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江南区社会福祉協議会（以下「江南区社協」という）は、地区社会福祉協議

会(以下「地区社協」という)、地域コミュニティ協議会(以下「コミ協」という)

を中心とした地域づくりを進めるために、平成２７年度にスタートした「江南

区地域福祉計画・地域福祉活動計画（２０１５～２０２０）」～江南区ふれあい・

ささえあいプラン～の基本理念である「みんなで、ささえあい安心して暮らせ

るまち「江南区」」の実現に向けて、計画の周知に努めるとともに、自治会・町

内会やコミ協、民生委員児童委員、福祉関係団体等と話し合いの機会を設け、

新たに横越地区社協を設置するなど、地域福祉活動のより一層の活性化を進め

ました。 

また、地域の交流の場や福祉拠点である「地域の茶の間（いきいきサロン）」

についても、さらなる充実に向けて、実態の調査やニーズを把握するとともに、

数か所の立ち上げ支援を行いました。そして、平成２６年度末に江南区社協事

務所を移転した江南区福祉センターにおいて、ボランティアサロンの定期的な

開催を始め、地域福祉活動を担う人材の育成を行いました。 

 

 

１．地域福祉推進活動事業 

（１）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、地区社協

活動の活性化、コミ協との連携・協働を図りました。 

（２）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）の実現に向け、役員間での話し合いを進めました。 

  

２．見守り・生活支援事業の推進 

(1)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、多様な日常生活の支援体制の充実を図れるよう、

町内会、地区社協、コミ協等と協働で取り組みました。 

(2)多様な日常生活支援の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に

図る江南区支え合いのしくみづくり会議（協議体）を多様な事業主体と連携

して取り組みました。 

(3)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。 
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３．ボランティア・市民活動事業の推進 

(1)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やボラ

ンティアに関する多様な相談に対応しました。 

(2)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図りまし

た。 

(3)災害時のボランティア活動を円滑に行うために、江南区災害ボランティア

ネットワーク委員会の開催や災害ボランティアセンター設置訓練などを実

施しました。 

 

４．広報・啓発活動事業の推進 

(1)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。 

(2)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、江南区役所と共催

による区民福祉大会を開催しました。 

   

５．諸福祉活動の推進 

(1)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 

 (1)理事会・委員会機能の強化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。 

 (2)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。 
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 平成２８年度事業実施報告 
 

 

１．地域福祉推進活動事業  
          

（１）地区社協活動交付金事業 

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 

26 年度 27 年度 28 年度 

亀   田 － － － 

亀 田 東 － － － 

亀 田 西 － － － 

早   通 － － － 

横   越 －   195,000 円     円 

大 江 山 130,000 円 128,000 円 円 

曽 野 木 158,000 円 158,000 円 円 

両    川 75,000 円 75,000 円 円 

計 363,000 円 556,000 円 円 

 

（２）地域ふれあい助成事業 

   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「ふれあい給食」「世代交流」「懇談会」等の活動に助成を行いました。 

 

NO 地区 団体名 種別 参加者数 助成金額 

1 

亀 田 

亀田商工会議所青年部 世代交流 500人 40,000円 

2 浦町自治会 世代交流 65人 10,000円 

3 亀田小学校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 懇談会 48人 24,046円 

4 亀田小学校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 世代交流 60人 28,776円 
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5 亀田 24町内会 世代交流 100人 10,000円 

6 

亀田東 

 

亀田第 15区自治会 

かめだ第 16区自治会 

亀田第 17区自治会 

世代交流 400人 20,000円 

7 亀田第 54区自治会 世代交流 150人 10,000円 

8 亀田第 54区自治会 世代交流 145人 10,000円 

9 亀田第 17区自治会 世代交流 200人 10,000円 

10 亀田第 17区自治会 世代交流 80人 10,000円 

11 かめだ第 16自治会 世代交流 110人 10,000円 

12 かめだ第 16自治会 世代交流 115人 10,000円 

13 

亀田西 

旭・大月自治会 世代交流 340人 10,000円 

14 亀田 52区西町自治会 世代交流 110人 10,000円 

15 

亀田第 21区自治会 

亀田第 22区自治会 

亀田第 23区自治会 

世代交流 105人 20,000円 

16 横 越 江南区沢海区会 世代交流 250人 10,000円 

17 

大江山 

 

