
 

令和元年度 新潟市西区社会福祉協議会事業報告 

【概要】 

新潟市西区社会福祉協議会（以下、「西区社協」という。）は、新潟市西区地域福祉計画・

地域福祉活動計画（第２次いきいき西区ささえあいプラン）の基本理念『みんなで創ろう 

だれもが心豊かに暮らせる福祉のまち「西区」』のもと、地域の様々な福祉課題・生活課題

に対し、関係機関・団体等と連携・協力しながら、事業計画に基づき、様々な事業を展開

しました。 

 

1 地域福祉推進活動事業 

（１）地区社協活動支援事業                     

①地区社協・支会の活動が行なわれるよう活動費の交付および活動の支援を行ない 

ました。 

・活動交付金 ３，１３１，６０７円 （１３地区社協・支会および４２自治会） 

 

②地区社協設置に向けたコミュニティ協議会（以下、「コミ協」という。）や支会役員

会への参加、規約作成等様々な相談及び支援に努めました。 

・地区社協設置届出数 ４地区社協  

 

（２）地域ふれあい事業助成                     

小地域での福祉活動活性化のため、自治会・町内会やコミ協が行なう「世代交流」 

「ふれあい給食」「いきがい推進」の事業に助成しました。 

・１２８件   延べ１０，９７８人参加  総額１，５００，２９７円 

①事業区分：「世代交流」「ふれあい給食」「いきがい推進」 

コミ協エリア 申請者(実施団体名) 事業名 
参加者数 

(人) 

内野・五十嵐

まちづくり協

議会  

内野町五六七番町ふ

れあい会 

内野町五六七番町ふれあい会「ほ

のぼのいろり会」 

26 

内野町五六七番町ふれあい会「ほ

のぼのいろり会」 

26 

内野町第四自治会 内野町第四ふれあい会 大学生の

「落語講演会」 

28 

内野町第四ふれあい会 ”歌謡舞

踏”と豚汁で茶話会 

34 

内野町五番町自治会

紫陽花の会 

健康体操・茶話会 10 

健康体操・茶話会 9 

親睦会・茶話会 8 

五十嵐旭が丘自治会 山菜パーティ 24 

バーベキュー大会 72 

魚と秋の味覚パーティー 27 



 

内野山手自治会 お花見会 67 

バーベキュー大会 61 

芋煮会 56 

内野広通自治会 健康づくり教室 21 

西区内野まつり参加 101 

健康づくり教室 19 

西内野コミュ

ニティ協議会 

内野西新町自治会 第 35回内野西新町こども夏祭り 110 

内野西新町秋の料理教室 18 

西新町火曜サークル 14 

西内野コミュニティ

協議会 

西内野地区第 30回盆おどり大会 750 

広通江団地自治会 健康相談会 30 

コミュニティ

佐潟 

みずき野西自治会 令和元年度 第 1回いきいき元気

健康教室 

22 

令和元年度 第 2回いきいき元気

健康教室 

19 

第 4回春待ち交流会(敬老祝い会) 43 

神山自治会 木山小学校区カーリンコン大会

(教室) 

97 

木山小学校区 輪投げ大会(教室) 91 

コミュニティ佐潟 年賀状教室 18 

コミュニティ 

中野小屋 

コミュニティ 

中野小屋 

中野小屋地区「夏休みの宿題を仕

上げる会」 

177 

中野小屋地区「冬休みの宿題を仕

上げる会」 

84 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂井中団地自治会 坂井中団地納涼会 450 

坂井中団地文化祭 143 

輪之内自治会 輪之内自治会「盆踊・納涼祭」 147 

輪之内自治会 旬のものを味わう

会（芋煮会） 

40 

輪之内自治会 餅つき大会 140 

須賀団地自治会 須賀団地自治会大運動会 300 

寺尾上四東自治会 町内の花を育てる講習会 15 

生きがい推進事業「新年会」 15 

寺尾新町第一自治会 寺尾新町第一自治会 そうめん流

しおよび夏まつり 

140 

餅つき大会 155 

Ｗおめでとう会 96 



 

 

 

 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会  

寺尾南新町自治会 令和元年度 夏のお楽しみ元気塾 15 

令和元年度 秋のお楽しみ元気塾 22 

道上ケ丘自治会 道場ケ丘自治会 公園清掃 70 

南ヶ丘自治会 南ヶ丘自治会 納涼祭 128 

青葉台自治会 青葉台自治会 夏まつり 80 

槙尾新町自治会 世代交流 26 

子どもの居場所づくり事業 47 

坂井輪中学校区まち

づくり協議会 

民生児童委員・友愛訪問員・自治

会合同研修会 

91 

坂井輪小・小

新中学校区ま

ちづくり協議

会 

小新二重辻自治会 小新二重辻自治会 「文化祭」 86 

晴美団地自治会 餅つき大会 51 

子ども会お楽しみ会 59 

小新南自治会 小新南わくわくまつり 230 

小針中町自治会 定期総会・昼食懇談会 55 

小針中町自治会 納涼祭 63 

小針中町自治会 新年会 32 

坂井新町自治会 第 21回若さはつらつ元気塾 31 

第 22回若さはつらつ元気塾 27 

高砂自治会 世代交流 町内懇親会 48 

高砂自治会 納涼祭（世代交流） 82 

寺尾駅前中央自治会 寺尾駅前中央自治会 花見会 136 

寺尾駅前中央自治会 子供みこし

納涼会 

41 

寺尾駅前中央自治会 豚汁会 43 

寺尾前通二丁目自治

会 

納涼大会 200 

寺尾朝日通自治会 寺尾朝日通自治会 敬老祝会 44 

寺尾朝日通自治会 節分豆まき 47 

坂井輪小・小新中学

校区まちづくり協議

会 

西川にこいのぼりを泳がそう 100 

地域の茶の間「らっくり」クリス

マス交流会 

28 

ふれあい講演会・ふれあい昼食会 94 

小針葵町自治会 バーベキュー親睦会 38 

小針第１団地自治会 自治会ふれあい昼食会 14 

小新緑苑自治会 みんなで楽しい元気塾 24 

小新緑苑夏祭り 305 

みんなで楽しい元気塾 25 

 

 

青山新町第三自治会 青山新町第三自治会 親睦バーベ

キュー大会 

55 



 

東青山小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

 

 

  

東青山一丁目自治会 

  

東青山一丁目地域世代交流事業 

花の会 

34 

東青山一丁目地域世代交流事業 

夕涼み会 

343 

東青山一丁目地域世代交流事業 

花の会 

25 

東青山小学校区コミ

ュニティ協議会 

若さもりもり元気塾 27 

出張‼ どこでも健康教室 26 

平島 3丁目自治会 敬老の日のお祝い 13 

五十嵐小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

上新栄町第三自治会 みんなで楽しいバーベキュー大会 89 

新大駅前自治会 新大駅前自治会 納涼夏祭り 112 

寺尾上町自治会 食事会 22 

かみまち夏まつりバーベキュー大

会 

200 

豆まき大会 85 

東五十嵐自治会 東五十嵐夏まつり 200 

節分豆まき大会と人形劇 66 

寺尾北自治会 はまなす公園まつり 40 

新年まめまき親睦会 40 

五十嵐小学校区コミ

ュニティ協議会 

地域ふれあい事業 世代間交流グ

リーンヒルズバンド演奏会 

63 

興人寺尾団地自治会 第１回 おしゃべり茶の間 14 

第２回 おしゃべり茶の間 14 

第３回 おしゃべり茶の間 14 

清心町自治会 バーベキュー大会 153 

秋の味覚大会 71 

真砂小学校区

コミュニティ

協議会 

真砂小学校区コミュ

ニティ協議会 

第 5回真砂文化祭 

(ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ・わたあめ出店) 

300 

真砂四丁目自治会 真砂まつり 200 

世代間交流のための懇談懇親会 23 

自治会活性化のための懇談会 187 

松海が丘第二自治会 松海が丘第二自治会夏祭り 131 

敬老の日のお祝い 13 

新そばを味わおう！！ 23 

松海が丘第四自治会 世代交流 町内朝食会 115 

世代交流 豆まきと小学生歓送迎

会 

26 

 西小針台３丁目自治

会 

自治会主催 餅つき大会 72 



 

 

