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令和元年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 事業報告 

 

総 括 

人口減少社会を迎え、社会的孤立や貧困の問題が顕在化し、災害が多発する中で、改

正社会福祉法では、住民に身近な地域で様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域

で暮らしていくために、地域の住民がお互いに支え合いながら地域共生社会を目指す地

域福祉の理念を示しました。 

地域共生社会の実現に向けては、これまで以上に地域住民や地域の多様な社会資源が

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとりの暮らしと

地域をともに創っていくことが求められます。   

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

は、昨年に引き続き、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）の基盤づくり 

支援のほか、地域コミュニティ協議会（以下「コミ協」という。）、自治会・町内会、地 

区民生委員児童委員協議会、専門機関、大学、企業、行政等との連携を深め、様々な事 

業に取り組みました。 

 

１ 地域福祉活動推進事業 

地区社協、コミ協、自治会・町内会を中心とした地区住民主体の地域福祉活動が進

められるよう各地区の地域性や取組み状況に応じた支援を行いました。 

 

(1) 地区社協活動交付金による支援 

地区社協活動交付金の交付額の算出方法は「地区の前年度社協会員会費納入額の

３０％」とし、以下の通り交付しました。また、活動交付金の交付に加え、地区担

当職員を中心に地区社協活動に対する様々な支援も行いました。 

地区社協名 

地区社協活動交付金（円） 

元年度交付額 

（前年度一般会費納入額×30％） 

30年度交付額 

（前年度一般会費納入額×30％） 

新津中央地区社協 508,350 516,240 

新津西部地区社協 684,300 673,680 

荻川地区社協 793,335 815,310 

満日地区社協 111,570 111,570 

新津東部地区社協 584,580 587,280 

阿賀浦地区社協 152,130 162,810 

新関地区社協 115,230 115,230 

小合地区社協 170,940 172,260 

金津地区社協 332,640 357,900 

小須戸地区社協 303,480 304,560 

山の手地区社協 173,520 168,774 

合 計 3,930,075 3,985,614 
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⑵  地域福祉活動計画推進事業助成 

     地区社協やコミ協が行う秋葉区地域福祉活動計画の推進に寄与する事業や独自 

  の企画と方法に基づいた先駆的な１２事業に対して助成をしました。 

地区 地区社協・コミ協名 事業名 参加者等 

満日 満日地区社協 

満日声かけ訪問活動 ２６名 

防災施設「水防・地震対

策」見学研修会 
２０名 

新津東部 新津東部コミ協 

第１１回ふれあい 

健康づくりの集い 
７５名 

ふれあいウォーク第 10弾 

IN新発田五十公野公園 
９４名 

阿賀浦 阿賀浦コミ協 
史跡めぐり ３３名 

芸能祭 １５０名 

新関 新関コミ協 
世代間交流 Xmasクッキン

グ教室 
５４名 

小合 小合コミ協 高齢者福祉学級 １０６名 

小須戸 小須戸コミ協 

ほっとカフェ １，４０２名 

ふれあい昼食会 ５０名 

子どもプロジェクト １３５名 

山の手 山の手コミ協 
レクリエーションダンス

講習会 
４６名 

 

(3) 令和元年度地区社協連絡会議 

 社会福祉協議会の役割・機能と区社協、地区社協の機能や位置づけ、支援体制に

ついて確認するとともに、地域福祉の推進に向けた一体感の醸成を図ることを目的

として、各地区社協より役員が数名ずつ参加し、情報共有のための連絡会議を開催

しました。 

開催日／会場 内 容 参加者 

令和元年６月２８日（金） 

新津地域交流センター 

・コミ協における地区社協の設置状況

について 

・地区社協事業一覧表について 

・情報交換 

２７名 

令和２年２月２８日（金） 

新津地域交流センター 

・座談会の報告について 

・情報交換 
２８名 

   

  ⑷ 地域コミュニティにおける事業説明等（出前講座） 

 地区社協（コミ協）、自治会・町内会、地域の茶の間（サロン）、老人クラブのほ 

か、地域で活動する団体の依頼により出前講座を６６回行いました。 
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地区 開催日 団体名 内 容 参加者 

新津 

中央 

6/8 
新津ロータリークラブ会

員、地域住民 

・地域の支え合いについ

て 
７０名 

6/13 
サロンふれあい広場なの

はな 
・介護予防について ２４名 

7/9 
田家元気で楽しく 

すごそう会 

・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１２名 

11/20 新津ロータリークラブ ・ボランティアについて １０名 

新津 

西部 

4/2 
いきいきサロン 

みゆき 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
１８名 

5/7 
いきいきサロン 

新栄町 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
２７名 

5/18 古田親盛会女性部 
・介護予防と茶の間の効 

果について 
１８名 

6/23 山谷町 1 丁目寿会 
・介護予防と見守りにつ 

いて 
２１名 

7/19 
秋葉区老人クラブ 

連合会 

・支え合いのしくみづく 

りと社会参加について 
８０名 

9/3 
いきいきサロン 

みゆき 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
２１名 

10/19 古田親盛会 ・介護予防について ３６名 

荻川 

7/9 川口町内会 ・介護予防について ６５名 

9/17 荻川地区民児協 ・視覚障がいについて ２４名 

11/10 老連荻川地区交流会 ・介護予防について ８９名 

11/15 
荻川コミ協いきいき塾パ

ソコンクラブ 

・支え合いのしくみづく 

りふれあい福祉サービス

について 

・新潟市元気力アップサ

ポーター制度説明 

３５名 

 

 

 

 

満日 

 

 

 

 

 

 

5/13 満日コミ協 ・各種助成交付金の説明 ２名 

6/17 満日コミ協 
・秋葉区社協の事業につ

いて説明 
３名 

9/19 満日コミ協 

・交流事業の意義につい 

て 

・秋葉区社協助成事業に

ついて 

２名 

9/29 満願寺やすらぎ会 ・居場所の意義について １２名 

11/3 サロン・ド・はさぎ 

・支え合いのしくみづく 

り認知症の方の対応につ

いて 

１３名 
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新津 

東部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/14 草水町サロンひまわり 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
１３名 

5/30 楽しいお茶の間かがやき 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
１８名 

6/15 東部地区健康のつどい 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
８０名 

7/10 
新町長寿 

ダンゴ会 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
３０名 

8/19 さわやか会 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
９名 

9/16 飯柳自治会敬老会 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
１７名 

10/3 
新津第五圏域の 

ケアマネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり 

について 

９名 

10/10 
飯柳にこにこ 

健康クラブ 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
８名 

10/17 
新津第五圏域の 

ケアマネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり 

について 

９名 

11/7 
新津第五圏域の 

ケアマネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり 

について 

２名 

11/10 草水町文化祭 ・高齢者について ２４名 

2/8 
東部コミ協 

東部地区福祉委員会 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
３７名 

 

 

 

 

 

 

阿賀浦 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/10 立ち寄り“しんかな” 
・秋葉区社協について 

・口腔の健康について 
２２名 

5/13 阿賀浦コミ協 
・秋葉区社協助成事業に 

ついて 
３名 

6/24 阿賀浦コミ協 

・地区社協の説明 

・緊急情報キット配布事

業のコミ協の役割につい

て 

２名 

7/17 いきいきサロン大安寺 

・支え合いのしくみづく

りふれあい福祉サービス

について 

・社協会費の説明 

１４名 

8/6 
阿賀浦コミ協 

（ロコモ体操） 

・社協会費の説明 

・交流事業の意義につい

て 

２８名 



5 

 

 

 

 

 

 

阿賀浦 

8/21 
新金沢町自治会 

見守り検討会 

・見守り活動の意義につ

いて 
５名 

9/4 
阿賀浦コミ協 

役員会 

・地区社協の説明 

・社協会費について 
１３名 

9/9 東町いきいきサロン 

・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 

・社協会費の説明 

１７名 

10/5 中新田自治会 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
２０名 

1/27 うぐいすの会 
・支え合いのしくみづく 

りについての周知・啓発 
１５名 

2/17 阿賀浦コミ協 
・秋葉区社協助成事業申

請のあり方について 
４名 

新関 

6/17 小口元気会 

・支え合いのしくみづく

りふれあい福祉サービス

について 

７名 

6/27 
下新ウォーキング 

（サロン準備会） 

・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１３名 

10/5 お茶の間サロン下新 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１１名 

1/16 
大関お茶の間 

しゃっきりクラブ 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり

について 

１７名 

小合 

5/23 出戸ふれあいサロン 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
４名 

8/6 小合コミ協役員 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１名 

9/5 小合地区社協役員 
・地域包括ケアシステム

について 
２６名 

 