北山自治会 世代交流 310人 10,000円 

18 北山自治会 世代交流 310人 10,000円 

19 北山自治会 ふれあい給食 300人 10,000円 

20 江口自治会 世代交流 18人 10,000円 

21 江口自治会 世代交流 380人 10,000円 

22 江口自治会 ふれあい給食 27人 10,000円 

23 茗荷谷自治会 世代交流 95人 10,000円 

24 茗荷谷自治会 世代交流 105人 10,000円 
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25 大江山地区コミュニティ協議会 懇談会 9人 22,052円 

26 大江山地区コミュニティ協議会 世代交流 166人 31,987円 

27 

曽野木 

 

曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 世代交流 180人 40,000円 

28 曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 世代交流 155人 40,000円 

29 曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 ふれあい給食 161人 40,000円 

30 曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 ふれあい給食 150人 40,000円 

31 曽野木団地第四自治会 世代交流 57人 10,000円 

32 曽野木団地第四自治会 世代交流 48人 10,000円 

33 
両川 

嘉瀬自治会 

（上嘉瀬自治会・下嘉瀬自治会） 
世代交流 130人 20,000円 

34 両川コミュニティ協議会 世代交流 223 40,000円 

（過去の実績） 

年度 件  数 参加者数 助成金額 

26年度 39件 6,345人 646,811円 

27年度 34件 4,309人 656,861円  

28 年度 件 人 円  

 

（３）歳末たすけあい助成事業 

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＞               単位 ： 円 

地  区 団 体 名 事 業 名 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 
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人数 助成金 人数 助成金 人数 助成金 

亀 田 

城山 49区自治会 
お楽しみ福祉 

の会 － － － － － － 

亀田 24町内会 
防災訓練とふ

れあい交流会 100 20,000 112 50,000   

亀田第 21区 

船戸山自治会 

住民親睦会 
32 20,000 36 50,000   

亀田東 

亀田三区連合 

自治会 

三世代交流 

餅つき大会 143 90,000 132 100,000   

諏訪 12区自治会 12区多世代交

流会 － － 56 46,000   

所島自治会 2015年歳末お

たのしみ会 － － 111 50,000   

大江山 

大江山コミュニテ

イ協議会 

大江山地区 

スポーツ大会 802 200,000 801 200,000   

江口自治会 花いっぱいふ

れあい交流事

業 
－ － 34 50,000   

大渕団地自治会 大渕団地お楽

しみ会 － － 37 50,000   

曽野木 

曽野木地区社会

福祉協議会 

歳末ふれあい 

お楽しみ会 
283 200,000 275 200,000   

曽野木団地第二

自治会 

もちつき大会 
－ － 88 50,000   

横 越 

二本木自治会 世代交流会 75 150,000 － －   

横越コミュニテ

ィ協議会 

ふれあい餅つ

き大会 
－ － 212 105,210   

横越東町老人ク

ラブ 喜楽会 
清掃地域活動 － － 38 50,000   

 6件 457,000 6件 680,000   

 

 

 

 

＜福祉施設歳末たすけあい事業＞           

地  区 団 体 名 事 業 名 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

人数 助成金 人数 助成金 人数 助成金 
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亀 田 亀田本町の里 クリスマス会 88 50,000 91 50,000   

亀田東 
中央福祉相談ｾﾝﾀｰ 

（学習支援の会） 

クリスマス会 
－ － － －   

亀田西 
リハトレ・ポート

遊（ＹＯＵ） 

亀田大月地区

感謝祭 
－ － 711 150,000   

横 越 

マチュアハウス 

横越 

年忘れ会 
－ － － －   

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

おおやちの家 

忘年会 
－ － 84 120,000   

のぎくの家 クリスマス会 80 127,000 52 5,000   

大江山 ソフィア輝 クリスマス会 61 20,000 － －   

曽野木 
あおぞら 

ポコレーション 

歳末ふれあい

お楽しみ会 
－ － － －   

 5件 197,000 4件 325,000   

 

（４）地域福祉活動計画推進事業 

  「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～の推進の初年度のため、役員間で計画についての確認をし、

現在の取り組み状況や課題を話し合い、来年度に取り組みたいことを意見

交換しました。目標達成のための地域づくりの一歩を踏み出しました。 

 

＜江南区ふれあい・ささえあいプラン推進委員会＞ 

 開催日・会場 内  容 

 

１ 

 

平成２７年７月３日（金） 

江南区福祉センター 

・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」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 

・特色ある区づくり予算（健康福祉課関係）につい 

 て     

・江南区社会福祉協議会事業について 

・在宅医療の推進について 
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（５）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。今年度は７ヶ所の新規設置がありました。 