青山小学校区

コミュニティ

協議会  

浦山 6区自治会 もしも！に備えてつながる集い 36 

浦山 1区自治会 浦山 1区自治会 バーベキュー大

会 

43 

松美台第二自治会 松美台第二夏祭り(子ども神輿) 210 

松美台第二育成部企画（ハロウィ

ン企画） 

70 

関屋堀割町町内会 町内新年交流会 26 

小針松美台自治会 小針松美台自治会 笹団子づくり 23 

小針松美台自治会お楽しみ会  

クリスマスケーキ作り 

40 

小針松美台自治会お楽しみ会  

ひな祭り 

29 

小針小学校区

コミュニティ

協議会 

小針藤山自治会 クリスマス会 29 

青山上山自治会 青山上山 夕涼み会 53 

小針新町自治会 餅つき大会 60 

フォルテ小新白鳥自

治会 

フォルテ小新白鳥自治会「夏まつ

り」ビンゴ大会 

200 

大野校区ふれ

あい協議会 

大野町五区自治会 納涼祭 84 

栄町自治会 世代交流 34 

蓮方団地自治会 蓮方団地夏祭り 210 

蓮方団地健康ウォーキング 27 

第 18回蓮方団地もちつき大会 180 

鳥原新地自治会 納涼祭 116 

立仏校区ふれ

あい協議会  

寺地団地自治会 寺地団地自治会 新年交流会 58 

健康教室 37 

寺地中自治会 第 13回バーベキュー大祭 81 

山田校区ふれ

あい協議会 

山田連合自治会 山田盆踊り大会 225 

山田公民館ボーリング大会 57 

 

②事業区分：「障がい者交流」 

コミ協エリア 申請者(実施団体名) 事業名 
参加者数 

(人) 

青山小学校区コ

ミュニティ協議

会 

福祉事業所 青山ファ

クトリー 

令和元年度 青山ファクトリー地域交

流会 170 

 

（３）歳末たすけあい事業助成                    

歳末時期に自治会・町内会やコミ協等が行う世代交流事業、福祉施設が地域住民と

協働で行う事業に助成しました。 



 

種別 件数 助成総額 

地域歳末たすけあい事業 ５５件 ２，８８２，９００円 

福祉施設歳末たすけあい事業 ５件 １８５，５１３円 

 

① 地域歳末たすけあい事業 

コミ協エリア 団体 事業名 
参加者 

（人） 

内野・五十嵐

まちづくり協

議会 

大学南が丘自治会 歳末たすけあいもちつき大会 240 

内野町第四自治会 歳末たすけあい 餅搗大会 426 

内野町五・六・七番

町自治会 

歳末たすけあい内野町五六七番町

ふれあい会 ほのぼのいろり会 
24 

五十嵐三の町自治会 歳末たすけあい餅つき大会 145 

五十嵐二の町自治会 歳末たすけあいもちつき大会 130 

西内野コミュ

ニティ協議会 

新中浜町内会 新中浜新春もちつき大会 109 

広通江団地自治会 歳末たすけあいゲーム大会 58 

西内野コミュニティ

協議会 
第 12回西内野もちつき大会 630 

コミュニティ

佐潟 

みずき野東自治会 

みずき野西自治会 

みずき野サンタと杵つき餅をつく

会 
179 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会 

槙尾新町自治会 クリスマス会 32 

さかい輪地区社会福

祉協議会 
ふれあい新通 もちつき会 550 

坂井自治会 歳末たすけあいもちつき大会 87 

坂井中団地自治会 
歳末たすけあいふれあい餅つき大

会 
150 

坂井南が丘自治会 歳末たすけあい新春もちつき大会 98 

須賀団地自治会 須賀団地ふれあいもちつき大会 267 

道上ヶ丘自治会 歳末たすけあい もちつき大会 80 

坂井東三丁目自治会 歳末たすけあいもちつき大会 125 

新通南自治会 新通南自治会地域住民交流会 111 

寺尾新町東和自治会 寺尾新町東和自治会 新年会 40 

坂井輪小・小

新中学校区ま

ちづくり協議

会 

 

 

小針が丘自治会 
歳末たすけあい小針が丘自治会親

睦会 
30 

坂井恵団地自治会 歳末たすけあいもちまき大会 111 

小新南自治会 2019クリスマス会 195 

自由ヶ丘自治会 歳末たすけあいもちつき大会 45 

寺尾朝日通自治会 歳末たすけあい事業新春の集い 59 



 

 

 

坂井輪小・小

新中学校区ま

ちづくり協議

会 

小新二重辻自治会 歳末たすけあい新年交流会 17 

小新緑苑自治会 
小新緑苑自治会歳末たすけあいボ

ウリング大会 
33 

小新大通団地自治会 小新大通団地もちつき大会 137 

寺尾駅前第二団地自

治会 
歳末たすけあい作品展 46 

坂井輪小・小新中学

校区まちづくり協議

会 

地域ふれあい もちつき大会 137 

東青山小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

プレステージ青山自

治会 
歳末たすけあいもちつき大会 122 

東青山小学校区コミ

ュニティ協議会 

歳末たすけあい 東青山ふれあい

もちつき大会 
330 

五十嵐小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

寺尾西二・四自治会 歳末助け合い餅つき大会 151 

寺尾上町自治会 第 25回「餅つき大会」 160 

五十嵐小学校区コミ

ュニティ協議会 
歳末たすけあいもちつき大会 590 

東五十嵐自治会 歳末たすけあい もちつき大会 130 

上新栄町第三自治会 自治会新春お楽しみ大会 91 

上新栄町第五自治会 
歳末たすけあい クリスマスケー

キ作り 
84 

清心町自治会 清心町自治会餅つき大会 178 

真砂小学校区

コミュニティ

協議会 

松海が丘第二自治会 
歳末たすけあい松海が丘第二自治

会新年交流会 
38 

真砂 2丁目自治会 真砂２丁目自治会 新年祝賀会 62 

松海が丘第一自治会 歳末たすけあい地域交流新年会 32 

真砂 4丁目自治会 真砂 4丁目 新年もちつき大会 80 

松海が丘第四自治会 
歳末たすけあい事業 新年おたの

しみ会 
30 

青山小学校区

コミュニティ

協議会 

西有明町第一自治会 歳末 季節の料理を食べる会 78 

青山三区自治会 要支援者・高齢者と守る会交流会 33 

青山小学校区コミュ

ニティ協議会 

歳末たすけあい小針中学校生徒、地

域ふれあいもちつき大会 
300 

小針小学校区

コミュニティ

協議会 

小針幸町自治会 歳末たすけあい 餅つき大会 195 

小新第二自治会 歳末たすけあい もちつき大会 74 

小針藤山自治会 歳末たすけあい事業 新年懇親会 60 

小針 1丁目自治会 歳末たすけあいビンゴゲーム大会 105 

東小針自治会 クリスマス会歳末たすけあい事業 50 

青山上山自治会 青山上山自治会親睦会（交流会） 23 



 

大野校区ふれ

あい協議会 
中学通自治会  歳末たすけあい「ザ・収穫祭」 136 

立仏校区ふれ

あい協議会 
寺地団地自治会 歳末たすけあいもちつき大会 103 

山田校区ふれ

あい協議会 
善久連合自治会 歳末たすけあい餅つき大会 145 

 

② 福祉施設歳末たすけあい事業 

コミ協エリア 施設名 事業名 
参加者 

（人） 

坂井輪小・小新中

学校区まちづくり

協議会 

社会福祉法人颯和会  歳末たすけあい クリスマ

ス会 181 

五十嵐小学校区コ

ミュニティ協議会 

就労継続支援 B 型事

業所 結屋 

クリスマス会 
62 

青山小学校区コミ

ュニティ協議会 

有明児童センター 歳末たすけあい事業「クリ

スマス会」 
147 

黒埼南ふれあい協

議会 

あすなろ福祉園 歳末たすけあい 地域クリ

スマス交流会 
130 

山田校区ふれあい

協議会 

社会福祉法人 ジェ

ロントピア新潟 

認知症の方々を地域で支え

ましょう！歳末たすけあい 

認知症サポーター養成講座 

27 

 

（４）出前講座 

 地域や団体等からの要請を受け、地域福祉をテーマとする住民同士の学びの場を支

援しました。 

また、出前講座プログラムメニューを作成し、全自治会あてに配布を行いました。 

主催・団体名（内容） 期日・会場 内容・参加者総数等 

プランタン 
5 月 23 日（木） 

青山ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 

よろしくねノートの書き方講座 

約  8 人 

寺尾西新町自治会 
6 月 23 日（日） 

寺尾西新町自治会館 

認知症サポーター養成講座 

 約 20 人 

まごころヘルプ会員

研修会＆交流会 

7 月 10 日（水） 

新潟市総合福祉会館  

よろしくねノートの書き方講座 

約 59 人 

みゆき会 
7 月 10 日（水） 

坂井輪地区公民館 

よろしくねノートの書き方講座 

約 16 人 

株式会社 

総合タップ 

7 月 17 日（水） 

黒埼市民会館 

福祉講話・車イス体験・ 

認知症サポーター養成講座 

           約 14 人 



 