 

 

 

金津 

 

 

 

 

 

 

5/16 
金津地区社会福祉協議会

地域の茶の間いっぷく 

・支え合いの必要性と見

守りについて 
２６名 

6/7 金津地区社協 
・ふれあい福祉サービス

について 
１０名 

6/14 さわやか朝日 
・認知症の方を地域で支

えること 
２４名 

9/6 金津地区社協 
・支え合いのしくみづく

り会議について 
８名 

12/4 
金津自治会いきいきサロ

ン「白玉」 

・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
３０名 

2/10 中村の茶の間 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
２９名 
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小須戸 

5/16 
いこてば、こいてば、ふ

れあい会館 
・サロンの効果について ２９名 

6/25 

だんだん・嶋岡参加者お

よび新津第五圏域のケア

マネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり

について 

２０名 

7/2 

だんだん・嶋岡参加者お

よび新津第五圏域のケア

マネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり

について 

２０名 

7/18 新保の茶の間 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１７名 

7/23 

だんだん・嶋岡参加者お

よび新津第五圏域のケア

マネジャー 

・地域包括ケアシステム 

支え合いのしくみづくり

について 

２０名 

9/2 地域の茶の間こすど ・お口の健康について ２２名 

山の手 

5/8 矢代田公会堂茶の間 

・支え合いのしくみづく

りふれあい福祉サービス

について 

１１名 

7/5 矢代田小学校４年生 ・茶の間の概要について ３１名 

7/26 松ヶ丘さくら会 
・支え合いのしくみづく

りについての周知・啓発 
１３名 

秋葉区 7/10 認知症サポーター 

・認知症サポーターステ

ップアップ講座「ボラン

ティアについて」 

１５名 

 

 ⑸ 地域福祉計画・地域福祉活動推進計画推進委員会 

 秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015～2020）を推進するため、秋葉区

健康福祉課と共同事務局として委員会を開催しました。    

回 開催日／会場 内  容 

第１回 令和元年 7月 10日（水） 

秋葉区役所 401会議室 

参加者 24名 

・令和元年度秋葉区地域福祉計画・地域福祉

活動計画における区および区社協の取り組み

状況について 

第２回 令和 2年 2月 8日（金） 

秋葉区役所 401会議室 

参加者 25名 

・委員交代について 

・地域福祉計画・地域福祉活動計画における

秋葉区及び秋葉区社会福祉協議会の取り組み

状況について 

・令和 2年度委員改選について 
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 ⑹ 地域ふれあい事業 

自治会・町内会が行う多世代交流等を目的とした７８事業に助成し、担い手育成 

 のきっかけにもなるよう支援しました。 

地区 自治会・町内会 事業名 参加者 

新津中央 

秋葉一丁目町内会 
納涼会 ２８名 

いも煮会 ３１名 

本町２丁目 

２区町内会 

本町２丁目２区 

自主防災会による防災訓練 
１２０名 

善道町１丁目自治会 
善道町１丁目 

自主防災会防災図上訓練 
２８名 

中沢町町内会 

世代間交流会（花見の会） ６２名 

高齢者昼食会 ３５名 

一人暮らし・寝たきり「友愛訪問」 ６１名 

田家１・２・３丁目 

町内会 
田家夏祭り３町内思い出支援 ６４名 

新津西部 

古田町内会 

第９回古田町内防災訓練 ５０名 

芋煮会 ４５名 

古田・天神地域ＰＴＡ運動会 １７０名 

美幸町町内会 

美幸町ふれ合いレクリエーショ

ン「公園バーベキュー大会」 
１６７名 

ふれあい昼食会 ３２名 

新栄町町内会 
新栄町夏祭り子供神輿 １２８名 

新栄町大運動会＆救急法講習会 １５５名 

南町二区町内会 
子供朝食会 ４２名 

子供クリスマス会 ４２名 

 

 

 

 

 

 

荻川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北潟町内会 かまど炊き新米の昼食会 ３８名 

川口町内会 

ふれあい福祉の集い ７２名 

町内交流イベント １００名 

町内会新年会 ５１名 

こがね町自治会 

こがね町ふれあいやすらぎ昼食

会 
２２名 

こがね町桜まつり開催事業 ５１名 

こがね町夏まつり（多世代交流）

事業 
１５０名 

中野連合町内会 中野連合町内会ふれあい昼食会 ２５名 

車場連合町内会 

車場ふれあいのまちづくり 

(６月) 
１５名 

車場ふれあいのまちづくり 

(１１月) 
２８名 

荻野町町内会 荻野町夕涼み会 ３０６名 
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満日 満願寺町内会 

みんなで花植えしませんか？ ２７名 

満願寺町内会秋祭り １４５名 

秋の収穫祭（いもほり） ６７名 

 

 

 

 

新津東部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町１丁目町内会 

新町ふれあい昼食会(４月) ５６名 

新町ふれあい昼食会(７月) ５７名 

新町ふれあい昼食会(１０月) ６２名 

新町２丁目町内会 

新町ふれあい昼食会(５月) ５３名 

新町ふれあい昼食会(９月) ５４名 

新町ふれあい昼食会(１２月) ４９名 

新町３丁目町内会 

新町ふれあい昼食会(６月) ６１名 

新町ふれあい昼食会(１０月) ６２名 

新町ふれあい昼食会(１２月) ４９名 

金沢町２丁目自治会 ふれあい昼食会 １９名 

金沢町３・４丁目 

町内会 

なじらね会ふれあいお楽しみ会 

(６月) 
６５名 

なじらね会ふれあいお楽しみ会 

(１１月) 
６８名 

柄目木自治会 
柄目木お茶の間昼食会(７月) ２８名 

柄目木お茶の間昼食会(１２月) ３１名 

滝谷町町内会 

滝谷町子供祭り １００名 

第３６回滝谷町大運動会 ６３名 

親子ふれあいの集い ２６名 

飯柳自治会 

菩堤寺山ハイキング ８名 

盆踊り交柳会 ３０名 

子供神輿祭 ２９名 

草水町町内会 

草水町「ふれあい広場」 ４９名 

文化ふっとつ草水!! 

(草水町文化祭) 
３１０名 

草水町新年祝賀会 １００名 

阿賀浦 新金沢町自治会 
夏祭り屋台曳き ２３０名 

ファミリー交流会 ４３名 

新関 

市新自治会 

市新ふれあい昼食会(４月) １７名 

市新ふれあい昼食会(１２月) １４名 

市新ふれあい昼食会(１月) １２名 

岡田自治会 
令和元年岡田祭り ７２名 

令和２年岡田集落賽の神 ４４名 

 

小合 

 

 

大鹿自治会 大鹿自治会バーベキュー大会 ５１名 

栗宮自治会 七夕の夕べ ２８名 

浦興野自治会 
浦興野秋祭り ６５名 
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小合 

小戸下組町内会 

小戸下組町内会ふれあい昼食会 

(６月) 
１３名 

小戸下組町内会ふれあい昼食会 

(１１月) 
２７名 

小戸下組町内世代間交流会 

「走らないミニ運動会」 
３６名 

小屋場自治会 
小屋場自治会世代間交流新津松坂

流し輪踊り 
８６名 

子成場町内会 

北山神社秋季大祭 １６５名 

新春賀詞会 ６５名 

子成場塞の神保存会 ５５名 

金津 
西古津自治会 

西古津夏まつり ２５５名 

クリーン作戦 １２１名 

金津自治会 ふれ合いお楽しみ会 ５８名 

小須戸 

鵜出古木自治会 第１３回防災訓練 １３６名 

小須戸大川前 

４－１自治会 

ふれあい交流会 
１９名 

山の手 天ヶ沢自治会 
紙芝居で伝える村の歴史 ３０名 

百八燈伝承事業 ４６名 

  

