
特集
「コロナに負けない」
今、私たちができること。
　コロナと向き合い、
　　日常生活をとりもどす。 西蒲区　社協 検 索検 索

ホームページが
リニューアル！

地域の情報が盛りだくさん!!
ぜひ、ご覧ください☆★

https://niigatanishikanku-syakyo.jp/

7月1日よりFacebookがはじまりました。
携帯でも見れることになりました。

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。

にしかんく社協だより
西蒲区社会福祉協議会

第38号 令和2年8月吉日発行

※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。
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新しい生活様式を取り入れた日常生活とは？新しい生活様式を取り入れた日常生活とは？

　「こういう風に生活しなさい」ということではなく、感染予防・拡大防止のために「こういう風な
生活を心がけましょう」というお話です。
　その場の状況や環境に応じて十分な距離を確保できる場合は、マスクを外すなど、熱中症予防の行動も意識
しつつ、守れる部分は守り、無理な部分は諦める。そういう”柔軟な対応”がこれからは大事になってきます。
　自分だけでなく、あなたの大切な人を守るためにも、出来ることから無理のない範囲で
新しい生活様式を取り入れていきましょう。
　地域の見守り活動や地域の茶の間運営を進める際の注意事項をご紹介いたします。

まずは…
新型コロナウイルス感染症による事態は、誰もが当事者であり、多かれ少なかれ、感染のリスクや自分が広
げてしまうかもしれないという不安を感じている方もいることでしょう。活動者の方は、まず自分の暮らしを
第一に、焦らず無理をしないようにしてください。

さいごに…
　先がみえづらく、活動に対する不安もあるかと思いますが、何かしらの希望が見出せるように社会福祉協
議会に相談したり、他地域・他団体の取組み情報を聞くことも一つです。
　また、改めて人と人とが気にかけ合う心やこれまでつみ重ねてきた活動への思いを再確認しつつ、さまざ
まなアイディアを出し合い、共有して、新たなつながり方を作っていきましょう。

保存版
令和2年8月

地域の見守り活動を行う際の注意事項

訪問前後訪問前後 訪問時訪問時
●体調管理(発熱や体調不良時は外出しない)
●マスクを正しく装着する
●手洗いうがい(帰宅後すぐに石けん手洗い)

訪問先の方が体調不良だったら？訪問先の方が体調不良だったら？

●アルコールで手指消毒(訪問先のブザーに触
　れる直前と訪問後すぐに)
●屋外で会話を(お互いに手を伸ばして当たら
　ない距離(１m以上)を保ち、15分以内で終える)

相談先：帰国者・接触者相談センター　TEL.０２５-２１２-８１９４
　　　　聴覚に障がいのある方は　　 FAX.０２５-２４６-５６７２
　　　　　　　　　　　　　　　　　（９時～17時　土日祝日受付）

▶息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
▶重症化しやすい方（高齢者・糖尿病・心不全・呼吸器疾患などの基礎疾患
　のある方・妊婦の方）で、発熱や咳などの比較的軽い症状がある場合
▶上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

●受診相談の目安　かかりつけ医に電話でご相談下さい。

生きづらさを抱えた方へ総合的なサポートを行います生きづらさを抱えた方へ総合的なサポートを行います
令和2年度　新規事業　生きづらさを抱えた方への支援事業スタート

　この事業では、現代の少子高齢化や働き方の多様化など急激に進んだ社会構造の変化により、自分らしく生きることができ
ず「生きづらさ」を抱え悩んでいる方に対し、様々な公的機関と連携することで総合的にサポートを行います。
　個性を認め合い、個性を生かした活躍ができる、苦しい時に助けを求めることのできる、苦しければ安心して休養することの
できる地域づくりを目的としています。

お困りごと抱えていませんか？「誰に相談したらよいか分からない…」生活に関する困りごと、まず
はご相談ください。来所相談の他、訪問等の対応もしています。お気軽にご相談ください。西蒲区
社会福祉協議会は様々な関係機関と協力し、困りごとの解決を目指します。

当事者支援当事者支援出張相談会

●生活困窮に関する相談 ：   ８月１２日  新潟市パーソナルサポートセンター
●就職活動に関する相談 ：   ９月  ９日  新潟地域若者サポートステーション
●ひきこもりに関する相談 ： １０月１４日  新潟市ひきこもり相談支援センター
●障がいに関する相談 ： １１月１１日  新潟市障がい者基幹相談支援センター西

