
平成２５年度 江南区社会福祉協議会事業報告

概 要

「みんなで、ささえあい安心して暮らせるまち“江南区”」を目指して区民、

行政、社協との協働で策定した江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画「江南

区ふれあい・ささえあいプラン」の推進を図るとともに、新たに「高齢者等あ

んしん見守り活動事業」を通じて、各自治会・町内会、地区社協、コミ協、民

生委員児童委員、福祉施設や行政と連携・協働しながら、住民主体の地域福祉

活動の展開を図りました。

さらに、職員の地域担当制を実施し、コミュニティソーシャルワーカー（Ｃ

ＳＷ）を中心に地域に入り、個別ニーズや地域ニーズの把握に努め、各専門職

との連携を図りながら課題解決に向けた取り組みを行いました。

また、平成２７年度当初の区社協事務所の移転を控え、江南区における地域

福祉活動の拠点となるよう関係機関と充分協議を行い、区社協事務所の移転準

備を進めました。

１．地域福祉推進活動事業

地域住民同士のささえあいや、たすけあいの仕組みづくりが進むよう、地区社会

福祉協議会活動の活性化、地域コミュニティ協議会との連携・協働を図りました。

また、 地域における様々な福祉課題を把握し、その解決に向けた取り組みの行

  動計画（地域福祉活動計画）の実践に務めました。

２．見守り・生活支援事業の推進

地域住民による高齢者等の見守り・安否確認・生活支援を推進するため、

関係機関と連携しながら、自治会・町内会、地区社協、地域コミュニティ協

議会等との協働を図りました。

また、地域における多様な課題やニーズを受け止め、それに対応するため、

コミュニティソーシャルワーク（地域を基盤とした生活支援やたすけあい活動

の仕組みづくりと相談支援機能）の充実に努めました。

３．ボランティア・市民活動事業の推進

  住民の身近な相談窓口としてのボランティア・市民活動センター機能を強

化するとともに、各種講座を通して地域福祉活動を担う人材の育成、学校や

地域において住民一人ひとりが福祉に関心を持ち、お互いが地域でたすけあ

いながらよりよく暮らす共生力を育む福祉教育の推進を行いました。



４．広報・啓発活動事業の推進

  江南区社協の活動や地域福祉活動への関心を高めるため、機関紙の発行、

ホームページによる情報発信を積極的に行うとともに、イベント・講演会な

ど様々な機会を活用し、広報・啓発活動に努めました。

  また、住民一人ひとりが福祉に関心を持ち、地域の福祉課題の発見や共有、

解決に向けた取り組みができるよう意識の醸成を図るため、地域福祉推進

フォーラムを開催しました。

  

５．諸福祉活動の推進

新潟市老人福祉センター横雲荘の施設管理にあたり、安全で安心して利用し

ていただけるよう、適切かつ効率的な運営に努めました。

また、各種福祉団体・福祉施設等の連携強化を図るため、会議や諸事業に積

極的に参画しました。

６．組織体制及び財政基盤の強化充実

  理事会の定期開催や役職員の研修に努め、活動の充実と効率的な組織運営

を図りました。

  さらに、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の向上、

篤志家及び企業等からの寄付金品の受け入れを積極的に行いました。



平成２５年度事業実施報告

１．地域福祉推進活動事業

      

