
各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、
さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
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平成30年度

事業・決算報告

※本誌は西蒲区社会福祉協議会の活動内容や地域の情報を伝え、提供する福祉サービスの利用を促進するため、
　新潟市西蒲区の自治会を通じて配布されています。



＜事業実施概要＞
　西蒲区社会福祉協議会では、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、あらゆ
る方が自ら進んで社会参加し、意欲と能力を発揮し、各地域で、地域の支
えあい助けあいの仕組みづくりが取り組めるよう、人材育成や活躍できる
場の構築を進めるためボランティアの育成に努めるとともに様々な事業を
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、新規取り組みの地域共生型あぐり事業では、地域福祉の取り組み
の中で表面化した地域課題に対し、地域住民・地元企業や専門職等による
異業種参加型ワーキンググループを立ち上げ、シニア世代の生きがいの
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な
どの効果を期待し、農作業を取り入れた多機能型拠点を整備しました。

平成30年度　事業報告・決算報告

＜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
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
3．住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの
　 推進
4．地域住民に信頼され、安定した法人経営

令和元年度事業計画

○区社協を総合相談窓口とし、地域生活における様々な
課題を「丸ごと」受け止める体制整備を図るため、コミュ
ニティソーシャルワーカー（CSW）を全区社協に配置
し、多問題を抱える世帯や若者の引きこもりなどの解
決に向けた個別支援を行いました。平成30年度は大幅
に相談件数が増加し、相談内容に応じＣＳＷにつなぎ個
別支援・地域支援の具体的な実践を行いました。
○ボランティア活動への参加のきっかけづくりを目的に、
「ボランティア講座」や若年層を対象とした「サマーチャ
レンジボランティア」を開催し、地域福祉活動の担い手
の育成に取り組みました。
○子どもの安心できる放課後の居場所づくりのため、放
課後児童クラブを運営する他団体とのネットワークを
活用し、情報交換会や研修会を開催し、支援員の資質
向上及び連携強化を図りました。また、子ども食堂の持
続可能な活動のために情報交換会を開催し、運営に関
する課題の共有や意見交換を行いました。

平成30年度事業報告

会費収入等
12,718,347

平成30年度決算
資産の部

事業区分 収　　入

金　　額
流動資産
固定資産
•基本財産
•その他固定資産

資産の部合計

社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

支　　出
4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

差　　異
0
0
ー
0

負債の部

純資産の部

流動負債
固定負債
負債の部合計

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

963,860,333

430,379,386
1,652,320,442

3,046,560,161

金　　額

金　　額

634,290,058
560,150,943
1,194,441,001

18,150,000
1,491,390,173
32,173,507
310,405,480
1,852,119,160
3,046,560,161
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借
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照
表

資
金
収
支
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（単位：円）

（単位：円）

※平成30年度事業報告及び決算の詳細は、新潟市社会福祉協議会ホームページ（http://www.syakyo-niigatacity.or.jp）に掲載しています。