地   区 
設置数 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

亀 田 ４ヶ所 ５ヶ所  

亀田東 ２ヶ所 ３ヶ所  

亀田西 ３ヶ所 ３ヶ所  

早 通 ０ヶ所 ０ヶ所  

横 越 ８ヶ所 ８ヶ所  

大江山  １１ヶ所 １３ヶ所  

曽野木  １１ヶ所 １１ヶ所  

両  川  ４ヶ所 ７ヶ所  

計 ４３ヶ所 ５０ヶ所  

 

（６）地区別社協説明会 

 

２．見守り・生活支援事業の推進 

    

（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、子育てサロンの立ち上げ支援及び活動費

の助成を行いました。 

  

 

①活動費の助成 

 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
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サロン、地域の茶の間、子育てサロンに助成を行いました。 

 また、自主運営や新規の立ち上げ支援を行いました。 

 

Ａ）推移 

地   区 
設置数 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

亀田小学校区 ２ ２  

亀田東小学校区 ６ ６  

亀田西小学校区 ７ ７  

早通小学校区 ２ ２  

横 越 地区 ７ ７  

大江山 地区 １ ２  

曽野木 地区 ６ ６  

両  川 地区 ２ ２  

計 ３３ ３４  

※A タイプ   件   ￥       円 

※B タイプ   件 ￥         円 

 

Ｂ）助成状況                         （単位：円） 

地区 団体名 会場 対象地域 助成額 

亀
田
地
区 

あがれ亭 城山会館 城山・城所地区 20,000 

亀田第 20区木曜会 亀田第 20区集会所 亀田第 20区 14,600 

亀
田
東 

地
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 
120,000 

特定非営利活動法人 

ボランティア亀田 

地域活動センター

のびのび 
江南区 120,000 

31区岡山いきいきサロン 袋津会館 31区町内会 25,000 

32区「なかま」の会 袋津会館 32区自治会 30,000 

33区砂岡いきいきサロン 砂岡会館 砂岡地区 120,000 
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さわやかサロン 15区 稲葉会館 15区町内会 27,500 

亀
田
西 

地
区 

ころころ 53 
旭大月ふれあい会

館 
旭・大月自治会 120,000 

59サロン和楽 中島第二会館 中島地区 120,000 

船戸山いきいきサロン 船戸山会館 船戸山自治会 20,000 

西町三区いきいきサロン 三区会館 西町三区町内会 30,000 

55区いきいきサロン 五月会館 
五月町・鵜の子一

部町内会 
22,500 

58区四ツ葉の会 船戸山会館 
亀田四ツ興野自

治会 
30,000 

わいわいサロン中島 中島第一会館 亀田中島地区 30,000 

早
通
地
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 
30,000 

44区いきいきサロン 早通神明会館 早通地区 30,000 

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 30,000 

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 27,500 

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 
30,000 

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 30,000 

地域の茶の間 絆 ふれんどり～絆 藤山うぐいす 120,000 

上町サロン 
横越上町 

開発センター 
横越上町地区 120,000 

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 30,000 

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 
120,000 

大渕団地プチサロン 大渕団地自治会館 大渕地区 30,000 
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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 
120,000 

まなびやサロンそのき 曽野木小学校 曽野木小学校区 120,000 

お茶の間そのき 集会所そのき 
曽野木団地自治

会 
30,000 

めぐみサロン 二丹田 宅 
曽野木ニュータ

ウン 
30,000 

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 
27,500 

いきいきサロンすずしろ 曽川公民館 曽川甲 120,000 

両
川
地
区 

上嘉瀬お茶飲み会 上嘉瀬自治会館 上嘉瀬地区 27,500 

さわやかグループさかや 両川公民館 酒屋町 17,500 

 

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）30,000 

よこぷっち 横越公民館 横越地区 （区）30,000 

 

②交流会等の開催 

 サロン実施団体・これから立ち上げを検討している団体等を対象に，「いき

いきサロン・子育てサロン見学ツアー」「チラシの作り方講座」「情報交換会」

を開催しました。 

 

 

開催日／会場／参加者 内容 

平成 27年 6月 3日（水） 

いきいきサロン・子育てサロ

ン実施団体関係者：10名 

平成 27年度いきいきサロン・子育てサロン見学ツアー① 

 ５９区サロン和楽 見学 

 ころころ５３ 見学 

平成 27年 6月 23日（火） 

いきいきサロン・子育てサロ

ン実施団体関係者：19名 

平成 27年度いきいきサロン・子育てサロン見学ツアー② 

 実家の茶の間・紫竹 見学 
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平成 27年 7月 22日（水） 