（１）地域福祉組織の活性化

  ①地区社協等活動助成金の交付

   各地区社協等の活動が円滑に行われるよう活動費助成及び活動の支援を

行いました。

地   区 助 成 金 額

亀田小学校区         －

亀田東小学校区         －

亀田西小学校区         －

早通小学校区         －

横 越 地区         －

大江山 地区 １３２，０００ 円

曽野木 地区 １４８，０００ 円

両  川 地区     ７６，０００ 円

計     ３５６，０００ 円

  ②地域懇談会の開催促進

   「地域福祉を推進する助け合いの組織づくり」を目的に、地域内の各種

団体が３団体以上参加し、地域の福祉の現状や課題について意見交換する

懇談会に助成を行いました。

地区 団体名 参加者数 助成金額

亀田小学校区 亀田小学校区コミュニティ協議会 ４２人 ２３，７１５円

亀田東小学校区 亀田第 32 区自治会 ２６人 １７，０３０円

大江山 地区

大江山地区身体障害者福祉協会 １３人 １０，４００円

ぽこあぽこ ２０人 ２，４６２円

ぽこあぽこ １８人 １，７２６円



  ③地域ふれあい事業助成

   地域内において、自主的に福祉活動の推進を図ることを目的に実施され

た友愛活動、生きがい推進活動、環境整備活動、ふれあい給食活動、世代

交流活動等に助成を行いました。

地  区 団 体 名 活動内容 参加者数 助成金額

亀田小学校区
浦町自治会 世代交流 ５７人 15,000 円

亀田商工会議所青年部 世代交流 ５００人 70,000 円

亀田東小学校区

亀田第 15区自治会

かめだ第 16自治会

17区自治会

世代交流 ４７０人 45,000 円

亀田第 54区自治会 世代交流 １７０人 10,000 円

亀田第 54区自治会 世代交流 １７０人 10,000 円

亀田第 17区自治会 世代交流 １５０人 15,000 円

かめだ第 16自治会 世代交流 １２５人 15,000 円

かめだ第 16自治会 世代交流 １０５人 15,000 円

亀田西小学校区

旭・大月自治会 世代交流 ３６０人 15,000 円

亀田 52区自治会 世代交流 ７５人 15,000 円

亀田第 22区自治会 世代交流 ３８人 15,000 円

新潟市母子福祉連絡会

第 11分会亀田
生きがい推進 ５３人 34,832 円

59 サロン和楽 世代交流 ７３人 13,980 円

横越 地区 江南区沢海区会 世代交流 ２７０人 15,000 円

江南区沢海区会 世代交流 １９８人 15,000 円

大江山 地区

北山自治会 世代交流 ３５５人 10,000 円

北山自治会 世代交流 ３５５人 10,000 円

北山自治会 世代交流 ３０５人 10,000 円

江口自治会 世代交流 ３２５人 15,000 円

茗荷谷補導会 世代交流 １００人 15,000 円

茗荷谷補導会 世代交流 １００人 15,000 円



大江山 地区

大江山地域づくり推進

委員会
世代交流 ７６４人 40,000 円

大江山地区青少年育成

協議会
世代交流 １９１人 37,488 円

曽野木 地区

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８０人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 ２０６人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８４人 35,810 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８１人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １７８人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８９人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８０人 40,000 円

曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
ふれあい給食 １８８人 40,000 円

両川 地区

嘉瀬自治会

（上下嘉瀬連合体）
世代交流 １８１人 30,000 円

両川地区社会福祉協議会 世代交流 ４４０人 230,000 円

  ④地域福祉団体への助成

   江南区内で活動する福祉団体の円滑な事業運営を支援するため、運営費

  の助成を行いました。

団  体  名 金   額

曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 ３００，０００円

⑤歳末たすけあい事業助成

歳末たすけあい募金の配分金を受け、地域住民やボランティア、民生委

員・児童委員、社会福祉施設等の関係機関・団体の協力のもと、歳末時期

に、地域福祉の推進のため、住民が主体となって行う福祉活動や、福祉施

設が地域と協働で行う事業に助成を行いました。



＜地域歳末たすけあい事業＞

地  区 団 体 名 事 業 名 参加者数 助成金額

亀田小学校区

城山４９区自治会
お楽しみ福祉

の会
５５人 77,000 円

亀田２４町内会
防災訓練と

ふれあい交流会
１０５人 20,000 円

亀田第２１区

船戸山自治会

住民親睦会
３８人 20,000 円

亀田東小学校区
亀田三区連合

自治会

三世代交流

餅つき大会
１１０人 90,000 円

大江山 地区
大江山地区青少年

育成協議会

大江山地区

スポーツ大会
１４０人 50,000 円

曽野木 地区
曽野木地区

社会福祉協議会

歳末ふれあい

お楽しみ会
３０７人 200,000 円

＜福祉施設歳末たすけあい事業＞

地  区 団 体 名 事 業 名 参加者数 助成金額

亀田東小学校区
中央福祉相談ｾﾝﾀｰ

（学習支援の会）

クリスマス会
３８人 44,126 円

横越 地区

マチュアハウス

横越

年忘れ会
１４３人 24,000 円

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

おおやちの家

忘年会
７５人 125,000 円

のぎくの家 クリスマス会 ７０人 20,000 円

大江山 地区 ソフィア輝 クリスマス会 ２９人 32,000 円

⑥敬老祝会助成事業

（対象地区：旧新潟市域：曽野木地区・両川地区・大江山地区）

長年社会の発展に寄与してこられた高齢者の長寿を、自治会等でお祝いす

ることができるよう助成を行いました。

地  区 実施団体 助成金額

大江山 地区 北山自治会   ３０，０００円

曽野木 地区 曽野木地区自治連合会 ６０，０００円



（２）地域福祉活動計画推進事業

  ①座談会の開催

地域住民や福祉活動団体等が地域での福祉活動の取り組みの現状や課題

について主体的に話し合うことと情報を共有することを目的に、テーマ別座

談会を開催しました。

開催日・会場 内    容

平成２５年１１月１２日(火)

