
まきハレルヤ食堂まきハレルヤ食堂

子ども食堂すけんどん子ども食堂すけんどん

巻みんなの食堂巻みんなの食堂

おひさま子ども食堂おひさま子ども食堂

ふ だんの く らしを し あわせに

西蒲区のこども食堂
にしかんく社協だより

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推進するため、
新潟市西蒲区の自治町内会の協力を得て配布されています。

毎月第2土曜日／11：30～12：30
子ども１００円（高校生以下）
大人　２００円
住所／西蒲区巻甲１５８４

毎週日曜日／11：00～14：00（変更有）
小中学生１００円
高校生以上２００円
住所／西蒲区横曽根１４５３番地１

毎月第３日曜日／10：00～15：00
子ども１００円（駄菓子５０円券つき）
大人　３００円
住所／西蒲区巻甲4439番地１ 山本工務店ショールーム

※現在テイクアウトのみ

※現在テイクアウトのみ

毎月第4土曜日／17：00～19：00  住所／西蒲区曽根829 明誓寺

子ども100円　大人300円　視察者300円　未就学児無料　　　※現在休止中

心待ちにしてくれている人たちや、
　　地域の皆さまから支えられています。

西蒲区横曽根地域に建つ
　　築70年の古民家を改築した子ども食堂です。

子どもたちを真ん中にして、
　　食を通じたみんなの場づくりを目指します。
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特集
と　く　しゅう

あか は ね

きょうどう ぼ きん

じぶんの町を
良くするしくみ

「地域から孤立をなくそう～みんなが社会の一員と
して包み支えあうしくみづくり～」を全国共通助成
テーマに掲げ、社会福祉協議会等と連携しながら社
会的に孤立した人を支える仕組みづくりを共同募金
を通して進めています。

赤い羽根
共同募金

戸別や学校募金・街頭募金などで活動
共同募金は、あらかじめ地域
の福祉活動に必要な事業（目標
額＝集める額）を定めて募金活
動を行う「計画募金」であるとい
う特徴をもっています。

持続可能な目標「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すには、
一人ひとりの善意によるつながりが必要となります。共同募金を
財源としたいろいろな事業は、多くの皆さまに支えられて様々な
支援活動に役立てられています。

共同募金からはじまる
SDGsの実践まで

寄付者氏名 寄付金・寄付品

順不同

会員会費納入のお願い

保存可能な食品や生理用品も多くの皆さまからご寄付いただきました。

　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。

　皆さま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

りの方々が『つながり支えあい、みんなが健康で安心して暮らせるまち

づくり』をめざし、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。

❶ 一般会費　1世帯・・・５００円目安

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

おせち・配食支援に
使われます。

集まった募金の約７割は募金を
いただいた地域で使われます。 
残りの約３割は皆さまの住んで
いる地域を越えた広域的な課
題を解決するための活動に県
内の範囲で使われています。