江南区福祉センター 

いきいきサロン・子育てサロ

ン実施団体関係者：34名 

平成 27年度 サロンスタッフ向けスキルアップ研修 

チラシの作り方講座「裸一貫 筆一本」 

 研修：紙とペン１本で人を集める方法 

平成 28年 3月 7日（月） 

江南区福祉センター 

いきいきサロン・子育てサロ

ン実施団体関係者，地域包括

支援センター：62名 

平成 27年度 地域の茶の間・いきいきサロン 

・子育てサロン交流会 

 講座：持って帰ってすぐできる！運動講座 

 交流・情報交換 

 関係機関からのお知らせ 

 

 （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。 

 

NO 地区 団体名 訪問世帯数 ボランティア数 

1 横越 横越地区民生児童委員協議会 80人 19人 

2 曽野木 曽野木地区在宅福祉活動推進委員会 131人 26人 

3 両川 両川地区民生児童委員協議会 32人 10人 

 （過去の実績） 

年度 団体数 訪問世帯数 ボランティア数 

26年度 3件   247人 60人 

27年度 3件  243人 55人 

28 年度    

 

 

（３）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。 
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地 区 Ｈ26年度配布世帯数 Ｈ2７年度配布世帯数 Ｈ28年度配布世帯数 

亀 田 ３７ ２７  

亀田東 ４２ ３９  

亀田西 １０７  ３０  

早 通       ６       ６  

横 越 ３０  ８  

大江山 １６ １７  

曽野木 １１２  ８０  

両 川      ２３       ４  

計 ３７３世帯 ２１１世帯  

 

（４）おせち料理配食事業 

      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１２月３０日におせち料理の配食を実

施しました。 

 

地区 亀田 亀田東 亀田西 早通 横越 大江山 曽野木 両川 計 

Ｈ26 

配食数 
２０６ ２４１ ２６３ ２１ １２９ １０５ １７８ ４７ 1,190食 

Ｈ27 

配食数 
２１６ ２５４ ２６３ ２３ １２６ １１５ １９３ ５０ 1,240食 

Ｈ28 

配食数 
         

 

 

（５）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の対象とな 

ら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。 
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① 会員登録数推移 

項目 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

利用会員 ４０ ４５  

協力会員 １８ １７  

   賛助会員 ０ ０  

    計(人) ５８ ６２  

 

②延べ活動状況 

     

③定例会研修会等 

開催日 テ ー マ ・ 会場 参 加 者 数 

４月１５日（木） 

【名称】協力会員定例会 

【内容】事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

１１人 

６月１７日（水） 

【名称】協力会員定例会 

【内容】事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

６人 

８月１９日（木） 

【名称】協力会員定例会 

【内容】事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

7人 

１０月２０日（火） 

【名称】協力会員定例会 

【内容】事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

１０人 

１２月１５日（火） 

【名称】協力会員定例会 

【内容】事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

６人 

利用会員数 協力会員数 
援助内容別活動回数 

家 事 介 助 その他 計 

３６８名 １７４名 １０８７回 １２０回 １２回 １２１９回 
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平成 28年 

２月１６日(火) 

【名称】協力会員定例会 

【内容】平成２８年度協力会員入会（更新）

手続き・事例報告・情報交換 

【会場】江南区福祉センター 

８人 

  

（６）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 江南区福祉センター 相談室＞ 

年度 延べ開設日数 来所相談件数 電話相談件数 合計相談件数 

26年度 ５１日 ９件 ６０件 ６９件 

27年度 ５１日 ７件 ６８件 ７５件 

28 年度     

 

 

（７）コミュニティソーシャルワーク活動 

  毎月ＣＳＷ定例会を開催し、個別ニーズ相談ケースの中から、協議が必 

要なケースについて取り上げ、継続的に全ＣＳＷで検討・協議、進捗状況の

共有を図りました。 

また、福祉・保健・医療の関係機関等との連携強化を図ると同時に、個 

別事例を通して、地域における助けあいの仕組みづくりを自治町内会等と 

進めました。 

・地域アセスメントの実施 

・各地区地域福祉活動計画推進支援 

・戸別相談ケースへの対応 

・【参加会議・ミーティング】 

○圏域ケア会議 ○３包括連絡会 ○障がい者自立支援協議会 

○放課後等デイワーキンググループ 

○江南区医療と福祉のネットワーク ○大江山横越ケアネット 
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○勉強会「あいあい」 ○ひまわりクラブグループ会議 