江南区役所

テーマ

「江南区福祉総合センター」（仮称）を活用しよう

  ・高齢者部会

  ・障がい児者部会

  ・子育て部会

  ・ボランティア部会

②江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進員会の開催

地域福祉計画・地域福祉活動計画に対する様々な活動の進捗状況の把

握と計画に対する評価・進行管理・計画の見直しを行うため、江南区地

域福祉計画・地域福祉活動計画推進員会を開催しました。

開催日・会場 内  容

１ 平成２５年６月１４日（金）

江南区役所

・江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進計画

の概要について

・平成２５年度「江南区ふれあい・ささえあいプラ

ン」事業スケジュールについて

・江南区にいがた安心ささえ愛活動支援事業補助

金について

・特色ある区づくり事業について

・江南区社会福祉協議会事業について

２ 平成２６年２月１８日（火）

江南区役所

・平成２５年度江南区にいがた安心ささえ愛活動

支援事業補助金（追加募集分)交付決定について

・江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進員会

委員の公募について

平成２６年度特色ある区づくり予算について

・平成２６年度社会福祉協議会事業について

・次期プランの策定について



（３）福祉の学び舎事業への企画参加

   江南区役所健康福祉課が主催し、「みんなが先生・みんなが生徒」という

めだかの学校精神で企画運営する区民による区民のための地域福祉講座へ

の企画参加を行いました。

開催日・会場 内  容

１

平成２５年７月～２６年３月

・亀田第６区町内会

・曽野木ニュータウン自治会

・横越上町自治会

「江南区ささえあいマップづくり」の実験実施

・ささえあいマップづくりガイドブック作成

・オリジナル体験プログラムの開発

２

平成２５年９月～２６年２月

江南区役所
「学生ボランティア・マッチングプロジェクト」

・学生ボランティア活用ヒント集作成

３

平成２５年８月～１２月

江南区文化会館
江南区子育てよろず談義

・茶話会の実施

４

平成２６年２月４日

江南区役所
第８回福祉のネットワークづくり交流会

・平成２５年度福祉の学び舎活動報告

・「ささえあいマップづくり」パネルトーク

・「ささえあいマップづくり」体験ワークショップ

  

