２０２２．１．１現在

※ 掲載内容は変更等も予想されます
ので、事前にお問い合わせ先へ
内容をご確認ください。

新潟市秋葉区社会福祉
協議会のホームページ
のお知らせからダウン
ロード可能
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はじめに
単身世帯や夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、住み慣れた地域で生活を継続するには、ちょっとした
支え合いが必要になるかと思います。「免許を返納して買い物に行けなくなった。」「ひとり暮らしなの
に何かあった時どうしよう。」など、不便や不安を感じた時に、役に立つ情報を一冊にまとめました。
この一覧があることで、高齢者等が安心して自分らしい暮らしが続けられることを願い作成しました。
ぜひ、ご活用下さい。
支え合いのしくみづくりとは？
新潟市では、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けることが出来るよう、介護予防・生活支援・
介護・医療・住まいの５つの要素を連携させ、地域の特性に応じた“支え合いのしくみづくり”を進めています。
支え合いのしくみづくりを推進するため、各地域の課題を把握し、足りない支援は何か等について話し合う「支え合
いのしくみづくり会議」を各区・各日常生活圏域に設置し、その中から「支え合いのしくみづくり推進員」を選出しま
した。
※支え合いのしくみづくり推進員が、活動を通して得た情

お問い合わせ

報を掲載しております。

秋葉区支え合いのしくみづくり会議

今後更に内容を充実させていきたいと考えています。

（事務局：新潟市秋葉区社会福祉協議会）

他にも情報がありましたら、ぜひご連絡ください。

担当：秋葉区支え合いのしくみづくり推進員

白井

新津第一・第二圏域支え合いのしくみづくり推進員

加藤

新津第五圏域支え合いのしくみづくり推進員

宮腰

小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり推進員 時田
〒956-0864
新潟市秋葉区新津本町 1-2-39 新津地域交流センター2 階
電話：0250-24-8376
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FAX：0250-23-3322

※対象エリア

【見守り・安否確認】

①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区

※対象エリア
No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

③

○

○

○

○

○

○

見守りの必要な世帯に民生児童委員をはじめと
する地域のボランティアが定期的に訪問し、声掛け
をすることで安否確認と孤独感の解消を図る。
1

秋葉区社会福祉協議会
「友愛訪問」

秋葉区新津本町 1-2-39

0250-24-8376

〔対象〕
秋葉区に居住する見守りが必要な 75 歳以上の

無料

ひとり暮らし世帯又は 75 歳以上のみの世帯、障が
い者のみの世帯、障がい者と 75 歳以上のみの世
帯、定期的に見守りを必要とする世帯。
家庭内での病気や事故など緊急時に、ボタンを押
すと 24 時間体制の受信センターにつながり、親族

秋葉区健康福祉課
2

高齢介護担当
「高齢者あんしん連絡シス

等の協力員や委託先業者が出動する。
秋葉区程島 2009
0250-25-5679

テム事業」

〔対象〕
65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯

市民税課税状況により一部
利用者負担あり。

で、要介護状態や慢性疾患等により日常生活上注意
を要し、定期的に安否確認を必要とする方。

NIC 新津
3

緊急事態通報サービス「あ
んしん・みまもりコール」

新潟日報を定期購読しているひとり暮らし高齢
秋葉区滝谷町 3-21
0250-22-2015

者のお宅の郵便受けに新聞がたまっているなどの
異変に気付いたら、あらかじめ登録した連絡先に電
話するサービス。
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無料

旧新津市

・みまもり訪問サービス
郵便局社員が月１回訪問し、会話を通じて生活状
郵便局
4

「郵便局のみまもりサービ

況を確認。結果は写真などを添付し、メール等によ
各郵便局

ス」

・みまもり訪問サービス
月 2,500 円（税込）
・みまもりでんわサービス

り家族に連絡する。

固定電話

○

○

○

・みまもりでんわサービス

月 1,070 円（税込）

○

○

○

・初期費用
無線通話機を内蔵した「電気ポット」を使用して、
5,500 円（税込）
離れて暮らすご家族の携帯電話またはパソコンに
・サービス利用料
E メールでお知らせするサービス。
月 3,300 円（税込）

