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平成２９年度 西蒲区社会福祉協議会事業報告書 

 

Ⅰ．概 要 

西蒲区社会福祉協議会（以下「区社協」という。）では、地域のあらゆる方々が住み慣れた地

域で安心して豊かに暮らせる「お互い様の地域づくり」を推進するため、「地域福祉活動計画」

の推進及び「地域包括ケアシステム」の構築を一体的に進めるため、関係機関と協働で各地区

懇談会への参加と支援を積極的に展開するとともに、地域力向上のため様々な事業を行いまし

た。 

さらに、コミュニティソーシャルワーク事業では、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な課題や制度の狭間にある課題に対し、関係機関と連携し個別の課題に対して多

様なアプローチと、専門職との連携強化に努めました。 

また、西蒲区では、総人口、生産年齢人口ともに減少し高齢化率が３０%を超えている中、

退職された豊富な経験や能力を有する男性シニアの社会参加が大変重要であると考え、地域の

担い手育成として「男性シニア地域活動応援事業」を開催しました。 

 

 

 

 

＜重点目標＞ 

１．支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり 

昔ながらの隣近所付き合いが色濃く残っている地域に対して、予防的取り組みとして地域 

交流事業等の支援を行いました。 

また、次世代の地域福祉の担い手を育成するため学校を始め地域住民に対して福祉教育を

通して「共に生きる力」を育めるよう積極的に取り組みました。 

 

 

 

２．地域住民に信頼され、安定した法人経営 

  多様な意見を反映させ、活発な議論が出来るよう区社協役員数の見直しを行いました。 

また、安定的な財源確保のため、会員会費及び共同募金の納入率向上に向け積極的にＰＲに

努めました。 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅱ．事業実施状況 

  

 

１．地域共生社会の実現に向けた区社協を中心とした取り組み [6,614,282円] 

（1）地区社協活動交付金事業 [2,843,000円] 

 区社協構成の基盤となる地区社協の独自性を尊重し、各地区社協活動の充実を図るため助成金

の交付及び活動支援を行いました。 

①地区社協活動交付金 

地区社協名 一般会費分 賛助会費分 活動交付金合計 寄付件数 指定寄付金額 

岩室地域 314,000円 192,000円 506,000円 0件 0円 

巻地区 742,000円 305,000円 1,047,000円 8件 132,922円 

西川地区 453,000円 97,000円 550,000円 6件 280,867円 

潟東地区 162,000円 120,000円 282,000円 0件 0円 

中之口地区 181,000円 277,000円 458,000円 1件 86,421円 

その他 0円 25,000円 0円 11件 1,476,863円 

合 計 1,852,000円 1,016,000円 2,843,000円 26件 1,977,073円 

※一般会費は前年度一般納入会費の30％、賛助会費は全額を地区へ交付しました。 

※その他は、指定地区先が無いため区社協財源としました。 

 

②地区・地域社協活動支援 

1）地区・地域社協の理事会への出席 

2）地区・地域社協の各種事業への支援 

 

（2）歳末たすけあい事業 [3,446,652円] 

【実施目的・内容】 

歳末たすけあい募金の配分事業として、歳末時期に民生委員や自治会等の協力のもと、支

援を必要する方々が地域で安心して暮らすことができるよう、地区社協等が行うおせち料理

配食や地域住民の交流会等に助成しました。 

地 区 名 歳末たすけあい事業内容 助 成 額 

岩室地区 歳末見舞品配布事業・防犯防災事業 532,051円 

巻地区 歳末地域事業助成・給食サービス等 1,458,723円 

西川地区 歳末見舞品配布事業・多世代交流 762,300円 

潟東地区 おせち料理配食サービス 242,486円 

中之口地区 おせち料理配食サービス 317,592円 

その他 歳末防災に関する事業 133,500円 

 ※その他は、西川ひまわりクラブ、巻社協等に助成しました。 

 

〔基本目標1〕 支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり  [19,668,626円] 



 

 

 

＜地域歳末たすけあい事業＞ 

事  業  名 
H29 H28 

参加団体数 参加人数 参加団体数 参加人数 

地域歳末交流事業 5団体 3,500人 5団体 3,500人 

歳末ボランティア交流会 5団体 200人 5団体 200人 

歳末サロン交流会事業 5団体 250人 5団体 200人 

歳末友愛訪問事業 7団体 1,600人 10団体 1,300人 

歳末防犯防災に関する事業 2団体 100人 2団体 200人 

 