○自立支援協議会  

○地域包括ケアシステム（協議体・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）研修への参加 

 

 

（８）日常生活自立支援事業 

   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 

Ｈ２６年度 ２７ 人 １４ 人 延べ ５７９回 

Ｈ２７年度 ２２人 １９人 延べ ３７９回 

Ｈ２８年度    

 

 

（９）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 19   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  25   2   207,000 

緊急小口資金 38 4 400,000 

教育支援資金 

教育支援費 27 2 1,512,000 

就学支度費  7 2 420,000 

不動産担保型生

活資金 

不動産担保型 

生活資金生活資金 
 10 0      0 
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要保護世帯向け不動産 

担保型生活資金 
 0 0      0 

計 126 11 2,719,000 

 

 

 

（過去の実績） 

年 度 相談件数 貸付件数 貸付金額 

Ｈ２６年度 ８８件 ９件 １，２７４，０００円 

Ｈ２７年度 １２６件 １１件 ２，７１９，０００円 

Ｈ２８年度    

  

 

 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 

Ｈ２６年度 ２件 ２件 １，０００円 

Ｈ２７年度 ３件 ３件 １，５００円 

Ｈ２８年度    

 

 

（10）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 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

毎月 第４水曜日 亀田市民会館 １０５人 １８０人  
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（11）生活支援体制整備事業（地域包括ケアシステム協議体） 

単身や夫婦のみの高齢者，認知症の高齢者が増加する中，生活支援・介  

護予防サービスを担う多様な事業主体と連携しながら，多様な日常生活の支

援体制の充実・強化および高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目

的に第 1 層準備会から参画。第 1 層第 1 回協議体にて，第 1 層協議体事務

局として選出され，生活支援コーディネーターを選任いたしました。 

準備会・協議体 開催月 主な内容 

第 1 層 

 準備会 

１１月 １．行政説明 

(1) 高齢者・介護を取り巻く状況と介護保険制
度の改正概要 

(2) 新潟市の取り組み 

(3) 区の概要 

２．講話 

 河田珪子 支え合いの 

しくみづくりアドバイザー 

３．質疑応答 

第 1 層 

 第 1 回 協議体 

１月 １．行政説明 

(1) 地域包括ケアシステムの構築と協議体

の活動について 

(2) 平成 27 年度 生活支援体制整備事業に

係る事業委託について 

(3) 質疑 

２．議題 

(1) 江南区支え合いのしくみづくり会議（協議

体）の生活支援コーディネーターの選出 

３．その他 

第 1 層 

 第 2 回 協議体 

３月 １．協議事項 

(1) 江南区支え合いのしくみづくり会議（協議
体）について 

・協議体の昨日と役割 ・質疑応答 

２．その他 
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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 ボランティア登録数 

項目 Ｈ２８ 

グループ団体登録数 団体(  人) 

個人登録数     人 

 

② ボランティアに関する相談件数 

項目 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

ボランティアしたい ２２件 ４２件  

ボランティア欲しい ４４件 ４６件  

情報提供 ２６件 ８件  

情報欲しい ９５件 １５８件  

   計 １８７件 ２５４件  

 

③ボランティア保険加入取扱い件数 

保険種類 
取扱い件数 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

活動保険 ６１４件 ４７５件  

行事保険 ４４６件 ４７１件  

福祉サービス総合補償 １件    １件  

送迎サービス補償 １件 １件  

保険金請求 ０件 ０件  

 

（２）ボランティア育成事業（各種講座等）の推進 

   福祉やボランティア活動に興味・関心を持つきっかけとなるよう、学生

を対象にした体験講座を開催しました。また、ボランティア活動のすそ野
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を広げるため、誰もが気軽に参加できるミニ講座と情報交換の場を兼ね備

えたサロンを毎月１回定期開催しました。 

 

講座名 会  場 開催日 
参加人数 

Ｈ２８ 

ぼら☆活 2015 江南区内の福祉施設等 
7月 26日（日）～ 

8月 31日（日） 
４３人 

ボランティア受入

施設担当者研修 
江南区福祉センター 3月 9日(水)     ２１人 

ボランティア 

サロン 

江南区福祉センター 

ボランティアルーム 

毎月第 3金曜日 

10/16 、 11/20 ．

12/18、1/15、2/19 

５４人 

 