○

○

○

自宅のトイレや廊下などの電球をハローライト
電球に交換し、1 日電球の ON/OFF を確認でき
ない場合に異常を検知して、通知先へメールでお
知らせするサービス。
通知先の方から依頼があれば、ヤマトのスタッ
フが訪問し状況確認、必要に応じ地域包括支援セ
ンター等へ連絡する。

○

○

○

毎日自動音声の電話で体調を回答してもらい、家
族に回答内容をメールで連絡します。

携帯電話
月 1,280 円（税込）

・安否みまもりサービス
生活動線にセンサーを設置し、一定時間動きがな

セコム上信越（株）
5

新潟東支社
セコム・ホームセキュリテ

いと異常と察知し、緊急対処員を急行、又は消防へ
025-383-1124

通報する。

月 4,840 円（税込）
・買取り

・救急通報サービス

ィ「親の見守りプラン」

・レンタル

室内で急病等の際、ペンダント型の救急通報ボタ

月 3,300 円（税込）
その他初期費用あり。

ンを押すとセコムに救急信号を送れる。
固定電話の場合
6

象印マホービン（株）
「みまもりほっとライン」

0120-950-555
携帯、PHS の場合
0120-145-770

ヤマト運輸
７

「見守りサービスあんしん
ハローライトプラン」

ホームページの申し込み
フォームより
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月 1,078 円（税込）

※対象エリア
①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区

※対象エリア
No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

③

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・ガス会社の通信機器が設
LP ガスの使用状況を申請したパソコンや
８

NTT テレコン（株）
「あんしんテレちゃん」

携帯電話のメールアドレスにメールで通知
0570-002902

する。
尚、見守られる方宅に固定電話（一般電
話回線）が必要です。

置されている場合（税抜）
初期費用 無料
月 990 円
・通信機器が設置されてい
ない場合（税抜）
初期費用 23,000 円
月 790 円

・「よりそう見守りでんきゅ
う」で検索
東北電力（株）
９

「よりそう見守り
でんきゅう」

→専用フォームより問い合わせ
・ＱＲコードからも問い合わせ
可能

NTT レゾナント（株）の「goo of
things でんきゅう」を利用したサービス。
見守る家族は、専用の電球の点灯情報をス

・初期費用

マートフォンで確認できる。日常的に利用

3,280 円（税込）

する頻度が高いトイレや玄関などに専用の

・月 638 円（税込）

電球を設置することで、日々の生活リズム
の異変にいち早く気づくことができる。

・「よりそうここっち」で検索
→「東北電力＋ONeストア」専用
10

東北電力（株）
「よりそうここっち
Family Dot」

フォームより問い合わせ
・ＱＲコードからも問い合わせ
可能

ソースネクスト（株）の「Family Dot」
によるＧＰＳを利用した居場所確認サービ
ス。「Family Dot」を持っていると、今い
る場所や行動履歴がスマートフォンで確認
できる。
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・本体 9,900円（税込）
2 年間分の月額料金込み

ユカイ工業（株）のコミュニケーション
ロボット「BOCCO」によりご家族間のコ
11

東北電力（株）
「よりそうBOCCO」

下記アドレスへメールで問い合
わせ
「s.yorisou.bocco.yn@tohokuepco.co.jp」

・本体

ミュニケーションをサポート。専用アプリ

26,840円（税込）

を利用し、インターネット経由でスマート

スマートフォンの通信費、

フォンと音声メッセージをやりとりできる

インターネット接続料は

ほか、家庭内のセンサーの情報をスマート

お客さま負担

フォンに通知することができる。
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○

○

○

※対象エリア

【食材・弁当・日用品等の配達】

①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区

<新潟市介護保険以外の高齢者サービス：配食>
新潟市では、ひとり暮らしの高齢者等に対し、昼食のお弁当配達 を通して、高齢者の栄養改善と自立支援を図り、併せて安否の確認を行っ
ています。対象者は、けがや病気などで調理が困難な 65 才以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯、その他市長が特に必要と認める世帯
です。代金の一部を市が助成しており、利用者の負担額は一食当たり一律 300 円です。