（3）地域福祉推進フォーラム [324,630円] 

【実施目的・内容】 

もし自分や家族が認知症と診断された時でも、安心して住み慣れた地域で暮らせるため、

住民自らが認知症を正しく理解して、地域ぐるみで協力して支える地域を創るためフォーラ

ムを開催しました。 

開催日／会場／参加者 内   容 

◎日時 

平成30年3月24日（日） 

◎会場 

巻地域保健福祉センター 

◎参加者 

民生児童委員、西蒲区在宅

医療ネットワーク参加者、

福祉団体、地域住民組織福

祉部会及びボランティア 

等 

        120人 

第1部  社会福祉功労者表彰式 

第2部  地域福祉推進フォーラム 

・基調講演 医療法人サマリヤ会 

大西医院 神経内科 

  院長 大西 洋司 氏 

「診療の中から見えてくる認知症高齢者を 

支える地域とは」 

・実践報告 

   「地域包括ケアシステムへの取り組み」 

 ①新潟市の取り組み 

  西蒲区役所健康福祉課 課長 堀内 正徳 様 

  ②岩室圏域の取り組み 

 岩室圏域支え合いのしくみづくり推進員 

                福島 美代 様 

 

 

２．支えあい・助けあい（お互い様）の地域づくりの推進 [9,403,284円] 

（1）地域ふれあい助成事業 [1,624,000円]【新規事業】 

【実施目的・内容】 

住民同士の助け合い・支え合いの輪が広がるよう、地区社協が地域住民を対象に支えあい、

助けあう地域づくり推進のため行う地域交流事業や見守り活動事業に助成しました。 

事  業  名 助  成  額 

子育て支援事業助成金 340,000円 



 

 

 

事  業  名 助  成  額 

ボランティアサロン交流事業助成金 705,000円 

地域交流事業助成金 259,000円 

配食サービス事業助成金 0円 

友愛訪問事業助成金 320,000円 

 

（2）地域福祉活動計画推進事業 [25,284円] 

 【実施目的・内容】 

地域包括ケアシステムの構築と地域福祉活動計画の推進を一体的に進めるため、行政・包

括・ＳＣ・社協が一体となって地区懇談会を開催し、これまでの取り組みを振り返り、地域

福祉活動計画の目標に向かってどのように計画的にアプローチできるか話し合いました。 

＜地区懇談会の開催状況＞                       

開  催  日 開催地区 会  場 参加者数 

平成29年7月5日（水） 漆山 漆山公民館 50人 

平成29年7月18日（火） - 

第1回西蒲区地域福祉計画・地域福

祉活動計画推進委員会／西蒲区役

所 

29人 

平成29年9月29日（金） 潟東 潟東農村環境改善センター 57人 

平成29年11月27日（月） 漆山 漆山公民館（第3回） 45人 

平成30年2月20日（火） 中之口・潟東 潟東健康センター 40人 

平成30年2月22日（木） 西川 西川健康センター 36人 

平成30年3月20日（火） - 

第2回西蒲区地域福祉計画・地域福

祉活動計画推進委員会／西蒲区役

所 

21人 

 

 

（3）生活支援体制整備事業 [7,754,000円] 
【事業目的・内容】 

地域における一体的な生活支援サービスの提供体制の整備を推進するため、第２層（日常

生活圏域）協議体の後方支援や通いの場の立ち上げ支援を行いました。 

また、地域包括ケアシステムの構築と地域福祉活動計画の推進を一体的に進めるため、行

政・包括・ＳＣ・社協が一体となって地区懇談会を開催 

会議・主な取り組み 開 催 月 主 な 内 容 

西川自治連合会会議 平成29年4月26日 地域包括ケアシステムの説明 

潟東地区連合自治会・民

生児童委員合同会議 
平成29年5月19日 地域包括ケアシステムの説明 



 

 

 