（４）おもいやりのひとかき運動

   地域での思いやりと助け合いの心を育む運動として、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

除雪に協力していただきました。

地区
亀田

小学校区

亀田東

小学校区

亀田西

小学校区

早通

小学校区

横越

地区

大江山

地区

曽野木

地区

両川

地区
計

設置数 ２ ２ ３ ０ ７ ７ １０ ３ ３４



２．見守り・生活支援事業の推進

   
（１）小地域ネットワーク活動

①地域交流事業（いきいきサロン、地域の茶の間、子育てサロン）

   高齢者や障がい者、子育て中の親子、身近な住民同士が、地域の集会場

等につどい、健康維持や社会的孤立感の解消を図ることを目的に開催する

いきいきサロン、地域の茶の間、子育てサロンに助成を行いました。

地区 団体名 会場 対象地域 助成金額

亀
田
小
学
校
区

健康の駅ふなばお茶の間 東船場 亀田船場
(市)27,500円

(区)29,000円

船戸山いきいきサロン 船戸山会館
船戸山 21・

22・23 区

(市)20,000円

(区)29,000円

火曜クラブ 亀田市民会館 船戸山地区
(市)30,000円

(区)29,000円

あがれ亭 城山会館
城山・城所地

区

(市)20,000円

(区)36,000円

亀
田
東
小
学
校
区

29 区いきいきサロン 伊夜日子会館
亀田第29区東

町町内会
(市)120,000 円

岡山いきいきサロン 袋津会館 31 区町内会
(市)25,000円

(区)29,000円

33 区砂岡いきいきサロン 砂岡会館 砂岡地区
(市)27,500円

(区)29,000円

32 区「なかま」の会 袋津会館 32 区自治会
(市)30,000円

(区)29,000円

さわやかサロン 15 区 稲葉会館 15 区町内会
(市)27,500円

(区)29,000円

亀
田
西
小
学
校
区

西町三区いきいきサロン 三区会館
西町三区町内

会
(区)29,000円

いきいきサロンころころ 53
旭大月ふれあい

会館

旭・大月自治

会
(市)120,000 円

55 区いきいきサロン 五月会館
五月町・鵜の

子一部町内会

(市)22,500円

(区)29,000円

58 区四ツ葉の会 船戸山会館
亀田四ツ興野

自治会

(市)30,000円

(区)29,000円

ボランティア亀田 借家
亀田四ツ興野

地区
(市)120,000 円

わいわいサロン中島 中島第一会館 亀田中島地区 （区）35,000円



早
通

小
学
校
区

上早通いきいきサロン 早通神明会館
上早通地区

自治会

(市)30,000円

(区)29,000円

44 区いきいきサロン 早通神明会館 早通地区
(市)30,000円

(区)29,000円

横
越

地
区

地域のお茶の間よこごし
老人福祉センタ

ー横雲荘
横越地区

(市)30,000円

(区)29,000円

いきいきサロン 愛の手 早川建設２階 横越地区
(市)30,000円

(区)29,000円

木津のお茶の間
木津地域研修セ

ンター

横越地区

木津町内会
(区)29,000円

二本木寿会茶の間
二本木地区コミュ

ニティセンター
二本木地区

(市)30,000円

(区)29,000円

上町サロン
横越上町

開発センター
横越上町地区

(市)30,000円

(区)29,000円

にいがた※あいあい 横越地区公民館 地域限定なし (市)120,000 円

小杉のお茶の間
小杉地区コミュニ

ティセンター
小杉地区 (区)50,000円

地域の茶の間 絆 ふれんどり～絆 藤山うぐいす (区)50,000円

大
江
山

 
 