きらめきの会 
8 月 7 日（水） 

内野まちづくりｾﾝﾀｰ 

よろしくねノートの書き方講座 

約 8 人 

寺尾台自治会 
10 月 9 日（水） 

寺尾台自治会館 

認知症サポーター養成講座 

 約 16 人 

小針幸町 

ボランティアの会 

10 月 24 日（木） 

小針幸町自治会館 

福祉体験（福祉デザインと体験） 

約 15 人 

みずき野会 
11 月 20 日（水） 

みずき野東自治会館 

CSW と SC 困りごと解決します 

約 10 人 

中央区山二ツ 

お茶の間大学校 

11 月 20 日（水） 

山二ツ会館 

よろしくねノートの書き方講座 

約 20 人 

自由が丘自治会 
11 月 15 日（金） 

坂井輪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

よろしくねノートの書き方講座 

約 15 人 

 

（５）地域包括ケア推進事業（市受託事業）                           

   地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域で生きがいを持って暮らしていくため

の住民主体の地域づくりや困ったときに助け合える支え合いのしくみづくりの支援を

行ないました。 

①地域包括ケアシステムに関する会議・研修 

事業 日時／会場／参加者数 内容 

西区支え合いのしく

みづくり会議 

（第 1層協議体） 

平成 31年 4月 15日（水） 

 

西区役所健康センター棟 

大会議室 

19人 

○グループワーク 

・Ｈ30年度の進捗状況について 

・Ｈ31年度支えあいのしくみづくりの 

構築について 

※令和 2年 3月 3日予定の会議は、新型

コロナウイルス感染防止のため中止 

西区支え合いのしく

みづくり研修 

「くらしの足をみん

なで考える」 

令和元年 9月 30日（土） 

 

西新潟市民会館ホール 

101人 

テーマ「移動支援」 

①講演『支え合いの移動・外出支援って

どんなもの？ －制度・全国の事例－』  

講師： NPO法人全国移動サービスネット

ワーク  副理事長 河崎 民子 氏 

②新潟市内の事例紹介   

〇日の出デイサービス～事業所の送迎

車両で買い物移動支援～ 

〇新石山第一自治会～住民による買い

物ヘルプ事業～ 

「助け合いの学校

in西内野」 

令和元年 10月 30日（金） 

 

 

助け合いの必要性や実際に活動する際

の心構え、マナーを学ぶとともに、地域

での生活支援の取り組みを紹介した研



 

西内野コミュニティセン

ター   

60人 

 

 

修会を実施しました。 

①地域包括ケアについて～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 主幹  

金子 和雄 氏 

②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 

③地域の生活支援活動の紹介 

助け合い「お互いさま・新潟」／夕映え

の会／新中浜町内会「おたすけ隊」ほか 

④他人の生活の場に関わるとは  

河田 珪子 氏と支え合いのしくみづく

り推進員によるＱ＆Ａ 

「支え合いのしくみ

づくりガイドブッ

ク」作成のためのワ

ークショップ 

令和 2年 1月 10日（金） 

 

黒埼市民会館 

２階多目的ルーム 

40人  

○グループワーク 

地域の実態や声を生かしたものとする

ために、支えあいのしくみづくり会議構

成員に協力をいただき、地域で支え合い

活動をはじめるためのプロセスや起こ

りうる課題について話し合いを行いま

した。 

 

②地域で広げる！西区支えあいのしくみづくりガイドブック」作成 

住民同士の支え合い・助け合い活動を推進するため、西区役所と支えあいのしくみづ

くり推進員が協働で作成しました。（３月発行） 

 

③日常生活圏域支え合いのしくみづくり会議（第 2 層協議体） 

日常生活圏域支え合いのしくみづくり会議の運営協力を行ないました。 

 

④西区地域包括ケア推進モデルハウス事業 

地域住民同士の支え合いのしくみづくりを進めるため、地域包括ケア推進の拠点とな 

る西区地域包括ケア推進モデルハウス「西区憩いの茶の間」（西区坂井 603-10 西坂井

団地自治会館）の活動支援を行ないました。  

 

（６）高校進学に向けた相談支援事業 

   高校進学に必要な経済的支援の案内（奨学金等の一覧表配布）をする際に、併せてコ

ミュニティソーシャルワーク推進事業を紹介することで、経済面やその背景にある困

りごと（ニーズ）の掘り起こしを行います。何らかの理由を背景に支援を受けること

ができない方（世帯）に対し適切な支援に努めました。 

   ・配付数 1250 部   中学３年生のいる世帯からの相談数 30 件 



 

（７）思いやりのひとかき運動事業 

区役所、市土木総務課と連携し、バス停や横断歩道付近など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ひとかきの除雪に協力していただき、地域での思

いやりと助けあいのこころを育てることを目的に実施しました。 

・西区役所管内  １０１か所設置（新規１件）  

 

２ 見守り・生活支援事業 

（１）友愛訪問事業                                                  

見守りの必要な概ね７０歳以上の一人暮らしの高齢者を対象に、孤独感の解消や安

否確認を目的とした友愛訪問活動を地域のボランティア（友愛訪問員）の協力により

実施しました。（毎月１回実施） 

実施団体数 訪問世帯数／訪問回数 ボランティア数 

118 
1,584世帯 

 延べ 17,011回 
442人 

 

（２）おせち料理宅配事業                                            

友愛訪問事業の利用者を対象に、地域のボランティア（友愛訪問員）から、12 月 30

日におせち料理を配食し、歳末時期の見守り・安否確認を行ないました。 

・配付世帯数   1,400世帯 

 

令和元年度 友愛訪問・おせち実績一覧 

コミ協エリア 実施団体名 
友愛訪問 

（回） 

おせち 

（世帯） 

訪問員

（人） 

内野・五十嵐まち

づくり協議会 

内野町一番町自治会 108 8 3 

内野町二・三番町自治会 191 14 3 

内野町第四自治会 396 35 5 

内野五番町自治会 65 6 1 

内野町七番町自治会 60 5 1 

五十嵐二の町自治会 56 6 4 

内野広通町自治会 104 9 7 

大学南が丘自治会 123 11 3 

五十嵐旭が丘自治会 189 15 4 

内野山手自治会 75 6 3 

内野六番町自治会 12 1 1 

西内野コミュニ

ティ協議会 

新中浜にこにこ訪問 144 12 10 

西内野民生児童委員協議会 1381 113 11 

コミュニティ中

野小屋 

中野小屋地区親子三代ふれあい会 
321 28 9 

コミュニティ佐潟 赤塚地区民生委員協議会  240 19 10 



 

 

坂井輪中学校区

まちづくり協議

会  

寺尾駅前団地自治会 179 14 2 

大野藤山自治会 84 7 1 

坂井東３丁目自治会 36 3 1 

緑ヶ丘自治会 345 29 14 

坂井南が丘自治会 78 5 1 

寺尾新町自治会 90 8 2 

寺尾新町第 1自治会 75 6 3 

寺尾新町第 2自治会 293 21 17 

輪之内自治会 84 7 2 

須賀団地自治会 274 22 8 

寺尾上４東自治会 77 8 1 

寺尾新町東和自治会 97 8 2 

寺尾南新町自治会 168 13 2 

西坂井団地自治会 84 7 2 

亀貝若葉自治会 36 3 1 

西坂井第２自治会 42 6 1 

新通団地自治会 42 6 1 

道上ヶ丘自治会 210 16 7 

青葉台自治会 72 5 2 

寺尾東２丁目自治会 24 2 1 

上坂井自治会 14 1 1 

南ヶ丘自治会 157 13 5 

新通南自治会 8 2 2 

坂井輪小・小新中

学校区まちづく

り協議会 

小針葵町自治会 91 7 1 

小針が丘自治会 80 6 1 

小針緑町自治会 490 41 4 

自由ヶ丘自治会 228 14 7 

西小針自治会 85 6 2 

晴美団地自治会 173 12 3 

寺尾台自治会①② 132 11 2 

寺尾駅前第二団地自治会 228 16 6 

寺尾前通三丁目寿自治会 48 4 3 

小針橘町自治会 48 4 1 

寺尾前通二丁目自治会 61 5 1 

小針第一団地自治会 108 9 2 

寺尾駅前中央自治会福祉部あじさ

いの会 
76 5 5 

寺尾前通一丁目自治会 84 6 2 



 