⑺  地域歳末たすけあい事業 

 地域住民同士の交流を目的とする歳末時期の１３事業に対して助成し支援を行 

いました。また、事業を通して地域の関係団体との協働を促進し、赤い羽根共同募 

金と歳末たすけあい募金のＰＲも行いました。 

地区 団体名 事業名 対象者 

新津中央 

新津本町１丁目町内

会 
冬のお楽しみ会 ５７名 

田家１丁目町内会 
田家１丁目 

町内新年会 
５０名 

田家２丁目町内会 
歳末 要支援者 

ふれあい防災喚起事業 
１９名 

新津東部 

金沢町さいの神実行

委員会 
金沢町さいの神事業 １４０名 

新町ふれあい 

フェスティバル実行

委員会 

第１０回新町 

ふれあいフェスティバル 
２０６名 

阿賀浦 

阿賀浦コミュニティ

協議会 
フロアカーリング大会 １１８名 

新金沢町自治会 
イルミネーション点灯式 

（第２回ファミリー交流会） 
１１０名 
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新関 
新関コミュニティ協

議会 

新関コミュニティセンター 

開設１０周年記念式典祝賀会 
９８名 

金津 西古津自治会 もちつき大会 ７５名 

小須戸 鵜出古木自治会 
鵜出古木鎮守 

（北山神社）注連縄作り 
２０名 

山の手 
山の手コミュニティ

協議会 
地域の文化継承事業 ４９名 

秋葉区 

全域 

にいがた秋葉っ子 

ふゆまつり実行委員

会 

にいがた秋葉っ子 

ふゆまつり 
３，０００名 

NPO 法人ディンプ

ルアイランド 
新年もちつき大会 ２４５名 

 

⑻  歳末除雪見守り事業 

 歳末たすけあい事業として、見守り意識の醸成と身近な地域における助けあい 

の輪を広げるため、住民同士の除雪活動に対して支援を行いました。 

地区 自治会・町内会名 事業名 対象者 

新津中央 善道町１丁目自治会 
善道町１丁目内通学路と 

高齢者宅前除雪 
４０名 

阿賀浦 新金沢町自治会 新金沢町歳末除雪支援 ２０名 

山の手 
天ヶ沢自治会 ご近所パワーふれ愛除雪隊 ６名 

舟戸１．２自治会 舟戸１．２自治会除雪隊 ７名 

 

 ⑼ ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業 

 結婚６０周年及び結婚５０周年を迎えた夫婦を対象に、長寿と夫婦円満を祝う 

ため、区社協主催による祝賀会を開催しました。 

年度 開催日 会 場 参加者 

 元年度 令和 元年１１月１日（金） 割烹 一楽 １６組 ３２名 

３０年度 平成３０年１１月２日（金） キャトルセゾン ２２組 ４４名 

２９年度 平成２９年１１月２日（木） キャトルセゾン ３９組 ７８名 

   

   ⑽ 福祉団体への助成 

［助成団体］秋葉区ボランティア連絡協議会、秋葉区身体障害者福祉協会 

           秋葉区老人クラブ連合会、新潟市秋葉区手をつなぐ育成会 
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 ⑾ 点字録音広報事業【市受託事業】 

区だより及び公共性のある生活情報を点字版・音声訳版で発行し、視覚障がい 

者に時刻表、カレンダー等の情報を提供しました。 

内  容 対象者 種 別 
回数 

元年度 ３０年度 ２９年度 

あきは区役所だより 
視覚 

障がい者 

点訳 ２４回 ２４回 ２４回 

音声訳 ２４回 ２４回 ２４回 

生活情報 
視覚 

障がい者 

点訳  ２回  ５回  ５回 

音声訳  ―  ３回  ３回 

    

⑿ 各種奉仕員等養成事業【市受託事業】 

     障がい者へ情報支援を行う人材を育成するための講座を開催しました。 

なお、この事業は令和元年度にて終了し、令和２年度より新潟市の奉仕員養成事 

    業へ一本化いたします。 

養成講座 内容 
回数／修了者数 

元年度 ３０年度 ２９年度 

点訳ボランティア 

養成講座 

初級 １０回／７名 ８回／５名 １０回／５名 

中級 ８回／２名 ８回／３名 ８回／２名 

音声訳ボランティア 

養成講座 

初級 ― ５回／１０名 ― 

中級 ２回／１０名 ― ２回／１２名 

手話奉仕員養成講座 基礎 ３０回／１７名 ２７回／２０名 ２６回／２４名 

 

 ⒀ 地域包括ケア推進事業【市受託事業】 

    地域での助け合い活動を広げるために、平成２７年度から第１層、平成２８年度に 

秋葉区内第２層（３圏域）の事務局を受託し、支え合いのしくみづくり推進員を配置 

し、支え合いのしくみづくり会議（協議体）を運営しています。 

 会議名 回数（通算）／開催日 内 容 

第

１

層 

秋葉区支え合

いのしくみづ

くり会議 

○第１０回  

令和元年７月５日（金） 

・秋葉区支え合いのしくみづくり推進

員の選出について 

・移動移送支援について 

・秋葉区社会福祉法人連絡会について 

・秋葉区第２層（３圏域）支え合いの

しくみづくりの活動について 

○第１１回 

令和元年１０月７日（月） 

・秋葉区第１層および第２層（３圏域）

の活動状況について 

○第１２回 

令和２年２月３日（月） 

・秋葉区第１層および第２層（３圏域）

の活動状況について 
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２ 見守り・生活支援事業 

    だれもが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、秋葉区全体の見守りや生活  

   支援の取り組みを進めるため、区社協事業として多様な支援を行いました。 

 

  ⑴ 友愛訪問事業 

    ７５歳以上の見守りが必要なひとり暮らし高齢者・障がい者が安心して暮らせ 

   るよう民生・児童委員、地域のボランティアが定期的に訪問し、見守りや安否確 

認を行いました。 

実施主体（民児協） 訪問世帯数 延べ訪問回数 訪問員数 

新津中央地区 ２３２世帯 ２，７８８回 ２０名 

新津西部地区 １４４世帯 １，７２８回 １５名 

新津荻川地区 １５９世帯 １，９０９回 ２２名 

新津東部地区 ２３７世帯 ２，８４５回 １８名 

新津阿賀地区 ９６世帯 １，１５０回 １１名 

第

２

層 

新津第一・新

津第二圏域支

え合いのしく

みづくり会議 

○第１１回  

令和元年５月２９日（水） 
・今年度の取り組みについて意見交換 

○第１２回  

令和元年８月２８日（水） 

・活動団体の紹介（訪問 B 型） 

・意見交換 

○第１３回  

令和元年１１月２７日（水） 

・活動団体の紹介（コミ協／自治会） 

・意見交換 

○第１４回 

令和２年２月２６日（水） 

・活動団体の紹介（他市および自治会） 

・意見交換 

新津第五圏域

支え合いのし

くみづくり会

議 

○第１１回  

令和元年６月７日（金） 

・推進員の活動報告 

・今年度の会議の進め方 

○第１２回  

令和元年９月４日（水） 

・推進員の活動報告 

・地域住民の困りごとについて 

○第１３回 

令和元年１２月４日（水） 

・推進員の活動報告 

・地域住民の困りごとについて検討 

○第１４回 

令和２年３月４日（水） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から中止 

小合・金津・

小須戸圏域支

え合いのしく

みづくり会議 

○第１１回  

令和元年５月２２日（水） 

・今年度の会議の進め方の検討 

・サロン・茶の間の見学について 

○第１２回  

令和元年８月７日（水） 

・活動団体の紹介（山の手コミ協／地

域の茶の間・長寿楽）意見交換 

○第１３回  

令和元年１１月６日（水） 

・勉強会：大通コミュニティ協議会に

よる「思いやりネット」の取組みにつ

いて 

○第１４回 

令和２年２月５日（水） 

・だんだん嶋岡の現状について 

・来年度の方向性について 
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新津金津地区 ８４世帯 １，００８回 １１名 

新津小合地区 １９世帯 ２２９回 ７名 

小須戸地区 １１１世帯 １，３３２回 １７名 

元年度合計 １，０８２世帯 １２，９８９回 １２１名 

３０年度合計 １，０２７世帯 １２，２０１回 １２１名 

２９年度合計 １，０３２世帯 １２，４８１回 １４４名 

   

