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＜実 施 内 容＞ 

１ 社協の基盤整備と組織の強化 

（１）支部社協活動の推進支援と連携強化 

      糸魚川支部社協活動推進費配分 ４,０００,０００円 １０支部 

      能生支部社協活動推進費配分    ９４６,１２０円  ７支部 

      青海支部社協活動推進費配分  １,８６０,０００円 １６支部 
 

（２）役職員研修の機会拡充と社協事業運営への積極的参加 

    ①理事会・評議員会等の開催 （353,540円） 

      理事会  ４回（６月３日、６月２０日、１２月１８日、３月１９日） 

  評議員会 ３回（６月２０日、１２月２５日、３月２６日） 

    ②役職員体制の構築 （172,780円） 

      第６９回新潟県民福祉大会 １０月２９日～３０日 南魚沼市 参加者１２名 

                   表彰 １０名（糸魚川市） 
 

（３）各種委員会の開催 （145,860円） 

    ①評議員選任・解任委員会 ３回 

   ②地区社協運営委員会   ３回 

③生活福祉資金貸付調査委員会（たすけあい資金貸付調査委員会） １回 

④事故等対策委員会    １回 

⑤表彰審査委員会     １回 

⑥青海地区社協基金活用検討委員会 ３回 

 

２ 安心な暮らしがうまれるまちづくりの推進 

（１）ボランティア講座等の開催 （48,329円） 

・点訳講座 

       ７月 ６日 ビーチホールまがたま   参加者 ４名 

            講師 糸魚川市点訳友の会 様 

    ・認知症になっても普通に暮らしたい 

～認知症とともに歩んでいる人からのメッセージ～ 

      １１月２５日 ビーチホールまがたま   参加者７５名 

            進行 認知症の人と家族の会 金子裕美子 様 

朗読 いとよ朗読奉仕会   森チエ子 様 
 

（２）福祉講座 （85,661円） 

元浅草芸人が贈る「うたごえ喫茶」と「老後の備え」 

      １２月１０日 ビーチホールまがたま   参加者２０８名 

            講師 芸人・行政書士 縁 竹縄 様 
 

（３）一人暮らし高齢者等への配食サービス及び昼食招待事業の推進支援 

    ・高齢者給食サービス 年２４回 配食数 １,２５４食 

    ・支部配食事業   ５支部   延べ回数１１回   配食数１,４４３食 
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    ・一人暮らし高齢者昼食招待会 

       糸魚川支部 １１月 ７日 ビーチホールまがたま 参加者 １３０名 

       能生地区  １１月１４日 権現荘        参加者  ９６名 

       青海地区  １２支部実施 延べ回数２４回  延べ参加者 ３０３名 
 

（４）歳末慰問事業 （594,928円） 

    ７５歳以上の単身高齢者への慰問品（日めくりカレンダー） １,４４９件 
 

（５）子育てカフェ （156,339円） 

    ７月１１日 ビーチホールまがたま 参加者１２名 ペディキュア 

    １０月３１日 ビーチホールまがたま 参加者１３名 アクセサリーづくり 

     ３月１２日 ビーチホールまがたま 参加者１３名 造花リースづくり 
 

（６）介護者のつどい （287,332円） 

    映画「八重子のハミング」上映 

    ６月２２日 ビーチホールまがたま 参加者２７５名  
 

（７）バリアフリー映画の上映会 （320,000円） 

    「日日是好日」の上映（日本語字幕付き） 

１２月 １日  ビーチホールまがたま  参加者８６０名 
 

（８）軽度除雪対策事業 （218,334円） 

    【青 海】 １６支部  実施世帯数 １０世帯  延べ実施回数 ４６回 

     （※糸魚川地域及び能生地域については、自治会等が実施） 

 

