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平成 2 7年度　江南区社会福祉協議会　重点事業

　平成27年度からスタートする江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015～2020）に基づき、地区社会福祉協議会、

地域コミュニティ協議会を中心とした地域づくりを進めます。

　また、徹底したアウトリーチによる的確なニーズ把握を行い、地域住民を主体として、自治会・町内会や地域コミュニティ

協議会、民生委員児童委員、福祉関係団体、ＮＰＯ団体、ボランティア、各種事業所がそれぞれ役割を担いながら連携・協

働による課題解決や予防に向けた取り組みを行います。

1 地域福祉活動の推進
・地域福祉活動の支援（各種助成）
・地域福祉活動計画の推進

2 見守り・生活支援事業の推進
・地域の茶の間、子育てサロン活動の推進
・あったか友愛事業
・おせち料理配食事業
・安心袋、緊急情報キット配布事業
・心配ごと相談所の運営
・住民参加型在宅福祉サービス事業（リボンの会）
・生活福祉資金等の貸付・相談事業
・おもいやりのひとかき運動

3 ボランティア・市民活動事業の推進
・�江南区ボランティア・市民活動セン
ターの運営

・�ボランティア育成事業（各種講座等）
の推進

・福祉教育・ボランティア学習への支援
・福祉用具の貸し出し
・元気力アップサポーター事業

4 広報・啓発活動事業の推進
・広報紙「江南区社協だより」の発行
・江南区民福祉大会の実施

亀田西小学校６年生　総合学習にて

福祉大会

いきいきサロン・子育てサロン研修会（実家の茶の間・紫竹にて）

地域福祉活動計画

地域の茶の間の推進

みんなで、ささえあい

安心して暮ら
せるまち“江南区”
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【期　　日】　⑴開校式　７月25日（土） 14：00～16：30　江南区福祉センター

　　　　　　⑵活動　　７月31日（金）～８月31日（月）の間（受入先による）

　　　　　　⑶閉校式　９月５日（土） 14：00～16：30

【対　　象】　新潟市内の学校に通う中学生・高校生・専門学校生・大学生

【申込期間】　７月１日（水）～７月17日（金）　区社協へ専用申込書を郵送または持参

【内　　容】　江南区内の福祉施設・地域団体等でのボランティア活動

【参 加 費】　無料（ボランティア活動保険未加入者は300円）

【主な活動先】　⑴地域活動団体（地域の茶の間・子育てサロン）

　　　　　　⑵福祉施設（児童・障がい・高齢者施設）

　　　　　　⑶区社協（災害ボランティアセンター設置運営訓練）

いきいきサロン・子育てサロン見学ツアー
　６月３日（水）江南区内のサロン実施団

体を対象に見学ツアーを実施しました。

　亀田西小学校区内のサロン「59サロン

和楽」と「ころころ53」の２か所を訪問し、

立ち上げの経緯やスタッフの確保、内容等

についてお話を伺いました。

　ツアー参加者は、普段は各々のサロンの

運営の中心となって活動しており、「男性

スタッフが多いがどうやって協力しても

らってるのか」ときいたり、親子４世代が通うサロンでは「プログラムの決め方は？」等の質問がでました。

 いきいきサロン・子育てサロンとは…
　地域の茶の間・いきいきサロンとは、その地域にお住まいの方が、交流し、見守りや憩いの場となるよう設置されている“居場所”の

ことです。各サロンでは茶話会・健康体操や工作などが行われています。

　サロンの立ち上げや運営相談は江南区社会福祉協議会までご連絡ください。

　「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、

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。

平成27年度事業計画
〈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

平成26年度事業報告
○�地域社会の変容に伴う多様な生活課題や地域課題に対応するため、関係機関と連
携しながらコミュニティソーシャルワーク機能の強化を図り、ボランティア・市民
活動支援に努めました。
○�高齢者・障がい者・子育てなどに関する総合的な相談体制の充実を進め、地域包括
ケアシステムの構築に向けた地域の見守り体制の仕組みづくりや権利擁護の取り
組みを推進しました。
○�本会が進めてきた福祉のまちづくりを土台とし、今後６年間の活動指針となる「新
潟市社会福祉協議会総合計画」を策定しました。

平成26年度決算� （単位：円）

賃
借
対
照
表

資産の部 金額 負債の部 金額
流動資産
固定資産
・基本財産
・その他固定資産

1,089,807,315 流動負債 739,837,771
固定負債 551,072,905

503,896,891 負債の部合計 1,290,910,676
1,718,234,430 純資産の部 金額

基本金 464,777,000
基金 1,460,800,098
国庫補助金等特別積立金 51,422,515
次期繰越活動収支差額 44,028,347
純資産の部合計 2,021,027,960

