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令和元年度 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、人口減少を踏まえシニアの方がこれ

まで社会の様々な分野の第一線で活躍してきた経験を活かし、役割、やりがい生きがいを持っ

て生き生きと地域で活躍できる取り組みとして、地域活動応援事業を積極的に進めるとともに、

地域の支えあい助けあいの仕組みづくりが広がるよう福祉教育にも力を入れ、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」を推進いたしまい

た。 

さらに、急激な地域社会の変化によって、自分らしく暮らせず生きづらさを抱えた方が顕在

化してきている中、次年度事業の立ち上げに向け、生きづらさを抱えた方の集う居場所づくり

を立上げた他、お互いが持つ「違い」を認め合い、多様性を受けとめられる社会を形成するた

め、住民への啓発を目的に地域推進フォーラムを開催いたしました。 

また、社会福祉協議会の使命に立ち返って、業務の目的や意義、費用対効果などを念頭に運

営検討委員会を開催し、区社協の抱える課題に対して検討いたしました。 

 

 

Ⅱ．事業実施状況 

〔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  [10,897,688円]  

 

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 [6,905,843円] 

（1）地域・地区社協活動交付金事業 [2,930,000円] 

 区社協構成の基盤となる地域・地区社協の独自性を尊重し、各地域・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地域・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 311,000円 215,000円 526,000円 0件 0円 

巻地区 739,000円 401,000円 1,140,000円 0件 0円 

西川地区 453,000円 87,000円 540,000円 5件 210,819円 

潟東地区 154,000円 125,000円 279,000円 0件 0円 

中之口地区 171,000円 274,000円 445,000円 1件 76,003円 

その他 0円 12,000円 0円 10件 742,286円 

合 計 1,828,000円 1,114,000円 2,930,000円 16件 1,029,108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域・地区社協へ交付しました。 

※その他は、指定地区先が無いため区社協財源としました。 
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②地域・地区社協活動支援 

1）地域・地区社協の理事会への出席 

2）地域・地区社協の各種事業への支援 

 

（2）歳末たすけあい事業 [3,285,119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、地域・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 サロン歳末活動助成・歳末見舞品配布事業ほか 533,000円 

巻地区 歳末地域交流事業助成・歳末友愛訪問事業ほか 1,361,000円 

西川地区 歳末見舞品配布事業・地域歳末交流会ほか 738,000円 

潟東地区 おせち配食事業・歳末地域交流事業 259,000円 

中之口地区 おせち配食事業 301,000円 

その他 歳末防災に関する事業 93,119円 

  

 

（3）地域福祉推進フォーラム [134,265円] 

【実施目的・内容】 

昨今、世代を問わずひきこもりの状態にある方が増加し社会的課題として取り上げられる

中、ひきこもりに対する正しい知識を住民に持っていただき、住民一人ひとりが生きづらさ

を抱えている方にとって理解者になるよう働きかけることを目的として開催しました。 

開催日／会場／参加者 内   容 

◎日時 

令和元年12月7日（土） 

◎会場 

西川健康センター 

◎参加者 

一般住民、民生児童委

員、医療・福祉・介護関係

者、地域住民組織福祉部会

及びボランティア 等 

       160人 

第1部  社会福祉功労者感謝状贈呈式 

第2部  基調講演  

新潟青陵大学看護学部看護学科教授 

         斎藤まさ子 氏 

「ひきこもりって何だろう」 

第3部 シンポジウム 

   「地域とともに支える！理想の西蒲区」 

シンポジスト 

 経験者            佐藤拓実 氏 

  若者支援者          豊永輝子 氏 

  西蒲区社会福祉協議会 

コミュニティソーシャルワーカー 渡辺卓也 

コーディネーター 

新潟青陵大学看護学部看護学科教授 斉藤まさ子 氏 
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（4）地域共生型あぐり事業 [556,459円] 【重点事業】 