地
区

大江山のお茶の間
大江山荘

大 淵 荘

大江山地区コミ

ュニティ協議会
(市)120,000 円

曽
野
木

地
区

曽野木七味の会 集会所そのき
曽野木団地自

治会
(市)120,000 円

お茶の間そのき 集会所そのき
曽野木団地自

治会

(市)30,000円

(区)29,000円

めぐみサロン 二丹田 宅
曽野木ニュー

タウン

(市)30,000円

(区)29,000円

曽野木ニュータウン自治会
曽野木ニュー

タウン自治会館

曽野木ニュー

タウン

(市)27,500円

(区)29,000円

いきいきサロンすずしろ 曽川公民館 曽川甲
(市)30,000円

(区)29,000円

両
川
地
区

上嘉瀬お茶飲み会 上嘉瀬自治会館 上嘉瀬地区
(市)30,000円

(区)29,000円

和田手まりの会 和田公民館 和田地区
(市)30,000円

(区)29,000円



子
育
て
サ
ロ
ン

くりくりまりまり 横越公民館
地域の限定な

し
（区）50,000 円

コッコ 横越公民館 横越地区 （区）50,000 円

たっち 横越公民館 横越地区 （区）50,000 円

にこにこチューリップ
小杉コミュニ

ティセンター他
横越地区 （区）50,000 円

お元気会
二本木コミュニ

ティセンター
横越地区 （区）50,000 円

元気っ子クラブ 大江山公民館
地域の限定な

し
（区）50,000 円

あそびのおもちゃばこ 大江山公民館 大江山地区 （区）50,000 円

星うさぎ 大江山公民館地 亀田地区 （区）50,000 円

親子サークル「バンビ」 曽野木公民館
地域の限定な

し
（区）50,000 円

ちゅうりっぷの会 両川公民館 両川地区 （区）50,000 円

②あったか友愛事業

   見守りが必要な一人暮らしの高齢者や要支援者が、住みなれた地域で安

心して暮らせるよう、地域のボランティアの協力を得て、定期的に見守りや

訪問をし、安否確認と孤独感の解消を図りました。

地 区 団体名 訪問世帯数 ボランティア数

横越 地区
横越地区民生委員児童委

員協議会
７９人 ２０人

曽野木 地区
曽野木地区在宅福祉活動

推進委員会
１４２人   ２９人

両川 地区
新潟市両川地区民生委員

児童委員協議会
３２人   １０人



  ③おせち料理配布事業

      年末に７５歳以上の一人暮らしの方及び、７５歳以上の高齢者のみ世帯

の方等へ新しい年を元気に迎えてもらおうと、大勢のボランティアの協力

を得て、お手紙や折り鶴等を添えておせち料理の配食を実施しました。

（実施日 平成２５年１２月３０日）

地区
亀田

小学校区

亀田東

小学校区

亀田西

小学校区

早通

小学校区

横越

地区

大江山

地区

曽野木

地区

両川

地区
計

配食数 １９５ ２３４ ２５７ ２４ １２３ ８９ １６６ ４９ 1,137

  ④安心袋・緊急情報キット配布事業

   ７０歳以上の一人暮らしの方及び、高齢者のみ世帯、障がい者世帯へ、

民生委員児童委員の協力を得て、緊急入院などの日常生活への不安解消を

図る目的のため、日常生活用品を入れた安心袋と、緊急時連絡先カードを

入れた緊急情報キットを配布しました。

地 区 配布世帯数 うち２５年度配布世帯数

亀田小学校区 ２４４ １８

亀田東小学校区 ３２６ ３３

亀田西小学校区 ３２７ ２２

早通小学校区     ２２      ２

横越 地区 １２３ １２

大江山 地区 １４８ ２５

曽野木 地区 １７５ ４６

両川 地区     ５８      ３

計 １，４２３ １６１



  ⑤高齢者等あんしん見守り活動事業

   地域住民による高齢者等の見守り、安否確認、生活支援を行う仕組み

づくりを関係機関と連携しながら、自治会・町内会と協働で取り組みま

した。

＜平成２５年度 モデル地区＞

地 区 自治・町内会名 活動内容

亀田小学校区 亀田第６区町内会 緊急情報キット

横越 地区 横越上町自治会 地域福祉マップ

曽野木 地区 曽野木ニュータウン自治会 地域福祉マップ

（２）地域在宅福祉活動への支援

  ①住民参加型在宅福祉サービス事業（リボンの会）

住民同士の助け合い事業として、介護保険等の公的サービスで補えな

い家事援助や日常生活支援を会員（利用会員・協力会員）制で行う在宅

福祉サービスを実施しました。

   会員登録数

   利 用 会 員     協 力 会 員     賛 助 会 員      総 会 員 数

４２人 １８人 ０人 ６０人

    ○延べ活動状況

    ○研修会等

回    期 日 ・ 会 場    テ ー マ ・ 内 容 参 加 者 数