会議・主な取り組み 開 催 月 主 な 内 容 

地域包括ケアシステム

座談会（巻13区自治会） 
平成29年6月6日 住民と座談会、ワークショップ 

地域包括ケアシステム

座談会（横戸自治会） 
平成29年6月14日 

座談会（助け合いのしくみづくりにつ

いて） 

西川地区老人クラブ連

合会会議 
平成29年6月22日 地域包括ケアシステムの説明 

漆山地区福祉懇談会 平成29年7月5日 住民と座談会、ワークショップ 

西蒲区老人連合会リー

ダー研修 
平成29年7月6日 

「なぜ、支え合いが必要か」 

支え合いのしくみづくりの説明 

第1回西蒲区支え合いの

しくみづくり会議 
平成29年8月28日 

・新潟県内のSC取組状況について 

・西蒲区各圏域における支え合いの 

しくみづくりに向けた取り組み 

目標。 

潟東地区福祉懇談会 平成29年9月29日 地区の事例発表とワークショップ 

地域包括ケアシステム

座談会（押付自治会） 
平成29年11月14日 住民と座談会、ワークショップ 

漆山地区福祉懇談会 

（第2回） 
平成29年11月27日 住民と座談会、ワークショップ 

地域包括ケアシステム

座談会（押付自治会） 
平成29年12月16日 住民と座談会、ワークショップ 

地域包括ケアシステム

座談会（西川地区） 
平成30年2月15日 

「なぜ、支え合いが必要か」 

支え合いのしくみづくりの説明 

角田自治会見守り活動 

研修会 
平成30年2月17日 住民と座談会、ワークショップ 

地域包括ケアシステム

座談会（高野宮自治会） 
平成30年3月5日 住民と座談会 

地域包括ケアシステム

座談会（潟東地区） 
平成30年3月12日 住民と座談会 

第2回西蒲区支え合いの

しくみづくり会議 
平成30年3月30日 

・医療からみた包括ケアシステムにつ

いて 

・西蒲区役所の取組みについて 

・西蒲区各圏域における支え合いのし

くみづくりに向けた取り組み報告等。 

 

〇その他 

・第2層支え合いのしくみづくり会議への参加 

  ・かさぼこの家（西川圏域）の立ち上げ支援 

  ・全国、県、市等が主催する研修会への参加 

 



 

 

 

３．住民主体による見守り・地域交流活動の促進 [ 3,024,141円 ] 

（1）緊急情報キット配布事業 [122,904円]  

【実施目的・内容】 

自治会、コミ協に見守り活動に取り組むきっかけとして、緊急情報キットの活用を検討し

ていただくよう、4地区211自治会に説明会を実施いたしました。 

区 分 H29 H28 H27 延べ配布数（H21～) 

安心袋 － 12個 141個 2,176個 

キット 0本 1,841本 141本 3,747本 

  ※安心袋配布事業は、平成２８年度をもって廃止 

 

（2）地域福祉プロデュース事業 [895,513円] 

【事業目的・内容】 

自治会の見守り活動や福祉活動に対して助成しました。 

また、自治会単位での見守り活動の方法やワークショップの開催等その地域性にあった福

祉活動が展開できるように相談支援を行いました。 

年  度 H29 H28 H27 

支援自治会数 1自治会 2自治会 3自治会 

 

（3）子育て支援事業 [57,500円] 

【事業目的・内容】 

西蒲区内の子育てサークルの育成を目的として、高齢者に偏りがちな福祉事業だけではな

く、次世代の福祉ニーズを捉える手がかりの1つとして行いました。  
年  度 H29 H28 H27 

助成サロン数 2団体 1団体 1団体 

 

（4）サロン支援事業（地域活動交流支援事業） [1,948,224円] 

【事業目的・内容】 

助け合い支え合う地域づくりを進めるために、地域の皆さんが集まりやすい場所を利用し

て、定期的に子どもから高齢者、障がいのある人など誰もが気軽に交流する活動を支援しま

した。 

①ふれあいいきいきサロン（地域の茶の間）に対する助成支援 

サロンタイプ 
件   数 助 成 額 

H29 H28 H29 H28 

月１回 開催サロン 44件 45件 1,288,224円 1,293,370円 

月２回 開催サロン 1件  60,000円  

旧Ｂタイプサロン 5件 6件 600,000円 690,000円 



 

 

 

②ふれあいいきいきサロンに対する立上げ支援 

サロン立上げ支援数 
H29 H28 

8件 1件 

 

③ふれあいいきいきサロン主催者に対する研修会 

開催日／会場／参加者 内  容 

◎開催日：平成30年2月26日（月） 

◎会 場：巻ふれあい福祉センター 

◎参加者： 24名 

・平成30年度制度説明会 

・ボランティア保険説明会 

・楽しいレクレーション 

・交流会 

 

 

４．地域福祉活動への参加促進（福祉教育の促進）[100,961 円] 