３ 暮らしを支える環境づくり 

（１）ふれあいいきいきサロンづくりの推進 （424,276円） 

     家に閉じこもりがちな高齢者が気軽に集まり、おしゃべりしながら楽しい時間 

を過ごす憩いの場の提供 

サロン名 
開催
回数 

参加者 サロン名 
開催
回数 

参加者 

糸

魚

川 

①新道サロン 7 86 

能

生 

①西飛山サロン 10 79 

②西海サロン 12 130 ②柵口サロン  9 50 

③押上サロン 12 93 ③河童サロン（川詰）  7 36 

④おたっしゃ会（寺町） 11 73 ④桜木サロン 11 177 

⑤紅芙容の会（大野）  11 95 ⑤百川サロン 10 93 

⑥大野サロン  3 89 ⑥藤後サロン 9 42 

⑦横町サロン 19 239 ⑦潮来サロン（小泊） 11 205 

⑧月曜サロン（大和川） 11 356 ⑧青空サロン（高倉） 10 61 

⑨笑がおの会（今井） 11 118 ⑨美園サロン（溝尾） 11 148 

青

海 

①西町サロン 8 95 ⑩鬼舞サロン 10 83 

②寺地サロン 10 116 ⑪須川サロン  11 92 

③須沢サロン  11 119   合 計 （23地区） 235 2,675 
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（２）小地域ネットワークづくり事業の実施 （11,700円） 

一人暮らし高齢者の日常生活に、常に気配り目配りをし、何か困ったことが起き

たら対応できるよう地域での見守り活動 

   今井地区、平牛地区 
 

（３）各種資機材の貸出 （81,588円） 

    ・福祉車両（リフトバス） ２回  ・チャイルドシート ６５回 

    ・車椅子        ３５回  ・擬似体験セット  １２回 
 

（４）一人暮らし高齢者等安否確認事業の実施 （925,438円） 

   【糸魚川】 実施世帯数  ４４世帯  延べ訪問件数 ９７２件 

   【青 海】 実施世帯数 ３７９世帯 

    （※糸魚川地域の一部及び能生地域については、老人クラブで実施） 
 

（５）高齢者等支援地域連絡会の実施 

    ５支部（須沢支部、名引支部、東町支部、歌支部、外波支部） 
 

（６）出前講座「出張！なんでも介護団」 

    寸劇・脳トレ・簡易検査による認知症予防、福祉用具を使った介護の方法 

       開催回数  ５回  参加者 ９９名 
 

（７）地域活動支援センターの受託運営  

  【いちょうの家】 （7,842,962円） 

   １）通所者数   １０名 

   ２）作業内容 

    ①受託作業 ・㈱グローウィル（電子部品組立） 

          ・㈱はしだて（正月飾りヒゲ切り） 

          ・㈲竹田（パックのシール貼り） 

          ・㈱アド・クリーク（ラベル糸通し） 

          ・上越信用金庫（カレンダー巻き） 

          ・ジャンパー、ゼッケン等の洗濯 

   ３）行事その他 

・調理実習 

・研修旅行（湯沢高原パノラマパーク、長野県木島平、富山市） 

・能生小学校との交流 

・誕生会、運動教室、交通安全教室、避難訓練、歯科検診等 

 

  【青空工房】 （4,488,635円） 

   １）通所者数   １３名 

   ２）作業内容 

    ①受託事業 ・㈱シンコーテック（樹脂製品組立、検査） 

          ・㈱グローウィル（電子部品組立） 

          ・北陸アグリ開発（肥料の小分け） 

          ・吉田農園（ジャムの箱仕切り作り） 
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   ３）行事その他 

