者との情報交換の機会を求めていることが分かった。既存の活動の活性化に繋がるような

活動を今後も行っていきたい。 

１ 事業名 茶の間の学校 in北区 

事業目的・効果 

【目的・効果】 

「実家の茶の間・紫竹」と新潟市の共同事業として公民館で企画運営され

るもの。「地域の茶の間」が目指している“人と人とのつながり”によ

って、生きる力や生きる喜びを生み出す場や地域をつくる意味と効果に

ついて学ぶ場であり、河田珪子さんが実践してきた「地域の茶の間づく

り」の心と技術を学ぶ場でもある。「地域の茶の間づくり」に留まらず、

拠って立つ場の違う行政と住民が力を合わせて誰もが安心して暮らし

続けることを目指して、地域自治や内発的な地域づくりに繋がることを

意味するもの。 

開催年月日 
（1日目）令和元年 12月 3日（火）9時 30分～16時 30分（研修会） 

（2日目）令和元年 12月 13日（金）8時 30分～16時 30分（実習） 

会場 
（1日目）豊栄地区公民館 2階 大講堂 

（2日目）新潟市地域包括ケア推進モデルハウス実家の茶の間紫竹 

参加者数 ３１名 主催団体 
新潟市地域包括ケア推進課・実家の茶の間紫竹 

豊栄地区公民館 

【実施内容・効果】 

（１日目）  

・開校式 
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・地域の茶の間について      地域の茶の間創設者 河田 珪子 氏 

・地域包括ケアシステムについて  地域包括ケア推進課 課長 関 智雄 氏 

・地域の茶の間の意義       新潟市政策調整監  望月 迪洋 氏 

・公民館が地域で果たす役割    豊栄地区公民館館長 拝野 博一 氏 

・支え合いのしくみづくりについて 北区支え合いのしくみづくり推進員 工藤 真美 

・地域の茶の間の開設について   茶の間の学校卒業生 

・茶の間のつくり方 ～具体的な茶の間のつくり方を学ぶ～  

          地域の茶の間創設者 河田 珪子氏 実家の茶の間 当番のみなさん                           

（2日目） 

・茶の間のつくり方「実習」 

～実際に「茶の間」に行ってみよう地域の茶の間を続けていくには～  

地域の茶の間創設者 河田 珪子氏 実家の茶の間 当番のみなさん  

「茶の間の学校」は平成２８年度から区ごとに開催されているが、今回北区では、初開催となっ

た。茶の間に興味がある方、関心がある方、立ち上げてみたいと思っている方、すでに茶の間の

運営に携わっている方が参加した。2 日間を通して座学や実習を通して、新潟市が目指す支え合

いの地域づくりや、公民館が地域で果たす役割、具体的な「地域の茶の間」づくりの方法を学ん

だ。実習では、新潟市の地域包括ケア推進モデルハウスに行き、朝ミーティングから参加した。

1 日の実習を通し、参加者の立場と、担い手の立場を体験することで、誰もが気兼ねをせず安心

して過ごせる“場”づくりや、継続の仕方について学ぶことができた。 

２ 事業名 助け合いの学校 in岡方 

事業目的・効果 

【目的・効果】 

支え合いの地域づくりを推進することを目的として開催する。 

具体的な事例を通して、自分が「助けられる側」になったらどん 

なことをして欲しいか、どんなことをして欲しくないか、有償で 

行う助け合い活動の必要性や、実際の心構えを学び、地域で活動 

する担い手を養成する。 

開催年月日 令和２年２月４日（火）午前１０時～午後４時                               

会場 岡方コミュニティセンター  ホール 

参加者数 ３５名 
主 催

団体 

岡方・長浦圏域支え合いのしくみづくり会議、 

新潟市地域包括ケア推進課、北区役所健康福祉課、 

北区第 1層・第 2層支え合いのしくみづくり推進員 

【実施内容・効果】 

１ 開 校 

２ 開校あいさつ  北区長 若杉 俊則  
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⒆ 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、第 2層