（1）福祉教育推進事業 [100,961円] 【拡充事業】 

【事業目的・内容】 

学校を始め地域住民に対して福祉教育を行うことによって、福祉のこころに満ちあふれた

心豊かな生活を営めるやさしい社会にする担い手育成を目的に、小中学校への総合学習や地

域への出前講座を行いました。 

対 象 内   容 回 
参加者数 

（延べ） 

松野尾小学校 福祉についての講話・高齢者疑似体験 1 27人 

巻東中学校 認知症サポーター養成講座 1 110人 

岩室小学校 高齢者疑似体験・車いす、介護用具体験 2 52人 

岩室小学校 認知症サポーター養成講座 1 26人 

漆山小学校 高齢者疑似体験 1 35人 

曽根小学校 車いす体験・高齢者疑似体験 2 74人 

和納小学校 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 1 33人 

曽根小学校 
盲導犬ユーザーによる講話 

日常生活用具の紹介と体験 
1 41人 

 

＜参考：平成28年度＞ 

対 象 内   容 回 
参加者数 

（延べ） 

松野尾小学校 災害クロスロード 3 36人 

西川中学校 高齢者体験、白杖体験、車いす体験 2 106人 

和納小学校 災害クロスロード 1 36人 

巻東中学校 認知症を正しく理解するためのクイズ 1  89人 

岩室小学校 認知症サポーター養成講座 2 62人 



 

 

 

５．ボランティア・市民活動の促進 [425,958円] 

（1）ボランティアセンター運営事業 [157,072円] 

【事業目的・内容】 

ボランティア活動に関する相談や情報提供を行うことを目的に、ボランティア・市民活動 

センターを設置し、身近な窓口として積極的に活動を展開しました。 

 また、幅広い世代にボランティア活動への理解を広め、区民への啓発・促進を行いうため、

年2回ボランティア情報誌を発行いました。 

①ボランティアグループ数、人数 

区分 
高齢者福祉

関係 

障がい者福

祉関係 

児童福祉関

係 

病院・施設

関係 

視覚障がい

者支援 

聴覚障がい

者支援 

地域活動 

その他 
災害関係 計 

団体数 17団体 1団体 6団体  3団体 2団体 28団体 4団体 61団体 

所属人数 722人 9人 50人  33人 36人 850人 64人 1,762人 

個人人数 6人  1人  1人   1人 9人 

 

＜参考：平成28年度＞ 

区分 
高齢者福祉

関係 

障がい者福

祉関係 

児童福祉関

係 

病院・施設

関係 

視覚障がい

者支援 

聴覚障がい

者支援 

地域活動 

その他 
災害関係 計 

団体数 16団体 6団体 5団体 2団体 2団体 3団体 21団体 4団体 59団体 

所属人数 329人 20人 50人 18人 44人 66人 738人 61人 1,326人 

個人人数 18人    1人    19人 

 

②ボランティア保険加入 

活動保険加入者数 行事用保険加入件数 

955人 251件 

 

③相談件数 

年度 
ボランティアし

たい（A） 

ボランティア欲い

（B） 

情報欲しい 

（C） 

情報提供したい

（D） 
計 

H29 16件 20件 38件 9件 83件 

H28 14件 25件 65件 6件 110件 

 

＜相談件数内訳＞ 

ボランティアしたい（A） 

高齢・ 

障がい 
児 童 災 害 病 院 

地域活動 

・その他 
計 

5件    11件 16件 

 

 



 

 

 

ボランティア欲しい（B） 

高齢・ 

障がい 
児 童 災 害 病 院 

地域活動 

・その他 
計 

6件 2件 10件  2件 20件 

 

ボランティア欲しい（C） 

個 別 
福 祉 施

設・病院 
学 校 団 体 その他 計 

12件 1件 11件 12件 2件 38件 

 

ボランティア欲しい（D） 

個 別 
福 祉 施

設・病院 
学 校 団 体 その他 計 

6件  1件 2件  9件 

 

 

（2）「ボラたん」情報誌の発行 [37,104円] 【新規事業】 

広報紙名・発行号 発行月 主な内容 

創刊号 

ボラたん 
平成29年6月 

・西蒲区ボランティア･市民活動セン

ター紹介 

・ボランティア募集情報 

・各種講座の開催案内 

・イベントのお知らせ 

第2号 

ボラたん 
平成30年3月 

・ボランティア活動者インタビュー 

・ボランティア募集情報 

・使用済み切手の収集 

 

 

（3）ボランティア・市民活動育成事業 [137,922円]  