西蒲区社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

収入合計
33,431,808
（単位:円）

出資合計
33,431,808
（単位:円）

公益事業
16,832,162

市区町村受託金
17,989,500

事業収入
906,848

社会福祉事業
16,599,646

補助金
1,817,113

支出計
4,902,881
（単位:千円）

介護事業
人件費
支出

36.2％

受託事業等
人件費支出
28.7％

事業費
支出
21.3％

その他支出　1.9％
助成金支出　1.6％

事務費支出　1.9％

法人運営
人件費支出
8.5％

収入計
4,902,881
（単位:千円）

介護保険
事業収入
33.8％

受託金収入
33.9％

新潟市等からの
補助金収入
12.1％

その他収入
3.2％

会費収入　1.7％

共同募金配分金収入
1.2％

事業収入　3.7％

障害福祉
サービス等事業収入
10.5％

3にしかんく社協だより

イベント・講座

西蒲区社会福祉協議会  役員名簿（任期：令和元年６月１日～令和３年５月３１日）

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

学識経験者

中之口地区社会福祉協議会

岩室地域社会福祉協議会

巻地区社会福祉協議会

西川地区社会福祉協議会

潟東地区社会福祉協議会

巻地区まちづくり協議会

漆山地域コミュニティ協議会

真島　福一

田村　光治

神保　達雄

渡辺　泰雄

山﨑　　惇

小林　信雄

若林　　馨

樋口　清隆

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

角田地区コミュニティ協議会

峰岡地区コミュニティ協議会

松野尾地域コミュニティ協議会

西川地域コミュニティ協議会

岩室地域コミュニティ協議会

潟東地域コミュニティ協議会

中之口地区コミュニティ協議会

巻東地区民生委員児童委員協議会

村井　正由

長井　正雄

渡辺　泰雄

笠井健一郎

沖野　　一

佐藤　正昭

渡邉　正明

亀山　　裕

役職名 団体名 役　員 役職名 団体名 役　員

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

岩室地区民生委員児童委員協議会

西蒲区老人クラブ連合会

特老「花見の里」ボランティア

地域包括支援センター西川

西蒲区健康福祉課

中之口地区社会福祉協議会

潟東地区社会福祉協議会

福島　　實

土田　正栄

五十嵐正子

小林　祐介

堀内　正徳

杉山　和一

池浦　周英

役職名 団体名 役　員

　去る５月２４日に西蒲区社会福祉協議会の役員会が開催され各地区と団体から推薦を受けて役員が承認されましたのでご紹介い
たします。
　区社協会長は真島 福一（学識経験者）、副会長は田村 光治（中之口地区社協）、神保 達雄（岩室地域社協）が就任いたしました。

第2回「包丁研ぎ講座」
9/27(金) 13時～15時半

　これまで何か始めてみたいと思っていた方、ご自分の興味
のあることをきっかけに一歩踏み出してみませんか？全４回
講座。（1回目は終了しました）1回だけの参加でも可。各講
座定員15名（先着順）

地域活動で必要とされる“会話力”。会話において大切なのは
“聴く力”です。この講座では“聴く”ということ、上手な“聴き方”
などを学びます。

講師：波多野聖四郎さん（グリーン友の会）
　　  阿部忠明さん（男性シニアOB）
会場：松野尾（参加申し込み者に後日詳細を案内します）
※ご自宅の包丁を1～2本お持ちください。砥石は不要です。

会場：巻ふれあい福祉センター「304・305会議室」
　　  (西蒲区巻甲4363番地)
講師：NPO法人こころネットワーク　遠藤 道子 氏
申込：お電話で 0256-73-3565
　　  西蒲区ボランティア・市民活動センターへ
定員：20名(先着)　申込〆切：9月27日(金)

申込：お電話で 0256-73-3565
　　  西蒲区ボランティア・市民活動センターへ

第3回「日曜大工講座」
10/24(木) 13時～15時半

午前の部
「男性料理講座～男飯(おとこめし)なじらね～」

講師：菅井憲秀さん（男性シニアOB）
　　  小林　敦さん（男性シニアOB）
　　 何を作るかは当日までのお楽しみ！
会場：松野尾（参加申し込み者に後日詳細を案内します）

参加費：500円（材料費・当日会場にて集金します）
会場：角田コミュニティセンター

講師：岩崎典子さん（ライフパートナーかくだ山）

午後の部
「身体をケアするヨガ教室」
講師：渡辺佳子さん（Bharatiバラティ）

日時　第1回 10月  4日（金）13：30～15：30
　　　第2回 10月18日（金）13：30～16：00

会場：岩室温泉観光施設　いわむろや
住所：西蒲区岩室温泉96-1
主催：岩室地域社会福祉協議会、岩室温泉観光協会

～皆さまのご協力をお願いいたします～
［問合せ］西蒲区ボランティア・市民活動センター

TEL:0256-73-3565

日時　8月25日(日)10:00～18:00

　誰でも気軽に来て好
きなように過ごせる居
場所marugo-to(まる
ごーと)も、令和元年５月
２７日に1周年を迎え記
念イベントを開催しまし
た。当日は40名以上の

方にお集まりいただき、燻製作りに挑戦したり、手作りのピ
ザ釜でピザを焼いたりと楽しいひとときを過ごしました。

第4回「男性料理＆ヨガ講座」
11/15(金) 10時～15時

男性限定！男性シニア応援講座 傾聴講座～はじめの一歩は聴くことから～

「愛は地球を救う」チャリティ募金開催のお知らせ

marugo-to1周年記念イベント

2 にしかんく社協だより



＜事業実施概要＞
　西蒲区社会福祉協議会では、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、あらゆ
る方が自ら進んで社会参加し、意欲と能力を発揮し、各地域で、地域の支
えあい助けあいの仕組みづくりが取り組めるよう、人材育成や活躍できる
場の構築を進めるためボランティアの育成に努めるとともに様々な事業を
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、新規取り組みの地域共生型あぐり事業では、地域福祉の取り組み
の中で表面化した地域課題に対し、地域住民・地元企業や専門職等による
異業種参加型ワーキンググループを立ち上げ、シニア世代の生きがいの
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な
どの効果を期待し、農作業を取り入れた多機能型拠点を整備しました。