⑵ おせち料理配食事業 

      歳末たすけあい事業として、見守りの必要な７５歳以上のひとり暮らし高齢者

世帯・障がい者世帯の申請によりおせち料理を届けました。小須戸地区民生委員

児童委員協議会では、小須戸・山の手両コミ協の全面協力のもと、小須戸中学校

の生徒とともに申込み世帯に配達していただきました。 

実施日 実施主体（民児協） 訪問世帯数 訪問員数 

令和元年 

12 月 30 日（月） 

新津中央地区 ２７５世帯 業者による配達 

新津西部地区 １２８世帯 

新津荻川地区 １６５世帯 

新津東部地区 ２０６世帯 

新津阿賀地区   ８９世帯 

新津金津地区   ８４世帯 

新津小合地区   ２７世帯 

小須戸地区 １２９世帯 ４８名 

元年度合計 ８団体 １，１０３世帯 

３０年度合計 ８団体 １，１３７世帯 

２９年度合計 ８団体 １，１３９世帯 

 

  ⑶ 地域の茶の間（いきいきサロン）事業 

    地域の茶の間（いきいきサロン）に対して事業費の助成を行いました。 

  新規に立ち上げる団体に対して、立ち上げ支援を行いました。また、今年度は新 

 型コロナウイルス感染拡大を防止するため、例年開催している運営スタッフ研修会 

を中止としました。 

 

－地域の茶の間（いきいきサロン）一覧－ 

地区 団体名 会場 

 

 

 

新津中央 

 

 

 

いきいきお茶の間 秋葉町内会館 

三善道サロン 善道公会堂 

ふれあいサロン下興野町 下興野町公会堂 

おしゃべりサロン 東洋館ホール 

本町 4 丁目いきいきサロン 本町４丁目町内会館 

田家元気で楽しくすごそう会 田家町内会館 

サロンふれあい広場なのはな 秋葉区吉岡町 
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新津中央 

 

いきいきサロンえきまえ 新津地域交流センター 

眼科の茶の間「つながり逢 

（ｅｙｅ）から」 

にいつ眼科 

新津西部 

いきいきサロンみゆき 美幸町会館 

サロンみどり 新栄町会館 

いきいきサロン南町 南町二区町内会館 

山谷町 1 丁目なかよしサロン 山谷１丁目町内会館 

いきいきサロン新栄町 新栄町町内会館 

山谷いきいきサロン会 山谷２丁目公会堂 

荻川 

座おぎじま 荻島公民館 

結・福島いきいきサロン 結公会堂 

ふれあい川口サロン会 川口交流会館 

みそら野茶話会 みそら野会館 

車場ニコニコ会 車場公会堂 

荻川やすらぎの間 荻川コミュニティセンター 

満日 
七日町にこにこ会 七日町公会堂 

まんまるサロン 旧満日小学校 

新津東部 

新町長寿ダンゴ会 新町町内会館 

なつめろ会 金沢町公会堂 

サロン柄目木 柄目木自治会館 

さわやか会 滝谷町公会堂 

飯柳にこにこ健康クラブ 飯柳公会堂 

ロコモ予防スマイルクラブ 新町町内会館 

たか坪の会 たかつぼの家 

楽しいお茶の間かがやき 代表者自宅（北上） 

草水町サロンひまわり 草水町町内会館 

なかよし会 滝谷町公会堂 

サロン大広間 新町町内会館 

ぼちぼちいこう会 北上荘 

北上しゃっきりクラブ 十王寺 

阿賀浦 

うぐいすの会 新金沢町会館 

いきいきサロン大安寺 大安寺集落センター 

東町いきいきサロン 勤労者青少年ホーム 

中新田ほほえみの会 中新田公民館 

中新田お楽しみ会 中新田公民館 

立ち寄り“しんかな” 新金沢町会館 

新関 

お茶の間サロン下新 下新公会堂 

小口元気会 小口公会堂 

六郷瓢会お茶の間サロン 六郷公会堂 

市新お茶の間サロン 市新自治会館 
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小合 

 

 

 

 

大鹿ふれあいサロン 大鹿集落センター 

にぎやかサロン 大秋公会堂 

梅ノ木、小屋場いきいきサロン 小屋場公会堂 

さくら会 小戸下組集落センター 

子成場いきいきサロン 子成場氏子会館 

川根楽楽クラブ 川根町内会館 

蕨曽根いきいきサロン 蕨曽根公会堂 

サロン親興会 四ツ興野ふれあいセンター 

出戸ふれあいサロン 出戸公会堂 

浦興野ふれあい興寿 浦興野集落センター 

栗宮自治会 栗宮公会堂 

金津 

さわやか朝日 朝日町内会館 

金津自治会いきいきサロン「白

玉」 

金津公会堂 

金津地区社会福祉協議会 

地域の茶の間いっぷく 

金津地区コミュニティセンター 

中村の茶の間 中村公会堂 

西古津自治会 西古津ふれあいセンター 

小須戸 

横川浜の茶の間 横川浜集落センター 

地域の茶の間こすど 小須戸まちづくりセンター 

まちの茶の間だんだん嶋岡 旧嶋岡医院 

山の手 

いこてば、こいてば、ふれあい会

館 

小須戸地区ふれあい会館 

矢代田公会堂茶の間 矢代田公会堂 

矢代田第５地域の茶の間 矢代田第５集会所 

       

－まとめ－ 

区分 団体数 開催回数 参加者 
立ち上げ

支援 

地域の茶の間 

（いきいきサロン） 
６８ 

延べ 

１，２１４回 

延べ 

２０，２４９名 ４ 

 
 －研修会・相談会－ 

研修会等 会 場 参加者 

地域の茶の間（サロン）研修会  
新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から中止 
 

 

 

⑷ 子育てサロン事業 

子育てサロンに対して事業費の助成と運営に関する相談支援を行いました。 
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地区 団体名 対象エリア 会場 

荻川 

お母さんの心のホッと 

スペースおひさま 
なし 

みそら野会館 

あおば通町内会館 

おぎかわＫｉｄｓ 荻川地区内 
荻川コミュニティセン

ター 

金津 

子育てサークルフルーツ 金津地区内 
金津地区コミュニティ

センター 

ちびっこサークル 秋葉区内 新津健康センタ－ 

 

－まとめ－ 

区分 団体数 開催回数 参加者 立ち上げ支援 

子育てサロン ４ 延べ９９回 延べ１，１６９名 ０ 

 

 ⑸ 緊急情報キット配付事業 

     緊急情報キット事業の趣旨に賛同した地区社協（コミ協）を通じ、７５歳以上ひ 

   とり暮らし高齢者・障がい者、高齢者のみ世帯に緊急情報キット、更新のための情

報用紙を提供しました。 

取り組み主体 元年度配布数 内無料配布数 

新津中央コミ協 ３４７本   ３本 

新津緑町内会     ８本   ６本 

荻川地区社協 １０４本 ２４本 

新津東部コミ協   ５０本   ０本 

新金沢町自治会   ２０本 １６本 

金津地区社協 ４１５本 ２３０本 

計 ９４４本 ２７９本 

 

  ⑹  心配ごと相談事業 

 心配ごと相談所を週２回開設（毎週月曜・金曜の午前１０時から午後３時）し、

相談者の悩みを受け止め、必要に応じて関係機関につなぎました。民生委員児童委

員、保護司の各団体から推薦された６名の相談員が対応しています。 

年 度 開催日 開催日数 相談件数 ケース検討会 

元年度 毎週月曜・金曜 ９１日 １６２件 １２回 

３０年度 毎週月曜・金曜 ９２日 １７２件 １２回 

２９年度 毎週月曜・金曜 ９５日 １９３件 １２回 
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⑺ ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーク）の取り組み 

・ゴミだし支援事業 

令和元年度は６つの自治会・町内会で取り組みを行いました。年度初めには、自 

  治会・町内会ごとに地域の現状を踏まえ、反省会を実施いたしました。 

［利用者数］秋葉２丁目町内会：６名 金津自治会：２名 小口自治会：１名 

新町町内会：４名    古津自治会：３名 割町自治会：１名          

プロジェクトチーム会議を１回（６月２８日）開催し、関係機関と地域の課題、

今後の展開等について検討いたしました。 

 

・「ひきこもりを学ぶ講座」の開催 

   平成３０年度に引き続き、令和２年１月２６日に「ひきこもりと家族」をテーマ

とした講座を開催しました（２８名参加）。講演では講師の他にひきこもり経験者

の登壇があり、参加者にとって当事者の声は多くのことを考えさせられる貴重な機

会となり、今後も悩みをかかえておられる家族の支援を行っていきます。 

 

・「こども食堂」の立ち上げ支援 

 令和元年度は「子ども食堂秋葉かけはし」（新津西部地区）と「おぎかわこども

食堂」（荻川地区）の運営支援、新規に立ち上げを検討している方への支援を中心

に関わりました。 

 