【事業目的・内容】 

西蒲区内のボランティア活動の裾野が広がるよう、活動のきっかけとなる講座等様々な講

座を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 回 数 参加者数（延べ） 

ボランティア受入施設担当者研修 1 7人(西蒲区) 

傾聴ボランティア講座 (本講座) 3 27人 

         〃    (フォローアップ研修) 3 10人 



 

 

 

（4）男性シニア地域活動応援事業 [93,860円]【新規事業】 

【事業目的・内容】 

男性の地域活動への参加の向上及び地域課題解決に向けた地域の担い手育成を目指し、退

職した男性シニア対象とし、社会参加に興味を持ってもらうための講座を開催しました。 

 

 

 

 

 

６．災害に強いまちづくり（災害時に備えた体制の充実） [100,000 円】 

（1）災害ボランティアセンター運営事業 [100,000円] 

【事業目的・内容】 

災害ボランティアセンター設置運営マニュアルをもとに、住民の方からも参加いただき初

動時の災害ボランティアセンター設置訓練を行いました。  

開 催 日 内   容 参加者数 

平成30年11月26日（日） 災害ボランティアセンター設置訓練 37人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 回 数 参加者数（延べ） 

男性シニア応援講座 (本講座:包丁研ぎ) 1 12人 

       〃     (フォローアップ研修) 3 26人 



 

 

 

 

  

 

１．制度の狭間の課題を解決する取り組み [168,408円]  

（1）コミュニティソーシャルワーク推進事業 [168,408円] 

【事業目的・内容】 

 既存の制度では解決困難な複雑・多様化した福祉課題について、伴走型の個別支援に取り

組み、様々な関係機関と連携・協働することで解決に向け取り組みました。 

①西蒲区ＣＳＷ重点事業 

区 分 内   容 

テーマ 「複合課題を抱えたケースへの支援」 

目的 

 個別支援において散見する複合課題（いわゆる８０５０問題、ダブル

ケアなど）に対し、多機関と協働し包括的な支援体制を確保し課題の解

決を目指す。 

成果 中之口・潟東圏域における包括的相談支援体制の確立 

今後の課題 他圏域における、地域に合った包括的な支援体制の確保 

 

②個別支援事例 

区 分 内   容 

事例概要① 
 身寄りがなく地域からも孤立しており、体調不良により自立した生活

を営むことができず、自宅がゴミ屋敷化した状態で発見されたケース。 

ＣＳＷによる

支援内容 

保健師から相談があり訪問。50歳代女性、1人暮らし。体調不良によ

り寝起きが困難であり、片付けが行えず自宅内にゴミや物が散在してい

る状況を確認。 

精神状態不安定であり、まともな食事も摂取できておらず貧血状態を

認めたため医療機関の受診につなげ、そのまま緊急入院となる。 

その後は在宅復帰に向け、地域の方や関係機関と連携し、退院後の生

活環境の調整や行政手続きの補助などを行い、スムーズな地域移行の支

援を行う。 

退院後は地域の方と本人、専門職との橋渡し役を担い、本人の希望と

していた就職も達成。その後も定期的に関わりを持つことで継続した地

域生活を送れている。 

成   果 
◯生命の危機にある状態から自立した生活を送れるまで回復。 

◯生活再建（衛生的な住環境の確保、社会復帰：再就職）。 

今後の課題 

◯退院後の生活の安定、継続 

 

 

 

 

 

〔基本目標 2〕地域のあらゆる生活課題の解決に向けた新たな社会資源の創造と支援システム

の構築・実現 [500,908円]  



 

 

 

事例概要② 
専門学校卒業後、就職活動に失敗し、その後のアルバイトも継続して

勤めることができずひきこもり状態の生活が続いているケース。 

ＣＳＷによる

支援内容 

ご両親と面談を行い状況の確認。ご本人と面談し不安や希望のヒアリ

ングを行いながら自宅から外へ出て活動するための支援を行う。 

ボランティア活動や施設見学、集団活動への参加の補助を行い、就労

支援機関につなぐことで本人の希望としている再就職を目指す。 

成   果 

◯自宅からほとんど外へ出ることのなかった生活から、定期的に外へ出

かける生活へ変化。それに伴い生活リズムの確立。 

◯就労支援機関と連携し、本人の精神状態に合わせた伴走型の就労支援

を行い、アルバイトに就くことができ、その後も継続して勤めることが

できている。 

今後の課題 

◯安定した生活の継続 

◯本人が就労に対し、ステップアップ（アルバイトから正規雇用へ）を

希望した際の支援。 

 