（３）江南区災害ボランティアネットワーク委員会の開催     

江南区災害ボランティアセンター設置運営マニュアルに沿った災害ボラ

ンティアセンター設置訓練及び関係機関(団体)とのネットワークを構築す

ることを目的に平成２６年度に設置しました。地域・企業・行政より委員を

委嘱し、委員会内にワーキンググループを設け、より具体的な検討ができる

ようにしました。 

 

開催日 内容 

平成 27年 5月 14日(木) 

江南区福祉センター 

・委員会について 

・設置候補箇所について 

・設置運営マニュアルについて 

平成 27年 8月 18日(火) 

江南区福祉センター 

・江南区災害ボランティアセンター設置訓練について 

平成 27年 10月 30日(金) 

江南区福祉センター 

※ワーキンググループ(研修グループ) 

・江南区災害ボランティアセンター設置訓練について

（反省会） 

・今後について 

平成 27年 12月 24日(木) 

江南区福祉センター 

※ワーキンググループ(連携グループ) 

・災害時における委員所属団体の活動について 

 

（４）災害ボランティアセンター設置運営訓練    

ボランティア、地域住民、コミ協役員等と社協役職員とが協力をしなが 

ら、災害ボランティアセンターの役割と機能を確認し、「江南区災害ボラン

ティアセンター設置運営マニュアル」に沿った体験型模擬訓練を行いました。 
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開催日・会場 参加団体 
参加者

数 

平成 27年 8月 22日（土） 

 

江南区福祉センター 

市社協、東区社協、江南区社協、江南区社協

役員、江南区役所、亀田小校区コミ協、亀田

東小校区コミ協、亀田西小校区コミ協、早通

小校区コミ協、横越コミ協、大江山地区コミ

協、両川地区コミ協、曽野木地区自主防災連、

曽野木団地、亀田商工会議所青年部、個人ボ

ランティア、災害ボランティアネットワーク

委員会、 

５９人 

 

 

（３）福祉教育・ボランティア学習への支援 

   民生委員・児童委員等の協力のもと、１１校１，３３３名の児童・生徒

を対象に、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

ズに合わせた授業を実施しました。 

 

① 総合的な学習などへの協力 

 

 ②実施状況 

対 象 詳 細 

丸山小学校 

４年生 ４８人 

【期 日】１０月２７日  

【内 容】認知症サポーター養成講座 

大淵小学校 

６年生 ２９人 

【期 日】２月９日 

【テーマ】講話「福祉について」・高齢者擬似体験 

【協 力】大江山地区民生委員児童委員協議会 

     大江山地区コミュニティ協議会       

区  分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

高 校 １校 ２校  

中学校 ２校 ５校  

小学校 ３校 ４校  

合  計 ６校 １１校  
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東曽野木小学校 

４年生 ４５人 

【期 日】１２月２日 

【内 容】視覚障がいを切り口として福祉への理解を促す 

     （アイマスク体験） 

早通小学校 

６年生 ３３人 

【期 日】１１月５日  

【内 容】高齢者疑似体験・車いす体験 

【協 力】大江山地区コミュニティ協議会 

大江山中学校 

３年生  ６８人 

【期 日】９月１０日 

【内 容】講話「福祉について」・高齢者疑似体験 

【協 力】大江山地区民生委員児童委員協議会 

     大江山コミュニティ協議会 

横越中学校 

１年生 １０４人 

【期 日】①６月３日 ②７月７日 ③７月８日 

【内 容】①講話「社会福祉の意義」 

 ②車いす体験 

 ③視覚障害体験 

【協 力】横越地区民生委員児童委員協議会 

亀田中学校 

１年生 ２０６人 

【期 日】１０月２３日  

【内 容】講話「福祉について」・体験（手話・車いす・視覚障がい） 

【協 力】中央区社協     

亀田中学校 

３年生 ２２０人 

【期 日】９月２９日  

【内 容】福祉体験      

亀田西中学校 

３年生 ２６４人 

【期 日】①９月２９日 ②１０月１６日 

【内 容】①講話「福祉について」 

     ②福祉概論と体験（車いす・視覚障がい・高齢者） 

新潟向陽高校 

福祉教養コース 

３年生 ３７人 

【期 日】①９月１０日 ②９月１７日 

【内 容】講話「総合福祉会館の概要」・見学 

 