・各種会議等への参加 

   地域包括支援センター主催の「圏域ケア会議」や「地域包括ケア連絡会」、その 

 他個別ケース会議に出席するとともに、関連する会議や研修には積極的に参加しま 

 した。 

 

・ものわすれカフェの開催 

  自身や家族が「ものわすれ」に対する悩みや心配ごとを話すことで、不安感を 

軽くし、他の来場者とも共感を得ることのできる交流の場「ものわすれカフェ」 

を、地域包括支援センター等の専門機関との連携を図るきっかけを目的に開催し 

ました。新津図書館２階を会場に、１回目（６月２６日）は８名参加。２回目 

（１０月２４日）は４名参加。３回目（１月２２日）は７名参加されました。 

 

・個別支援の取り組み 

  本人や関係機関等の相談により必要により個別支援を行いました。［⑦の分類参照］ 

 

・相談記録票による分類                    （単位：件） 

区分 元年度 30年度 29年度 

総件数 ４０４ ４２３ ３４３ 

Ⓐ相談者 

  

 

①本人 １２８ １４１ １２８ 

②家族・親戚 ２６ ３０ ２６ 

③近隣者（近所・知人・友人） １１ ７ ９ 
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Ⓐ相談者 

 

 

 

 

 

 

  

④民生委員 １２ ２２ １１ 

⑤自治会・コミ協・地区社協 ２８ ３４ ２３ 

⑥社協内部（包括・介護事業所等含む） ２２ ２３ ２４ 

⑦包括（外部） ３ ４ ２ 

⑧ケアマネ・ヘルパー（外部） １６ １２ １１ 

⑨市役所・区役所 １９ ２２ ２５ 

⑩保健師・保健センター ０ ０ ２ 

⑪いきいきサロン ２２ ２６ １２ 

⑫施設（高齢者・障がい者・児童） ３５ ４０ ３４ 

⑬学校関係者 １８ １４ １０ 

⑭相談支援事業所 ４ ３ ２ 

⑮ボランティア団体 ２９ － － 

⑯ＮＰＯ法人 ４ － － 

⑰当事者団体 ５ － － 

⑱医療機関 ５ － － 

⑲ハローワーク ０ － － 

⑳警察 ０ － － 

㉑消防 ０ － － 

㉒企業 １０ － － 

㉓不明 １ ０ ０ 

㉔その他 １０ ４５ ３０ 

●地域福祉コーディネーター ０ ０ １８ 

Ⓑ相談方法 

来所 ８８ ９４ ７６ 

電話 ２９８ ３２５ ２５７ 

訪問 １０ ２ ９ 

FAX、E-MAIL、文書 ８ ２ １ 

Ⓒ分類 

（ニーズ） 

個別 ２２１ ２３１ ２０４ 

地域共通 １２ ２６ ２８ 

団体、機関活動 １７１ １６６ １０８ 

 

 

 

Ⓓ分類 

（相談内容） 

 

 

 

 

 

 

①日常的な支援（家事援助等） ２８ ３４ １８ 

②お金 ３０ ２９ ３６ 

③仕事 １ ７ １ 

④住居 １ ９ ４ 

⑤人間関係（家族含） １３ １０ ６ 

⑥見守り ４ １０ ４ 

⑦介護 ８ １７ ７ 

⑧子育て １ ３ ０ 

⑨健康問題 ２ ４ ５ 

⑩地域づくり ３ １３ ５ 

⑪助成金 １２ ２４ １０ 
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Ⓓ分類 

（相談内容） 

 

  

⑫ボランティア １５６ １６４ １３３ 

⑬福祉教育 １６ １２ ８ 

⑭閉じこもり・孤立 １１ ３ ４ 

⑮その他 １１８ ８４ １０３ 

Ⓔ相談後 

の対応 

A.内部 ２７９ ３０５ ２０１ 

B.内部＋外部 ９２ ９９ ６５ 

C.外部 ３３ １９ ７６ 

 

 ・生活困窮者緊急生活支援事業 

内  容 対  象 件 数 

緊急的に支援が必要な生活困窮世

帯に対する食料等の援助及び相談

支援、生活支援 

生活困窮者または 

生活困窮者世帯 
０件 

新潟市パーソナルサポートセンタ

ー支援調整会議 
行政機関、専門機関等 ９回出席 

   

   ・入学準備支援事業 

   歳末たすけあい事業として、ひとり親世帯等に対する入学準備の支援を行いまし 

  た。昨年度からひとり親世帯でかつ非課税世帯を対象として実施しました。 

内  容 対  象 元年度 ３０年度 

ひとり親世帯等に対する入学

準備（ランドセル又は体操着購

入費用助成）支援 

ひとり親または両親がいな

い世帯の市民税（均等割）非

課税世帯 

２０件 １６件 

 

 ⑻ ふれあい福祉サービス事業（住民参加型在宅福祉サービス） 

 秋葉区在住の高齢者、障がい者等を対象にして、地域包括支援センター、居宅介 

護支援事業所及び行政と連携をしながら、自立支援を目的に住民参加型在宅福祉サ 

ービス（家事援助、話し相手など）を提供しました。事前訪問の際に、家族や地域 

住民の関わりを確認しながら支援しました。 

  また、協力会員に対する研修会・交流会等で会員同士の情報交換及び事例検討を 

行い、活動時の不安を解消することでサービス向上に取り組みました。 

年度 利用会員 協力会員 サービス提供回数 サービス提供時間 

元年度 ９０名 ７７名 ２，５８８回 ２，１７３ 時間 

３０年度 ９５名 ７０名 ３，１６３回 ２，８２５.５時間 

２９年度 １０９名 ７３名 ３，１７７回 ２，９７１.５時間 
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支援内容による利用延べ人数（令和元年度末現在の利用会員の状況） 

年度 ゴミ出し 掃除 話し相手 買い物 調理 他 

元年度 ３６名 ２４名 ２８名 １４名 ８名 １３名 

３０年度 ３０名 ２９名 ２４名 １３名 ６名 ２４名 

２９年度 ３７名 ２９名 ２７名 １８名 ７名 ３３名 

 

 ⑼ プライベートサービス事業 

   視覚障がい者の依頼により、必要な情報を対面朗読や音声訳、点訳などの方法に 

  より伝えました。 

  本事業は令和元年度で終了し、令和２年度より秋葉区ボランティア連絡協議会に 

引き継ぎます。 

種 別 
回数 

元年度 ３０年度 ２９年度 

対面朗読 ５５回 ４８回 ４８回 

音声訳 １５回 １５回 １５回 

点訳 依頼なし 依頼なし 依頼なし 

  

 ⑽ 日常生活自立支援事業 

  認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方に対

し、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理などの援助を行いました。支援にあ

たっては、利用者ごとに生活支援員が配置され、きめ細かな対応をしています。 

年度 元年度 ３０年度 ２９年度 

利用者数（契約者）  ２８名※ ３１名 ３１名 

生活支援員（登録者） １５名 １９名 １８名 

支援回数 ４４５回 ４３２回 ３８２回 

相談件数 ３０５回 ５１７件 ６７９件 

※利用者の内訳（認知症高齢者１０名、知的障がい者１２名、精神障がい者６名） 

  

   ⑾ 生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】 

   低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等からの貸付相談を通じて、経済的自立  

 への支援を行いました。また、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的な 

 資金が必要な世帯へ特例貸付を行いました。 
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年度 

相談件数 貸付件数 

 窓口 電話 総合支

援資金 

福祉 

資金 

教育支

援資金 

特例 

貸付 

元年度 ３７件 １２件 ２５件 ０件 ０件 ０件 ４件 

３０年度 ５５件 ２８件 ２７件 ０件 ２件 ０件 ― 

２９年度 ４１件 ２９件 １２件 ０件 １件 １件 ― 

 

 ⑿ 行旅人旅費貸付事業 

   金銭の紛失等により目的地まで行くことが困難になった方へ必要な電車代相当を 

貸し付けする事業ですが、令和元年度は貸し付けがありませんでした。 

年 度 貸付件数 

 元年度 ０件 

３０年度 ８件 

２９年度 ４件 

※貸付限度額 ５００円 

 

 ⒀ おもいやりのひとかき運動 

   バス停や歩道橋付近の適当な個所に除雪用スコップを設置し、バスや信号待ちの 

  人達から除雪に協力してもらいました。(実施主体：新潟市社協、区社協、新潟市) 