支え合いのしくみづくり会議を開催し、地域住民に対して、住民主体の助け合い・支

え合いの体制づくりを目的とした取り組みを伝えるため、広報誌「地域支え合いだよ

り」を作成し、圏域内に全戸配布しました。目標である「地域の茶の間（居場所）を

広める」ためのスケジュールを、葛塚・木崎・早通地区ごとに検討するとともに、地

区コミュニティ協議会単位では、支え合いのしくみづくり座談会を開催し、「地域の

現状・困りごと」「困りごとへの対応」などを話し合いました。協議体の運営方法に

ついては、葛塚・木崎・早通を５部会で運営することになり、各地区の課題は部会の

中で検討し進めることになりました。 

３ 地域包括ケア～新潟市が目指す支え合いの地域づくり～ 

新潟市地域包括ケア推進課 金子 和雄 

          北区健康福祉課高齢介護係 山口 寿子 

４ 助け合い「お互いさま・新潟」について 北区支え合いのしくみづくり推進員 工藤 真美 

５ 地域で行われている生活支援活動の紹介 

          （１）高森新田自治会 （２）「お互いさま・新元島」 

６ なぜ「助け合い」が必要なのか  

新潟市支え合いのしくみづくりアドバイザー河田 珪子 氏 

７ 他人の生活の場に関わるとは  

新潟市支え合いのしくみづくりアドバイザー  河田 珪子 氏 

          岡方・長浦圏域支え合いのしくみづくり推進員 本間 啓幸 

８ 質疑応答・アンケート記入 

９ 修了式・閉校あいさつ 岡方コミュニティ委員会 渡邊会長 

・住民組織が実施する助け合い活動について、2つの自治会（自治会と訪問 B実施自治会） 

から活動発表をしていただいた。自治会については、開催エリアの岡方地域の取り組みに 

関連した内容、訪問 B実施自治会の取り組みについては、お互いさま新潟の受講から立 

ち上げに至るまでの流れを含めて発表していただいた。地域住民の取り組みは、参加者の関心 

も高かったように思われた。 

・関係者全員の協力のおかげで大きな混乱もなく終えることができた。今後も継続して「助 

け合いの学校」を開催し、北区内に手助けを受ける側の気持ちを学んだ”手助けできる 

人”を増やし、助け合いの意識醸成と、実際の地域の取り組みに広げていきたい。 

期日／会場 内 容 

第１２回 

令和元年７月５日（金） 

豊栄健康センター  

○協議事項 

各地区の今後の取り組みの検討 

葛塚・木崎・早通圏域支え合いのしくみづくり会議 
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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総合的な窓口として、

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 個人登録者数 ボランティア活動

構成員について 

○報告事項 

各地区の進捗状況について 

○その他 

（１）今後の協議体の運営について 

 （２）広報誌発行について                                             

 （３）「地域の茶の間交流会 in北区」開催について    

第１３回 

令和元年１２月６日（金） 

豊栄健康センター 

 

 

 

 

 

 

 

○協議事項 

「葛塚・木崎・早通圏域支え合いのしくみづくり会議」

の委員変更・追加について 

支え合いのしくみづくり推進員の選出について 

○報告事項 

各地区の進捗状況について  

○その他 

（１）「支え合いのしくみづくりの出前講座」開催内容

について   

（２）茶の間の学校について 

（３）助け合いの学校 in岡方について 

（４）次回の会議の開催について 

第１４回 

令和２年２月２８日（金） 

豊栄健康センター 

○協議事項 

今後の協議体の運営方法について 

○報告事項 

（１）支え合いのしくみづくり推進員 活動報告  

（２）広報誌発行について  

（３）助け合いの学校 in岡方について  
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（団体登録者数） 保険加入件数 

令和元年度 
７１団体 

（１，４９１名） 
２６名 １，２１４名 

平成３０年度 
６４団体 

（１，２８３名） 
３２名 １，１８６名 

平成２９年度 
７３団体 

（１，６６１名） 
２１名 １，３７１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３４３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 

元年度 ２２０ ６５ １２ ０ ２ ４４ ３４３ 

３０年度 １６６ ２５ １６ ０ ４ ２８ ２３９ 

２９年度 ８７ ２ １５ ２ ０ ４ １１０ 

 