居場所・
活躍の場作り●「marugo-to home(まるごーとほーむ)」

働きたいけど不安…何かしたいけど自信がない…誰もが活躍できる活動

●「靴磨きプロジェクト」
地域の皆様から靴を磨いてほしい方を募り、一足３００円で靴磨きを行います。
靴磨きを通じて社会参加を行う取り組みです。売上の３００円についてはお手伝いいただいた方にお渡しします。

親セミナー

　８月１日(土)
　ニートやひきこもり状態にある方のご家族やお困りの方
に対するお手伝いをしたい方を対象に「家族と考えるニー
ト・ひきこもりセミナー」を開催します。

※あくまでも６月時点での計画(予定)になります。今後各種相談や
セミナー等について変更になる可能性がありますのでご了承くだ
さい。新しい情報については当会ホームページやFacebook等で
お知らせします。詳しい内容については西蒲区社会福祉協議会ま
でお問合せください。

生きづらさを抱えた方のための居場所

家族支援家族支援

講演会

　長岡崇徳大学の斎藤まさ子教授を
お招きし、講演会を開催します。

ひきこもり等の生きづらさを
正しく理解するための講演会

住民啓発住民啓発

まるごと
サポーター

　親や親族、専門職ではない立場
を活かし、当事者に寄り添い、応援
してくださる方を募集します。
　仮称：まるごとサポーター養成研修を開催予定。

住民の皆様の得意を活かし
困りごとを抱えた方を
一緒に応援

サポーター養成サポーター養成

※相談から支援にあたり費用は一切かかりません。

西蒲区社協にさまざまな分野の専門職から来ていただき、
相談会を実施します。

（新潟地域若者サポートステーションと共催）

2 にしかんく社協だより
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＜事業実施概要＞
　西蒲区社会福祉協議会では、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・生きがいを持っていきい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」を推進いたしました。
　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ち上げた他、
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福祉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、当会の抱える課
題に対して検討いたしました。

令和元年度　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2年度事業計画

　2019年度事業の推進にあたっては、計画策定時に基
本的視点とした、地域福祉推進活動の新たな担い手の発
掘・育成、コミュニティソーシャルワーク機能の強化、地域
からの信頼や経営基盤の確保を念頭に、本会総合計画第
3次実施計画の着実な遂行に取り組みました。
　また、昨年度多発した大型台風災害において、現地の
災害ボランティアセンター運営支援に職員の派遣や、ボ
ランティアバスを運行し市民とともに被災地支援にあた
りました。
　年度終盤の新型ウイルス感染症対策では、不特定多数
との接触回避や行動範囲の制限が要請されたことを受
け、本会でも対面での支援ではないこれまでとは異なる
新たな支え合いの仕組みづくりに取り組みました。

2019年度事業報告

2019年度決算
資産の部

会計名 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

4,070,898,006
749,381,809
△ 38,754,638
4,781,525,177

支　　出
4,070,898,006
749,381,809
△ 38,754,638
4,781,525,177

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

822,800,045

422,024,978
1,544,588,202

2,789,413,225

金　　額

金　　額

490,261,426
539,177,854
1,029,439,280

18,150,000
1,411,856,843
30,541,803
299,425,299
1,759,973,945
2,789,413,225

賃
借
対
照
表

資
金
収
支
報
告

（単位：円）

※2019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。

介護事業
人件費支出
33.7％

受託事業等
人件費支出
30.1％

事業費
支出
20.5％

法人運営
人件費支出
9.9％

西蒲区社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

支出合計
34,752,024
（単位:円）

収入合計
34,752,024
（単位:円）

市区町村受託金
18,694,026

公益事業
17,221,067

繰越金
476,833

社会福祉事業
17,054,124

補助金
1,907,460

事業収入
850,200

会費収入等
13,300,338

収入合計
4,826,392
（単位:千円）

支出計
4,826,392
（単位:千円）

その他支出　2.2％
助成金支出　1.6％

事務費支出　2.0％

介護保険
事業収入
30.3％

受託金収入
34.8％

新潟市
等からの
補助金収入
12.3％

障害福祉
サービス等
事業収入
10.0％

その他収入　5.6％
共同募金配分金収入　1.2％

事業収入
4.2％

会費収入
1.7％

※収入・支出割合で四捨五入の関係上、100％に
　ならない場合があります。
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《地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン自粛要請解除について》
令和２年６月１日以降、各団体様のご判断において開催が可能となりました。

開催については、運営ガイドラインを参考にしていただきますようお願い申し上げます。

新型コロナに負けない！
新しい生活様式を取り入れて

繋がろう西蒲区！

新型コロナに負けない！
新しい生活様式を取り入れて

繋がろう西蒲区！

ボランティア伝言版を開設しました!!ボランティア伝言版を開設しました!!