資産の部合計 3,311,938,636 負債及び純資産の部合計 3,311,938,636

資
金
収
支
報
告

会計名 収入 支出 差異
一般会計 4,281,844,856 4,443,860,237 △162,015,381
特別会計 713,409,496 735,996,062 △22,586,566
合計 4,995,254,352 5,179,856,299 △184,601,947

収入
金額（円）

社協会費収入 4,932,760
共同募金配分金 6,632,592
助成金 1,392,500
寄付金 355,154
雑収入 1,330,556

本部一時預け金
受入収入 1,205,795

計 15,849,357

支出
金額（円）

会議費 390,777
事務費 3,595,214
事業費 11,373,848
負担金 302,847

本部繰越金
一時支出 186,671

計 15,849,357

夏休みボランティア
活動推進事業

～ぼら☆活2015～

平成26年度 江南区社会福祉協議会 決算報告 新潟市社会福祉協議会  平成27年度事業計画・予算
平成26年度事業報告・決算報告
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59サロン和楽 ころころ53
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学生必見！
Let's ボランティア

行ってきました



日常生活自立支援事業
生活支援員募集（江南区）

　日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者、知的障がい
者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方々に対して、
本人に代わって福祉サービスの手続きや市役所への申請書
記入のお手伝い、金融機関での払戻しや支払いのお手伝い等
のサービスを提供する事業です。

〔申込・問合せ先〕
社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会
あんしんサポート新潟（権利擁護推進係）
〒950-0909 新潟市中央区八千代1-3-1
 総合福祉会館１階
電話　025－243－4416

１．募集人員及び条件
　募集は20名程度（次の①～③にすべて該当する方）
　①生活支援員養成講座の全課程に出席できる方（２日間）
　②養成講座終了後生活支援員として活動できる方
　③�普通自動車免許をもっている方（お手伝いの際に、自家用
車を使用できる方）

２．活動費　�活動当初の１時間以内の活動について、720円を
支給、１時間を超えた活動については、30分を増
すごとに400円を支給します。

３．受講料　�テキスト「支援の手引き」冊子代金500円を頂き
ます。

４．養成講座開催日時と会場、内容
　日時：�【１日目】平成27年８月17日（月）
　� 10：00�～�15：30（予定）
　� 【２日目】平成27年８月18日（火）
� 10：00�～�15：00（予定）
　会場：新潟市総合福祉会館　５階大集会室

５．申込期間・方法
　　平成27年７月19日（日）～�８月３日（月）
　　午前８時30分～午後５時15分
　�　申込書に、必要事項を記入の上、期間内に
新潟市社会福祉協議会までお持ちいただく
か、下記〔申込・問合せ先〕宛にご郵送くだ
さい（消印有効）。