このサービスに関するお申込み・お問い合わせ先は、秋葉区健康福祉課高齢介護担当

0250-25-5679 まで。
※対象エリア

No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

［営業時間］8：00～17：00
12

（有）あいだ

秋葉区小口 1208-1
0250-23-0072

［定休日］お盆・正月
配食サービス以外のお弁当もあり。

自己負担分
300 円/1 食

③
〇

〇

〇

小須戸
を除く

［営業時間］7：30～18：30
13

ニコニコキッチン新津店

秋葉区新津本町 3-18-5
0250-25-301４
江南区鵜ノ子 3-4-6

14

宅配クック 123

025-384-4204

［定休日］第３日曜日
配食サービス以外のお弁当もあり。
［営業時間］8：30～18：00
［定休日］正月三が日

自己負担分
300 円/1 食
自己負担分
300 円/1 食

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

［営業時間］8：00～18：00
15

まごころ弁当 秋葉江南店

秋葉区中野 1-19-16
0250-27-3856

［定休日］正月三が日
配食なしで安否確認のみも可能。

自己負担分
300 円/1 食

［問い合わせ日時］
16

（株）ウェルケア新津
セントラルキッチン山谷

秋葉区善道町 1-13-17
0250-25-7426

8：30～17：30（土・日・祝日を除く）
［定休日］なし 年中無休
配食サービス以外のお弁当もあり。
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自己負担分
300 円/1 食

<お弁当の宅配業者>
※対象エリア
No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

③

〇

〇

〇

〇

〇

―

〇

〇

〇

［営業時間］9：00～1８：00
17

ワタミの宅食
新潟南営業所

南区大通黄金 3-1-27
受付センター
0120-321-510

［定休日］土・日・祝日

490 円～/1 食（税込）

週２日間以上から注文可能。

５日間コース

毎週水曜日ご注文締切、翌週よりお届け。

2,450 円～（税込）

週単位でのご注文です。
［営業時間］8：00～16：00
18

（株）二本松屋

生活協同組合
19

コープクルコ
＊R4.3.21～
「コープデリにいがた」

阿賀野市久保 1695-3
0250-68-5800
西区流通 1-5-3
0120-025-261
＊R4.3.21～
0120-025-477

［定休日］土・日・祝日・12/30～1/3

450 円/1 食（税込）

おかずのみも可能。
［営業時間］9：00～17：00
［定休日］土・日曜日
管理栄養士が監修したお弁当を日替わりでお
届け。

＊2022 年 3 月 21 日～コープクルコとコープにいがたが合併により「コープデリにいがた」に変更
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535 円～690 円/1 食
（税込）

〈食材の宅配・買い物代行業者〉

※対象エリア
①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区
※対象エリア

No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

③

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

○

〇

〇

〇

≪買物代行≫
20

加藤商店

阿賀野市分田 1336
080-8453-5175

［営業時間］9：00～17：00

利用料（買物代金の

［定休日］土・日・祝日

30％）

電話で注文を受け、自宅に配達。
≪取り扱い商品≫
21

ヨシケイ 五泉営業所

阿賀野市保田 2756-1
0250-47-7166

夕食の食材

配達無料

メニューブックからメニューを選び注文す

商品代金のみ

る。選んだメニューの食材を自宅に配達。
生活協同組合
22

パルシステム
新潟ときめき
生活協同組合

23

コープにいがた
＊R4.3.21～
「コープデリにいがた」
生活協同組合

24

コープクルコ
＊R4.3.21～
「コープデリにいがた」

≪取り扱い商品≫
新潟市西区山田 303-8
0120-900-975

食品・日用雑貨・衣料・インテリア・家具等。 宅配料金
注文書や注文サイト等で注文し、毎週決まっ

要問い合わせ

た曜日・時間帯・指定場所に配達。
新潟市西区山田 2309-7
025-201-5550
＊R4.3.21～
0120-043-502
新潟市西区流通 1-5-3
0120-025-261
＊R4.3.21～
0120-043-502