【実施目的・内容】 

地域福祉推進事業の取り組みの中で表面化した社会的課題を解決するため、地域住民・地

元企業や専門職等の協力を得て立ち上げた、多機能型拠点「marugo-to」の活動を支援し、農

作業や木工作業等を通して、シニアの生きがいの場や認知症の方の通いの場・引きこもりの

方の就労準備前の訓練の場として、課題解決に向けた取組みを行いました。 

〇ビニールハウスを活用した生産性の高い居場所･通いの場の開催（43回・定例会6回） 

〇男性シニア応援事業受講者を中心としたスタッフの育成 

〇各種助成金を活用した拠点整備（新潟県60万・県社協25万） 

○運営団体「marugo-to」のＮＰＯ設立に向けた視察研修、勉強会の実施（3回） 

【先進地視察（ＵＮＥハウス、黒部市社協）・ファンドレイジング講習会】 
 

 

２．支えあい・助けあい（お互い様）の地域づくりの推進 [1,569,540円] 

（1）地域ふれあい助成事業 [1,546,000円] 

【実施目的・内容】 

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

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 0円 

ボランティアサロン交流事業助成金 470,000円 

地域交流事業助成金 614,000円 

配食サービス事業助成金 372,000円 

友愛訪問事業助成金 90,000円 

 

（2）地域福祉活動計画推進事業 [23,540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・地

域包括支援センター・支え合いのしくみづくり推進員・社会福祉協議会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 

令和元年7月24日（水） ― 
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 
26人 

※新型コロナウイルス感染

症の影響により中止 
― 

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 
― 

令和元年11月9日(土) ― 
令和元年度地域福祉計画推進講演会 

／西川健康センター 
25人 



 

4 

 

開 催 日 開催地区 会   場 参加者数 

令和元年8月2日（金） 漆山 漆山地区公民館 39人 

令和元年11月5日（火） 潟東 潟東農村環境改善センター 39人 

令和元年11月28日（木） 峰岡 峰岡公民館 32人 

令和元年12月5日（木） 漆山 漆山地区公民館 38人 

令和2年2月2日（日） 松野尾 松野尾地区コミュニティセンター 35人 

令和2年2月15日（土） 中之口 中之口地区コミュニティセンター 35人 

令和2年2月25日(火) 角田 角田地区コミュニティセンター 15人 

令和2年2月27日(木) 岩室 岩室出張所コミュニティルーム 24人 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止 
西川 ― ― 

 

３．住民主体による見守り・地域交流活動の促進 [1,408,510円] 

（1）緊急情報キット配布事業 [4,620円]  

【実施目的・内容】 

自治会を対象に緊急情報キットと併せ、情報シート(緊急連絡先や日頃の見守りポイント

等が書かれたシート)の取り組みを検討していただくよう、複数の自治会に説明会を実施い

たしました。結果、令和元年度は１自治会で情報シートを全戸配布しました。 

また、今後の事業実施方針について内部で検討会を開催しました。 

区 分 R1 H30 H29 延べ配布数（H21～) 

キット 1本 0本 0本 3,748本 

 

（2）子育て支援事業 [66,860円] 

【事業目的・内容】 

地域の中で子育ての悩みなどを共有できるコミュニティの場作りのため、子育てサロンへ

の助成支援を行いました。 

また、既存の団体が運営の悩みや課題等を話し合える交流会を行いました。 

①活動助成金 
年  度 R1 H30 H29 

助成サロン数 2団体 2団体 2団体 

 

②子育てサロン交流会 

開催日／会場／参加者 内  容 

◎開催日：令和元年11月21日（木） 

◎会 場：巻ふれあい福祉センター 

◎参加者：11名 

・アンケートに基づき支援関係者同士意見交換会 

・昼食交流会 

・参加者、社協から情報提供 
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（3）サロン支援事業（地域活動交流支援事業） [1,337,030円] 

【事業目的・内容】 

助けあい支えあ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、子供から高齢者、障がいのある人等誰もが気軽に交流出来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 

R1 H30 R1 H30 

月１回 開催サロン 44件 48件 1,279,317円 1,402,500円 

月２回 開催サロン 1件 1件 40,000円 60,000円 

  ※サロン助成を活用しないサロンが40件あり、当会で把握しているサロン団体数は 

44団体です。 

 