平成30年度　事業報告・決算報告

＜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
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
3．住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの
　 推進
4．地域住民に信頼され、安定した法人経営

令和元年度事業計画

○区社協を総合相談窓口とし、地域生活における様々な
課題を「丸ごと」受け止める体制整備を図るため、コミュ
ニティソーシャルワーカー（CSW）を全区社協に配置
し、多問題を抱える世帯や若者の引きこもりなどの解
決に向けた個別支援を行いました。平成30年度は大幅
に相談件数が増加し、相談内容に応じＣＳＷにつなぎ個
別支援・地域支援の具体的な実践を行いました。
○ボランティア活動への参加のきっかけづくりを目的に、
「ボランティア講座」や若年層を対象とした「サマーチャ
レンジボランティア」を開催し、地域福祉活動の担い手
の育成に取り組みました。
○子どもの安心できる放課後の居場所づくりのため、放
課後児童クラブを運営する他団体とのネットワークを
活用し、情報交換会や研修会を開催し、支援員の資質
向上及び連携強化を図りました。また、子ども食堂の持
続可能な活動のために情報交換会を開催し、運営に関
する課題の共有や意見交換を行いました。

平成30年度事業報告

会費収入等
12,718,347

平成30年度決算
資産の部

事業区分 収　　入

金　　額
流動資産
固定資産
•基本財産
•その他固定資産

資産の部合計

社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

支　　出
4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

差　　異
0
0
ー
0

負債の部

純資産の部

流動負債
固定負債
負債の部合計

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

963,860,333

430,379,386
1,652,320,442

3,046,560,161

金　　額

金　　額

634,290,058
560,150,943
1,194,441,001

18,150,000
1,491,390,173
32,173,507
310,405,480
1,852,119,160
3,046,560,161
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（単位：円）

（単位：円）

※平成30年度事業報告及び決算の詳細は、新潟市社会福祉協議会ホームページ（http://www.syakyo-niigatacity.or.jp）に掲載しています。

西蒲区社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

収入合計
33,431,808
（単位:円）

出資合計
33,431,808
（単位:円）

公益事業
16,832,162

市区町村受託金
17,989,500

事業収入
906,848

社会福祉事業
16,599,646

補助金
1,817,113

支出計
4,902,881
（単位:千円）

介護事業
人件費
支出

36.2％

受託事業等
人件費支出
28.7％

事業費
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その他支出　1.9％
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法人運営
人件費支出
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収入計
4,902,881
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介護保険
事業収入
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33.9％

新潟市等からの
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12.1％

その他収入
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共同募金配分金収入
1.2％

事業収入　3.7％

障害福祉
サービス等事業収入
10.5％
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イベント・講座

西蒲区社会福祉協議会  役員名簿（任期：令和元年６月１日～令和３年５月３１日）

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

学識経験者

中之口地区社会福祉協議会

岩室地域社会福祉協議会

巻地区社会福祉協議会

西川地区社会福祉協議会

潟東地区社会福祉協議会

巻地区まちづくり協議会

漆山地域コミュニティ協議会

真島　福一

田村　光治

神保　達雄

渡辺　泰雄

山﨑　　惇

小林　信雄

若林　　馨

樋口　清隆

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

角田地区コミュニティ協議会

峰岡地区コミュニティ協議会

松野尾地域コミュニティ協議会

西川地域コミュニティ協議会

岩室地域コミュニティ協議会

潟東地域コミュニティ協議会

中之口地区コミュニティ協議会

巻東地区民生委員児童委員協議会

村井　正由

長井　正雄

渡辺　泰雄

笠井健一郎

沖野　　一

佐藤　正昭

渡邉　正明

亀山　　裕

役職名 団体名 役　員 役職名 団体名 役　員

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

岩室地区民生委員児童委員協議会

西蒲区老人クラブ連合会

特老「花見の里」ボランティア

地域包括支援センター西川

西蒲区健康福祉課

中之口地区社会福祉協議会

潟東地区社会福祉協議会

福島　　實

土田　正栄

五十嵐正子

小林　祐介

堀内　正徳

杉山　和一

池浦　周英

役職名 団体名 役　員

　去る５月２４日に西蒲区社会福祉協議会の役員会が開催され各地区と団体から推薦を受けて役員が承認されましたのでご紹介い
たします。
　区社協会長は真島 福一（学識経験者）、副会長は田村 光治（中之口地区社協）、神保 達雄（岩室地域社協）が就任いたしました。