≪取り扱い商品≫
食品・日用雑貨・衣料・インテリア・家具等。
注文書や注文サイト等で注文し、毎週決まっ
た曜日・時間帯・指定場所に配達。

個人宅配料金
220 円＋実費
各種割引制度あり

≪取り扱い商品≫
食品・日用雑貨・衣料・インテリア・家具等。 宅配料金
注文書や注文サイト等で注文し、毎週決まっ
た曜日・時間帯・指定場所に配達。

＊2022 年３月 21 日～コープにいがたとコープクルコが合併により「コープデリにいがた」に変更
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要問い合わせ

<移動販売車〉
※対象エリア
No

25

26

事業所名

（有）酒井商店

問い合わせ先

秋葉区朝日 121-1

内容

費用

定期訪問先（週 2 日）と周辺住民への移動販売。 配達無料

「お助けとらちゃん」

0250-22-7675

にいつフードセンター

秋葉区新津山谷南 4537

週 2 回決まったコースを巡回する。

スーパー定番価格

0250-22-0013

販売品目は惣菜、食品、日用品等。

＋10 円（税抜）

「とくし丸」

販売品目は弁当、惣菜、食品全般、生活雑貨等。 商品代金のみ自己負担
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①

②

③

○

○

○

配達できない区
域もありますの
でご相談下さい

※対象エリア

【家事支援】

①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区

※対象エリア
No

27

28

事業所名

秋葉区社会福祉協議会
「ふれあい福祉サービス」

新潟市シルバー人材
センター

問い合わせ先

秋葉区新津本町 1-2-39
0250-24-8376

中央区上所 1-11-4
025- 241-3541

内容

調理、買い物、掃除、洗濯、話し相手、くすり取
り、外出の付き添い、ゴミ出し等。

費用

①

②

③

○

○

○

○

○

○

1 時間 500 円
（ゴミ出しは 30 分 250
円）

除草、剪定、障子張り替え、日常家事援助サービ

内容により異なるので、

ス、ゴミ捨て代行、通院介助等。

お問い合わせください。

草
29

NPO 法人 たか坪の会

秋葉区草水町 2-9-2
0250-23-5310

ゴミ出し、くすり受け取り、買い物、玄関先の除

内容により異なるので、

雪、草刈り、軽易な庭の手入れ等。

お問い合わせください。

―

水
近

―

郊

30

31

32

生活おうえん隊
べんり屋

生活サポート かんばら

（株）ゆい工房
まごころサポート

秋葉区滝谷町 1-6
0250-47-4095

秋葉区小口 819-4
0120-514-554

北区白新町 2-2-15
0120-963-764

どんな内容でも相談可能。

不用品の整理、営繕、庭仕事等、相談に応じて対
応。

見積もり無料

〇

〇

〇

〇

〇

〇

―

―

見積もり無料
基本料金（1 時間）
2,500 円

電球交換、買い物代行、ゴミ出しなど簡単なも

簡単なもの 20 分

のから、ハウスクリーニング、リフォームなど

500 円

なんでも相談可能。

その他随時見積もり
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荻川
地区
の
一部

大小問わずゴミの分別・片付け、草取り、空き
33

プロハウス

秋葉区荻島 2-19-２０
090-3682-1212

家管理、ハウスクリーニングなど、なんでも相
談可能。

見積もり無料

〇

〇

〇

見積もり無料

○

○

○

古紙・鉄類など無料回収いたします。

34

便利屋マルキ

五泉市本町 4-1-1
0250-43-0135

蜂駆除、草刈り・木の伐採、家の片付け、その
他なんでも相談可能。
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※対象エリア