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９名）を開催しました。 

 開催期日／会場 協議事項 

１ 

令和元年５月１３日（月） 

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 

事業実施報告（平成３１年３月～４月） 

○北区ボランティア・市民活動センター 

令和元年度年間予定について 

 

 

 

  

 開催期日／会場 協議事項 

２ 
令和元年８月２８日（水） 

鳥安 

○北区ボランティア・市民活動センター 

事業実施報告（令和元年５月～８月） 

○ボランティア情報紙「キラッ★キタッ」の

発行について 

○今後の予定について 

３ 令和２年１月９日（木） ○北区ボランティア・市民活動センター 



40 
 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

事業実施報告（令和元年９月～１２月） 

○ボランティア情報紙「キラッ★キタッ」の

発行について 

○北区災害ボランティアセンター研修会につ

いて 

○ボランティアきっかけづくり講座について 

○ボランティア交流会について 

○除雪ボランティアについて 

４ 

令和２年３月２日（月） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

会議室あやめ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止 

 

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の

ため、また、地域で活躍する担い手の育成及び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 

令和元年 7月 23日（火） 

令和元年 7月 30日（火） 

/北区豊栄健康センター 

11名 

【１日目】 

講 話「ボランティアについて活動とは」 

体 験「車いす利用者・聴覚障がい者・視覚障がい

者のサポート方法」 

6名 

【２日目】 

体 験「絵と手紙」 活動紹介と懇談 

講 話「ボランティア活動紹介」 

令和元年 12月 9日（月） 

令和元年 12月 16日（月） 

/豊栄さわやか老人福祉

センター 

北区豊栄健康センター 

20名 

【１日目】 

講 話「知的障がいの特性・具体的な困りごと・望

ましい接し方を学ぶ」 

講 師 小池 貴之 氏 

   （ドリームカレッジ 管理者） 

体験談「ぷれジョブ等の活動を通して」 

講 師 八木 千秋 氏（ぷれジョブきた 代表） 

 

22名 

【２日目】 

講 話「知的障がいの特性・具体的な困りごと・望

ましい接し方を学ぶ」 

講 師 石橋 一 氏 （新潟県若草寮 寮長） 

 

⑷ ボランティア・サポーター交流会  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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⑸ 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。 

 

⑹ 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 北区活動先 参加者 

令和元年７月２９日（月）～ 

令和元年８月３０日（金） 

○グループホームはやどおり 

○新潟北愛宕の園  ○江風苑 

○松潟の園     ○ドリーム 

○なぎさの里    ○ピンポン 

○老人デイサービスセンターさわやか 

○リビングサポートはやどおり         

【全体参加者】 

１９２名 

 

 

⑺ 北区災害ボランティアセンター研修会 

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や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。また、近年、災害時の食事として注目さ

れている「パッククッキング」を紹介する機会としました。 

開催期日／会場／参加者 内容 

開催期日／会場 講座内容 参加者 

令和 2年 3月 28日（土） 

新潟市北区文化会館 

テーマ「心の支えとなるものを考える」 

講話１「お話の聴き方」 

～ことばをこころで受け止めてもらうと～ 

講師：にこっと代表 本間 利枝 氏 

講話２「死を考えるひとの情景を学ぶ」  

～自分の身の回りの「心の支え」を振り返る～ 

講話３「心の支えとなることとは」 

～「心の支え」となる聴き方～ 

講師：新潟医療福祉大学 社会福祉学科 

    原口 彩子 氏 

１１名 
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令和２年２月１日（土） 

北区豊栄健康センター 

参加者数 ９０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

員協議会、にいがた北青年会議

所、新潟医療福祉大学、行政関

係者、北区社協職員（地域福祉・

介護事業所）、北区防災士会、

日赤関係者、登録ボランティア

（個人・団体）等 

① 開会 

② 講義  

「災害ボランティアセンターの役割や機能について」 

③ ミニ体験 

「災害ボランティアセンターを体感しよう」 

 総務班・ニーズ班・ボランティア受付班 

マッチング班・パッククッキング班 

④ 災害時における「食」の大切さについて 

 

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 

協力 新潟市食生活改善推進委員協議会北支部 様 

 