ま 　ち

よ きょう どう ぼ きん

じっエス ディー ジー
ズ せん

ち

つつ ささ ぜん

かか しゃかい ふく し きょう ぎ かい とう れんけい しゃ

かい てき こ りつ ひと ささ し く きょうどう ぼ きん

とお すす

こくきょうつうじょ せい

いき こ りつ しゃ かい いち いん

じ ぞく か のう もくひょう だれ ひと り と のこ しゃ かい じつ げん め ざ

ひと り ぜん い ひつ よう きょうどう ぼ きん

じ ぎょう おお みな ささ さまざまざい げん

し えんかつどう やく だ

地域の見守り活動に使われます。

鈴木　久子　様
匿　　　名
匿　　　名
匿　　　名
匿　　　名
匿　　　名
西　光　会　様
越後西川ライオンズクラブ
会長　内山　竜　様
匿　　　名
匿　　　名

　　　　　　　　　切手　1,600円分
切手　1,092円分
120,000円　
2,000円　
72,200円　
15,768円　
100,000円　

90,000円　　
165円　

2,000円　

共同募金
ホームページ

子育て・ひとり親支援に使われます。

食品・日用品の配布物

施設・車両費や移動支援に使われます。

お互いさまで支え合
う支援活動に使われ

ます。

善意のご寄付
ありがとうございました！

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。
（令和4年2月1日～令和4年6月20日）



＜事業実施概要＞
　西蒲区社会福祉協議会では、令和3年度も新型コロナウイルス感染症等各種予防対
策の動向に注視し、新しい生活様式を取り入れながら、地域における人と人とのつなが
りや絆を絶やさぬよう、必要とされる事業や会議等を吟味しながら実践しました。
　特に、少子高齢化や人口減少を踏まえ、地域の支えあい助けあいのしくみづくり
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」を推進するため、各地縁組織と協議し、
次世代の担い手を目的とした地域福祉活動応援協力員の育成プログラムの実施や、
地域座談会の開催を呼びかけました。
　また、急激な地域社会の変化によって、自分らしく暮らすことが困難な課題を抱え
た方等への支援として、「生きづらさを抱えた方の支援事業」を住民サポーターの協
力を得ながら継続実施し、当事者居場所の開催、親の会運営支援の他、一般住民
に対し「生きづらさ」を身近にあるものとして「共感」を促すため、冊子を発行しました。
　さらに、広報活動の充実、会員会費の依頼を通じて、当会の理解促進に努めました。

令和３年度　事業報告・決算報告

令和3年度　予算

　新潟市社会福祉協議会の最上位計画である「新潟市社会福祉協議会福祉
ビジョン2021」の実現と基本目標の達成に向けて、本会の組織構成である３
つの部門（「地域福祉活動推進及び相談・権利擁護部門」「介護・生活支援
サービス部門」「法人経営部門」）ごとに、それぞれの分野のより具体的な取り
組みを示す「部門計画」を策定しました。
　令和４年度は、この「部門計画」の確実な推進に努めるとともに、部門を超え
た関わりと専門性の向上を図りながら「総合支援型社協」として、さらに他機
関などと連携し、多様な地域生活課題の解決に取り組みます。

令和４年度　事業計画

「新潟市社会福祉協議会福祉ビジョン2021」ビジョンと基本目標

　令和3年度は、「新潟市社会福祉協議会福祉ビジョン2021」の
初年度として、職員一人ひとりが職務の拠り所としながら、常にビ
ジョンの実現を意識した事業推進に努めてきました。
　新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見込まれないなか、本
会では、地域のつながりを断つことのないよう、地域住民や関係機
関とともに創意工夫を凝らして、地域福祉活動の新しい姿を模索し
ました。一方、生活するうえで直接的な支援が必要となる生活福祉
資金貸付制度や日常生活自立支援事業、介護保険事業などについ
ては、感染拡大予防対策を講じながら着実に実施してきました。
　また、職員がやりがいを持って働き続けることができる組織づく
りを目的に着手している「人事制度の見直し」については、給与規
程の改正や職員業務標準を制定し、職位や職名ごとの職務内容等
を明確化しました。本会が求める人材の育成、「働き・貢献」に見
合った公正な待遇の実現、さらなるモチベーション向上に向けた評
価制度の構築を目指し、引き続き進めていきます。

令和３年度　事業報告

令和3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

3,658,867,467
683,727,176
△ 4,176,765
4,338,417,878

支　　出
3,695,285,507
677,988,254
△ 4,176,765
4,369,096,996

差　　異
△36,418,040
5,738,922

0
△30,679,118

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

1,029,668,615

406,327,069
1,361,092,246

2,797,087,930

金　　額

金　　額

481,585,002
469,699,955
951,284,957

18,150,000
1,245,606,577
28,286,365
553,760,031
1,845,802,973
2,797,087,930

賃
借
対
照
表

資
金
収
支
報
告

（単位：円）

事業計画・予算及び事業報告・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/organization/business-plan）掲載

西蒲区社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

収入合計
32,561,685円

●当期資金収支差額（収入合計－支出合計）　
●前期末支払資金残高
●当期末支払資金残高

△ 1,525,325円
 4,663,676円
3,138,351円

支出合計
34,087,010円

収入

支出

収入合計
4,552,294千円

支出合計
4,610,928千円

※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。

（単位:円）

（単位:円）

収入

支出
２　基本目標

基本目標1　孤立を見逃さない地域づくり
基本目標2　ネットワークを活かした一人ひとりの困りごとの解決
基本目標３　信頼され、安定した法人経営

１　ビジョン
「支えあい、ともに笑顔で暮らすまち『にいがた』」

市区町村受託金
16,578,017

補助金
2,055,762

事業収入
697,700

会費収入等
13,230,206

地域福祉推進活動事業
7,732,502

見守り・生活支援事業
6,535,893

ボランティア・市民活動推進事業
695,831

広報・啓発活動事業
565,210

西蒲区
社協運営費
3,030,574

施設管理運営費
15,527,000

介護保険
事業収入
29.5％

受託金収入
38.2％

新潟市等からの
補助金収入
12.8％

障害福祉
サービス等事業収入
9.6％

その他収入　2.9％
共同募金配分金収入　1.4％

事業収入
3.9％

会費収入　1.7％

介護事業
人件費支出
31.5％

受託事業等
人件費支出
33.9％

事業費支出　21.3％

法人運営人件費支出
8.6％

その他支出　1.0％
助成金支出　1.7％事務費支出　2.2％



西蒲区社会福祉協議会・
西蒲区ボランティア市民活動センター
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4363番地
TEL：（0256）73-3356
FAX：（0256）73-4914
E-MAIL：ward-csw.nsk@syakyo-niigatacity.or.jp
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西蒲区社会福祉協議会
（ふれあい福祉センター　1F）

我が家の
NEW
ヒーロー!!