【除雪支援】

①新津第一・第二中学校区 ②新津第五中学校区 ③小合・金津・小須戸中学校区

※対象エリア
No

事業所名

問い合わせ先

内容

費用

①

②

③

○

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

○

1 時間 1,083 円（2 時
35

新潟市シルバー人材
センター

中央区上所 1-11-4
025- 241-3541

間以上から対応）

除雪

他に事務手数料（合計金
額の 10％）

36

37

38

生活おうえん隊
べんり屋

生活サポート かんばら

便利屋マルキ

秋葉区滝谷町 1-6
0250-47-4095

秋葉区小口 819-4
0120-514-554

五泉市本町 4-1-1
0250-43-0135

除雪

見積もり無料

見積もり無料
除雪

基本料金（1 時間）
2,500 円

除雪、雪降ろし
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見積もり無料

【地域の茶の間・いきいきサロン一覧】

（

）内は開催場所

満日地区
地域の茶の間七日町にこにこ会（旧満日小学校、錦繍寺）

荻川地区

まんまるサロン（旧満日小学校 ミーティングルーム）

結・福島いきいきサロン（結公会堂）
阿賀浦地区

みそら野茶話会（みそら野会館）

うぐいすの会（新金沢町会館）

車場ニコニコ会（車場公会堂）

いきいきサロン大安寺（大安寺集落開発センター）

荻川やすらぎの間（荻川コミュニティセンター）

東町サロン（新津地区勤労青少年ホーム）

あおば通お茶の会（あおば通町内会館）

中新田お楽しみ会（中新田公民館）

ふれあい川口サロン会（川口地域交流会館）

立ち寄り「しんかな」（新金沢町会館）

西部地区

東部地区

サロンみどり（新栄町町内会館）
いきいきサロン南町（南町二区町内会館）

新町長寿ダンゴ会（新町町内会館）

いきいきサロン新栄町（新栄町町内会館）

なつめろ会（金沢町公会堂）

山谷いきいきサロン会（山谷町2丁目公会堂）

サロン柄目木（柄目木自治会館）

山谷1丁目なかよしサロン（山谷町1丁目町内会館）

ロコモ予防スマイルクラブ（新町町内会館）

しゃっきり体操ふれあいクラブ（新栄町町内会館）

北上しゃっきりクラブ（十王寺）

あじさいの茶の間（山谷町２・三角公園遊歩道に看板あり）

しゃべろてば！！（金沢町公会堂）

いきいきサロンみゆき（美幸町会館）

たか坪の会（たかつぼの家）
草水町サロンひまわり（草水町内会館）

小合地区

楽しいお茶の間

大鹿ふれあいサロン（大鹿集落開発センター）
大秋にぎやかサロン（大秋公会堂）

さわやか会（滝谷町公会堂）

子成場いきいきサロン（子成場氏子会館）

新関地区

蕨曽根いきいきサロン（蕨曽根公会堂）

六郷お茶の間サロン（六郷公会堂 他）

サロン親興会（四ツ興野ふれあいセンター）

市新お茶の間サロン（市新自治会館）

出戸ふれあいサロン（出戸公会堂）

大関お茶の間しゃっきりクラブ（大関集落農事集会所）

ふれあい興寿（浦興野集落開発センター）

老人クラブ「お茶会」（金屋集落開発センター）

カフェくりみや（栗宮公会堂）

中央地区

サロンとき（小戸上組自治会館）
サロン さくら会（小戸下組集落センター）

金津地区

野方ふれあいサロン（野方公会堂）

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）
長寿楽（鵜出古木【うでこき】）
ふれあいサロン文京（文京町集会所）