小針南自治会 105 9 1 

坂井新町自治会 24 4 6 

東青山小学校区

コミュニティ協

議会 

青山台自治会 120 10 6 

東青山１丁目自治会 70 6 6 

マンション青山カメリア自治会 72 5 3 

青山新町第三自治会 29 3 3 

青山四丁目自治会 48 4 3 

青山新町第二自治会 60 5 2 

五十嵐小学校区 

コミュニティ協

議会 

五十嵐一の町自治会 63 2 1 

五十嵐二の町東自治会 72 6 2 

寺尾上町自治会 755 62 13 

寺尾西２・４自治会 144 12 3 

興人寺尾団地自治会 80 6 3 

寺尾中町自治会 48 4 3 

寺尾西新町自治会 67 5 1 

寺尾中央公園自治会 208 23 3 

上新栄町第１自治会 48 4 3 

上新栄町第２自治会 72 6 1 

上新栄町第３自治会 61 5 5 

寺尾北自治会 129 11 2 

上新栄町第５自治会 66 6 2 

上新栄町第６自治会 0 0 0 

寺尾北県営住宅自治会 48 4 1 

清心町自治会 84 6 4 

東五十嵐自治会 122 9 3 

真砂小学校区 

コミュニティ協

議会 

有明町自治会 36 3 1 

小針台自治会 119 10 4 

小針銀座自治会 93 8 1 

日和が丘自治会 63 5 2 

希望が丘自治会①② 48 4 2 

晴海が丘自治会 116 8 4 

真砂１丁目自治会①② 66 6 2 

真砂２丁目自治会 240 19 2 

真砂３丁目自治会 150 12 5 

真砂４丁目自治会 60 5 2 

西小針台３丁目自治会 214 17 10 

松海ヶ丘グループ１・２・３ 182 14 3 

松海ヶ丘第４自治会 59 5 1 



 

 

青山小学校区コ

ミュニティ協議

会  

関屋堀割町町内会 171 14 1 

青山西自治会 48 4 1 

浦山 1区自治会 144 12 3 

浦山 4区あじさいの会 68 7 3 

浦山 5区自治会 48 4 1 

浦山 6区自治会 193 16 4 

浦山 8区自治会 79 6 1 

浦山中央区自治会 79 6 2 

青山３区自治会 182 14 4 

松美台第１自治会 60 5 1 

西有明町第１自治会 144 12 9 

西有明町第２自治会 96 8 6 

松美台第２自治会 101 8 7 

小針松美台自治会 178 17 4 

浦山３区自治会 84 6 2 

浦山十区自治会 108 9 2 

小針小学校区 

コミュニティ協

議会 

青山上山自治会 504 38 5 

小針藤山自治会 176 15 3 

小針幸町ボランティアの会①② 325 37 18 

やよいボランティア会(小針弥生

町自治会） 
181 15 4 

東小針自治会 144 9 3 

小新第二友愛グループ 164 15 9 

南小針自治会 4 0 1 

小針 1丁目自治会 346 29 4 

小針中町自治会 85 7 7 

小針新町自治会 143 9 1 

黒埼南ふれあい

協議会 

黒埼地区友愛訪問グループ 137 11 5 

大野校区ふれあ

い協議会 

黒埼地区友愛訪問グループ 305 27 7 

立仏校区ふれあ

い協議会 

寺地団地自治会  96 8 2 

黒埼地区友愛訪問グループ 355 34 5 

山田校区ふれあ

い協議会 

黒埼地区友愛訪問グループ 256 14 5 

  ボランティアランチ・西区社協 0 7 0 

 合  計 17,011 1,400 442 

※黒埼地区友愛訪問グループは、コミ協ごとの数値を記載しています。 

 



 

 

（３）緊急情報キット配布事業                       

地域での見守り活動等へつなげるため、自治会・町内会の協力を得て 245 件に配布

しました。※これまでの緊急情報カード配布数 3,824 枚（H26～R1 年度の合計） 

  ○令和元年度配布分 

コミ協エリア 実施団体名 

内野・五十嵐まちづくり協議会 大学南が丘自治会 

五十嵐二の町自治会 

内野町二番町自治会 

内野町三番町自治会 

西内野コミュニティ協議会 内野平和台自治会 

坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会 

寺尾駅前第 2団地自治会 

寺尾ひかり自治会 

小針葵町自治会 

小針が丘市営アパート自治会 

五十嵐小学校区コミュニティ協議会 興人寺尾団地自治会 

真砂小学校区コミュニティ協議会 西小針台３丁目自治会 

松海が丘第四自治会 

青山小学校区コミュニティ協議会 
リバーハイツ関分自治会 

虹の根自治会 

小針小学校区コミュニティ協議会 

小針幸町自治会 

小針一丁目自治会 

小針銀座自治会 

小針藤山自治会 

 

（４）サロン支援・助成事業（市補助事業）                            

① 地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン助成 

地域の茶の間・ふれあいいきいきサロンの実施団体に助成を行いました。 

・月 1 回以上  ５０団体  助成総額 １，４１３，１２１円 

（会場借料、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険料、講師謝礼等： 限度額３０，０００円／年） 

・月 2 回以上   ７団体  助成総額   ４０７，８５７円 

（３年以内に週１回以上の開催への移行が条件：  限度額６０，０００円／年） 

○月１回以上 

コミ協エリア 茶の間・サロン名 開催会場 

内野・五十嵐

まちづくり協

議会 

いきいきサロン旭が丘 西区五十嵐二の町 8463-5 

旭が丘自治会館 

西内野コミュ

ニティ協議会 

五十嵐中島地域の茶の間 西区五十嵐中島 2-22-2  

五十嵐中島自治会館 



 

コミュニティ

佐潟 

あかつかきりんカフェ 西区赤塚 2759 

ケアプランセンター桜井の里赤塚 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会 

新通団地自治会茶話会 西区新通西 1-4-31 

新通団地自治会館 

たんぽぽ広場寺尾上 西区寺尾上 5-6-10 

借り上げ民家 

南ヶ丘お茶の間「おしゃべり

会」 

西区坂井東 6-1-4  

森の巣箱 

地域の茶の間 亀貝 西区亀貝 23-6 

亀貝集落開発センター 

ゆいまぁる 西区寺尾上  

坂井輪団地 談話会 西区寺尾東 3-1-19  

訪問介護けやき 

地域の茶の間「さかい輪」 

ふれあい中団地 坂井東 4-22-6  

坂井中団地自治会館 

地域の茶の間 輪之内 西区新通西 2-18-12 自治会館 

きままクラブ 西区寺尾東 3-1-1 

坂井輪公民館 

坂井輪小・小

新中まちづく

り協議会 

地域の茶の間「よりどころ」 西区小針南 17-5 コーポ加藤 102 

自由が丘お茶の間 西区小針西 1-12-12 

坂井輪コミュニティセンター 

寺尾朝日通にこにこサロン 西区朝日通 7-7 

サロン・ド・ばく 西区寺尾台 1-2-5 

いきいきサロン西小針台 西区小針西 1-12-12 

坂井輪コミュニティセンター

103 号室 

寺尾駅前中央自治会 

福祉部 あじさいの会  

西区寺尾東 1-3-16 

寺尾駅前中央自治会集会所 

東青山小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

平島いきいきサロン 西区平島 713 

平島自治会公民館 

東青山１丁目にこにこサロ

ン 

西区青山 2-5-1  

イオン新潟青山店コミュニティ

広場 

 

 

寺尾歌声サロン 西区寺尾中央公園 

寺尾中央公園休憩所 



 

五十嵐小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

寺尾北おしゃべり茶の間 西区寺尾北 1-12-32 

寺尾北自治会集会所 

東五十嵐自治会町内茶話会 西区寺尾西 3-28-3 

東五十嵐自治会館 

寺尾西二・四自治会のきらく

会 

西区寺尾西 4-8-13 

寺尾西二・四自治会館 

かみまち広場 西区寺尾西 3－8－11 

寺尾上町自治会館 

けやきクラブ 西区上新栄町 3-4-77 

あい・いからしの郷 

青山小学校区

コミュニティ

協議会 

「和みの部屋・青山」 西区西有明町 1-3 

有明福祉会館 

地域交流サロンＲＥＣＯ（レ

コ）カフェ 

西区西有明町 1-3 

有明福祉会館 

関屋堀割町町内会 

軽いストレッチ体操と語る

会 

西区青山 6-16-20 

青山コミュニティハウス 

キンヨウカイ 西区青山 6-16-20 

青山コミュニティハウス 

サロン・サンシャイン 西区浦山 2－1－66 

サンシャイン青山集会所 

青山なごみ食堂 西区西有明町 1-3 

有明福祉会館 

小針小学校区

コミュニティ

協議会 

地域の茶の間 こいってば 西区小新 3-13-3 

小新第二自治会集会場 

こばりいちの茶の間 西区小針 1-38-22 

小針 1 丁目自治会館 

小針藤山お茶の間サロン 西区小針藤山 13-2 

小針藤山自治会集会所 

地域ふれあいサロン 西区小針 2-24-1 

大野校区ふれ

あい協議会 

金巻仲よし会 西区金巻 710 金巻公民館 

お達者クラブ 西区鳥原 2608-1 

鳥原大明公民館 

新田町いきいきサロン 西区大野町 新田町集会所 

地域のお茶の間イキイキサ

ロン 

西区大野町八区 

大野町八区公民館 



 