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 
R1 H30 

0件 4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：令和2年2月5日（水） 

◎会 場：巻ふれあい福祉センター 

◎参加者： 45名 

・サロン助成報告・申請について 

・ボランティア保険について 

・劇団による「オレオレ詐欺」寸劇 

・警察署より講話  ・交流会 

 

 

４．地域福祉活動への参加促進（福祉教育の促進）[76,490円] 

（1）福祉教育推進事業 [76,490円] 【重点事業】 

【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 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 2 78人 

漆山小学校 福祉講話 1 34人 

漆山小学校 アイマスク･ブラインドウォーク体験 2 68人 

巻南小学校 
視覚障がい者による講話・日常生活用具の 

紹介と体験 
2 140人 

潟東小学校 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 2 78人 
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対 象 内   容 回 
参加者数 

（延べ） 

曽根小学校 福祉講話、車いす体験・高齢者疑似体験 2 78人 

岩室小学校 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 2 48人 

和納小学校 盲導犬ユーザーによる講話・体験交流会 1 59人 

巻北小学校 認知症サポーター養成講座 1 98人 

曽根小学校 
視覚障がい者による講話・歩行誘導体験・ 

日常生活用具の紹介と体験 
2 78人 

中之口東小学校 キャリア教育講話・高齢者疑似体験 1 22人 

和納小学校 
視覚障がい者による講話・歩行誘導体験・ 

日常生活用具の紹介と体験 
2 56人 

巻西中学校 認知症についての講話 1 330人 

巻北小学校 認知症サポーター養成講座 1 98人 

西蒲区ひまわり 

クラブ 

災害イメージゲーム「なまずの学校」 

（支援員向け研修） 
1 32人 

曽根ひまわり 

クラブ 

災害イメージゲーム「なまずの学校」 

 
1 66人 

松野尾ひまわり 

クラブ 

災害イメージゲーム「なまずの学校」 

 
1 32人 

鎧郷ひまわり 

クラブ 

災害イメージゲーム「なまずの学校」 

 
1 21人 

西川圏域 

ケア会議 

社会的孤立について講話 
2 60人 

稲島自治会 認知症講話・寸劇 1 40人 

 

＜参考：平成30年度＞ 

対 象 内   容 回 
参加者数 

（延べ） 

松野尾小学校 災害イメージゲーム「クロスロード」 1 15人 

漆山小学校 福祉講話 1 33人 

漆山小学校 アイマスク･ブラインドウォーク体験 1 33人 

巻南小学校 アイマスク･ブラインドウォーク体験 2 68人 

巻東中学校 認知症サポーター養成講座 1 116人 

巻東中学校 施設訪問･利用者との交流 1 26人 

和納小学校 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 2 42人 

岩室小学校 視覚障がい者による講話・歩行誘導体験 2 24人 

曽根小学校 福祉講話、車いす体験・高齢者疑似体験 2 55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 55人 
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対 象 内   容 回 
参加者数 

（延べ） 

中之口東小学校 キャリア教育講話・高齢者疑似体験 1 25人 

和納小学校 認知症サポーター養成講座 1 42人 

巻西中学校 認知症についての講話 1 219人 

曽根小学校 ブラインドサッカー体験 1 55人 

岩室ひまわり 

クラブ 

災害イメージゲーム「なまずの学校」 

非常食試食体験 
1 32人 

下組サロン 認知症予防体操 1 10人 

きらくな会 地域デビューそば打ち講座 1 15人 

漆山コミ協 認知症サポーター養成講座 1 8人 

 

 

５．ボランティア・市民活動の促進 [813,496円] 

（1）ボランティアセンター運営事業 [539,836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、西蒲区ボランティア・市民活動センターの運営及び事業が円滑に行われることを目

的に運営委員会を設置、開催しました。 

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 34団体 0団体 3団体 5団体 3団体 1団体 18団体 0団体 64団体 

所属人数 534人 0人 23人 61人 26人 12人 1,061人 0人 1,717人 

個人人数 21人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 23人 

＜参考：平成30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 14団体 0団体 4団体 0団体 4団体 2団体 43団体 0団体 67団体 