年 度 
設置件数 

(秋葉区) 

元年度 ８件 

３０年度 ８件 

２９年度 ８件 

 

 ⒁ シルバーハウジング生活援助員派遣事業【市受託事業】 

 高齢者世話付住宅に入居している高齢者（１１世帯）に対し、生活指導、相談、

安否確認、日常生活援助等のサービスを提供し、入居者の在宅生活を支援しました。 

本事業は令和元年度で終了し、令和２年度より社会福祉法人中蒲原福祉会に引き

継ぎます。 

年 度 

援  助  内  容（延べ件数） 

生活相談 安否確認 
緊急通報 

対応 

関係機関 

との連絡 

日常生活 

援助 
その他 

元年度 ３件 
３，５５８

件 
１２件 ４７８件 １３７件 １８件 

３０年度 １１件 
３，３６８

件 
４件 ４８２件 ２０４件 １０件 

２９年度 ２４件 
３，３６８

件 
１１件 ５３０件 ２０８件 ３１件 
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 ⒂ 秋葉区社会福祉法人連絡会 

  新たな協働や公益的な取り組みについて検討するため、様々な分野の社会福祉法人 

との情報交換と交流の場を設けることを目的に、秋葉区社会福祉法人連絡会設立準備 

会を開催しました。また、地域における公益的な取り組みについて、アンケート調査 

を実施しました。 

開催日／会場 内容 参加者 

令和元年 9月 19日（木） 

新潟薬科大学１階 APP

ホール 

 

 

 

１．趣旨説明 

２．基調説明 

  演題「社会福祉法人の連携について 

～東京都板橋区の取組み～」 

  講師 板橋区社会福祉法人施設等連絡会 

代表幹事 坂本 寛 氏 

     板橋区社会福祉協議会経営企画推進課 

経営企画係 係長 富澤 千恵 氏 

３．幹事および法人紹介 

１８法人 

（２６事

業所） 

３３名 

 

 

３ ボランティア・市民活動事業 

⑴  秋葉区ボランティア・市民活動センターの運営 

      ボランティア活動に対する相談に応じ、情報提供、連絡調整、ボランティア登録、

ボランティア保険加入手続きを行いました。また、ボランティア・市民活動に関す

る各種情報提供を行う情報誌「ボラフル」を発行しました。 

 

 ・ボランティア登録状況 

項 目 元年度 ３０年度 ２９年度 

ボランティア団体登録数 
６３団体 

（2,127名） 

７３団体 

（1,813名） 

６２団体 

（1,736名） 

個人ボランティア登録者数 ３４名 ３２名 ４６名 

    

・ボランティア保険加入状況 

年 度 
ボランティア活動保険 ボランティア行事用保険 

加入者数 保険請求 加入件数 保険請求 

元年度 １，２１３名 １件 １，４３１件 ２件 

３０年度 １，２２５名 １件 １，１９３件 ０件 

２９年度 １，２３５名 ５件 １，２３４件 ０件 
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・相談状況 

分 類 元年度 ３０年度 ２９年度 

ボランティア欲しい  ８０件  ７６件  ７４件 

ボランティアしたい  ３４件  ３１件  ４１件 

情報欲しい  ９４件  ９２件  ５９件 

情報提供したい  ４３件  ３１件  ２０件 

合計 ２５１件 ２３０件 １９４件 

 

・秋葉区ボランティア・市民活動センターだより「ボラフル」発行状況【再掲】 

・発行日：奇数月１日発行  ・発行部数：９００部 

 

⑵ 秋葉区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

     秋葉区ボランティア・市民活動センターのより良い運営のため、運営委員会を設

置し、年４回運営委員会を開催し、意見・情報交換を行いました。 

   （運営委員７名：理事２、ボランティア団体２、福祉施設１、学校関係者１、企業１） 

回 開催日／会場 内  容 

第１回 令和元年 6月 12日（水） 

新津地域交流センター 

・正・副委員長選任 

・秋葉区ボランティア・市民活動センターにつ 

いて説明 

・令和元年度の事業について 

第２回 令和元年 9月 4日（水） 

新津地域交流センター 

・開催事業、総合学習の支援（福祉教育）につ 

いて報告 

・ボランティアきっかけづくり講座について 

第３回 令和元年 12月 16日（月） 

新津地域交流センター 

・開催事業、総合学習の支援（福祉教育）につ 

いて報告 

・講座、交流会について 

第４回 令和 2年 3月 2日（月） 

新津地域交流センター 

・開催事業、総合学習の支援（福祉教育）につ 

いて報告 

・令和２年度の事業について 

 

⑶ ボランティアきっかけづくり講座 

ボランティア・市民活動のきっかけとなる講座（一般・地域課題）を開催しました。 

開催日／会場 内  容 参加者 

令和元年６月２６日（水） 

    ７月 ３日（水） 

    ７月１０日（水） 

 新津地域交流センター 

「初心者のための手話講座」 

 対象：手話によるコミュニケーションに 

関心のある方 

    ボランティア活動に興味のある方 

① あいさつや自己紹介を学ぶ 

② いろいろな場面で使えるフレーズを学ぶ 

 １９名 
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③ 手話で交流 

協力：秋葉区手話サークル  

     みずわ、竹の子、with 

令和元年１０月１２日 

         （土） 

新津Ｂ＆Ｇ海洋センター

癒しの福祉ゾーン夏祭 

台風１９号のため中止 

「２０２０パラリンピックを楽しもう！ 

   ～ブラインドサッカーってなあに？」 

 対象：秋葉区民、 

癒しの福祉ゾーン夏祭り参加者 

 講師：新潟県ブラインドサッカー協会 

 ０名 

 

 

 

 

令和２年１月１１日（土） 

越後天然ガス 

 新津ショールーム 

 キッチンスペース 

 

「若者のためのライフプラン講座」 

対象：２０代～４０代 

① フレンチトースト作り 

 講師：おでかけぱん屋 Sedon 吉原さち子氏 

② ライフプラン講座 

講師：VIP新潟 小日向直樹氏 

６名 

 

   ⑷ ボランティア受入施設担当者交流会 

      秋葉区内の福祉施設のボランティア担当者を対象に、ボランティアの受け入れに

対する意識の向上と、他施設の職員同士の交流を図り、より良いボランティア活動

の受け入れにつながるよう開催しました。 

開催日／会場 内  容 参加者 

令和元年 11月 27日（水） 

新津健康センター 

①講義 

「ボランティア受け入れの基本」 

 担当：秋葉区ボランティア・市民活動セ 

    ンター職員 

②事例紹介 

「他施設の取り組みを知る」 

  紹介：こすど蒼丘の里、はさぎの里  

③交流 

 「グループワーク」 

 １３名 

 

⑸ ボランティア交流会 

   秋葉区内で活動しているボランティア、元気力アップ・サポーターがそれぞれ 

お互いの活動を理解し、日頃の活動に関する情報交換や仲間づくりの機会となる 

交流会を開催しました。 

開催日／会場 内  容 参加者 

令和元年１２月２０日（金） 

新津健康センター 

・「タオル体操と遊びの健康講座」 

 講師 大西 曉美 氏（劇団 BOBLEED） 

・ボランティア体験・見学会 

１０５名 

 

 ⑹ 親子対象事業（夏・冬休み） 

      親子が一緒に豊かな体験・学びを得る機会として体験型講座（夏休み）と外で遊

べる機会が少なくなる冬の交流の機会として映画のつどい（冬休み）を開催しました。 
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開催日／会場 内  容 参加者 

令和元年 8月 11日（日） 

新潟薬科大学 

新津キャンパス 

夏休みわくわくキッズ 

「サイエンス☆ラボ」 

 対象：秋葉区内の小学生親子 

①科学実験 ②学内見学 

講師：新潟薬科大学 

教員 浅田 真一 氏 

   小長谷 幸史 氏 

協力：新潟薬科大学 

   応用生命科学部長 重松 亨 氏 

    学生ボランティア 

 ２６組 

 ６０名 

令和元年 12月 15日（日） 

新津地域交流センター 

 

冬休みわくわくキッズ 

 対象：秋葉区内の親子 

「ストップモーション講座」 

  講師：新潟・市民映画館シネ・ウインド 

     支配人 井上 経久 氏 

「親子 deシネマ☆パーク」 

①講話、16㎜フィルム上映 

  講師：新潟・市民映画館シネ・ウインド 

     支配人 井上 経久 氏 

②親子向け長編映画上映 

 協力：新潟・市民映画館シネ・ウインド 

 