 

③ 定例会・会議等の開催・参加 

◯個別支援会議の開催 

 ＣＳＷ個別支援対象者に対する支援方策を検討する会議を開催しました。（随時） 

○ 定例会の開催・参加 

ＣＳＷ定例会（市：9回、区：随時）個別支援や地域支援の課題について随時検討会を

行いました。 

  ◯近隣関係機関交流会の開催（1回） 

  ◯包括的相談支援体制構築に向けた検討会の開催（5回） 

  ◯研修会の参加 

    豊中市型ＣＳＷ実践研修会への参加 

    第4回生活困窮者自立支援全国研修交流大会への参加 

    平成29年度ひきこもり支援従事者研修会への参加 

    平成29年度精神障がい者地域移行・地域定着支援研修会への参加 

○ 地域包括ケアシステムに関する会議への参加 

  西蒲区在宅医療ネットワーク 幹事会4回、定例会2回、総会1回 

各地域包括支援センターケア会議7回（西川圏域事前打ち合わせ3回） 

各圏域支えあいのしくみづくり会議8回 

○ 見守り活動の取り組みへの支援 

見守り活動相談・研修 5回 

  ◯地域福祉計画・地域福祉活動計画座談会への参加 

コミュニティ協議会圏域 5地域 

○ その他の取り組み 

  西蒲区自立支援協議会会議・ケース会議、生活支援会議への参加 

西蒲区生活困窮者支援連絡協議会への参加 

西蒲区地域福祉推進フォーラムの開催 

ＣＳＷについての研修会の実施（ＭＳＷ連絡会、ＯＴ連絡会） 



 

 

 

２．生活困窮者支援への取り組み [23,500円] 

（1）生活福祉資金貸付事業 [23,000円] 

【事業目的・内容】 

法制化された生活困窮者自立支援法のもと、関係機関との連携により、低所得者、高齢者、 

障がい者等の世帯に対してその自立と生活の安定のため、目的に応じた生活福祉資金を貸し 

付けました。また、収入の減少や失業等によって生活に困窮した世帯には総合支援資金を貸

付け生活の立て直しを支援しました。 

＜相談件数・貸付実績＞ 

資金種類 
件  数 

相 談 決 定 

生
活
福
祉
資
金 

総合支援資金  0件 0件 

福祉資金 23件 3件 

教育支援資金  3件 0件 

不動産担保型生活資金  1件 0件 

H29合計 27件 3件 

H28合計 49件 1件 

H27合計 88件 1件 

 

（2）行旅人旅費貸付事業 [500円] 

【事業目的・内容】 

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貸付けました。 

＜貸付実績＞ 

年   度 件   数 

H29 １件 

H28 １件 

H27 １件 

 

３．総合相談機能の充実 [309,000円] 

（1）心配ごと相談事業 [309,000円] 

【事業目的・内容】 

市民の日常生活上の心配ごと、困りごとなどの相談に適切な助言を行うため、民生児童委

員等の協力を得て相談業務に当たりました。 

また、適切な対応と相談機関としての充実を目指して、相談員の研修を年 3回行い、相談

所としての相談対応の向上を図りました。 

 



 

 

 

＜相談件数＞ 

区  分 件  数 

家 族  9件 

精神衛生  2件 

財 産 10件 

苦 情  2件 

健康・衛生  4件 

その他 37件 

H29合計 64件 

H28合計 48件 

H27合計 48件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

１．安定した事業運営の強化 [2,883,380円] 

（1）区社協運営事業 [2,078,473円] 

【事業目的・内容】 

地域住民に信頼された組織を目指すため、区社協が行う事業に対し、地域の多様な意見が反

映できるよう、役員会や各種会議を行いました。 

また、区社協の安定した事業運営ができるよう、財務の透明性の向上に取り組み、会員会費の

増強、赤い羽根共同募金への協力に努めました。 

①各種会議開催状況 

会 議 名 開催日・場所 主 な 議 題 

区社協会長会議 平成29年4月20日（木） 
・役員定数見直し（案）について 

・役員人事について 

監査会 平成29年5月10日（水） 

・平成28年度事業報告（案）につい

て 

・平成28年度決算書（案）について 

第1回役員会 平成29年5月17日（水） 

・平成28年度事業報告（案）につい

て 

・平成28年度決算書（案）について 

・区社協規約の一部改正について 

・理事の選任について 

第2回役員会 平成29年5月17日（水） 

・区社協会長の選任について 

・区社協副会長の選任について 

・市社協理事の選任について 

第3回役員会 平成30年3月15日（木） 

・平成30年度事業計画（案）につい

て 

・平成30年度予算書（案）について 

・区社協感謝状要綱の制定について 

・理事の選任について 

 