所属人数 663人 0人 25人 0人 35人 36人 974人 0人 1,733人 

個人人数 3人 2人 3人 1人 0人 0人 9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 

850人 679件 
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③相談件数 

年度 
ボランティアし

たい（A） 

ボランティア欲し

い（B） 

情報欲しい 

（C） 

情報提供したい

（D） 
計 

R1 14件 26件 74件 20件 134件 

H30 23件 31件 59件 8件 121件 

 

④運営委員会 

会 議 名 開催日・場所 主 な 議 題 

第１回運営委員会 
令和元年9月20日(金) 

巻ふれあい福祉センター 

・西蒲区ボランティア 市民活動セン

ター運営委員会設置の経過につ 

 いて 

・委員長、副委員長の選出について 

・西蒲区ボランティア 市民活動セン

ターについて     他 

第２回運営委員会 
令和元年12月24日(火) 

巻ふれあい福祉センター 

・令和元年度西蒲区ボランティア 

市民活動センター事業の実施状況 

について 

・令和２年度西蒲区ボランティア 

 市民活動センター事業（案）につ

いて 

 

⑤「ボラたん」情報誌の発行  

広報紙名・発行号 発行月 主な内容 

第5号 

ボラたん 
令和元年8月 

・marugo-to活動紹介 

・元気力アップサポーター説明会 

・男性シニア応援講座案内 

・傾聴講座案内 

・ボランティア紹介   他 

第6号 

ボラたん 
令和2年3月 

・西蒲区ボランティア講座、研修紹介 

・西蒲区ボランティア 市民活動セン

ター運営委員会について 

・ボランティア活動保険、行事用保険

加入案内   他 
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（2）ボランティア・市民活動育成事業 [77,620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を開催し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）男性シニア地域活動応援事業 [196,040円] 【重点事業】 

【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） [ 123,809円 ］ 

（1）災害ボランティアセンター運営事業 [123,809円] 

【事業目的・内容】 

コミ協・民児協・地区社協・サロン・ボランティア団体など多くの地縁組織から参加いた

だき、地域に向けた防災教育のひとつとして、災害に対する意識を深めてもらうため、避難

所運営研修「さすけなぶる」を開催しました。 

開 催 日 内   容 参加者数 

令和元年11月10日（日） 

西蒲区災害研修「さすけなぶる」 

① 潟東地区26人 ② 西川地区29人 

講師：にいがた災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 

      李  仁鉄   氏 

55人 

 

（2）被災地支援   

【事業目的・内容】 

令和元年台風１９号災害支援のため被災地へ職員を派遣いたしました。  

派 遣 先 派 遣 期 日 派遣者数 

長野県 飯山市 令和元年10月22日(火)～10月26日(土) 1人 

長野県 長野市 令和元年11月7日(木)～11月11日(月) 1人 

 

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 12人 

傾聴ボランティア講座 (本講座) 2 36人 

         〃    (フォローアップ研修) 1 7人 

事  業  名 回 数 参加者数（延べ） 

男性シニア応援講座  (本講座:そば打ち･日曜

大工・包丁研ぎ・料理教室) 
4 60人 

       〃     (フォローアップ研修) 1 15人 
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〔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 [815,210円]  

 

１．制度の狭間の課題を解決する取り組み [439,573円]  

（1）コミュニティソーシャルワーク推進事業 [439,573円] 【重点事業】 

【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を行いました。 

 

＜地域支援事例＞ 

区 分 内   容 

テーマ 「ひきこもりや8050問題等生きづらさを抱えた方への支援」 

目的 

2019年5月から6月にかけ発生した事件について「ひきこもり」と

関連づける内容の報道が流れたことにより生じた世間の誤った認識

や、それによって不安に感じた当事者家族等から寄せられた個別相談

に対し、正しい理解の啓発や個別相談への包括的支援を行い、地域住

民それぞれが我がことと考え誰もが活躍できる地域づくりを目指す。 

成果 

〇住民向け「ひきこもり」に関する正しい理解を促すフォーラムを開

催 

〇「ひきこもり」に関する相談が寄せられる相談支援機関を参集し西

蒲区ひきこもり支援連絡会を開催 

今後の課題 

「ひきこもり」に至る背景は様々であることから、個々に合ったオー

ダーメイド型・伴走型の支援を西蒲区内においても展開できる体制を

確保する必要がある。 

 