水曜茶話会 西区鳥原 628-6  

鳥原新地公民館 

木曜会 西区金巻 1141-2 

金巻興野集会所 

立仏校区ふれ

あい協議会 

いきいきサロンたちぼとけ 西区立仏 1169-1 立仏公民館 

寺中サロン 西区寺地 550-6 寺地 SKJ（集

会所） 

いきいきサロン絆 西区寺地 169 寺地公民館 

うちの実家分家 てつ家 西区立仏 1428 

山田校区ふれ

あい協議会 

善久サロン 西区善久 善久公民館 

月例お茶の間会 西区鳥原 1449 柳作公民館 

お茶の間サロン山田 西区山田 

黒埼南ふれあ

い協議会 

楽々会 西区木場 4 

 

   ○月２回以上 

コミ協エリア 茶の間・サロン名 開催会場 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会 

道上ヶ丘自治会 

地域の茶の間 

西区坂井砂山 2-2-44 

道場ヶ丘自治会 

どんぐりちゃん 西区新通西 1 新通団地自治会館 

イツモノトコ 西区坂井東 3-3-29 

プラッツいきいきサロン 西区新通南 2-12-28  

新通南自治会館 

五十嵐小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

いっぷく亭 西区五十嵐一の町 6987-2 

五十嵐一の町自治会館 

真砂小学校区

コミュニティ

協議会 

松海四 いきいきクラブ 西区松海が丘４丁目 

松海の里 西区松海が丘２丁目 

 

② 地域の茶の間の立上げおよび運営に関する支援 

地域の茶の間実施団体の代表者を対象として、助成金やボランティア保険に関する

説明会と情報交換会をそれぞれ実施しました。 

   ・西区 地域の茶の間・サロン交流会 

令和２年２月１９日（水） １０：００～１２：００ 

会場 黒埼市民会館 ２階多目的ホール（参加者：９１人） 

 



 

（５）子育てサロン助成                           

 毎月定期的に行う子育てサロン事業を実施している団体に助成を行ないました。

（限度額：年３０，０００円） 

・６団体  助成総額 １５０，０００円 

 

コミ協エリア サロン名 開催会場 

西内野コミュ

ニティ協議会 

こばとの会 西区上新町 11810  

西コミュニティセンター 

東青山小学校

区コミュニテ

ィ協議会 

東青山すくすく広場 西区青山 2-5-1  

イオン新潟青山店 2 階コミュニ

ティ広場 

坂井輪中学校

区まちづくり

協議会 

にこっと 西区寺尾上 3丁目 1-1 

坂井輪公民館ほか 

みんなで子育てほっとカ

フェ 

西区寺尾東 3-1-3 

（株）夢ハウス 

新潟西モデルハウス 2階 

ゆるリラおしゃべり会 西区寺尾東 3-9 

ドリームハウス 

子育て応援ドリームハウ

スカラーズ 

西区寺尾東 3-9 

ドリームハウス 

 

○子育てサロンの立上げおよび運営に関する支援 

子育てサロン実施団体の代表者を対象として、助成金に関する説明会と情報交換会を 

それぞれ実施しました。 

・西区 地域の茶の間・サロン交流会【再掲】 

令和２年２月１９日（水） １０：００～１２：００ 

会場 黒埼市民会館 ２階多目的ホール （参加者：９１人） 

 

（６）コミュニティソーシャルワーク推進事業                          

住民一人ひとりが抱えるあらゆる課題を受け止め、地域住民をはじめ関係機関や各

種団体等様々な方々とつながり、共に解決していくことで、支え合いながら地域で暮

らしていくことができる仕組みづくり・地域づくりを進めています。 

 

○関係機関とのケース検討会議の開催等を通して、生活課題を抱えている方への支援

を促進しました。 



 

評価指標項目 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 

関係機関とのケー

ス検討会議の開催 
30回 29回 37回 

 

○相談総数 600件（来所 194、電話 384、訪問 10、FAX・E－MAIL・文書 12） 

【事例】 

区分 内容 

事 例 概 要 

ともに精神疾患を抱えながら、地域で生活する親子２人世帯に

ついて、支援関係者より自宅内の状況について「ごみ屋敷状態で

ある。支援者はついているが、旗振り役が不在のためバラバラに

支援がなされている」と相談があったケースでした。 

CSW が介入することで、障がい、高齢、地域のそれぞれの視点

による関わりを統合し、チームアプローチを検討しました。 

ＣＳＷによる

支援内容 

関係者に対してカンファレンスの開催を呼びかけ、各分野で抱

える課題の共有と、そこから導き出される世帯全体の支援方針を

検討しました。 

その結果として、現在の居住環境の整備が必要不可欠であると

して、ごみ屋敷状態である自宅の整理を支援者も参加して行うこ

ととなりました。本人の自己責任においてのみ行うのではなく、

また、すぐにこの段階で業者へ依頼するのではなく、支援者と本

人とで行うに至った理由として『動機づけ』が挙げられます。自

分たちの生活を応援してくれる支援者の存在を本人たちが認識

することにより、自身の置かれた環境をあらためて考える機会と

し、自身にできること・できないこと、手伝ってもらった方がい

いことを再考し、選択するという『自己決定支援』につなげるこ

とを目的としました。 

成 果 

 当日までの期間、本人に可能な範囲での準備を依頼していたと

ころ、ごみ袋の購入や関係のあまりよくない親族への頼みごとな

ど、自ら動こうとする姿があり、動機づけとしての介入の効果が

見られました。 

 在宅介護に必要な介護用品の搬入を完了することができ、介護

用品を用いて生活することによる本人の ADL、QOL の維持向上も

可能となりました。 

今後の課題 

新たな支援関係者や民生委員とのつながりもでき、これからの

支援の土台が整ったところです。親族との関係のつなぎなおし

や、地域での生活を続ける上でのゆるやかな見守りについても、

本人の受け入れ状況に寄り添いながら支援していきたいと考え

ています。 

 



 

○地域福祉コーディネーター等専門職・関係機関とのネットワーク構築状況 

   異業種交流会「にし.Co.Mi.NET 2019」 

例年、専門職間の業務理解と連携強化のために実施してきた本事業について、 

令和元年度は交流会形式での開催を 1回、特別講演の形式での開催を 1回、計 2回開

催しました。いずれも『ひきこもり』をテーマとし、区内外から総勢 183人の参加が

あり、今後も定期開催を望む声が多く聞かれました。 

日時・会場 内容 

令和元年 8月 30日（金） 

 

内野まちづくりセンター 

３階ホール 

○パネルディスカッション 

「今だからこそ話そう！ひきこもりって悪ですか？」 

 新潟県弁護士会   中澤 泰二郎 氏         

 NPO法人新潟ねっと 村山 賢 氏 

 ひきこもり相談支援センター 齋藤 勇太 氏 

 西区役所保護課   中村 健 氏 

○グループワーク 

令和元年 10月 11日（金） 

 

内野まちづくりセンター 

３階ホール 

○講演「ひきこもりって悪ですか？」 

～今だからこそ聞いてほしい ぼくたちの声～ 

 アーベルの会 代表  西 伸之 氏 

○パネルディスカッション 

 アーベルの会 代表  西 伸之 氏 

 NPO法人新潟ねっと  村山 賢 氏 

 ひきこもり経験者  
 

  ○家電バンクの運営支援 

    低所得など不安定な生活を送る世帯に対して、家電を手段として支援者が関わり 

   を持てるよう、実行委員会形式で「家電バンク」の運営に参画しています。市民か

ら冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジ、炊飯器の５品目について寄付をいただき、

お困りの世帯へ支援者を通してお渡しする方式をとっています。 

 

  ＜寄付と活用の状況＞ 

  令和元年度 平成 30年度 

寄付家電（個） 18 29 

活用家電（個） 29 7 

 

  ○新型コロナウイルス影響に伴う休校の子ども世帯支援 

    建築職人集団「新潟八輝会」による家庭での工作のための建築端材の無償提供に

協力し、社協窓口にコーナーを設置しました。あわせて、キャラクターきらりんの

ペーパークラフトや塗り絵、頭の体操など自宅で楽しめるものを設置しました。 

 