第2回「包丁研ぎ講座」
9/27(金) 13時～15時半

　これまで何か始めてみたいと思っていた方、ご自分の興味
のあることをきっかけに一歩踏み出してみませんか？全４回
講座。（1回目は終了しました）1回だけの参加でも可。各講
座定員15名（先着順）

地域活動で必要とされる“会話力”。会話において大切なのは
“聴く力”です。この講座では“聴く”ということ、上手な“聴き方”
などを学びます。

講師：波多野聖四郎さん（グリーン友の会）
　　  阿部忠明さん（男性シニアOB）
会場：松野尾（参加申し込み者に後日詳細を案内します）
※ご自宅の包丁を1～2本お持ちください。砥石は不要です。

会場：巻ふれあい福祉センター「304・305会議室」
　　  (西蒲区巻甲4363番地)
講師：NPO法人こころネットワーク　遠藤 道子 氏
申込：お電話で 0256-73-3565
　　  西蒲区ボランティア・市民活動センターへ
定員：20名(先着)　申込〆切：9月27日(金)

申込：お電話で 0256-73-3565
　　  西蒲区ボランティア・市民活動センターへ

第3回「日曜大工講座」
10/24(木) 13時～15時半

午前の部
「男性料理講座～男飯(おとこめし)なじらね～」

講師：菅井憲秀さん（男性シニアOB）
　　  小林　敦さん（男性シニアOB）
　　 何を作るかは当日までのお楽しみ！
会場：松野尾（参加申し込み者に後日詳細を案内します）

参加費：500円（材料費・当日会場にて集金します）
会場：角田コミュニティセンター

講師：岩崎典子さん（ライフパートナーかくだ山）

午後の部
「身体をケアするヨガ教室」
講師：渡辺佳子さん（Bharatiバラティ）

日時　第1回 10月  4日（金）13：30～15：30
　　　第2回 10月18日（金）13：30～16：00

会場：岩室温泉観光施設　いわむろや
住所：西蒲区岩室温泉96-1
主催：岩室地域社会福祉協議会、岩室温泉観光協会

～皆さまのご協力をお願いいたします～
［問合せ］西蒲区ボランティア・市民活動センター

TEL:0256-73-3565

日時　8月25日(日)10:00～18:00

　誰でも気軽に来て好
きなように過ごせる居
場所marugo-to(まる
ごーと)も、令和元年５月
２７日に1周年を迎え記
念イベントを開催しまし
た。当日は40名以上の

方にお集まりいただき、燻製作りに挑戦したり、手作りのピ
ザ釜でピザを焼いたりと楽しいひとときを過ごしました。

第4回「男性料理＆ヨガ講座」
11/15(金) 10時～15時

男性限定！男性シニア応援講座 傾聴講座～はじめの一歩は聴くことから～

「愛は地球を救う」チャリティ募金開催のお知らせ

marugo-to1周年記念イベント

2 にしかんく社協だより



「にしかんく社協だより」ではより親しみやすい広
報紙を目指しています。本誌（4月１日発行予定）
で満３歳までのお子さまの表紙写真を募集します。

にしかんく社協だより
表紙写真大募集!!

※写真は1,200万画素以上のデジタル画像のみ。
※データサイズ約4MB。（データ形式によって異なります）

対　 象
区内に住所を有する
満３歳までのお子さま

申込方法
西蒲区社会福祉協議会

（巻ふれあい福祉センター１階）
窓口に、使用するデジタル画像を
USB等で直接お持ちください。

《注意》●掲載写真の選考は当会で行い、全ての権利は当会に属しま
す。●掲載されない場合もございますので予めご了承ください。●応
募写真は返却いたしません。●撮影した人物に関する責任はすべて応
募者に属するものとします。●本誌は当会HPでも公開いたします。●
お子さまのお名前を掲載いたしますのであらかじめご了承ください。

西蒲区　社協 検 索検 索地域の情報盛りだくさん！ 是非、ご覧ください☆★ 新潟市社協の運営費の一部は、新潟市
からの補助金交付を受けています。ホームページホームページホームページホームページ

潟東・中之口
介護支援センター
〒953-0505　西蒲区三方3番地
（潟東体育館となり）
電話：0256-70-5167
西蒲区巻
介護支援センター
〒953-0041　西蒲区巻甲4363番地
（巻ふれあい福祉センター内）
電話：0256-73-7050

表紙は巻地区にお住まいの

友香ちゃん（2才）
ゆう か

お気に入りの
ベストショットを
表紙に!!