 

 １０組 

 ２８名 

 

４９組 

１４９名 

 

     ⑺ 総合学習の支援等（福祉教育の推進） 

      小・中学校等の依頼に基づき、総合学習の時間を中心に福祉に関する授業を行 

    いました。実施にあたっては、事前に学校に赴き、担当の先生や地域教育コー     

    ディネーターと内容について相談の上、子どもたちが地域の中で福祉を自分の 

    こととして考え、行動する力を育むことができるよう支援しました。 

地 区 学校名等 事業名 
延べ参加

者 

新津中央 
新津第一小学校 

３年生７１名 

福祉について 
１４２名 

アイマスク体験 

荻川 

結小学校 

６年生１２２名 

福祉・ボランティアについて 

３６６名 アイマスク体験 

高齢者疑似体験 

荻川小学校 

６年生９６名 

車いす体験 
１９２名 

認知症サポーター養成講座 

きっずぽーと 防災教室 ７０名 

あおぞらクラブ中野 防災教室、 

サバイバルクッキング 

 

９８名 
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新津東部 

新津第二小学校 

４年生５０名 

福祉について 

３００名 

アイマスク体験 

視覚障がい者との交流 

盲導犬ユーザーとの交流 

視覚障がい者との会食 

高齢者疑似体験 

阿賀浦 

阿賀小学校 

５年生３８名 

福祉・ボランティアについて 

２２８名 

高齢者疑似体験 

認知症サポーター養成講座 

アイマスク体験 

点字体験 

手話体験 

新津東部 

阿賀浦 

満日 

新津第五中学校 

１年生１１７名 

福祉について 

２７５名 

障がいについて（体験含む） 

高齢について（体験含む） 

視覚障がいについて＜選択＞ 

 ・アイマスク体験 

 ・視覚障がい者との交流 

 

聴覚障がいについて＜選択＞ 

 ・手話体験 

 ・聴覚障がい者との交流 

小合 

小合小学校 

５年生１６名 

福祉とユニバーサルデザインについ

て 

８０名 
障がいについて 

アイマスク体験 

高齢者疑似体験 

認知症サポーター養成講座 

小合東小学校 

４年生１０名 

福祉について 

４０名 
高齢者疑似体験 

アイマスク体験 

盲導犬ユーザーとの交流 

山の手 

矢代田小学校 

４年生３２名 

地域の茶の間について 

９６名 高齢者疑似体験 

認知症サポーター養成講座 

    －まとめ－ 

内  容 回数 参加者 

秋葉区小学校総合学習 ８校（延べ３１回） 延べ１，４４４名 

秋葉区中学校総合学習 １校（延べ ４回） 延べ  ２７５名 

放課後児童クラブ出前講座 ２クラブ（延べ ２回） 延べ  １６８名 
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 ⑻ 個人ボランティアの日 

    秋葉区ボランティア・市民活動センターの個人ボランティア登録者に呼びかけ、 

 広報誌の発送作業や介護施設向けの布の裁断などを行い、ボランティア同士の交流  

 や情報交換の機会としています（参加者は毎回６名程度 合計６８名）。 

 ［期日］毎月第１火曜日 ［会場］新津地域交流センター ２階 相談室２ 

 

 ⑼ 秋葉区災害ボランティアセンター設置研修 

     東日本大震災を経験した他市の取り組みから災害時における災害ボランティア

センターの運営、他機関との連携、平時における取組みを学びました。 

開催日／会場／参加者 内 容 

令和２年２月２１日（金） 

新津地域交流センター 

     参加者 ６４名 

○講話「東日本大震災から学んだこと」  

 講師 釜石市社会福祉協議会 

    地域福祉課長 菊池 亮 氏 

○令和元年東日本豪雨災害派遣報告（新津 JC） 

 

 ⑽ 元気力アップ・サポーター事業【市受託事業】 

     高齢者が介護施設などでのサポート活動による高齢者自身の介護予防と生きが     

        いづくりを目的とした事業です。希望者に対する説明会の開催、受入施設への 

        コーディネートを行うとともに、サポーター交流会を開催しました。 

年 度 サポーター登録 受入協力機関 説明会 

元年度 ２５９名 ７８施設 １２回 

３０年度 ２４９名 ７８施設 １２回 

２９年度 ２３２名 ７２施設 １２回 

 

 

４．広報・啓発事業   

⑴ 広報事業 

・秋葉区社協だより（年３回発行／２７，５００部発行／点字・音声版作成） 

・秋葉区ボランティア・市民活動センターだよりボラフル（隔月発行／９００部） 

・秋葉区社協ホームページ 

・ＦＭにいつ提供“ボランティア情報コーナー”［第３・５金曜 １０：００～］ 

 

⑵ 令和元年度秋葉区地域福祉推進フォーラムの開催 

地域福祉に関する先駆的な取り組みを紹介し、秋葉区における様々な福祉活動に 

 活かせるよう地域福祉推進フォーラム（表彰式併催）を開催しました。 

 開催日／会場／参加者 内    容 

令和元年 12月 1日（日）  

秋葉区文化会館 

    参加者 ３１２名 

★第１部 秋葉区社会福祉協議会会長表彰式 

      個人表彰 ３３名、団体表彰 ２団体、 
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対象 表彰区分 被表彰者名［敬称略］ 

個人 永年勤続 

表彰 

－自治会長・町内会長－ 

佐藤勇、青木鴻一 

－民生委員児童委員－ 

杉崎純一、本間良晴、眞野欣子、

橋本都子、石澤純、德永邦男、渡

邊政行、長谷川啓子、吉村政敏、

石井恒子、梶原紀子、吉川定夫、

清水隆、本望鐐一、羽入聖子、吉

田ミチコ、阿部衞彦、中野勇作、

阿部光子、中川淳子、吉田伸一、

小田修子、鈴木みやこ、渡邊律子、

長澤恵美子、白井洋子、桒山修一 

地域福祉

活動 

川崎和幸、古泉幸一、伊藤和子、

笹沼孝男 

 

団体 地域福祉

活動 

吉定会、小合さつきちゃん 

 

★第２部 基調講演・シンポジウム 

○基調講演「子どもの貧困」―見えづらい実状を考える― 

 【講師】林 明子 氏 

（大妻女子大学家政学部児童学科専任講師） 

○シンポジウム 

 【発表者】 

・新津中央コミュニティ協議会 自学ひろば    

  会長 中村信也氏、健康福祉部長 三澤栄子氏 

  ・そらいろ子ども食堂 

   代表 江花 春香 氏 

  ・チャイルドラインにいがた  

代表 寺島 幸優 氏 

 【コーディネーター】 

  斎藤 裕 氏  

（新潟県立大学人間生活学部子ども学科教授） 

 【コメンテーター】 

  林 明子 氏 

（大妻女子大学家政学部児童学科専任講師） 
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⑶ 地域福祉実践報告会 

 誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けたいという願いを実現するため、地

域コミュニティにおける福祉活動のリーダーや関心のある区民を対象とし開催を計

画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。 

 

 

５．組織運営 

 ⑴ 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、地区社協、コミ協、自治会・町内会等 

    に対し広く周知を行い、会員会費の安定確保に努めました。 

 

・新潟市社会福祉協議会会費納入状況 

年 度 
一般会費 賛助会費 

金 額 件 数 金 額 件 数 

元年度 12,877,320円 21,462件 295,000円 105件 

３０年度 12,844,750円 21,412件 330,600円 115件 

２９年度 13,026,780円 21,713件 326,000円 115件 

 

・令和元年度地区別一般会費納入状況  

地 区 自治会数 
納入 

自治会数 

納入金額 

（元年度） 

納入金額 

（３０年度） 

新津中央 １９ １９ 1,693,000円 1,694,500円 

新津西部 １４ １３ 2,292,300円 2,281,000円 

荻川 ２８ ２８ 2,737,100円 2,644,450円 

満日 ２ ２ 207,000円 214,200円 

新津東部 １３ １３ 1,956,400円 1,948,600円 

阿賀浦 ５ ５ 521,100円 507,100円 

新関 ９ ９ 282,600円 286,300円 

小合 １４ １４ 567,700円 569,800円 

金津 １１ １０ 1,051,200円 1,108,800円 

小須戸 ３８ ３７ 990,600円 1,011,600円 

山の手 １２ １２ 578,320円 578,400円 

計 １６５ １６２ 12,877,320円 12,844,750円 
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 ・寄付金・寄付物品 