＜個別支援事例＞ 

区 分 内   容 

事例概要① 8050問題の親亡き後どこにも相談できず孤立していた方への支援 

CSWによる支

援内容 

80代の両親が亡くなり一人暮らしとなった無職の子(50代)に対し、地

域住民や専門職間で情報共有の機会を重ね、本人に負担の少ない形で

介入。その後本人の希望に沿った支援を行うため専門機関へのつなぎ

の機能や、安心して生活を送るための見守り体制を構築するため住民

に働きかけを行った。 

成果 
地域住民と専門職が協働することでそれぞれが役割を発揮し、就労支

援や見守り支援といった包括的な支援体制を構築することができた。 

今後の課題 
〇安心安全な生活の確保・継続 

〇本人の将来性を考えた関わりの強化 

 

 

事例概要② 
8050問題。息子の両親への暴力により世帯分離を余儀なくされ、一人

になった50代男性への支援 
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CSWによる支

援内容 

両親への暴力がきっかけとなり一人暮らしすることとなったケースへ

の生活支援の調整。無収入のため、困窮状態にあるケースへの食糧支

援・就労までのサポート。両親とケースの間で必要なやりとりの仲介

役(虐待対応から連絡先を遮断せざるを得ない状況のため)等。 

成果 

◯両親、本ケースともに安全な生活の獲得 

〇緊急性の高い生活困窮状態からの脱却 

〇就労収入の確保 

今後の課題 
◯地域生活の定着(近親者や近隣住民との関係構築) 

〇継続的就労・安定した収入確保 

 

＜定例会・会議等の開催・参加状況＞ 

個別支援会議の開催・参加 

個別支援対象者に対する支援方策を検討する会議や情報共有するための会議を開催。他団

体主催の個別支援会議へ参加。 

○ 西蒲区ひきこもり支援連絡会の開催 

○ 多機関協働にむけた相談支援機関紹介・情報交換会の開催 

○ 定例会の開催・参加 

CSW定例会（市・区）個別支援や地域支援の課題について随時検討。 

◯ 他団体主催の会議・研修等への参加 

西蒲区在宅医療ネットワーク幹事会・定例会への参加 

各地域包括支援センター地域ケア会議への参加 

各圏域支えあいのしくみづくり会議への参加 

◯ 西蒲区自立支援協議会会議・ケース会議への参加 

◯ 地域福祉計画・地域福祉活動計画座談会への参加 

○ その他の取り組み 

西蒲区地域福祉推進フォーラム(ひきこもりに関するテーマのシンポジウムに登壇) 

えんとこの歌(脳性麻痺患者のドキュメンタリー映画)西蒲上映会への参加等 

 

 

２．生活困窮者支援への取り組み [30,777円] 

（1）高校進学のための相談事業 [7,277円] 

【事業目的・内容】 

高校進学（義務教育からの卒業）する子ども（世帯）が経済的理由で進学を諦めること

がないよう、区内の中学校にチラシを配布し各種奨学金制度等の説明を行いました。 

 

（2）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、生活の立て直しを支援しました。 

＜相談件数・貸付実績＞ 
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資金種類 
件  数 

相 談 決 定 

生
活
福
祉
資
金 

総合支援資金  6件 0件 

福祉資金 59件 3件 

教育支援資金  7件 0件 

不動産担保型生活資金  5件 0件 

 その他  5件 0件 

R1合計 82件 3件 

H30合計 77件 0件 

H29合計 27件 3件 

 

（3）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を行いました。 

＜貸付実績＞ 

年   度 件   数 

R1 1件 

H30 0件 

H29 １件 

 

 

３．総合相談機能の充実 [344,860円] 

（1）心配ごと相談事業 [344,860円] 

【事業目的・内容】 

区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 2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  5件 