・研修旅行（上越市水族館、ほたるいかミュージアム、鵜の浜人魚館） 

・歯科検診、運動教室、避難訓練、花見、お楽しみ会等 
 

  【あけぼの】 （9,705,751円） 

   １）通所者数   １５名 

   ２）作業内容 

    ①受託作業 ・㈱グローウィル（電子部品組立） 

          ・北陸アグリ開発（肥料の小分け） 

    ②自主事業 ・モップ、ボカシ、ウェス 

    ③販売作業 ・取り次ぎ販売（チョコレート） 

          ・行事でのバザー出店 

    ④創作活動 ・はり絵カレンダー 

   ３）行事その他 

          ・調理実習 

          ・研修旅行（高岡市おとぎの森公園、上越市レジャーランボウル） 

          ・誕生茶話会、交通安全教室、防災訓練、歯科検診、交流会等 
 

（８）すぱーく能生（屋内ゲートボール場）管理運営 （1,698,139円） 

      利用日数 ２４８日   延べ利用者 ４,７２２名 
 
（９）ビーチホールまがたまの管理運営 

項 目 利用延団体数 延利用者数 

ホール棟 ４６４ １７,３３７名 

研 修 室 １,４９９ １９,６８７名 

 

（10）マイクロバスの運行 （1,182,973円） 

     福祉団体、福祉施設、ボランティアグループ等が、各種研修会、視察など団体の 

目的にそった自主活動にマイクロバスを貸出し 

   利用日数 ６９日    延べ利用者 １,０６５名 
 

（11）会長杯ゲートボール大会 （11,662円） 

    １２月 ２日 すぱーく能生  参加者６６名（１２チーム） 

 

４ 介護事業部門（居宅介護支援事業・訪問介護事業）の充実強化 

（１）居宅介護支援事業（ケアマネジメント）の充実 （45,414,607円） 

 １）ケアマネージャー数   常勤 ７名  臨時 １名 

 ２）業務実績 ・ケアマネジメント 総合事業163名、予防218件、介護2,742件 
 

（２）訪問介護事業（ホームヘルプサービス）の強化 （94,571,509円） 

  １）ヘルパー数  常勤 １２名  臨時 ２名  パート １５名 

  ２）業務内容 

    ・身体介護（入浴介助、清拭、通院介助等） 

    ・生活援助（掃除、洗濯、買物、調理、相談助言、関係機関との連絡等） 



 5 

  ３）業務実績 

    ・利用者延べ人数 

 

 
 
 
    ・訪問介護時間数 

 身体介護 生活援助 混在 合 計 

介護 7,530.0時間 5,807.0時間 1,876.0時間 15,213.0時間 

障害 658.5時間 2,462.0時間 ― 3,120.5時間 

保険外 159.0時間 91.5時間 ― 250.5時間 

 

（３）介護職員初任者研修の実施 （612,610円） 

    介護の資格が取得できる講習会を実施 

     ７月５日～１０月２９日（全３１日） 受講生１０名（うち修了者９名） 

      講師 介護センターにじ職員及び市内の福祉専門職 

 

５ 福祉教育とボランティア活動の推進 

（１）学生を対象としたサマーワークボランティアの実施 （74,179円） 

     小・中・高校生が夏休みを利用してボランティアの体験を通じて、自己の生きる

尊さや福祉についての考え方を深め、ボランティア活動の必要性と理解を深める。 

     ７月３１日 ビーチホールまがたま  参加者８名 

           講義、実技（車椅子操作、食事介助、手話、フライングディスク） 
 

（２）福祉研究普及校の指定と助成 （300,000円） 

   ア．指定校   能生小学校、西海小学校、糸魚川東小学校、青海小学校、 

青海中学校、糸魚川高等学校 

   イ．指定期間  ３年間（平成29年度～令和元年度） 
 

（３）ボランティアフェスティバルの開催（福祉大会と同日開催） 

    ８月２４日  ビーチホールまがたま  参加者 約３８０名 
 
 

（４）ボランティア保険活用の推進 

    保険加入数  ６６団体  ６,３５５名 

 

（５）収集・回収活動の拡大 

    愛の古切手  ２８８件 
 

（６）２４時間テレビチャリティ募金への協力 

    ８月２４日 ビーチホールまがたま 

８月２５日 マックスバリュ糸魚川店、マリンドリーム能生 

協力者数 延べ２１名   募金額 ３９８,４０９円 

介護保険 総合事業 障害 保険外 合 計 

1,311名 323名 283名 94名 ２,０１１名 
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６ 財政基盤の確立 