新潟明訓高校 

インターアクト部 

    ３０人 

【期 日】５月２日  

【内 容】講話「ボランティア基礎研修」 
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②出前講座等 

研修会名 参加対象者 

出前講座 お茶の間しののめ  ８人 

出前講座 ５８区四ッ葉の会 １７人 

 

（４）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。 

 

（５）江南区ボランティア・市民活動センター情報誌（サロン・ド・ボラ）の

発行 

   隔月(偶数月)に 1回、「サロン・ド・ボラ」という名称で、ボランティア

情報等を発信しました。1回あたり 2,500部発行し、福祉施設、学校、行政

の窓口等に配付し、ボランティア活動の情報発信を行いました。 

 

（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 登録者数 

１２回   ２５人  １５１人 ４２施設 

 

項 目 
件   数 

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

車いす １８件 ２５件 ２５件  

高齢者疑似体験セット ２件 ４件 ４件  

視覚障害体験セット ４件 ７件 ５件  

合計 ２４件 ３６件 ３４件  
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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 

２２号 

平成２７年 ７月 

 

発行部数 

２１，５００部 

・Ｈ27 年度江南区社協重点事業 

・Ｈ26 年度事業報告・決算（市社協） 

・   〃        （区社協） 

・ サロン見学ツアー 

・ 会費納入のお願い 

・Ｈ26 年度共同募金実績報告 

・リボンの会紹介 

・ファミサポ紹介 

・日常生活支援事業 

・ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

２３号 

平成２７年１０月 

 

発行部数 

２１，５００部 

・区民福祉大会のご案内 

・安心袋・緊急情報キット配布について 

・おせち料理配食事業について 

・おもいやりのひとかき運動にご協力 

・赤い羽根共同募金運動の協力依頼、共同募金助成事業の案内 

・歳末たすけあい募金助成事業の案内 

・リボンの会 

・災害ボランティアセンター設置訓練の報告 

２４号 

平成２８年 ３月 

 

発行部数 

２１，５００部 

・ボランティアサロンの案内 

・リボンの会募集・ボランティア保険の案内 

・ボランティアルームの紹介 

・会員会費の実績報告 

・共同募金の実績報告 

・歳末たすけあい事業の実績報告 

・おせち料理の実績報告 

・地域福祉活動紹介 

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な広報手段として、お知らせ・イベント情

報・災害支援情報等を発信しました。 
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（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、 

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

福祉課と共催で開催しました。 

 

開催日・会場等 内             容 

平成２７年 

１１月２１日(土) 

 

江南区文化会館 

音楽演劇ホール 

 

参加数 

３５６人 

 

第１部 

・社会福祉功労者及び社会福祉事業協力者の表彰 

・地域福祉活動実践発表 

  両川地区自治会連絡協議会 会長 江部 勇さん 

『笑顔の花咲く見守り運動』について 

第２部 

・記念講演 

講師 四代目 江戸家 猫八さん 

   演題 「芸も生きがい 人も生きがい」 

～ものまね芸に生きる～ 

 

（３）江南区ふれあい・ささえあい交流事業 

地域の方々に福祉活動への理解を深めるとともに、障がい福祉関係機関、

民間企業等と協働して、「福祉のまち江南区」を発信し、障がい者の自立と

社会参加を進めることを目的に「ふれ愛春まつり」を開催しました。 

 

開催日・会場等 催   事   内   容 

・平成２７年 

４月２６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 

 



27 

 

５．諸福祉活動の推進 
       

（１）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、社協事業とかかわる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 

・社協事業との関連団体の

送迎   

高齢者・障がい者  ２４４回 ２，６６４人 

 

（２）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 ７，０８２，０００円 

 

  目標額 ４，０００，０００円  

 実績額 ７，１３７，４７７円   実績額 ４，１０２，７０７円 

 達成率 １００.７％   達成率 １０２.５％ 

   

（３）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。 
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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２８回 