 

 



 

（７）西区子ども学習支援事業（市受託事業）                          

低所得世帯の小学校６年生から中学校３年生の児童・生徒を対象に、学習習慣を身

につけ、基礎学力を向上することにより、高校への進学を支援し自立意欲を高めるた

め、子ども勉強会を週２回実施しました（計８７回）。学習サポーターとして新潟大学・

新潟青陵大学の学生 111 人から協力を得て、事業を進めました。 

 

（８）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・障がい者世帯に対し、必要な資金の貸付を行い、併せて

援助指導を行うことで、その世帯の経済的自立を図ることを目的に、各種資金の貸付、

相談を行いました。 

令和２年３月２５日から開始された新型コロナウイルスの影響で減収した世帯対象

の特例貸付相談に対応しました。 

資金の種類 相談件数 決定件数 

総合支援資金 ７ ０ 

福祉資金 ６４ ０ 

教育支援資金 ３６ １ 

不動産担保型生活資金 １２ ０ 

新型コロナウイルス特例 ２８ ３月末申請数  ３ 

 

（９）日常生活自立支援事業 

認知症の高齢者など判断能力が十分でない方の福祉サービス等の利用を援助するた

め、ご本人との契約に基づき「生活支援員」による預貯金の管理や支払い、サービス

利用申請の代行などを新潟市社協あんしんサポートセンターとともに行いました。 

・利用者数（西区管内）41人  生活支援員 28人 

 

（１０）行旅人旅費貸付事業                                                

法外援護事業として、旅行中に紛失・盗難等により金銭を携行できない行旅人に対

して目的地までの交通費の一部となるよう、１人あたり５００円を貸付するものです。 

（令和元年度は該当なし） 

年間の貸付件数 ０ 

 

（１１）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） 

一人暮らし高齢者等の介護予防事業の一環として、西区内３ヶ所で実施しました。 

※令和元年度末に事業終了 

名 称 運 営 日 延べ利用者数 

五十嵐地区ふれあいティールーム 週３日（延べ１２９日） ７９７人 

西地区ふれあいティールーム 週３日（延べ１１９日） ９４５人 

黒埼地区ふれあいティールーム 週２日（延べ ８２日） ８３４人 

 



 

（１２）心配ごと相談所事業への支援                                    

   住民の日常生活上のあらゆる心配ごとに対して、適切な助言・指導・解決への方向 

  づけを行うことを目的とし、新潟市総合福祉会館を会場に実施される新潟市心配ごと

相談所事業に負担金を支出し、事業に協力しました。 

（西区を含む市内の民生委員児童委員が相談員を担っています） 

 

３ ボランティア・市民活動センター運営事業 

（１）西区ボランティア・市民活動センター運営事業                  

① ボランティアグループ数・人数 

区分 
高齢者 

福祉 

障がい 

者福祉 

児童 

福祉 

病院・ 

施設 

視覚障 

がい者 

支援 

聴覚障 

がい者 

支援 

地域活 

動、そ 

の他 

計 

グループ 26 16 6 4 2 0 22 76 

人数 485 370 68 63 148 0 449 1,583 

 

② ボランティア保険加入 

活動保険（人） 行事用保険（件） 

2,011 1,758 

 

③ ボランティア相談 

ボランティア相談 ニーズ相談 情報提供・その他 計 

31件 38件 117件 186件 

 

（２）西区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

    西区ボランティア・市民活動センターのより良い運営のため、運営委員会を開催いた

しました。センター運営や実施事業などについてご意見をいただき、今年度の事業企画

に反映することができました。 

   （運営委員 10 人：理事 2、ボランティア団体 4、福祉施設 1、学校関係者 2、その他 1） 

回 開催日・会場 協議事項 

第 1 回 令和元年 7 月 29 日（月） 

西区役所健康ｾﾝﾀｰ棟 

104会議室 

・令和元年度ボランティア交流会について 

第 2 回 令和元年 11月 26日（火） 

西区役所健康ｾﾝﾀｰ棟 

104会議室 

・西区のボランティア・市民活動に関するご意 

見・要望について 

第 3 回 令和 2 年 2 月 25 日（火） 

坂井輪地区公民館 

講座室１ 

・令和 2 年 西区ボランティア・市民活動センタ

ー実施事業について 

 



 

（３）災害ボランティアセンター運営事業                                

① 災害ボランティアセンター設置運営訓練 

各地区コミュニティ協議会や民生委員児童委員に参加を募り、災害ボランティアセ

ンターの意義や役割等について学び、併せて模擬訓練をする研修を計画しました。 

講師及び職員が台風 19 号災害支援にあたるため、開催中止となりました。 

日時 参加団体 会場 参加者数 

10 月 26 日

（土） 

民生委員、コミュニティ協

議会、自治会、西区防災士

会、新潟大学学生 など 

【講義】 

黒埼南部公民館 

【訓練】 

みどりと森の運動公園 

中止 

 

  ② 西区災害ネットワーク検討会 

災害時、被災者支援を行うにあたり、多様な機関との連携が重要となるため、平時

からのネットワーク構築を目的として、西区災害ネットワーク検討会を計画しました。

しかし、新型コロナウィルス感染防止対応のため、開催中止といたしました。 

日時 参加団体 会場 参加者数 

3 月 2 日 

（月） 

区役所、西区防災士会、 

新潟青年会議所、大学生 

         など 

西区役所健康センター棟  

1 階 101・102 会議室 
中止 

 

③ 除雪ボランティア体制づくり 

市内の要援護者世帯（ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、障がい者世帯など）

に対して、降雪期の生活通路を確保する目的で、区社協とボランティアが連携して除

雪活動を行うため、ボランティアの登録を呼びかけました。 

○西区での活動可能ボランティア数 11 人 （西区登録ボランティア 9 人含む） 

 

  ④ 台風 19号被害に係る被災地への災害支援派遣 

    関東ブロック社協（都県市）の相互支援協定に基づき、下記のとおり職員派遣を

行い、災害ボランティアセンターの運営支援を行いました。 

  ・長野県飯山市災害ボランティアセンター 10月 22日～26日 5日間  鍋谷 

  ・長野県長野市北部ボランティアセンター 11月 15日～19日 5日間  田中 

 

（４）ボランティア育成事業                                             

ボランティア活動の裾野を広げることに加えて、活動が地域に定着することを目的

に、日々寄せられる相談内容から“地域課題”を見出し、解決への一歩となるような

講座を開催しました。また、新たにボランティア団体の交流、活動の展開につながる

ボランティア交流会（ボランティアフェスタ）を開催しました。 

 

 



 

事業名 参加者数（延べ） 

ボランティア受入施設担当者研修会 15人 

初心者のための庭木剪定講座（全 4回） 39人 

楽しく学ぶ手話講座 

～手話から始まるコミュニケーション体験～（全 2回） 
32人 

ボランティア交流会（ボランティアフェスタ） 約 130人 

 

（５）福祉教育への対応                                               

西区 14 校より総合学習等の相談を受け、福祉の講話をはじめ車椅子体験や災害教育

等から、自分が地域の一員であることを自覚し“共に生きる”心を育む支援を行いま

した。 

 

 
学校・学年・人数 日時・内容 

小 学 校 笠木小学校 

 3～4年生 10人 

令和元年 5月 23日（木）9：30～10：25 

【体験】高齢者疑似体験 

青山小学校 

 4年生 53人 

令和元年 5月 24日（水）9：35～12：15 

【講話】“ふくし”って何？ 

【体験】高齢者疑似体験 

令和元年 5月 27日（金）10：40～12：15 

【体験】高齢者疑似体験 

坂井東小学校 

 4年生 80人 

令和元年 5月 30日（木）10：35～11：20 

 【講話】“ふくし”って何？  

令和元年 6月 10日（月）10：35～11：20 

 【講話】盲導犬について（ハーネスの会） 

令和元年 6月 21日（金）14：00～14：45 

 【講話】視覚障がいについて（オアシス） 

令和元年 6月 25日（火）14：00～14：45 

 【講話】障がい者の暮らしについて（スペース Be） 

令和元年 6月 28日（金）13：40～15：15 

 【体験】車イスサッカー 

令和元年 12月 12日（木） 8：40～12：00 

【体験】高齢者疑似体験 

新通小学校 

 4年生 180人 

令和元年 6月 19日（木）8：40～12：10 

 【講話】“ふくし”って何だろう？ 

      ユニバーサルデザインって？ 

令和元年 7月 2日（火）9：30～12：10 

【講話】盲導犬について（ハーネスの会） 

令和元年 7月 8日（月）10：35～11：20 

令和元年 7月 12日（月）10：35～11：20 



 