我が家の
NEW
ヒーロー!!

●問い合わせ
社会福祉法人新潟市社会福祉協議会  介護サービス課  管理係
電話／025-248-6282｠　担当／猪股

仕事の内容／ご利用者宅にて家事援助や身体介護を行うお仕事です。
時給／時給1,110円 + 介護職員処遇改善金　時間260円または30円（交通費別途）
資格／介護福祉士又は介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
勤務地／西蒲区訪問介護センター：新潟市西蒲区巻甲4363番地　巻ふれあい福祉センター内
勤務時間・休日／相談に応じます。

登録ホームヘルパー募集

西蒲区社会福祉協議会では、悩みや不安などさまざまな「生きづらさ」を抱えた方の居場所を開催しています

無料出張相談会 ※要予約

●生活困窮に関する相談会
●障がいに関する相談会
●就労に関する相談会
●ひきこもりに関する相談会

新潟市パーソナルサポートセンター
新潟市障がい者基幹相談支援センター西
新潟地域若者サポートステーション
新潟市ひきこもり相談支援センター

7月13日(水) 13：30 ～ 16：00
7月27日(水) 13：30 ～ 16：00
8月10日(水) 13：30 ～ 16：00
8月24日(水) 13：30 ～ 16：00

様々な背景・理由によって生じている「生きづらさ」に対し、marugo-to home 開催日に
各種専門機関の方による相談会を開催します。

こんな方を
募集しています

西蒲区近辺にお住いで介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）を修了された方
空いている時間を活かして、西蒲区内でお仕事をしたい方
子育て中・家族の介護中の方、週1回からでも歓迎です！
未経験の方も歓迎です！

■
■
■
■

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

どこに相談したらいいんだろう…？ そんなときは西蒲区社協にご連絡ください。
日々暮らしていると、いろいろな悩み・心配ごとに遭遇します。「この心配ごとはどこに相談した
らいいんだろう・・・？」そんなときは、西蒲区社協を思い出してください。お話を聴いて、皆さま
といっしょに考え、必要に応じて関係機関につなぎます。民生委員さんなどが相談を受け付け
る心配ごと相談所も開設しています。西蒲区社協は少人数の職員で運営していますが、様々な
ネットワークがありますので、お力になれることがあると思います。お電話をお待ちしています！

所在地 ： 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4363番地　巻ふれあい福祉センター1階

居場所・出張相談の会場は巻ふれあい福祉センターになります。
お申込み・お問合せは西蒲区社会福祉協議会（0256-73-3356）までお気軽にご連絡ください。

●西蒲区社会福祉協議会／電話　0256-73-3356 （月）～（金）　8：30～17：15
　　　　　　　　　　　　E-MAIL　ward-csw.nsk@syakyo-niigatacity.or.jp
●心 配 ご と 相 談 所／電話　0256-73-3356 （木）　　　　9：00～12：00

marugo-to home
毎月第2・第4水曜日 14：00～16：00

誰も（まるごと）が安心して過ごせる第二の居場所(家＝HOME)です。

marugo-to home 女子会
奇数月第3水曜日 14：00～16：00

女性を対象とした居場所です。男性の目を気にせずに
交流したい方はお問合せください。

marugo-to home ぷち居場所
8月17日(水) 14：00～16：00

ひきこもり当事者(経験者含)を対象とした居場所です。

まるまるの会
偶数月の第２月曜日 13：30～15：30

自分と同じような悩みを抱えている仲間と出会い、話を聴いたり
話したりしていく、生きづらさを抱えた方の親の会です。

資格のない方でも
ご相談ください！

巻地区にお住まい

水澤  咲翔 くん
令和３年１１月１７日生 （撮影時６カ月）

巻地区にお住まい

水澤  咲翔 くん
令和３年１１月１７日生 （撮影時６カ月）

みず  さわ　　しょう  とみず  さわ　　しょう  と