精神衛生  0件 

財 産  5件 
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区  分 件  数 

苦 情 0件 

健康・衛生 3件 

その他 46件 

R1合計 59件 

H30合計 61件 

H29合計 64件 

 

 

 

 

〔基本目標3〕地域住民に信頼され、安定した法人経営  [3,724,800円]      

 

１．安定した事業運営の強化 [3,400,898円] 

（1）区社協運営事業 [3,027,673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 

監査会 
令和元年5月16日（木） 

巻ふれあい福祉センター 

・平成30年度事業報告(案)について 

・平成30年度決算書（案）について 

第1回役員会 
令和元年5月24日（金） 

巻ふれあい福祉センター 

・平成30年度事業報告(案)について 

・平成30年度決算(案)について 

・区ボランティア 市民活動センター運

営委員の推薦について 

・理事任期に伴う改選について 

・監事の選任について 

・平成30年度内部監査の結果について 

 

第2回役員会 

 

令和元年5月24日（金） 

巻ふれあい福祉センター 

・会長の選任について 

・副会長の選任について 

・理事の推薦について 

・共募推進委員の推薦について 

地域・地区社協 

事務局会議 

令和元年6月6日（木） 

巻ふれあい福祉センター 

・令和元年度事業計画等について 

 （区、各地域・地区） 
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第3回役員会 
令和元年9月24日（火） 

巻ふれあい福祉センター 

・役員の一部選任について 

・運営検討委員会検討事項の答申（提

案書）について 

・第１回区ボランティア 市民活動セン

ター運営委員会開催状況について 

・感謝状贈呈候補者及び市社協社会福  

 祉功労者被表彰者について 

地域・地区社協 

会長、事務局会議 

令和元年11月1日（金） 

巻ふれあい福祉センター 

・運営検討委員会検討事項（提案書） 

 について 

・賛助会費の募集について 

第4回役員会 

令和2年3月9日（月） 

但しコロナウイルス感染症 

防止対策のため書面審議 

・役員の一部選任について 

・令和2年度事業計画（案）について 

・令和2年度予算（案）について 

 

  ②運営検討委員会    

会 議 名 開催日・場所 主 な 議 題 

第５回運営検討

委員会 

平成31年4月22日（月） 

巻ふれあい福祉センター 

・地域・地区社協交付金の見直し案 

 について 

・今までの検討内容の確認について 

・今後の予定について 

第６回運営検討

委員会 

令和元年6月14日（金） 

巻ふれあい福祉センター 

・運営検討委員会提案書（案） 

について  

・今後の予定について 

第７回運営検討

委員会 

令和元年7月19日（金） 

巻ふれあい福祉センター 

・地域・地区社協交付金の見直し

（案）について 

・運営検討委員会提案書（案） 

 について 

・今後の予定について 

 

③社協会費・賛助会費の募集状況  

＜一般会員会費納入状況＞      

令和元年度納入額 納入自治会数 平成30年度納入額 

6,015,382円 216自治会 6,100,076円 

    

 

＜賛助会員会費納入状況＞ 

令和元年度納入額 納入状況 平成30年度納入額 

1,165,000円 220件・240口 1,114,000円  
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（2）広報事業 [373,225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、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36号 

にしかんく社協だより 
令和元年8月 

・平成30年度事業決算報告 

・令和元年度事業計画 

・イベント、講座情報 

・会費納入のお願い  他 

第37号 

にしかんく社協だより 
令和2年3月 

・西蒲区社会福祉協議会の紹介 

・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    他 

    ※ホームページ掲載・更新件数は 93件です。 

 

 

２．計画的な人材育成と職場環境改善 [323,902円］ 

（1）役職員研修事業 [323,902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 

地域福祉実践力向上研修 令和元年8月17日（土）／新潟市総合福祉会館 10人 

いきがい・助け合いサミット 

in大阪 
令和元年9月9日（月）～10日(火)／大阪府 2人 

第69回 新潟県民福祉大会 令和元年10月29日（火）～30日（水）／湯沢町 10人 

会員の集い・介護フェスタ 令和元年11月17日（日）／朱鷺メッセ 15人 

西区地域福祉推進フォーラム 令和元年11月30日（土）／西新潟市民会館 5人 

＜職員参加状況＞ 

研 修 会 名 開催日・場所 主な研修内容 

令和元年度市区町村社協

管理職員研修 

令和元年 8月 24日(土)