【講話】視覚障がいについて（オアシス） 

令和元年 7月 10日（水）13：40～14：25 

 【講話】障がい者のくらしについて（スペース Be） 

令和元年 9月 18日（水）8：40～12：10 

令和元年 9月 20日（金）8：40～12：10 

令和元年 9月 25日（水）8：40～12：10 

【体験】高齢者疑似体験 

西内野小学校 

 4年生 116人 

令和元年 6月 26日（水）10：45～11：45 

令和元年 6月 28日（金）10：45～11：45 

令和元年 6月 28日（金）14：10～15：10 

令和元年 7月 1 日（月）10：45～11：45 

 【体験】高齢者疑似体験 

 

 

大野小学校 

 6年生 51人 

令和元年 9月 13日（金）9：25～10：00 

【講話】高齢者福祉、障がい者福祉 

令和元年 11月 6日（金）8：50～11：30 

【体験】高齢者疑似体験 

坂井輪小学校 

 5年生 107人 

令和元年 10月 3日（木）8：40～12：00 

【体験】高齢者疑似体験 

五十嵐小学校 

 4年生 140人 

令和元年 12月 19日（木）10：30～14：15 

 【講話】障がい者の暮らしについて（スペース Be） 

赤塚小学校 

 4年生 36人 

令和 2年 1月 27日（月）13：40～14：45 

【体験】高齢者疑似体験 

中 学 校 清心女子中学校 

1年生 20人 

令和元年 5月 20日（月）13：20～15：10 

【体験】車イス体験 

坂井輪中学校 

1年生 224人 

令和 2年 1月 21日（火）13：35～14：25 

【講座】認知症サポーター養成講座 

五十嵐中学校 

1年生 175人 

令和 2年 2月 3日（月）13：30～15：20 

【講座】認知症サポーター養成講座 

大 学 新潟大学 

工学部工学科 

人間支援感性科学 

協創経営プログラム 

 1年生 82人 

令和元年 6月 13日（金）10：15～11：45 

 【講話】“社会福祉協議会の活動について” 

“ユニバーサルデザインって何？” 

“ボランティアって何？” 

令和元年 6月 13日（金）12：55～14：25 

【体験】車イス体験  
新潟大学 

法学部  

社会保障ゼミ 

 4年生 10人 

令和元年 5月 23日（木）14：40～16：10 

 【講話】“高齢者の現状と 

合理的配慮について考える” 

【体験】高齢者疑似体験・車イス体験 

 



 

（６）西区ボランティア情報紙の発行                                     

西区ボランティア・市民活動センターの周知や、情報提供のためボランティア情報

紙「ぼらちゃん」を発行しました。（年 2 回：9 月・3 月） 

 

（７）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ター活動を通じ、高齢者の社会参加を促進し、健

康増進や介護予防及び地域の活性化を目的とした事業です。福祉施設等でサポート活

動を行ってポイントを貯め、年間分を交付金として還元するものです。   

当該制度が円滑に運営できるように説明会を行いました。また、サポーター同士の

交流と情報交換を図るため、交流会を開催しました。 

①登録数 

サポーター数（人） 受入施設数（カ所） 説明会（回） 出張講座（回） 

513 95 12 0 

 

②受入協力機関数（サービス種類別数） 

 サービス種別 施設数 

1 介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム） 11 

2 介護老人保健施設 （介護老人保健施設） 6 

3 介護療養型医療施設 1 

4 認知症対応型共同生活介護 （認知症高齢者グループホーム） 6 

5 短期入所生活介護 （ショートステイ） 13 

6 短期入所療養介護 （療養ショートステイ） 2 

7 通所介護 （デイサービス） 27 

8 通所リハビリテーション （デイケア） 4 

9 認知症対応型通所介護 （認知症対応型デイサービス） 2 

10 小規模多機能型居宅介護 10 

11 特定施設入居者生活介護 （有料老人ホーム、ケアハウス） 2 

12 障がい者支援施設等（入所・通所） 4 

13 その他市長が必要と認める施設、事業所 7 

合計 95 

 ③サポーター交流会 

  本年度は、西区ボランティア交流会（ボランティアフェスタ）と合同で開催しました。 

 

４ 広報事業 

（１）広報事業                                                        

① 西区社協だよりの発行 

事業及び小地域福祉活動の周知、啓発を図るため、機関紙「西区きらりんだより」

を発行しました。（年 1 回：７月） 



 

 

② 西区社協ホームページの更新 

西区社協の活動やお知らせ、各種助成事業等を紹介するホームページを開設し、随

時更新しました。 アドレス http://www.syakyo-niigatacity-ward.jp/nishi/ 

③ 西区社協フェイスブックの更新 

西区社協事業の活動の様子などをお知らせするフェイスブックを開設し、その都度

データをアップしました。 

 

（２）地域福祉推進フォーラムの開催                                      

地域住民主体による見守りや、自主的な地域福祉活動の推進を図ることを目的に、

地域福祉活動に寄与された方に感謝状を贈呈するとともに、豊中市社会福祉協議会の

勝部麗子さんをお迎えして「ひとりぽっちをつくらない地域づくり」について考える

機会としました。 

開催日・会場・参加者 内 容 

令和元年 11月 30日（土） 

13:00～16:00 

参加者数 170人 

○ 表彰式 

○ 西区社会福祉協議会の紹介 

○ 講演「ひとりぽっちをつくらない」 

・豊中市社会福祉協議会  

勝部 麗子 氏 

 ○ 講演者、実践者とのシンポジウム 

・豊中市社会福祉協議会  

勝部 麗子 氏 

  ・坂井輪中学校区まちづくり協議会副会長 

兼 女性支援隊隊長 山本 貴美子 氏 

  ・新中浜町内会長 倉林 正喜 氏 

（当日代理：加野職員） 

 

（３）福祉啓発事業                                                     

① イオンタイアップ事業 

イオン新潟青山店２階のコミュニティ広場を会場に、第３火曜日の午後、様々なテ

ーマの講座を開催しました。 

日時 内容 
参加者

（人） 

平成 31年 4月 16日 14:00～ 認知症サポーター養成講座 20 

令和元年 5月 21日 14:00～ お口の健康（口腔機能向上）講座 13 

令和元年 6月 18日 14:00～ 笑いヨガ 17 

令和元年 7月 16日 14:00～ ミニ手話講座 8 

http://www.syakyo-niigatacity-ward.jp/nishi/


 

令和元年 9月 17日 14:00～ 防災講座 9 

令和元年 10月 15日 14:00～ 元気力アップ・サポーター登録説明会 4 

令和元年 11月 19日 14:00～ 詐欺防止講座 7 

令和元年 12月 17日 14:00～ 食の講話 9 

令和 2年 1月 14日 14:00～ よろしくねノート書き方講座 13 

令和 2年 2月 18日 14:00～ にいがた弁講座 7 

令和 2年 3月 17日  お薬と健康の話（新型コロナ感染防止のため） － 

 

② 地域イベント協賛事業 

多団体で構成される福祉イベントに参加し、地域福祉の啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 施設管理運営事業 

（１）老人福祉センター黒埼荘の管理・運営（市指定管理事業）           

高齢者の健康増進、教養の向上のため「老人福祉センター黒埼荘」の管理・運営を

行ないました。（開館日数 ２７６日） 

※令和２年３月は、新型コロナウイルス感染防止のため休館 

延べ利用者数 うち高齢者数 

１１６，３４４人 １１５，１０８人 

 

大会名・日時・会場 内容・参加者総数等 

小針納涼大会 

令和元年 8月 17日（土） 

小針小学校体育館 

きらりんうちわ作り・社協パネル展示 

よろしくねノート紹介・子育て応援缶

バッジ配布 

ふれあい坂井輪まつり 

令和元年 9月 1日（日） 

寺尾中央公園 

きらりんうちわ作り・社協パネル展示 

よろしくねノート紹介・子育て応援缶

バッジ配布 

東青山介護の日フェスタ 

令和元年 11月 2日（日） 

イオン青山 コミュニティ広場 

高齢者疑似体験・社協パネル展示 

さかいわ健康まつり 

令和元年 11月 3日（日） 

坂井東小学校 体育館 

なんでも相談コーナー 

社協パネル展示 

 

西区ふれあい・ふゆまつり 2020 

令和元年 2月 15日（土） 

西総合スポーツセンター 

面白エコ工作 

（指輪と紙コップロケット） 



 