⑻ ボランティア受入施設担当者研修会 

ボランティアを受け入れている福祉施設の職員（ボランティア担当者等）を対象

に、ボランティアを受け入れる意義や受け入れの為のノウハウ等、基礎的な学びの

場とするとともに、社協ならびにボランティア・市民活動センターの存在や役割を

理解し、施設との連携の在り方を考える場とすること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 

令和元年７月１９日（金） 

北区豊栄健康センター 

 

①活動紹介＆体験「絵と手紙」 

講師：ボランティアグループ「チームりんご」 

②講義「福祉施設におけるボランティア受入の意義

と課題」 

講師：グループワーク＆情報交換会   

③ランチミーティング 

④グループワーク＆情報交換 

８名 

 

 

⑼ 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、のべ１６校計１，２０７

名の児童・生徒（地域合同開催の場合は地域住民を含む）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 
濁

川 
濁川小学校４学年 令和２年１月２２日 認知症サポーター養成講座 63名 
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２ 

南

浜 

南浜小学校４学年 令和元年１２月２日 高齢者疑似体験 15名 

３ 南浜小学校４学年 令和元年１２月９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） 

31名 

４ 太夫浜小学校 令和２年２月１８日 認知症サポーター養成講座 34名 

５ 

葛

塚 

葛塚小学校４学年 令和元年 10月２９日 講話とミニ手話講座 92名 

６ 葛塚小学校４学年 令和元年１１月８日 
手話の歌 

 
92名 

７ 

葛塚小学校３学年 

令和元年１１月１１日 福祉について 115名 

８ 
令和元年１１月１２日 

       １３日 
視覚障がい者のサポート 115名 

９ 令和元年１１月１４日 講話「盲導犬ユーザーから」 115名 

10 葛塚東小学校 
令和元年５月２４日 

      ２７日 

講話「福祉ってなんだろう」 

高齢者疑似体験 
111名 

11 豊栄南小学校３学年 令和２年２月１４日 視覚障がい者のお話し 16名 

12 

早

通 
早通南小学校４学年 

令和元年１２月５日 
講話「福祉について」 

 
107名 

13 
令和元年１２月１２日 

１３日 

体験「車いす利用者のサポー

ト」 
107名 

14 
岡

方 
岡方第一小学校 令和２年２月７日 高齢者疑似体験 20名 

15 
岡

方 
早通中学校３学年 令和元年１１月８日 

講話「車いす利用者から」 

体験「車いす利用者のサポー

ト」「高齢者疑似体験」 

87名 

16 
岡

方 

 

早通中学校３学年 

 

令和元年１１月１５日 認知症サポーター養成講座 87名 

  

⑽ ボランティアカフェ 

ボランティアをしたい人・交流をしたい人等を対象に、簡易な作業やお茶のみが

できる場として定期的に開催しました。参加者が「居心地がよい・役割がある・達

成感がある・友人ができる」等の気持ちを抱けるよう、ボランティアの協力を得な
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がら、出入り自由な、「家」でも「施設」でもない居場所を設けることができ、人

との交わりが苦手な人や社会参加を目指す人が、ステップアップをするための一助

として利用したり、ボランティア相談やボランティアの育成の場としても活用しま

した。 

 開催日時：毎月第４木曜日午前１０時～正午 

（２月・３月については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）  

開催場所：さわやか老人福祉センター 会議室あやめ 

実施回数・参加者数：１０回開催 のべ１８４名参加 

 

 

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 

№３５、№３６ 

 

各 27,000部発行 

令和元年７月 

令和２年３月 

・令和元年度予算、事業計画 

・平成３０年度決算、事業報告 

・社協会員会費の協力依頼 

・災害ボランティアセンター研修会の開催 

・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 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センターとして、幅広く情報提供・情報発

信を行うことを目的に、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 
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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」 

Ａ４版４ページ、 

1,400部発行 

令和 元年 ５月 

７月 

９月 

１１月 

令和 ２年 １月 

３月 

 

・北区社協、北区ボランティア・市

民活動センターの開催事業案内 

・ボランティア募集 

・ボランティア登録、ボランティア

保険案内 

・ボランティアに関する講座、催し

物、助成金等の案内 

・活動に役立つミニ知識  等 

 