注 意
今年はマスクの着用により、体内に熱がこもりやすく熱中症のリスクが例年
以上に高まると予想されます！ 冷房や扇風機で室内の換気は出来ません。
感染予防のため、定期的に窓を開け換気してください。

　西蒲区社会福祉協議会のホームページにボランティア
伝言版を開設しました。

「ボランティアメンバーを募集したい。」
「こんなボランティアがあることを知ってほしい。」
「開催したボランティアの様子を公開したい。」など、
ボランティアに関する情報を掲載しませんか？

ご希望の方は
西蒲区社会福祉協議会ホームページのトップページから「ボランティア伝言版」をクリック！
入力フォームかFAXでお申し込みください。

～気持ちよくお茶飲みを楽しむための6箇条～～気持ちよくお茶飲みを楽しむための6箇条～
①体温測定、健康チェックをしよう。（風邪症状がある時は参加しない）
②手洗いは丁寧に。または、アルコールで手指消毒をしましょう。
③マスクの着用時は鼻と口を覆う。３密（密閉・密接・密集）を避けましょう。
④天気が良い日は時間を決めて、屋外で行うのもいいでしょう。
⑤紙コップやマイカップを使用したり、飲み物を持参しましょう。
⑥行動記録をつけましょう。（自身の行動を把握できます）



＜事業実施概要＞
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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」を推進いたしました。
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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福祉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、当会の抱える課
題に対して検討いたしました。

令和元年度　事業報告・決算報告
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（単位：円）

※2019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。
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　ならない場合があります。
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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

「にしかんく社協だより」ではより親しみや
すい広報誌を目指しています。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!!

介護事業所求人募集中！
『いつまでも家で暮らしたいを叶えるために…』

子育て中の方も、安心して働けます！
（お気軽に問い合わせください）

●時給1,400円／週に30時間程度

新潟市社会福祉協議会地域福祉課在宅事業運営係
電話：０２５‐２４８‐6282　担当：竹石

※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。

表紙は西川地区にお住まいの

笑菜ちゃん（2才）
え　な

お気に入りの
ベストショットを
表紙に!!

善意のご寄付

こどもが好きで、子育てを
応援したい方、募集しています！

ありがとうございました!
（令和２年3月1日～令和２年６月２５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
越後西川ライオンズクラブ

100,000円
100,000円
60,000円

毎週木曜日  午前９時から１２時まで
(祝日、年末年始はお休み)

電話相談もお受けしております。

電話：０２５６-７３-３３５６

西蒲区心配ごと相談所

巻ふれあい福祉センター相談室

①補助員

日 時

会 場

ひまわりクラブ支援員募集
こども達と楽しく働いてみませんか

労働などで昼間保護者がいない、小学校に就学している児童を
預かるひまわりクラブの支援員を募集します。

勤務日及び時間：月曜日～金曜日
１３：００～１８：３０のうち５時間

（小学校長期休業日は８時間勤務）
【募集人数】５名程度　【時給】９００円　【受験資格】不問

②土曜日登録短時間補助員
勤務日及び時間：毎週土曜日
８：００～１８：３０のうち５時間
（勤務時間はご相談ください）

【募集人数】５名程度　【時給】1,0５0円　【受験資格】不問

申し込み／市販の履歴書を、直接または郵送で
新潟市社会福祉協議会地域福祉課

（〒950-0909 新潟市中央区八千代１－３－１
電話：025-248-7167）へ

※①②の職員が休暇等取得の際の代替勤務として、
登録補助員（時給９００円）を若干名募集しています。

リハビリ職員募集 （デイサービス潟東）

●時給1,110円（+処遇改善金260円）※週に１回、１時間からでもできます。

登録ヘルパー募集 （訪問介護センター）

　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月にかけて会員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。孫に手がかからなくなった元気なシニアの皆さん、自宅で預かれるなら私に

も出来るかもとお考えのベテランママ、社会参加したい子育て中のお母さん
お問い合わせお待ちしております！！ 研修修了後から応援活動できます！

新潟市ファミリー・サポート・センター（通称ファミサポ）は、
こどもを預かる・送迎する子育て支援です。

会員会費納入のお願い会員会費納入のお願い

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 〃

「育児を応援してほしい人」と「応援したい人」を結びます。

研修会開催予定日　詳細は、新潟市社協HP

お問い合わせ先

●令和2年10月  6日（火）～  8日（木）基本研修
●令和2年10月15日（木）～16日（金）病児研修（基本研修修了した方）

新潟市ファミリー・サポート・センター
〒950-0909 新潟市中央区八千代1-3-1
（新潟市総合福祉会館内）
電話：025-248-7178　FAX：025-248-7179
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