１
5 月 24 日（金） 新潟医療生協「なじょも」見学

新潟市総合福祉会館見学
10 名

２
7 月 19 日（金）

江南区社協事務局

講話「かけがえのない命を救うた

めに」
9 名

３
10 月 18 日（金）

江南区社協事務局

講話「福祉の歴史／保険について」

講師：江南区社会福祉協議会
6 名

４
3 月 17 日（月）

メイプルかめだ

協力会員交流会／活動前研修

講師：江南区社会福祉協議会
9 名

利用会員数 協力会員数 活動回数
援助内容別活動時間

家 事 介 助 その他 計

３００名 ２３３名 ９２２回 ９６７時間 ９０時間 ３１．５時間
１０８８．５

時間



（３）心配ごと相談所の運営

住民の日常生活上のあらゆる心配ごとに対して、適切な助言・指導・解

決への方向づけができるよう努めました。また、相談員研修会を開催し、

相談員の知識・資質向上を図りました。

  ＜毎週木曜日 １３：００～１６：００ 横雲荘 和室＞

延べ開設日数 来所相談件数 電話相談件数 合計相談件数

５１日 １４件 １５件 ２９件

（４）個別課題への把握、相談体制の充実強化とコミュニティソーシャル

ワーク活動

   区社協職員内部による事例検討会を毎月開催し、個別ニーズ相談等で今

後区社協として関わりが必要と思われるケースや検討会を要するケースな

ど事例にあげ、職員の情報共有と区社協の取り組みの方向性を検討しまし

た。

（５）日常生活自立支援事業の実施

   認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な方

を対象に、地域で安心して暮らせるよう福祉サービスの利用援助や日常的

なお金の出し入れの支援を実施しました。   

利用者数 生活支援員数 生活支援員支援回数

２８ 人 １４ 人 延べ ３９７回

（６）生活福祉資金等の貸付・相談事業

①生活福祉資金

民生委員児童委員の協力のもと、低所得者世帯等の経済的自立、社会参

加の促進を目的に各種資金の貸付を行いました。

資金の種類 相談件数 貸付件数 貸付金額

総合支援資金
生活支援費 ２０ １ 180,000

住宅入居費 ０ ０ 0

一時生活再建費 ０ ０ 0



福祉資金
福祉費 ３３ １ 720,000

緊急小口資金 ３０ １ 73,000

教育支援資金
教育支援費 ４４ ７ 4,380,000

就学支度費 ３３ ７ 1,943,000

不動産担保型

生活資金

不動産担保型

生活資金生活資金
２ ０ 0

要保護世帯向け不動産

担保型生活資金
３ ０ 0

計 １６５ １７ 7,296,000

②行旅人旅費貸付事業

    移動途中で金銭の紛失、盗難等の理由により、目的地までの移動が困難

になった新潟市外の行旅者に対し、市社協と連携を図り、旅費の一部貸付

を行いました。

相談件数 貸付件数 貸付金額

６件 ６件 ３，０００円

（７）ご近所談義（お亀楽縁）の運営

   身近な生活課題について、気軽に話し合う場である「ご近所談義」を亀

田地区住民を中心に、亀田地区公民館と協働で開催しました。

期  日 会   場 参加者数

毎月 第４水曜日 亀田市民会館 １２５人

（８）避難者ネットワークの会事業

   避難者で子育て世代の方々の情報交換の場として、月１回「江南区ネッ

トワークママさん茶話会」の開催に協力しました。    

事 業 名 参 加 対 象 者 参  加  者  数

江南区ﾈｯﾄﾜｰｸﾏﾏさん茶話会 避難者母子 延べ １４３人



（９）就労ボランティア体験支援事業

江南区内に居住する５０歳から６５歳までの生活保護受給者のうち、就

労体験ボランティアを希望される方を募り、就労意欲の喚起、居場所づく

り、社会とのつながりの再構築を目的に、参加者の福祉施設でのボランティ

ア活動を実施しました。

参加者数 うち就職者数 受入施設数

５人 ０人 ４ヶ所

３．ボランティア・市民活動事業の推進

（１）江南区ボランティア・市民活動センターの運営

   ボランティア活動や市民活動に関するに関する身近な相談窓口として、

相談、連絡調整、情報提供、活動支援を行いました。

①ボランティア相談

高齢・障害 児童 災害 病院
地域活動

そ の 他
計

４件 ２件 １件 ０件 ５件 １２件

②ニーズ相談

高齢・障害 児童 災害 病院
地域活動

そ の 他
計

２１件 １１件 ３件 ０件 ２６件 ６１件

③ボランティア保険加入取扱い

活動保険 行事保険 保険請求

６３９件 ４３２件 ２件



（２）ボランティア育成事業（各種講座等）の推進

  福祉分野やボランティア活動に興味・関心をもつきっかけとして、児童

やその保護者・学生等の層別に実施しました。