⑶ 令和元年度 北区地域福祉推進フォーラム 

［北区健康福祉課・新潟医療福祉大学共催］ 

「身近な地域の支えあい活動」を広く共有し、さらなる取り組みにつなげていく

ことを目的に開催しました。 

開催日時 令和元年１１月２日（土） 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 

「全員参加の共生社会をめざして」 

～あなたが必要だ！と言えるまちづくりを考える～ 

 講 師 新潟医療福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 

教授 青柳 親房 氏 

３ シンポジウム 

「住み続けたいと思う地域づくりのために」 

～私たちひとりひとりができることを考える～ 

コーディネーター   

新潟医療福祉大学      副学長  丸田 秋男 氏 

シンポジスト  

 松田内科呼吸器科クリニック 院 長  松田 正史 氏 

オッサンズ         代 表  川澄  昂  氏 

松浜・南浜・濁川圏域支え合いのしくみづくり会議 

推進員  菅原  妙  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  ３００名（市民、民生委員、コミ協関係者、自治会関係者ほか） 
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⑷ 令和元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、令和元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２団体を表彰しました。 

表彰等区分 表彰者等氏名（敬称略） 

第３条１号 

 各種民間社会福祉団体に役職員又は関係人

として８年以上、民生児童委員においては９

年以上勤務あるいは関与し、特に功労のあっ

た者（１５名） 

村山 せい子 

中川 悦子 

伊川 和雄 

神田 悟 

谷澤 幸泰 

髙谷 行雄 

松田 富士夫 

井上 真奈美 

菊池 正雄 

斉藤 敏昭 

髙野 貞子 

本多 滿喜子 

小林 弘子 

長場 憲一 

井澤 康子 

第３条２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（１名１団体） 

寺尾 節子 

みんなの輪 

第４条１号 

 北区社協に対する寄附金が単年度で２０万

円以上、あるいは５年以上継続して通算２０

万円以上の寄附を行った個人又は団体等。（１

団体）  

白新町商工振興会 

 

⑸ 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 

令和元年度 延べ３，９９１件 

平成３０年度 延べ３，６５４件 

平成２９年度 延べ４，３７３件 
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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 

令和元年度 平成 30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 15 945,100 16 1,085,300 

南浜 29 27 773,000 28 787,000 

濁川 13 13 805,600 13 793,330 

葛塚 55 52 2,052,325 52 2,105,575 

木崎 18 17 746,600 16 737,200 

岡方 16 16 476,500 16 478,000 

長浦 18 18 760,500 18 778,650 

早通 27 15 701,491 18 726,360 

合計 195 173 7,261,116 177 7,491,415 

 

② 賛助会員会費実績 

    ６５件 ４０９，０００円（平成３０年度 ６１件 ３７４，０００円） 

 

⑵ 理事会の開催状況 

開催期日／会場 内 容 

第１８回 

平成 31年 4月 5日 

（金） 

割烹 大倉屋 

 

議案第１号 会長及び副会長の選任について 

報告事項１ ２０１９年度事務局体制について 

報告事項２ 年間予定について 

その他報告事項 

 ① ２０１９年度組織・事業について 

第１９回 

令和元年 5月 17日 

（金） 

北区豊栄健康 

センター 

 

議案第１号 平成３０年度事業報告（決算）について 

議案第２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 令和元年度自治・町内会長地域福祉研修会の開催

について 

報告事項２ 令和元年度新潟市社会福祉協議会会員会費の募

集について 
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報告事項３ 令和元年度第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 

報告事項４ 事業実施報告（H31.3～4） 

その他報告事項 

 ① 令和元年度新潟市北区地域福祉推進フォーラムについて 

 ② 役員等視察研修会の実施について 

第２０回 

令和元年 9月 13日 

（金） 

北区豊栄健康 

センター 

議案第１号 令和元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 令和元年度企画運営委員会の実施について 

報告事項１ 令和元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 令和元年度地域福祉座談会の開催について                  

報告事項３ 各種イベントへの参加について 

報告事項４ 令和元年度助成事業等の申請状況について 

報告事項５ 令和元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６ 令和元年度第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 