～26日(月)／神奈川県 

・社協管理職員の基本的役割、社協 

 組織の課題と管理運営の課題 他 

黒部市社協視察研修 
令和元年9月5日(木)／

富山県黒部市 

・黒部市社協におけるファンドレイ

ジングの取り組みについて 他 

災害支援コーディネータ

ー養成研修（中級編） 

令和 2年 1月 22日(水)

～23日（木）／新潟市 

・被災地支援の意義や役割を理解す

るための研修（中級編） 
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第13回全国校区・小地域 

福祉活動サミット 

inさやま 

令和 2年 1月 25日(土)

～26日（日）／ 

埼玉県狭山市 

・全国の小地域福祉活動の取り組み 

 事例を学ぶための研修 

・実践者同士の交流の機会 

 

 

 

 

〔その他〕受託事業・指定管理事業  [18,837,493円]                 

 

１．受託事業 [3,482,126円] 

（1）配食サービス事業 [1,616,426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 34日 56人 1,488食 20人 6人 

潟東地区 48日 19人 815食 9人 13人 

 

＜参考：平成30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 39人 1,424食 20人 6人 

潟東地区 50日 19人 937食 12人 13人 

 

（2） 生きがい対応型通所事業 [1,865,700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。しかし、新

潟市の意向により地域の茶の間事業へと転換していく観点から、年度末をもって事業の受託

を廃止しました。 

 ＜利用実績＞ 

会  場 開設曜日 開設日数 延べ利用者数 

新潟市潟東ゆう学館 火・金 89日 428人 
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＜参考：平成30年度＞ 

会  場 開設曜日 開設日数 延べ利用者数 

新潟市潟東ゆう学館 
火・水・金（4月～9月） 

 火・金（10月～3月） 
126日 659人 

※10月から行政と協議の上、週3日から週2日に変更いたしました。 

 

 

２.指定管理者制度 [15,355,367円] 

（1）巻ふれあい福祉センターの管理運営 [15,355,367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 

巻ふれあい福祉センター 360日 30,369人 

 

＜参考：平成30年度＞ 

センター名 開催日数 延べ利用者数 

巻ふれあい福祉センター 359日 33,320人 

 

 

 

 

〔その他〕関係機関との連携・参画、その他事業                

（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＞ 

令和元年度契約件数 総契約件数 生活支援員数 

4件 18件 16名 

 

＜参考：平成30年度＞ 

平成30年度契約件数 総契約件数 生活支援員数 

3件 15件 15名 
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（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。 

〇西蒲区民生委員児童委員会長連絡会    11回 

〇地区民生委員児童委員定例会 各地区   11回 

〇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あ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 

R1 H30 

岩 室 地 区   4件  4件 

巻 地 区   11件  11件 

西 川 地 区   3件  3件 

潟 東 地 区   3件  3件 

中之口地区  4件  4件 

 

（4）岩室あなぐま芸術祭への参画 

【実施目的・内容】 

障がいのある方等が作成したアートを温泉街に展示し、作者の生命を感じ多様性の享受 

や思いやりを育むことを目指して、実行委員会に参画しました。 

開催日／会場／参加者 内  容 

・令和元年9月14日（土）～29日（日） 

・岩室観光施設いわむろや、岩室温泉街 

岩室温泉街、お寺等に障がいのある方

等が作成したアートを展示 

障がい者施設でのファッションショー 

 

（5）福祉バス運行事業 

【実施目的・内容】 

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ました。しかし、車輌の老朽化等により事業継続していく

うえでの安全性確保が難しくなったため、年度末をもって事業を廃止しました。 

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 30回 604人 
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＜参考：平成30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 30回 617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 

令和元年６月１４日（金） 巻まつり民謡流しへの参加 22人 

平成元年８月２４日（土） 駅南振興祭への参加 4人 

平成元年８月２３日（金） 西川まつり民謡流しへの参加 17人 

 