いきいきお茶の間（秋葉町内会館）

さわやか朝日（朝日町内会館 ホール）

三善道サロン（善道公会堂）

金津自治会いきいきサロン「白玉」（金津公会堂）

本町４丁目いきいきサロン（本町4丁目町内会館）

地域の茶の間いっぷく（金津地区コミュニティセンター）

田家元気で楽しくすごそう会（田家町内会館）

中村の茶の間（中村公会堂）

いきいきサロンえきまえ（新津地域交流センター）

矢代田公会堂茶の間（矢代田公会堂）

西古津茶の間（西古津ふれあいセンター）

サロンふれあい広場なのはな（旧たんぽぽ保育園）

松ヶ丘さくら会（松ヶ丘自治会館）

お茶の間はーつ（はーつカフェ【新潟薬科大学入口付近】）

サロンひまわり（中沢町内会館）

小須戸地区
横川浜の茶の間（横川浜集落開発センター）

かがやき（代表者宅）

なかよし会（滝谷町公会堂）

山の手地区
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）

地域の茶の間、いきいきサロンについてのお問い合わせは秋葉区社会福祉協議会【☎0250-24-8376】までご連絡ください。
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【相談窓口】
No

相談先

連絡先

相談できる内容

◆新津第一・第二中学校圏域

高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センター新津
秋葉区古田 3-2-7

39

新潟市地域包括支援
センター

0250-25-3081

◆新津第五中学校圏域

0250-22-1931

◆小合・金津・小須戸中学校圏域
地域包括支援センターこすど
秋葉区小須戸 3785-1

40

41

新潟市シルバー人材
センター
新潟市秋葉区老人クラ
ブ連合会

・介護保険サービスの利用方法がわからないので知りたい
・認知症について相談したい

地域包括支援センターにいつ日宝町
秋葉区日宝町 5-25

・介護が必要になったので相談したい

0250-61-1311

・福祉用具を借りたい
・高齢者虐待、成年後見制度など権利に関する相談窓口が知りたい など

家族・近隣の方など、どなたでも相談できます

高齢者の就業に関するご相談

中央区上所 1-11-4
025-241-3541

・定年退職したが、地域社会に貢献しながら働きたい など

老人クラブに関するご相談

秋葉区新津本町 1-2-39
0250-21-2520

・老人クラブに入りたい など

高齢者に関するご相談
42

秋葉区健康福祉課
秋葉区程島 2009

・高齢者福祉サービスのことを知りたい

高齢介護担当

・要介護認定のことを聞きたい

0250-25-5679

・市の配食サービスを利用したい
・高齢者団体で福祉バスを利用したい など
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地域福祉に関するご相談

地域福祉担当
0250-25-5665

・避難行動要支援者の登録をしたい
・新津健康センターの利用に関することを聞きたい

など

健康づくりに関するご相談
・予防接種、特定健診、がん検診に関することを聞きたい

健康増進係
秋葉区健康福祉課

・食生活、栄養改善、介護予防に関することを知りたい

0250-25-5686

・指定難病、肝炎治療、水俣病に関することを聞きたい

秋葉区程島 2009

・子育てに関することを聞きたい など

障がいに関するご相談

障がい福祉係

・障がい者手帳（身体・療育・精神）に関することを知りたい

0250-25-5682

・障がい福祉サービスを知りたい など

生活保護などに関するご相談

保護係

・生活に不安があり生活保護の申請をしたい

0250-25-5684

・女性相談に関することを知りたい など

地域福祉・ボランティアに関するご相談
・友愛訪問をお願いしたい（担当の民生児童委員につなぎます）

43

秋葉区社会福祉協議会

・緊急情報キットがほしい（地域の活動団体につなぎます）

秋葉区新津本町 1-2-39

・介護保険サービスが使えないが、家事援助について相談したい

0250-24-8376

・生きがいづくりにボランティアをしたい
・地域での防災活動や交流活動を考えたい
・どこに相談したらよいか知りたい など

困りごとに関するご相談

秋葉区新津本町 1-2-39
44

心配ごと相談所

0250-24-8376（秋葉区社会福祉協議会）
毎週月曜・金曜の 10 時～15 時

・困りごとや不安なことを聞いて欲しい
・どこに相談したらよいか知りたい など
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MEMO
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