平成２７年５月２１日（木） 

江南区福祉センター 

議案第１号 理事の一部選任について 

議案第２号 江南区社会福祉協議会運営検討委員会委員の

選任について 

議案第３号 平成２６年度事業報告及び決算について 

議案第４号 江南区災害ボランティアセンター設置運営マ

ニュアルの策定について 

報告事項１ 新潟市社旗福祉協議会理事・評議員候補者の

推薦について 

議案第２号 報告事項２ 平成２７年度社協一般会員会費の募集につい 

            て       

報告事項３ 区社協だよりの発行について 

報告事項４ 平成２７年度江南区社会福祉協議会の主な 

業務担当について 

第２９回 

平成２７年９月９日（水） 

江南区福祉センター 

議案第１号 平成２７年度江南区社会福祉協議会社会福 

      祉功労者等被表彰者について 

議案第２号 新潟市江南区社会福祉協議会規約の一部規制

について 

報告事項１ 江南区災害ボランティアネットワーク委員会

報告 

報告事項２ 新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰 

候補者の推薦について 

報告事項３ 社会福祉協議会賛助会員会費のお願い 

報告事項４ 社会福祉協議会一般会員会費の納入状況に 

      ついて 

報告事項５ 江南区民福祉大会について 

報告事項６ 新潟県民福祉大会について 

報告事項７ おもいやりのひとかき運動の実施について 

報告事項８ 歳末たすけあい事業助成について 

報告事項９ 区社協だよりの発行について 
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報告事項 10 今後の予定(市・区社協関係)について 

第３０回 

平成２８年１月１４日（木） 

江南区福祉センター 

報告事項１ 区社協運営検討委員会報告 

報告事項２ 災害ボランティアネットワーク委員会報告 

報告事項３ 江南区民福祉大会について 

報告事項４ 地域の茶の間情報交換会について 

報告事項５ おもいやりのひとかき運動について 

報告事項６ 安心袋・緊急情報キット配布事業について 

報告事項７ おせち料理配食事業について 

報告事項８ 歳末たすけあい事業助成について 

報告事項９ 社協一般会員会費及び賛助会員会費の納入 

状況について 

報告事項 10 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）実績

について 

報告事項 11 新潟市ひまわりクラブ指定管理者候補者の s

選定結果について    

第３１回 

平成２８年３月１７日（木） 

江南区福祉センター 

議案第１号 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会江南区社

会福祉協議会役員及び各種委員会等の費用弁

償に関する規程の一部改正について 

議案第２号 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会江南区社

会福祉協議会表彰規程の一部改正について 

議案第３号 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会江南区社

会福祉協議会表彰要綱の廃止について 

議案第４号 平成２８年度事業計画及び予算について 

議案第５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６号 江南区社会福祉協議会運営検討委員会委員の

一部選任について 

報告事項１ 区社協運営検討委員会報告 

報告事項２ 新潟市江南区生活支援体制整備事業（受託事

業）について 

報告事項３ 社協一般会員会費及び賛助会員会費の納入 

状況について 
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② 監事会の開催 

期日・会場 議   題 

平成２７年５月１５日（金） 

江南区福祉センター 

・平成２６年度事業及び決算監査 

 

  

③ 区社協運営検討委員会の開催 

期日・会場 議   題 

平成２７年１１月１２日（木） 

江南区福祉センター 

・正副長委員長の選任について 

・今後の検討事項について 

・福祉バス（マイクロバス）運行事業について 

・区社協表彰について 

平成２７年１２月１７日（木） 

江南区福祉センター 

・心配ごと相談事業について 

・区社協費用弁償について 

平成２８年１月２０日（水） 

江南区福祉センター 

・共同募金委員会について 

・江南区社会福祉協議会収支構造について 

・平成２８年度事業方針・予算見積について 

平成２８年 ３月 ９日（水） 

江南区福祉センター 

・平成２８年度事業計画について 

・平成２８・年度予算と財源について・ 

・規程の一部改正(廃止)について 

 

 

 

（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２７年度 平成２８年度 

納入 

自治会数 
納入金額 

納入 

自治会数 
納入金額 

亀田 ２２ 1,402 ２１ ５６０，８００   

亀田東 １８ 2,764 １７ １，１０３，０００   
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亀田西 １６ 2,547 １５ １，０１１，６００   

早通  ８ 846 ８ ３３７，０００   

横越 ２９ 2,452 ２９ ９７５，３００   

大江山 １６ 1,632 １６ ６５２，２６０   

曽野木 ２８ 2,009 ２８ ８０２，６４０   

両川 １５ 937 １５ ３７４，８００   

計 152 14,589 １４９ ５，８１７，４００   

 

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 

２７年度 ２８年度 ２７年度 ２８年度 ２７年度 ２８年度 

企業 １５  １７  101,500  

団体   ３    ３  4,000  

個人（商店） ６４  １７８  89,000  

計 ８２  １９８  194,500  

 

③寄付金（江南区社協指定寄付） 

 件   数 金   額 

平成２６年度 １４ ３５５，１５４ 

平成２７年度 １９ ４８０，６９３ 

平成２８年度   

 