（2）社協会費の募集状況 [197,730円] 

＜一般会員会費納入状況＞      

平成29年度納入額 納入自治会数 平成28年度納入額 

6,137,096円 226自治会 6，178，834円 

    

＜賛助会員会費納入状況＞ 

平成29年度納入額 納入状況 平成28年度納入額 

1,076,000円 202件・225口 1，016，000円  

 

（3）広報事業 [607,177円] 

〔基本目標3〕地域住民に信頼され、安定した法人経営  [3,399,764円] 



 

 

 

【実施目的・内容】 

区社協の事業を広報とホームページで公開することによってより広く周知し、福祉の啓発

を行いました。 

また、助成金の案内の更新を随時行い、賛助会費にご協力をいただいた企業の方々を公開

しました。 

広報紙名・発行号 発行月 主な内容 

第32号 

にしかんく社協だより 
平成29年8月 

・会長就任あいさつ 

・平成28年度事業決算報告 

・平成29年度事業計画 

・会費納入のお願い 

第33号 

にしかんく社協だより 
平成30年3月 

・平成30年度社協の方針 

・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい

募金実績報告 

・賛助会費一覧 

 

 

２．計画的な人材育成と職場環境改善 [516,384円］ 

（1）役職員研修事業 [516,384円] 

役員の方々から地域福祉の現状と社協を取り巻く状況をよく理解してもらい、西蒲区全体

の福祉のあり方について意識の醸成と見識を深めてもらうため、各種研修会に参加していた

だきました。 
  また、職員の人材育成を強化するため、各種研修会に参加いたしました。 

＜役員参加状況＞ 

大 会 名 開催日／場所 参加者数 

社協活動全国会議 
平成 29年 6月 28日（水）～29日（木）

／東京都 
  2人 

第67回 県民福祉大会 平成29年10月17日（火）／妙高市 17人 

市民福祉の集い・介護フェスタ 平成29年11月19日（日）／朱鷺メッセ 15人 

福祉ビジョン21世紀セミナー 
平成29年11月29日（水）～30日（木）

／東京都 
  2人 

 

＜職員参加状況＞ 

研 修 会 名 開催日・場所 主な研修内容 

地域包括ケアシステム県

レベル担当者会議 

平成29年7月4日（火）

／東京都 

・2層協議体の形成 

・担い手の掘り起こし 

・助け合いの創出 

地域福祉推進セミナー 
平成29年7月26日（水）

／新潟県三条市 

・「我が事・丸ごと」の地域づくり 

・新たな地域福祉施策を踏まえた社協

の取り組み 



 

 

 

研 修 会 名 開催日・場所 主な研修内容 

豊中市型CSW実践研修 
平成29年7月30日（日）

～31日（月）／大阪府 

・CSWの基本 

・地域フィールドワーク 

「我が事・丸ごと」の地

域づくり研修会 

平成29年11月7日（火）

～8日（水）／東京都 

・事前課題の共有 

・モデル事業の事例報告 

 

 

 

                 

 

１．受託事業 [15,180,500円] 

（1）配食サービス事業 [1,759,100円] 

【実施目的・内容】 

新潟市からの委託により、65歳以上の一人暮らし・または高齢者のみの世帯で希望する方

に、安否の確認やふれあい交流のため、給食ボランティアによる手作り弁当を月に4回昼食

（西川地区）、毎週1回夕食（潟東地区）を民生委員等の協力を得て利用者宅に届けました。

利用者負担金は1食300円。 

＜利用実績＞ 

地区名 実施日数 実利用者数 延べ配食数 
ボランティア数 

調理 配達 

西川地区 40日 36人 1,540食 20人 6人 

潟東地区 49日 25人 924食 12人 13人 

＜参考：平成28年度＞ 

地区名 実施日数 実利用者数 延べ配食数 
ボランティア数 

調理 配達 

西川地区 43日 43人 1,718食 20人 6人 

潟東地区 49日 16人 688食 12人 13人 

 

（2） 生きがい対応型通所事業 [13,421,400円] 