　４月１日付にて、西蒲区社会福
祉協議会に異動して参りました
五十嵐と申します。
　現在、西区内に在住しており、
毎日ＪＲの車窓から若穂の成長と
角田山の壮大な勇姿を楽しみな
がら、清々しい気分で通勤して
おります。
　私は、平成１９年に各区社会福

祉協議会が創設されてから区社会福祉協議会への異動
は３箇所目になりますが、各区の特性に相違があると感
じています。早く西蒲区の地域性や住民ニーズを把握、
理解したうえで、業務に専念したいと考えております。
　どうぞ、自慢になりませんが私の顔と名前を覚えてい
ただきたくお願いいたしますとともに、併せて当会への
ご理解、ご支援、ご協力も賜りたく重ねてお願い申しあ
げます。

職員紹介

西蒲区社会福祉協議会

五十嵐　章浩
い　  か 　らし　　　ゆき  ひろ

　４月より西蒲区訪問介護
センターに配属になりまし
た、宮崎と申します。どう
ぞ、宜しくお願い致します。
中央区中央第２訪問介護
センターより、異動して参
りました。
　初めて西蒲区で仕事さ
せて頂きますので、全く右

も左も分からない状態です。角田山と弥彦山を目
印に動く事を同僚から教えてもらい、お客様から
は「冬がなければ、本当にいい所ですよ」と教えて
頂きました。今は、きれいな田んぼと弥彦山や角田
山を眺めながら通勤し、夕日を見ながら帰宅する
事が楽しみになっています。冬までに西蒲区の素
晴らしい所をなるべくたくさん見つけられる様、訪
問に出掛けていきたいと思っています。

西蒲区訪問介護センター

宮崎　礼子
みや ざき　　　れい　こ

善意のご寄付
ありがとう
ございます！

（平成31年2月1日～令和元年6月20日）

西蒲区内の福祉事業や福祉活動に
活用させていただきます。

寄付者氏名 寄付金額

敬称略・順不同

匿名
匿名
越 ひかり
ミュージックオフィス
越後西川
ライオンズクラブ
西川文化協会
鎧郷小学校
昭和21年度卒業生一同

100,000円
100,000円

69,368円

90,000円
45,458円

33,000円

1 一般会費 1世帯・・・・・・・・500円

2 賛助会費 企業等・・・5，000円 （年会費：1口分）
 団体等・・・2，000円 〃

　西蒲区社会福祉協議会では、地域福祉を推進するため、毎年8月
から9月にかけて会費の募集を行っております。
　皆様からいただいた会費は、西蒲区内の小さなお子さまからお年
寄りの方々までが、住み慣れた地域で安心して笑顔で暮らせるまち
づくりと地域の福祉の充実のために活用させていただきます。
　活動の趣旨をご理解いただき、本年度もご協力を
お願いいたします。

介護支援専門員（ケアマネージャー）が丁寧に対応致します。窓口、電話等、いずれの方
法でも受付しております。ご自宅まで担当員が訪問し、お話しを伺うこともできます。

登録ヘルパー募集!!

「介護のお悩み」 私たちにご相談ください

１週間に１時間でも勤務可能です。

＜お問い合わせ＞
社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会
在宅福祉推進室　担当：竹石・丸山

電話：０２５‐２４８‐６２８２

給与　　時給１,１１０円～　（＋処遇改善金２６０円）
待遇　　本会規定に基づく各種手当あります。　 

※詳細は、お気軽にお問い合わせください。

子育て中の方も、安心して働けます !

会費納入のお願い会費納入のお願い

おばあちゃんの物忘れが
気になってきたのよ

介護の専門家から心配事に
ついて助言を聞いてみたいな

体調が悪くなり入院
してしまった。退院
後はどうしよう・・・

介護保険のことを聞いてみ
たい。どこに行けばよいの？

一人暮らしで家事
が大変になったわ 家のお風呂に入

ることができな
くなってしまった
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