６ 組織基盤強化 

（１）一般会員及び賛助会員の強化 

地域福祉活動を推進するために、西区の全世帯に対し、自治会長・町内会長を通し

て一般会員会費の募集、また企業・団体及び個人に対し賛助会員会費の募集を実施し

ました。 

 ○一般会員会費 

令和元年度実績額 前年度実績額 前年比 

１０，１１２，９５２円 １０，４６９，４８８円 ９６．６％ 

 

地 域 名 

（学校区等） 

自治 

会数 
世帯数 

目標額 

（円） 

納入状況 納入率 

自治 

会数 

納入金額 

（円） 
(％) 

内野 17 4,683 1,873,200 16 992,100 53.0 

西内野 10 3,721 1,488,400 10 429,000 28.8 

赤塚 27 2,171 868,400 20 277,700 32.0 

中野小屋 18 961 384,400 17 302,100 78.6 

坂井輪中学校区 45 9,192 3,676,800 44 1,928,530 52.5 

坂井輪小・小新中学校区 34 6,551 2,620,400 30 971,800 37.1 

東青山小学校区 20 3,864 1,545,600 17 673,000 43.5 

五十嵐小学校区 24 5,424 2,169,600 23 1,236,931 57.0 

真砂小学校区 15 3,708 1,483,200 15 789,401 53.2 

青山小学校区 22 3,215 1,286,000 19 685,540 53.3 

小針小学校区 19 4,641 1,856,400 18 732,250 39.4 

大野 24 3,165 1,266,000 23 388,000 30.6 

立仏 15 2,638 1,055,200 14 158,600 15.0 

山田 12 3,050 1,220,000 12 210,600 17.3 

黒埼南 16 1,065 426,000 16 337,400 80.4 

合  計 318 58,049 23,219,600 294 10,112,952 43.6 

 

○賛助会員会費 

令和元年度実績額 前年度実績額 前年比 

５４２，０００円 ６１３，０６８円 ８８．４％ 

 

 

 



 

（２）会議の開催 

①会長・副会長会議 

会議名称・会場 開催日 内容 

第 1回 

会長・副会長会議 

西区健康センター 

5月 14日（火） 

協議事項 

(1)第 45回西区社会福祉協議会理事会に 

ついて 

(2)第 46回西区社会福祉協議会理事会に 

ついて 

(3)令和元年年度西区社会福祉協議会総会 

  について 

第 2回 

会長・副会長会議 

西区健康センター 

9月 17日（火） 

協議事項 

(1)第 47回西区社会福祉協議会理事会に 

ついて 

第 3回 

会長・副会長会議 

西区健康センター 

1月 21日（火） 

協議事項 

(1)第 48回西区社会福祉協議会理事会に 

ついて 

第 4回 

会長・副会長会議 

 西区健康センター 

3月 10日(火) 

協議事項 

(1)第 49回西区社会福祉協議会理事会に 

   について 

 

②理事会 

会議名称・会場 開催日 内容 

第 45 回 

理事会 

 

坂井輪地区公

民館 

5 月 29 日

（水） 

議  題 

(1) 平成 30 年度事業報告及び会計決算について 

(2)西区社会福祉協議会規約の一部改正について 

(3)西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 

(4)次期西区社会福祉協議会理事の同意について 

報  告 

(1)運営検討会の会議報告について 

第 46 回 

理事会 

 

坂井輪地区公

民館 

5 月 29 日

（水） 

議  題 

(1)次期会長及び副会長の選任について 

(2)監事の選任について 

(3)新潟市社会福祉協議会の次期理事候補者の推薦 

について 

(4)新潟市共同募金会西区分会推進委員の推薦につ 

いて 

(5)西区社会福祉協議会運営検討委員の選任につい 

 て 



 

報  告 

(1)令和元年度支会活動交付金について 

(2)令和元年度一般会費の募集について 

(3)令和元年度の予定について 

第 47 回 

理事会 

 

西区役所本館 

9 月 24 日

（火） 

議  題 

(1)令和元年度西区社会福祉協議会感謝状贈呈要綱に

基づく感謝状贈呈候補者の決定について 

(2)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 

(1)運営検討委員会の会議報告について 

(2)新潟県民福祉大会について 

(3)令和元年度西区地域福祉推進フォーラムの開催に

ついて 

(4)令和元年度会員会費（一般会費・賛助会費）の取組

み状況について 

(5)新潟市社会福祉協議会会員大会について 

(6)各種事業について 

 

第 48 回 

理事会 

 

西区役所健康

センター 

1 月 30 日

（木） 

議  題 

(1)理事の選任について 

(2)令和 2年度西区社会福祉協議会事業方針について 

報  告 

(1)運営検討委員会報告、委員会からの提言について 

(2)地区社会の設置状況について 

(3)会員会費（一般会費・賛助会費）の納入状況につい

て 

(4)地域包括ケア推進事業の進捗状況について 

(5)その他 

第 49 回 

理事会 

 

3 月 16 日 

【延期】 

 

議  題 

(1)令和２年度事業計画および予算について 

 

※新型コロナウイルス感染防止のために中止となり、 

 書面決議にて承認されました。 

 

③監事会 

会議名称・会場 開催日 内容 

監事会 

西区役所健康センター 
5月 14日（火） 

平成 30年度西区社会福祉協議会事業及び決

算監査 

 



 

④総会 

会議名称・会場 開催日 内容 

令和元年度 総会 

内野まちづくりｾﾝﾀｰ 
6月 4日（火） 

議  題 

(1)平成 30年度事業報告及び決算について 

(2)令和元年度事業計画及び予算について 

(3)西区社会福祉協議会規約の一部改正に

ついて 

報  告 

(1)西区社会福祉協議会役員について 

(2)令和元年度支会活動交付金について 

(3)令和元年度一般会員会費の募集につい

て 

(4)令和元年度西区社会福祉協議会の事務

局体制について 

 

 ⑤運営検討委員会 

 会議名称・会場   開催日               内容 

第 12 回 

運営検討委員会 

西区役所健康ｾﾝﾀｰ 

4月 26日（金） 報  告 

(1)第 11回運営検討委員会報告について 

(2)第 43回理事会について 

(3)令和元年度総会について 

(4)第 44回理事会について 

協議事項 

   区社協規約改正（案）について 

第 13回 

運営検討委員会 

 有明福祉会館 

7月 30日（火） 報  告 

(1)第 12回運営検討委員会報告について 

(2)第 43回理事会について 

(3)第 46回理事会について 

議  事 

(1)委員長、副委員長の選任について 

(2)区社協財源の現状と課題について 

第 14回 

運営検討委員会 

 西区役所本館 

9月 24日(火） 報  告 

(1)第 13回運営検討委員会報告について 

議  事 

(1)区社協財源の現状と課題について 

第 15回 

運営検討委員会 

西区役所健康ｾﾝﾀｰ 

12月24日(火) 

 

協議事項 

(1)賛助会員増強の具体策について 

報  告 

(1)地区社協設置の進捗について 

 



 

 ⑥地区社協設置に関する相談、コミ協・支会等役員会及び設立総会への参加 

６月 青山小学校区コミュニティ協議会、坂井輪中学校区まちづくり協議会 

11 月 黒埼４地区合同情報交換会、さかい輪地区社会福祉協議会 

2 月 立仏ふれあい協議会 

通年 随時、窓口や電話相談等に対応 

 

７ 共同募金運動の協力 

新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会西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しました。 

募金方法 一般募金 歳末たすけあい募金 

戸別募金 ９，０７５，５５１円 ５,２０８，９５７円 

街頭募金 ３７，１５０円 ２３，３００円 

法人募金 ４２１，５８０円 －         

学校募金 ５４０，１１４円 － 

職域募金 ２３６，０３４円 １３７，６７０円 

その他の募金 １０８，０８３円 １７８，８０４円 

計 １０，４１８，５１２円 ５，５４８，７３１円 

実績合計（一般＋歳末） １５，９６７，２４３円 

 

８ 区民生委員児童委員会長連絡会の支援 

   地域住民の身近な相談・見守り役である民生委員児童委員の地区会長連絡会、地区

民児協定例会に出席し、情報交換を行いながら連携を強化し地域福祉活動の充実を図

りました。（３月は新型コロナウイルス感染防止のため、会長連絡会等中止） 

 

９ 西区地域福祉計画・地域福祉活動計画「第２次いきいき西区ささえあいプラン」の推進 

地域住民や関係機関等の協働により地域福祉を推進するために策定された新潟市西

区地域福祉計画・地域福祉活動計画（第 2 次いきいき西区ささえあいプラン）の実施

５年目を踏まえ、いきいき西区ささえあいプラン推進委員会を西区健康福祉課と開催

して意見徴収を行うとともに、当該計画に基づき事業推進を行いました。 

 

 