（１）社協会員の拡充と会費の確保    別表１ 
 
（２）赤い羽根共同募金への協力     別表２ 
 
（３）寄付金  ９１８,３４８円（３７件） 

 

７ 相談・援助支援の推進 

（１）心配ごと相談事業の充実と専門相談の実施 （1,606,720円） 

   ①心配ごと相談（相談員15名） 

    ア．各地区実施状況 

       ビーチホールまがたま 毎週火曜日（４９回）   ９:００～１２:００ 

       能生生涯学習センター 第２･４火曜日（２４回）  ９:００～１２:００ 

       総合福祉会館ふれあい 第１･３木曜日（２４回） １３:００～１５:００ 

    イ．相談実績  

種  別 
件 数 

種  別 
件 数 

糸魚川 能生 青海 糸魚川 能生 青海 

生計･多重債務  ２  １  － 医  療  ２  －  － 

健康・衛生  ２  －  － 職業・生業  ３  －  － 

結  婚  －  －  － 障害者福祉  －  －  － 

離  婚  ３  －  － 教育・青少年  －  －  － 

母子・父子福祉  －  －  － 児童福祉  －  －  － 

老人福祉  －  －  － 住宅・土地 １２  １  － 

年  金  １  －  － 財  産  ４  －  １ 

精神保健  ４  １  － 事  故  －  －  － 

家  族  ９  －  ２ そ の 他  ８  ２  １ 

苦  情  －  －  － 
計 ５２  ５  ４ 

人権・法律  ２  －  － 

    ウ．自主研修会等の開催 

       自主研修  ４月 ４日  ビーチホールまがたま １２名 

       先進地視察 ７月２４日～２５日 新潟市江南区心配ごと相談所 ７名 

   ②弁護士による法律相談 

       第２金曜日（１２回） ビーチホールまがたま 相談件数 ４４件 
 

（２）日常生活自立支援事業の推進 （2,138,782円） 

     判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、日常的な金銭

管理や重要書類等の預かり支援、福祉サービスの利用援助等を行う。 

      利用者数 １０名  生活支援員登録数 ９名 
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（３）生活福祉資金貸付と相談支援            （Ｒ２.３.３１現在） 

資金の種類 件数 資金の種類 件数 

福祉資金  ６ 総合支援資金  ９ 

教育支援資金  ８ 臨時特例つなぎ資金  １ 

緊急小口資金 １５ 合 計 ３９ 

   ・令和元年度中の状況 

貸付件数 ０件  償還完了 ５件 
 

（４）たすけあい資金貸付と相談支援  （Ｒ２.３.３１現在） 

原  資  １,８１６,８６５円 

貸付件数    １７件 

貸付金額   ５０８,０００円 

    ・令和元年度中の状況 

貸付件数 ２件  貸付金額 １００,０００円  償還完了 ２件 
 

（５）行旅人援護 （61,080円） 

     件数 ４５件（春日山行き：３３件、泊行き：１２件） 

 

８ 災害時の支援体制づくり 

（１）台風第１９号災害ボランティアバス運行 （14,000円） 

    ・糸魚川市社会福祉協議会主催 

      １０月２４日、１１月２６日、１２月６日  長野市  参加者５３名 

・上越３市の社会福祉協議会・青年会議所・くびき野NPO ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰと共催 

      １１月５日、１１月１４日  長野市  参加者４９名（うち糸魚川市１１名） 

 