　こどもの預かりや送迎を行う子育て支援「ファミサポ」の

入会説明会を、奇数月第４金曜日に江南区で開催します。会

場が江南区福祉センターにかわります。依頼会員、提供会員

とも希望者はその場で登録できます。

　保育もありますのでお気軽にお申し込みください。

〇開 催 日　７/24（金）・９/25（金）・11/27（金）

　※原則、奇数月第４金曜日に開催します。

〇会　　場　江南区福祉センター

　　　　　　新潟市江南区泉町3-3-3　会議室１

〇開催時間　 10：00～12：00（およそ45分間の入会説明後、

希望者のみ登録手続き）

〇料　　金　参加費、入会金、年会費、研修費無料

〇 持 ち 物　 保護者の写真（縦３㎝×横2.5㎝）２枚　現住

所が確認できるもの（運転免許証等）

〇定　　員　先着20名　要申し込み

〇保　　育　保育あり。無料　先着６名　要申し込み

〇問い合せ　 新潟市ファミリー・サ

ポート・センター

　　　　　　TEL.025-248-7178

　介護施設でのサポート活動を通じて、ご自身の介護予防

と生きがいづくりを目指そうというポイント還元制の事業

です。

【対象者】　市内在住の65歳以上の方

【登録説明会日時／会場】　 各日とも13:30～15:00、同じ

内容です

　　①７／16（木）曽野木地区公民館

　　②８／26（水）江南区福祉センター

　　③９／18（金）横越地区公民館

【主な活動内容】　 高齢者施設等でのお話相手・配膳補助・

行事補助

【参加費】　無料

【締　切】　 開催日の２日前までに

　　　　　お申込みください。

【お申込み】　 江南区社会福祉協議会

　　　　　　TEL:025－250－7743

　手助けが必要な人と手助けができる人が、一緒に手を取

り合い“安心の輪”を広げていくことを目指しています。

【活動時間】　原則　月曜～金曜　９：00～17：00

【利用料金】　 １時間700円・１時間以降30分毎に350円

【年 会 費】　 利用会員・協力会員共に1,500円（４月から翌

年３月までの１年間）

【利用会員】　 新潟市江南区にお住まいのお年寄りや障がい

のある人などで、日常生活において手助けが

必要でサービスを利用したい人。

【協力会員】　 新潟市江南区にお住まいの人で、この事業に

理解と熱意をもってサービスに協力くださる

人。

　　　　　　７／15・９／16（水）14:00～15:00　入会説明会

【賛助会員】　 この事業の趣旨に賛同し、金品等の活動支援

をしてくださる人

【内　　容】　 買い物、食事づくり、衣類の

洗濯、掃除

　　　　　　 お話し相手、医療機関の薬とり

【問い合せ】　 江南区社会福祉協議会 

福祉サービスリボンの会 

TEL:025－250－7768

元気力アップサポーター制度

フ ァ ミ サ ポ 入 会 説 明 会

住民参加型在宅福祉支援
サービス事業

～住み慣れた地域で
ともに生きるまちづくり～

ご案内

ご案内

ご案内
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協力会員
急募



ご報告　平成26年度一般会費の総額（江南区）   （Ｈ27．３月末現在）　5,835,300円
～ありがとうございました～

皆様からお寄せいただいた会員会費は以下のような活動に使わせていただきます。

その他＊心配ごと相談＊福祉サービス利用等のお手伝い＊災害ボランティアセンター設置訓練＊生活福祉資金の貸付・相談

皆様の温かい気持ちが地域づくりにつながります！
社会福祉協議会会員会費の納入に、ご協力をお願いします。

・・・社会福祉協議会（社協）とは・・・
　社会福祉法に基づき地域の皆様とともに地域福

祉の推進を図ることを目的とした民間の福祉団体

です。

　市民の皆様からの会員会費や寄付金、行政の補

助金等を財源に、地域の特色や魅力を生かした福

祉のまちづくりを推進するために、各種の福祉事

業に取り組んでいます。

・・・会員会費について・・・
　江南区社会福祉協議会が実施する地域福祉活動、ボランティア活動は、地域住民の皆様や

企業・団体の皆様からお寄せいただく会員会費によって支えられております。

　活動の主旨をご理解いただき、会員会費の納入にご協力をお願い申し上げます。

○　一般会費　：　一世帯　400円

○　賛助会員　：　企業（一口）5,000円　団体（一口）個人（一口）500円

○　特別会員　：　福祉施設・福祉団体　2,000円

ボランティア活動 友愛訪問 いきいきサロン・地域の茶の間

平成26年度 共同募金実績報告

江南区社会福祉協議会

ご協力いただいた皆様ありがとうございました！

　江南区内の各世帯・自治会・法人（会社）・職場・学校・街頭募

金等幅広い活動を展開し、多くの方々より温かいご支援ご協

力をいただきました。区民の皆様に深く感謝申し上げます。

　皆様からご協力いただきました募金は、江南区内の地域福

祉活動を推進するための事業費として、有効に活用させてい

ただきました。

○住所：〒950-0155 新潟市江南区泉町３－３－３

　　　　　　　　　　 江南区福祉センター内

・江南区社会福祉協議会（ボランティア・市民活動センター）

　☎025-250-7743　FAX：025-250-7761

　E-mail:s.kounan@syakyo-niigatacity.or.jp

・福祉サービスリボンの会

　☎025-250-7768

・心配ごと相談

　☎025-250-7823

○ 開所時間：午前８時30分か

ら午後５時15分（土日・祝

日・年末年始を除く）

江南区 平成26年度共同募金総額 11,887,187円

赤い羽根共同募金

実績額 7,849,380円

歳末たすけあい募金

実績額 4,037,807円

ご案内

ご報告

◎江南区社協だよりの
　　　　郵送申し込みを受け付けております。

江南区にお住まいの方で、新聞未購読等で江南区社協だよりが届い
ていない世帯で、郵送を希望される方は、当会までお申込みください。
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