
１　明るく元気な地域づくり
１－①　隣近所との交流
１－②　人が集い交流しあう拠点づくり

1 生きがい対応型通所事業 高齢介護担当

　家に閉じこもりがちな高齢者に対し，茶話会や
レクリエーションなどの通所サービスを提供する
ことで社会的孤立感の解消と介護予防を図る。

・通所サービスを区内4カ所で実施
　　①いこいの間　（荻川コミセン分館）
　　　　・火～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　1,393人
　　②さつきの里　（デイサービスセンターさつきの里）
　　　　・月～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　535人
　　③お茶の間　（新津健康センター）
　　　　・火～土曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　1,718人
　　④はつらつ広場　（小須戸老人福祉センター）
　　　　・火曜日　午前9時45分～午後2時30分
　　　　・年間延べ利用者数　431人
　　※秋葉区だよりにて事業内容を紹介，利用者募集を告知

・通所サービスを区内4カ所で実施
　　①いこいの間　（荻川コミセン分館）
　　　　・火～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　1,397人
　　②さつきの里　（デイサービスセンターさつきの里）
　　　　・月～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　711人
　　③お茶の間　（新津健康センター）
　　　　・火～土曜日　午前10時～午後3時
　　　　・年間延べ利用者数　1,898人
　　④はつらつ広場　（小須戸老人福祉センター）
　　　　・火曜日　午前9時45分～午後2時30分
　　　　・年間延べ利用者数　313人
　　※秋葉区だよりにて事業内容を紹介，利用者募集を告知

・通所サービスを区内4カ所で実施
　　①いこいの間　（荻川コミセン分館）
　　　　・火～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　1,295人
　　②さつきの里　（デイサービスセンターさつきの里）
　　　　・月～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　958人
　　③お茶の間　（新津健康センター）
　　　　・火～土曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　1,840人
　　④はつらつ広場　（小須戸老人福祉センター）
　　　　・火曜日　午前9時45分～午後2時30分
　　　　・延べ利用者数　296人

・通所サービスを区内３カ所で実施
　　①いこいの間　（荻川コミセン分館）
　　　　・火～木曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　１，２０８人
　　②さつきの里　（デイサービスセンターさつきの里）
　　　　・月～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　８９５人
　　③お茶の間　（新津健康センター）
　　　　・火～土曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　９７７人

・通所サービスを区内2カ所で実施
　　①さつきの里　（デイサービスセンターさつきの里）
　　　　・月～金曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　664人
　　②お茶の間　（新津健康センター）
　　　　・火～土曜日　午前10時～午後3時
　　　　・延べ利用者数　770人

2 ふれあいいきいきサロン助成事業 社　協
　身近な地域で仲間づくりや生きがいづくりの拠
点の場としてのサロン活動を支援する。

・研修会年1回
　　認知症サポーター養成講座、8月27日開催、45名参加
・交流会年1回
　　3月1日開催、ボランティア・市民活動センター主催70名参加
・各サロンへ訪問
　　　状況確認、防災アンケート（小合地区）

・研修会年1回
　　「支え合いのしくみづくりについて」、7月29日開催、45名参加
・交流会年1回
　　3月10日開催、ボランティア・市民活動センター主催へ参加
・各サロンへ訪問
　　　状況確認、認知症アンケート（小合地区）
・サロン申請・報告相談会（3日間開催）

・研修会年1回
　　「サロン・茶の間で活用できる簡単体操」、
　　8月4日開催、49名参加
・交流会年1回
　　3月15日開催、ボランティア・市民活動センター主催へ参加(138名）
・各サロンへ訪問
　　　状況確認、相談、認知症サポーター養成講座の開催等
・サロン申請・報告相談会（3日間開催）

・研修会年開催
　　日時：3月8日（金）　参加者：７２名　地域包括支援センターとの連携
を図る。
・各サロンへ訪問
　　　状況確認、相談、サロンの意義についての啓発
・報告書及び次年度申請書作成の相談受付（随時）

・研修会開催
　　開催日：3月6日（金）　地域包括支援センターとの連携を図る。
・各サロンへ訪問
　　　状況確認、相談、サロンの意義についての啓発
・報告書及び次年度申請書作成の相談受付（随時）

3
ふれあいいきいきサロン立ち上げ
支援

社　協

　高齢者等の閉じこもり防止や仲間づくり促進を
目的として，サロン未設置地域に働きかけを行
うとともに，立上げまでの支援を行う。

・新規相談（助成申請等）　4か所 ・新規相談（助成申請等）　5か所 ・新規相談（助成申請等）　6か所 ・新規相談（助成申請等）　４ヶ所 ・新規立上げ件数：3ヶ所

4

アキハで子育て
サポート事業
（Ｒ１から）

うれしい！
楽しい！
子育て

サポート事業！
（H２９から）

地域ですくすく子育てサポート

児童福祉係

　身近な子育て支援の場を充実することにより，
地域で安心して子育てができるよう支援体制の
確立を進める。
（R1から）

　身近な子育て支援の場を提供することにより，
地域で安心して子育てができるよう支援体制の
確立を進める。

・区内7か所で133回子育てサロンを開催
　　参加者：1197人（3月末現在）
・金津中学校で中学生の乳幼児ふれあい体験を実施 参加者：54人
・ＮＰプログラム3クール，参加者：158人
　ＢＰプログラム1クール，参加者：40人
・子育て講演会開催（11月7日　講師：明橋　大二）