講座名 会  場 開催日 参加人数

ぼら☆活 2013 江南区内の福祉施設等
8月 1日（木）

8月 31 日（土）
１１名

親子で地域の工場

探検ツアー

（株）山崎製パン新潟工場

（株）塚田牛乳

8月 21 日（水）

8月 23 日（金）
３６名

ボランティアきっ

かけづくり講座
亀田駅前地域交流センター 3月 14 日（金） １３名

江南区ボランティ

ア交流会
新潟市総合福祉会館 3月 9日（日） １８名

（３）ボランティア団体・市民活動団体等との連携・連絡調整及び支援

   「亀田ふれあいボランティアネット（亀田地区ボランティア連絡協議会）」

   の活動支援を行いました。

催 事 名 会  場 開催日 参加人数

ふれあい見守り交流会 亀田市民会館 ９月２５日（水） ６５名

介護予防・認知症予防

の一般教養講座
亀田市民会館 １１月２９日（金） ３０名

（４）福祉教育・ボランティア学習への支援

   地域課題への関心を高めるよう、各地域の特徴や具体的なニーズに合わ

せた講座を実施しました。

① 総合学習

研修会名 参加対象者

横越中学校 総合学習 １年生 １０５名

早通小学校 総合学習 ６年生 ３８名

合計 １４３名



② 出前講座

研修会名 参加対象者

地域ボランティア育成講座 曽野木地区住民 ４０名

在宅介護入門講座 曽野木地区住民 ９４名

出前講座 地域の茶の間 あがれ亭 ２１名

合計 １５５名

（５）福祉用具の貸出

      各学校施設等の福祉教育・ボランティア学習支援の際や、一般市民への

生活の便を図ることを目的として、福祉用具の貸出を実施しました。

車椅子 視覚・聴覚障害体験セット 高齢者擬似体験セット

１８件 ４件 ２件

（６）元気力アップサポータ―事業

   高齢者が介護施設等で行うサポート活動を通じて、社会参加と健康増進・

  介護予防に繋がることを目的に、サポーター研修及び活動先の開拓等を行

いました。

サポータ説明会
サポーター数 登録施設数

開催数 参加者数

６回 ９６名 ６０名 １７か所



４．広報・啓発活動事業の推進

（１）広報活動の推進

① 区社協だより『こころ』の発行

     区社協事業への理解と、区民の福祉意識の高揚を図るため広報紙を発行

しました。

発行号数・発行月 内     容

１７号

平成２５年 ７月
・平成２４年度事業報告・決算

・平成２５年度事業計画・予算

・会費納入のお願い

・各地区の事業活動紹介

・ささえあい交流事業報告

・ボランティア体験事業の募集

・リボンの会活動紹介

１８号

平成２５年１０月
・赤い羽根共同募金の協力依頼

・共募公募型助成金の募集

・歳末たすけあい事業募集

・区民福祉大会の開催案内

・生活福祉資金貸付制度紹介

１９号

平成２６年 ３月
・高齢者等あんしん見守り活動事業

・安心袋・緊急情報キット配布事業

・平成２６年度事業計画・予算

・赤い羽根共同募金実績報告、歳末たすけあい事業報告

・ささえあい交流事業開催案内 他

② ホームページによる情報発信

幅広い世代に向けた有効の広報手段として、１０月よりホームページを

開設し、お知らせ・イベント情報・災害支援情報の発信を行いました。



（２）江南区民福祉大会の実施

      本大会を通して、福祉を身近なこととして考えるきっかけづくり及び、

社会福祉への啓発を目的として、江南区役所健康福祉課と開催しました。

開催日・会場等 内             容

平成２５年

１１月９日(土)

江南区文化会館

  音楽演劇ホール

参加人数

    ２７７人

○第１部  

      ・福祉功労者等表彰

    江南区社協会長表彰  

      （個人 ８名 ： 団体 ３団体）

  ・地域福祉活動実践発表

    『地域における在宅福祉活動の実践について』

    曽野木地区在宅福祉活動推進委員会

       副会長  五十嵐 武子  氏

○第２部

  ・記念講演

     講師 高橋元太郎 氏（俳優・歌手）

     演題 『うっかり八兵衛の人生ドラマ』

      

（３）地域福祉推進フォーラムの開催

高齢者等の見守り活動を行っている自治会・町内会の活動を発表すると

共に、見守りに対する意識醸成や取り組みが広がることを目的に江南区役

所健康福祉課と共催しました。

開催日・会場等 内             容

平成２６年

２月２７日(木)

江南区文化会館

  音楽演劇ホール

参加人数

   １６７人

○第１部  

    基調説明

『なぜ地域の支え合いが必要なのか』

報告者 新潟市社会福祉協議会

     地域福祉課 地域福祉係長 池田 貴之

       