９ 子育て支援事業の充実強化 

（１）ふれあい児童館の実施 （322,379円） 

・須沢ふれあい児童館  毎週水曜日 ４２回  延べ参加者数 ２２０名 

・八久保ふれあい児童館 毎週木曜日 ３８回  延べ参加者数 ３７９名 
 

（２）子どもの遊び場遊具設置 （1,299,150円） 

    上小見地区（集落開発センター横広場） 鉄棒 １基 

    上小見地区（上小見運動広場）  ブランコ  １基 

    旭新町地区（旭新町児童遊園）  鉄棒    １基 

    横町地区（横町秋葉神社境内） カラーベンチ ４台 
 

（３）私立保育園施設整備事業 （270,000円） 

    いくみ保育園、はやかわ保育園、木浦保育園、いずみ保育園、能生保育園、 

汐路保育園、川崎保育園、筒石保育園、おひさま保育園 
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10 各種団体への協力 （468,000円） 

（１） 福祉団体の事務受託 

民生委員児童委員連絡協議会、老人クラブ連合会、身体障害者会、母子寡婦福祉会、

保護司会、更生保護協力雇用主会、更生保護女性会、遺族会、共同募金委員会の 

団体事務受託 

 

11 広報活動 

（１）広報「社協だより」の発行 （872,450円） 

 ７１号～７５号発行（５月､７月､９月､１１月､２月） 17,700部（全戸配布） 
 
（２）ホームページのリニューアル （833,602円） 
 

（３）第１５回糸魚川市民のつどい福祉大会開催 （1,028,987円） 

    ８月２４日 ビーチホールまがたま 参加者約３８０名 表彰者３名、１団体 

    ふれあい広場（パネル展示・模擬店・福祉作業所の販売・点訳体験等） 

    記念講演「八重子のハミング～老老介護４０００日の軌跡～｣ 

      講師 萩金谷天満宮宮司 陽 信孝 様 
 

（４）福祉団体等が発行する機関紙への協力 （260,619円） 

ボランティアだより ２６号～２７号発行（９月､２月） 17,700部（全戸配布） 

 

12 社会福祉充実計画の取り組み 

（１）社会福祉事業及び公益事業 

・介護センターにじのパソコン更新･タブレット導入 （1,660,458円） 

・介護センターにじの車両導入 （1,216,440円）  

・職員処遇改善（職員の採用）（7,548,103円） 

 

 

 



別表１

糸魚川地域 （単位：円） 青海地域 （単位：円）

能生地域 （単位：円）

（単位：円）

社協会費合計　６,８１４,２３９円

別表２

一般募金 （単位：円） 歳末募金 （単位：円）

目標額合計　１４,８１１,０００円

実績額合計　１４,６２４,１５４円

法人募金

573,626

計

職域募金 156,107

職域募金 700,000

691,509

街頭募金

戸別募金 10,980,736

学校募金

計

14,111,000

法人募金 1,996,500

4,266   

300,099

13,932,645

そ の 他

赤い羽根共同募金運動実績

区　　分 目標額 実績額 区　　分 目標額

70      

144     

1,080   

86,300

計

西町

上路

玉ノ木

8,136   

610     

下早川

根知

小滝

今井

上早川

大和川

西海

大野

糸魚川

社会福祉協議会会費実績

地区名
世帯数

浦本

金　額

149,570 須沢 745     372,500302     

515,610 田海 339     169,500

八久保

245     122,500

115     57,500

今村新田 80      40,000335,510

314     157,000

138     69,000

83      41,500

46,500

181     90,500

93      

中能生 396     

上南 258     

地区名
世帯数

磯部 509     

一般会費

金　額

西能生 295     

832     

253,850

416,000能生

147,500

中央

東町

2,085,576

3,976,489

小泊 176     

寺地

計

424     

341     

197,000

127,350

136,750

大沢

高畑

211,612

162,512

35,000

72,000

名引 259     129,500

一般会費
地区名

一般会費

世帯数 金　額

681     

218     109,000

22,000

市振

2,872   1,436,000

94      47,000

5,50011      

44      

27,500

外波 76      38,000

歌 55      

計 2,741   

木浦 275     

件　数 金　額

賛助会費 37      37,000

区　分

1,364,750

134,736 そ の 他

戸別募金

実績額

237,876

40,000

90,940

365,000

48,633
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