【事業目的・内容】 

家に閉じこもりがちな高齢者、要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、 介

護予防・社会的孤立感の解消及び自立生活を確保する目的で開催いたしました。 

＜利用実績＞ 

会  場 開設曜日 開設日数 延べ利用者数 

西川高齢者ふれあいセンター 月曜～金曜 244日 2,225人 

新潟市潟東ゆう学館 火・水・金 146日 732人 

 

〔その他〕受託事業・指定管理事業  [33,942,500円] 



 

 

 

＜参考：平成28年度＞ 

会  場 開設曜日 開設日数 延べ利用者数 

西川高齢者ふれあいセンター 月曜～金曜 242日 1,996人 

新潟市潟東ゆう学館 火・水・金 149日 814人 

 

 

２.指定管理者制度 [18,762,000円] 

（1）西川社会福祉センター及び巻ふれあい福祉センターの管理運営 [18,762,000円] 

市民の心身の健康を保持し、福祉の増進を図るとともに、福祉関係団体及びボランティア

の地域福祉活動を支援しました。 

＜利用実績＞ 

センター名 開催日数 延べ利用者数 

西川社会福祉センター 244日 2,398人 

巻ふれあい福祉センター 359日 33,265人 

 

＜参考：平成28年度＞ 

センター名 開催日数 延べ利用者数 

西川社会福祉センター 243日 2，145人 

巻ふれあい福祉センター 360日 29，638人 

 

 

 

 

              

（1）日常生活自立支援センター連携 

【実施目的・内容】  
判断能力の不十分な方が、生活に必要な福祉サービスを利用しながら地域で安心して暮

らすことが出来るように、福祉サービスの利用援助を行う日常生活自立支援事業を新潟市

日常生活自立支援センター（あんしんサポート新潟）との連携を密に行いました。 

＜西蒲区の取扱い状況＞ 

平成29年度契約件数 総契約件数 生活支援員数 

6件 17件 14名 

＜参考：平成28年度＞ 

平成28年度契約件数 総契約件数 生活支援員数 

3件 16件 14名 

 

〔その他〕関係機関との連携・参画、その他事業 



 

 

 

（2）西蒲区民生委員児童委員会長連絡会への参加 

【実施目的・内容】 

民生委員児童委員会長連絡会に参加し、行政、民生委員児童委員及び社協との連絡調整を

行い、連携強化に努めました。 

・西蒲区民生委員児童委員会長連絡会    12回 

・地区民生委員児童委員定例会 各地区   12回 

・新潟市民生委員児童委員大会       1回 

 

（3）おもいやりのひとかき運動 

【実施目的・内容】 

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もらうことで、地域で思いやりと助け合いの心を育む活動の一環として

実施しました。 

＜西蒲区の取扱い状況＞ 

設 置 地 区 名 
設 置 数 

H29 H28 

岩 室 地 区   3件  4件 

巻 地 区   11件  13件 

西 川 地 区   3件  3件 

潟 東 地 区   3件  3件 

中之口地区  4件  2件 

 

（4）共生フォーラムへの参画 

【実施目的・内容】 

障がいのある方もない方も、どんな年齢の方でも、助けあい、支えあう共生のまちづく 

りを目指して、共生フォーラム実行委員会に参画しました。 

開催日／会場／参加者 内  容 

平成29年10月14日（土） 

／巻地域保健福祉センター 

／一般住民、障がい当事者、支援事業所 

 200名 

障がい者が主体となり行うフォー

ラム：2017年テーマ「話して欲しい、

あなたの気持ち、感じて欲しい、私の

思い」 

 

（5）福祉バス運行事業 

【実施目的・内容】 

公共交通網が利用しにくい西蒲区において、福祉3団体及び西蒲区ボランティア・市民活

動センターに登録されている団体の組織的な福祉活動を支援する目的で運営しています。 

主な利用目的 対象者 運行回数 延べ利用者数 

視察・研修 福祉3団体及び・ボランティア団体 26回 538人 



 

 

 

 

＜参考：平成28年度＞ 

主な利用目的 対象者 運行回数 延べ利用者数 

視察・研修 福祉3団体及び・ボランティア団体 22回 492人 

 

（6）地域貢献事業 

【実施目的・内容】 

  地域で行われる行事に、西蒲区社会福祉協議会として参加しました。 

開催日 内  容 参加者数 

平成２９年６月１６日（金） 巻まつり民謡流しへの参加 35人 

平成２９年８月１９日（土） 駅南振興祭への参加 4人 

平成２９年８月２５日（金） 西川まつり民謡流しへの参加 20人 

 

 

 

 