○第２部

寸劇 『高齢者等の見守り』

江南区内３包括支援センター職員



○第３部

  パネルディスカッション

  『暮らしを支える地域づくり』

  パネリスト

   佐藤 信三 氏 （亀田第６区町内会長）

   矢久保壽雄 氏 （曽野木ニュータウン自治会長）

   羽賀 豊穂 氏 （横越上町自治会長）       

  コーディネーター

   五十嵐章浩 （江南区社会福祉協議会 事務局長補佐）

（４）江南区ふれあい・ささえあい交流事業

福祉活動への理解を深めてもらうとともに交流の機会を提供し、それら

を通じて障がいのある人とない人が相互に理解し、協力し合う環境の醸成

を図り、福祉のまちづくりに寄与することを目的に、関係団体と連携しイ

ベントを開催しました。

開催日・会場等 催   事   内   容

・平成２５年

４月２１日（日）

・亀田駅前地域交流

センター

・来場者数   5,000 人

・「ふれあい・ささえあい」交流ステージ

・多世代交流ひろば

・福祉施設等の授産品販売

・保育園作品展示

・地域コミュニティ協議会活動紹介

・着ぐるみと写真を撮ろうコーナー他



５．諸福祉活動の推進

（１）新潟市老人福祉センター横雲荘の管理運営

    新潟市老人福祉センター横雲荘の指定管理者として、市社協と連携を図

り、コンプライアンスに心掛け安全で安心していただける施設管理に努め

ると共に、各種生きがい推進事業を開催するなど、高齢者のレクリエーショ

ン参加の機会を図りました。

開催日数 延べ利用者数 うち高齢者数

２８９日 ２１，８９８人 ２１，７５４人

（２）福祉バス運行事業

老人福祉センター「横雲荘」及び「福寿荘」を利用する高齢者に対し、

送迎運行を行いました。また、高齢者団体および障がい者団体を対象に、

団体の事業実施における交通手段として運行しました。

主な利用目的 対象者 運行回数 延べ利用者数

・老人福祉センター送迎

・高齢者団体、障がい者団

体団 送迎

高齢者・障がい者 ３０３回 ４，１１３人

（３）共同募金事業への協力

県共同募金会新潟市支会江南区分会の事務局として、県共同募金会及び

新潟市支会と連携を図り、自治会・町内会、民生委員児童委員、福祉団体

等の協力を得ながら、江南区全域の全世帯、企業や事業所、保育園、学校、

福祉施設、銀行等に対して募金活動への積極的な協力と参加を呼びかけ、

皆様より温かい募金を寄せて頂くことが出来ました。

   ○一般募金（１０月実施）           ○歳末たすけあい募金（１２月）

目標額 ８，０３５，０００円   目標額 ４，４００，０００円

実績額 ７，４７８，３８３円   実績額 ４，２０６，２７４円

達成率 ９３．１％   達成率 ９５．６％

（４）民生委員児童委員協議会への協力

   地域福祉の担い手である民生委員児童委員との協働を進めるため、江南

区民生委員児童委員会長連絡会の定期開催に協力するとともに、各地区民

協の定例会にも適宜出席し、民生委員児童委員との連携強化を進めました。



６．組織体制及び財政基盤の強化充実

（１）組織体制の整備

① 理事会の開催  

開催回・期日・会場 議   題

第２１回

平成２５年 ５月３１日（金）

江南区役所 横越出張所

議案第１号 平成２４年度事業報告並びに決算について

報告事項１ 関係団体の委員等の推薦について

報告事項２ 新潟もぐらの家火災見舞金報告について

第２２回

平成２５年１０月１１日（金）

江南区役所 横越出張所

議案第１号 平成２５年度新潟市江南区社会福祉協議会

      会長表彰候補者について

報告事項１ 関係団体の委員等の推薦について

報告事項２ 平成２５年度江南区民福祉大会について

報告事項３ 平成２５年度社会福祉協議会賛助会員会費

      のお願い

第２３回

平成２６年３月２０日（木）

江南区役所 横越出張所

議案第１号 江南区社会福祉協議会理事の一部選任につ

いて

議案第２号 平成２５年度江南区社会福祉協議会予算の

      補正について

議案第３号 平成２６年度江南区社会福祉協議会事業計

      画並びに予算について

議案第４号 江南区社会福祉協議会事務局移転に伴う新

      潟市老人福祉センター横雲荘の次期指定管

      理者に応募しないことに関する意見具申書

      の提出について

報告事項１ 江南区地域福祉計画・江南区地域福祉計画

      「江南区ふれあい・ささえあいプラン」次

      期プラン策定について

報告事項２ 江南区社会福祉協議会事務所の移転につい

      て

② 監事会の開催

期日・会場 議   題

平成２５年５月２７日（水）

江南区社会福祉協議会

・平成２５年度事業及び決算監査



  

（２）財政基盤の整備

①会員会費の募集

一般会員会費 ＜７月～９月実施：１世帯当たり４００円の会費を依頼＞

地 区
自治

会数
世帯数

平成２４年度 平成２５年度

納入

自治会数
納入金額

納入

自治会数
納入金額

亀田小学校区 ２２ 2,695 ２２ ６７９，８００ ２２ ５８０，６００

亀田東小学校区 １８ 4,682 １８ １，１３０，８００ １７ １，０９１，９００

亀田西小学校区 １６ 4,975 １５ １，０７４，９００ １５ １，０１４，８００

早通小学校区 ８ 1,059 ８ ３２５，６００ ８ ３２４，４００

横越 ２９ 3,805 ２９ １，１０５，６１０ ２９ １，０８０，９００９００

大江山 １６ 1,975 １６ ６６１，２００ １６ ６５２，４００

曽野木 ２８ 3,858 ２４ ７４４，７００ ２８ ７９０，６００

両川 １５ 964 １５ ３８０，４００ １５ ３７５，６００

計 152 13,411 １４７ ６，１０３，０１０ １５０ ５，９１１，２００

②賛助会員会費 ＜９月実施＞

企業等         年額１口 ５，０００円

団体等         年額１口 ２，０００円

個人・個人商店     年額１口   ５００円

納入件数 納入口数 納入金額

企業等 １５ １７ ７６，０００

団体等 ２ ２ ４，０００

個人・個人商店 ６１ ２５０ １２５，０００

計 ７８ ２６９ ２０５，０００

③寄付金

    ・江南区社協指定寄付 ７９８，６０３円 （ ２２件 ）