年 度  種 別  寄付件数 寄付金額／寄付物品名 

 

 

元年度 

 

 

寄付金  合計 １５件 ６６４，７５４円 

  （内訳） 
個人  ７件 ４５５，３７４円 

 団体  ８件 ２０９，３８０円 

寄付物品  合計  ３件  

  （内訳） 
 個人  ２件 

新米１０㎏ 

切手(２，６５９円分) 

はがき(３枚／１８９円) 

 団体  １件 はがき(２５枚／１，５７５円) 

３０年度 

寄付金  合計 ２１件 ４２２，２７０円 

  （内訳） 
個人  ７件 ５７，６１７円 

団体 １４件 ３６４，６５３円 

寄付物品  合計  １件  

  （内訳）  個人  １件 
切手(２，６１９円分) 

収入印紙(１，２００円分) 

２９年度 

寄付金  合計 ４６件 ３１１，６４０円 

  （内訳） 
個人 ３６件 １２２，３８９円 

団体 １０件 １８９，２５１円 

寄付物品  合計  ５件  

  （内訳） 
個人  ４件 

はがき２件 

座布団１０枚 

コシヒカリ１０㎏ 

団体  １件 折りたたみ傘４８本 

 

 ⑵ 理事会の開催状況 

回／開催日／会場 内  容 

第 1回 

令和元年 5月 24日（金） 

割烹 一楽 

 

議案第１号 会長及び副会長の選任について 

議案第２号 監事の選任について 

議案第３号 平成３０年度事業報告及び決算について 

議案第４号 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会理事候補 

者の推薦について 

議案第５号 秋葉区ボランティア・市民活動センター運営 

委員会設置要綱の一部改正について 

報告事項１ 秋葉区ボランティア・市民活動センター運営

委員の指名について 
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報告事項２ 令和元年度第１回地区社協連絡会議の開催につ 

いて 

報告事項３ 秋葉区社会福祉法人連絡会の立ち上げについ 

      て 

報告事項４ 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 

報告事項５ 今後の日程について 

報告事項６ 事務局体制について 

 

第 2回 

令和元年 9月 13日（金） 

新津地域交流センター 

 

 

議案第１号 令和元年度秋葉区社会福祉協議会会長表彰に 

ついて 

議案第２号 新潟市秋葉区社会福祉協議会運営検討委員会 

設置要綱の一部改正について 

報告事項１ 新潟市秋葉区社会福祉協議会運営検討委員の 

指名について 

 

報告事項２  秋葉区ボランティア・市民活動センター運営 

委員会報告について 

報告事項３ 秋葉区社会福祉法人連絡会設立準備会の開催

について 

報告事項４ 令和元年度秋葉区地域推進フォーラムの開催 

について 

報告事項５ 令和元年度ダイヤモンド・金婚祝賀会の開催

について 

報告事項６ 令和元年度新潟市社会福祉協議会会長表彰候

補者の推薦について 

報告事項７ 各種行事への参加について 

報告事項８ 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９ 事業実施報告について（令和元年５月〜８月） 

報告事項 10 今後の日程について 

（令和元年９月〜令和２年３月） 

第 3回 

令和 2年 1月 10日（金） 

割烹・仕出し 井浦 

報告事項１ 秋葉区社会福祉協議会運営検討委員会報告に 

ついて 

報告事項２ 秋葉区ボランティア・市民活動センター運営

委員会報告について 

報告事項３ 令和元年度秋葉区災害ボランティアセンター

運営研修会の開催について 

報告事項４ 令和元年度地域福祉実践報告会の開催につい

て 

報告事項５ 令和元年度第２回地区社協連絡会議の開催に
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ついて 

報告事項６ 令和元年度地域の茶の間（いきいきサロン）

研修会の開催について 

報告事項７ 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８ 令和元年度秋葉区地域福祉推進フォーラムの

アンケート結果について 

報告事項９ 事業実施報告について 

（令和元年９月〜１２月） 

報告事項 10 今後の日程について 

第 4回 

令和 2年 3月 13日（金） 

新潟薬科大 新津駅東キャ

ンパス 3 階 NE301 

※新型コロナウイルス感

染拡大防止のため開催中

止とし書面議決としまし

た。 

議案第１号 令和２年度新潟市秋葉区社会福祉協議会事業 

計画・予算について 

報告事項１ 新潟市秋葉区社会福祉協議会運営検討委員会

報告について 

報告事項２ 秋葉区ボランティア・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４ 事業実施報告について（令和２年１月〜３月） 

報告事項５ 今後の日程について 

報告事項６ 令和元年度で終了する事業一覧について 

 

⑶ 正副会長会議 

回／開催日／会場 内  容 

第 1回 

令和元年 9月 6日(金） 

新津地域交流センター 

１．令和元年度第２回理事会の内容について 

２．その他 

第 2回 

令和 2年 3月 5日(木) 

新津地域交流センター 

※新型コロナウイルス感

染拡大防止のため開催中

止としました。 

１．令和元年度第４回理事会の内容について 

２．その他 

 

      ⑷ 監事会 

開催日／会場 内  容 

令和元年 5月 14日（火） 

新津地域交流センター 
平成３０年度決算監査（監事２名） 
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⑸ 運営検討委員会 

回／開催日／会場 内  容 

第 1回 

令和元年 11月 5日(火) 

新津地域交流センター 

１．令和元年度運営検討委員会の全体日程について 

２．秋葉区社会福祉協議会の組織・事業について 

３．令和元年度運営検討委員会の検討事項について 

４．区社協総会について 

５．自治会協力費について 

第 2回 

令和元年 11月 26日(火） 

新津地域交流センター 

１．「子どもの居場所づくり活動」に対する支援のあり方に

ついて 

２．その他  

第 3回 

令和元年 12月 17日(火) 

新津地域交流センター 

１．子どもの居場所づくり活動団体支援事業について 

２．第 1回運営検討委員会の継続協議事項について 

３．区社協だよりの配布方法の変更について 

 

第 4回 

令和 2年 1月 28日(火) 

新津地域交流センター 

１．これまでの検討結果について 

２．令和２年度の主な会議・事業について 

 

⑹ 役員研修／外部研修 

 開催日／会場／参加者 内    容 

令和元年 10月 29日（火） 

      ～30日（水） 

新潟県南魚沼市 

役員６名、職員２名 

第６９回新潟県民福祉大会 

１．研究集会 

２．表彰式 

３．記念講演 

  演題 「いつでも・どこでも手軽にできる身体づくり」 

  講師 フィットネスインストラクター 西本 真寿美 氏 

令和元年 11月 17日（日） 

朱鷺メッセ 

役員１５名、職員３名 

令和元年度新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰式 

（２０１９福祉・介護・健康フェア併催） 

１．社会福祉功労者表彰式 

２．新潟市社会福祉協議会事業説明（会員大会） 

令和 2年 1月 10日（金）  

割烹・仕出し 井浦 

役員２１名、職員６名 

役員研修会 

 演題 「病院と地域が連携する在宅移行（退院支援）及び 

認知症ケアについて」 

 講師 医療法人新成医会 

みどり病院 認知症疾患医療センター 

副センター長 

 川井 紀子 氏 
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⑺ 新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会秋葉区分会事務局 

      区社協内に新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会秋葉区分会事務局を置き、 

赤い羽根共同募金運動に協力しました。 

       平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金、令和元年台風第１９号災害義援

金をはじめとした災害に対する義援金の募集を積極的に行いました。 

 

⑻ 秋葉区民生委員児童委員連絡協議会との連携・協力 

    秋葉区民生委員児童委員連絡協議会会長会、地区民生委員児童委員協議会定例

会等に参加し、地域福祉の担い手である民生委員児童委員との連携・協力を進め

ました。 

 

⑼ 新潟市社会福祉協議会（法人本部）が運営する介護事業所との連携 

    新潟市社協で運営する介護事業所のセンター長との会議を行うなど、法人内部 

   の連携強化に努めました。なお、老人デイサービスセンターこすどは、令和２年 

度より社会福祉法人中蒲原福祉会に引き継ぎます。 

 

   ［地域包括支援センターこすど、秋葉区介護支援センター、 

    秋葉区新津訪問介護センター、老人デイサービスセンターこすど］ 