報告事項７ 事業実施報告について（R1.5～8） 

報告事項８ 今後の主な日程について（R1.9～R2.3） 

第２１回 

令和 2年 1月 17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 

報告事項１ 令和元年度第１回企画運営委員会報告について                                

報告事項２ 令和元年度第３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  

報告事項３ 令和元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 令和元年度地域福祉座談会実施報告について                

報告事項５ 令和元年度会員会費等の納入状況について          

報告事項６ 令和元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研修会の開催につ

いて    

報告事項８ 地域の茶の間・友愛訪問事業等見守り団体情報交

換会の開催について           

報告事項９ 事業実施報告について（R1.9～12）  

研修会 

（１）「台風１５号・１９号等の大雨災害の概要と近年の災害Ｖ
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Ｃ運営」について 

（２）「長野市北部災害ボランティアセンター運営支援」につい

て」 

（３）「台風１９号被害に係る被災地社協への支援」について 

第２２回 

令和 2年 3月 13日 

（金） 

北区豊栄健康 

センター 

※新型コロナウイ

ルス感染症拡大防

止のため中止、書面

により議決 

議案第１号 令和２年度事業計画について 

議案第２号 令和２年度予算について 

報告事項１ 令和元年度第２回企画運営委員会報告について 

報告事項２ 令和元年度第４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 

報告事項３ 平成３０年度会員会費等の納入状況について                                

報告事項４ 平成３０年度赤い羽根共同募金納入状況について 

報告事項５ 事業実施報告（R2.1～2） 

報告事項６ 今後の主な日程について（R2.4～R3.3） 

 

⑶ 正・副会長会議 

開催期日／会場 内 容 

第１回 

令和元年 5月 8日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第１９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 

令和元年 9月 3日（火） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第２０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 

令和元年 2月 26日（水） 

豊栄さわやか老人福祉センター 

協議事項１ 第２２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 

令和元年 5月 13日（火） 

豊栄健康センター 
監事２名による平成３０年度事業及び決算監査 

 

⑸ 令和元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。 
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開催期日／会場 内 容 

第１回 

令和元年１１月２２日（金） 

北区豊栄健康センター 

協議事項１  令和元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  令和元年度事業の振り返り 

協議事項３ 生きがい対応型通所事業について 

協議事項４ 北区さわやかなんでも相談所について 

第２回 

令和２年１月２１日（火） 

豊栄さわやか老人福祉 

センター 

協議事項１ 第１回会議の振り返りについて 

協議事項２  令和２年度重点項目（案）および事業方 

      針（案）について 

協議事項３ 新潟市北区社会福祉協議会規約について 

その他     令和２年度年間主要日程について   

 

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 ２６２日 ２３，０８６名 

北区豊栄健康センター  ２４８日 １，９１５名 

  

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 

令和元年 5月 2 2日（水） 

令和元年 1 1月 2 7日（水） 

りらっくす体操／ 

スポーツ推進委員 中川 裕子 氏 

令和元年 7月 2 4日（水） 

令 和 2 年 1 月 2 2 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 

令和元年 9月 2 5日（水） 

令 和 2 年 3 月 2 5 日 （ 水 ）  

音楽レクリエーション／ 

(株)新潟第一興商 

  
令和元年 1 1月 1 8日（月） 

令和元年 1 1月 2 6日（火） 
囲碁将棋大会 

令和元年 1 2月 2 0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 

※ 3/25 ： 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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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、広く寄付金を募り、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 新潟市北区バスケットボール協会 ３，２１４円 

２ ボランティアカフェ（切手売却） ３，６００円 

３ 本間 信明 ２０，０００円 

４ さくらの街信用組合 １００，０００円 

５ 白新町商工振興会 ２８，１０９円 

６ 新潟市北区バスケットボール協会 ２，４４９円 

７ 豊栄地区公民館 ４３，２５０円 

８ お庭屋 代表 森田浩志 ７，２００円 

９ 豊栄つばき会宮村 鉄穂 ３，０００円 

１０ 豊栄キリスト教会 １０，０００円 

１１ 豊栄商店会連合会 １９，８１０円 

１２ 雪割草実生研究会 ８，７００円 

１３ 豊栄商工会サービス業部会 ２０，０００円 

１４ 匿名２件 ３８２円 

          合  計 ２６９，７１４円 

 