＜子育てサロン＞
・区内中学校区7カ所、年間開催回数138回

＜中学生の乳幼児ふれあい体験＞
・思春期にあたる中学生が乳幼児とふれあい，保護者から出産や子育
ての話を聞くことで，命の大切さを実感し，自分が親となった時のことを
想像するきっかけとする。
・回数：2回，参加者数：31人

＜ノーバディズ・パーフェクトセミナー＞
・6回/1クール×3クール
・参加者数：152人

＜子育てサロン＞
・区内中学校区7カ所、年間開催回数138回、参加者数：1,012人

＜中学生の乳幼児ふれあい体験＞
・思春期にあたる中学生が乳幼児とふれあい、保護者から出産や子育
ての話を聞くことで、命の大切さを実感し、自分が親となった時のことを
想像するきっかけとする。
・回数：5回、参加者数：115人

＜ノーバディズ・パーフェクトセミナー＞
・6回/1クール×3クール、参加者数：128人

＜子育てサロン＞
・区内中学校区7カ所，年間開催回数138回，参加者数：859人

＜中学生の乳幼児ふれあい体験＞
・思春期にあたる中学生が乳幼児とふれあい，保護者から出産や子育
ての話を聞くことで，命の大切さを実感し，自分が親となった時のことを
想像するきっかけとする。
・回数：6回，参加者数：104人

＜ノーバディズ・パーフェクトプログラム＞
・7回/1クール×3クール，参加者数：29組（延べ189人）

＜ベビーサロン＞
・専門的知識を有する講師を招いた子育てサロン
回数：8回，参加者数：346人

＜子育てサロン＞
・区内中学校区7カ所，年間開催回数138回，参加者数：859人

＜中学生の乳幼児ふれあい体験＞
・思春期にあたる中学生が乳幼児とふれあい，保護者から出産や子育
ての話を聞くことで，命の大切さを実感し，自分が親となった時のことを
想像するきっかけとする。
・回数：6回，参加者数：104人

＜ノーバディズ・パーフェクトプログラム＞
・7回/1クール×3クール，参加者数：29組（延べ189人）

＜ベビーサロン＞
・専門的知識を有する講師を招いた子育てサロン
回数：8回，参加者数：346人

5 生きがい対策推進事業 高齢介護担当
　高齢者の生きがいづくり，社会参加の促進の
ために講座を開催する。

・高齢者等が楽しみながら交流できる場として，お笑い集団によるお楽
しみ会を開催。
　　　　　　場所：小須戸老人福祉センター
　　　　　　第1回　　6月16日（火）　　参加者40人
　　　　　　第2回　　8月18日（火）　　参加者34人

・高齢者等が楽しみながら交流できる場を開催
　　お笑い集団によるお楽しみ会
　　　　場所：小須戸老人福祉センター
　　　　第1回　　７月5日（火）　　参加者25人
　　　　第2回　　8月16日（火）　 参加者15人

・高齢者等が楽しみながら交流できる場を開催
　　お笑い集団によるお楽しみ会
　　　　場所：小須戸老人福祉センター
　　　　第1回　　6月20日（火） 参加者40人
　　　　第2回　　9月21日（火） 参加者37人

・高齢者等が楽しみながら交流できる場を開催
　　お笑い集団によるお楽しみ会
　　　　場所：小須戸老人福祉センター
　　　　第1回　　9月27日（火） 参加者26 人
　　　　第2回　　2月19日（火） 参加者27人

6 里山で子育て 児童福祉係

里山を活用した園外プログラムやプレイパーク
の実施を通して，幼少期から里山で親しみ，自
然の中で活動する楽しさを体験することにより
子どもたちの感受性を育み，郷土への愛着を深
める。

・園外活動プログラムの実施（年１１回）参加者：３１６人
・プレーパークの実施（年15回）参加者：３６２人
・里山で子育ての情報発信
　　季刊誌４回発行
　　講演会開催７回(ＮＰＯ法人アキハロハスアクション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　原　淳一）

・園外活動プログラムの実施（年10回）参加者：310人
・プレーパークの実施（年20回）参加者：414人
・里山で子育ての情報発信（季刊誌４回発行）

7 あきはステップファーム 障がい福祉係

　福祉施設が農家から借用した畑で大麦など農
作物を栽培し，収穫や加工などの体験を障がい
者，保育園児が行うことで障がい者の就労支援
や，農業体験を活用した子育て，幼少期からの
障がい者に対する正しい理解と認識を身につけ
る。
　また，大麦を使ったクッキーやパンなどの加工
品の開発，販路の拡大を図り障がい者の自立
を支援する。
（H29から）

障がい者福祉施設で行う，大麦などの栽培や
収穫，加工の作業体験を通し，障がい者の就労
支援や農業体験を活用した子育て，学生の農
業に対する理解や農業分野への就労意欲の醸
成を図ります。

◎第1回　H28年5月10日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの苗植え
　　　　　　・参加者：園児55名，けやき15名
◎第2回　H28年6月14日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいも畑の草取り，肥料（油かすまき）
　　　　　　 　　　 　　収穫した大麦の観察
　　　　　　・参加者：園児55名，けやき13名
◎第3回　H28年7月8日(金)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦を使ったクッキー作り，ラッピング，試食
　　　　　　・参加者：園児55名，けやき17名
◎第4回　H28年10月11日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦の種まき，さつまいもの収穫
　　　　　　・参加者：園児63名，けやき7名，大学生4名
◎第5回　H28年10月14日(金)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの収穫
　　　　　　・参加者：園児55名，けやき15名

◎第1回　H29年5月11日(木)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの苗植え・大麦畑見学
　　　　　　・参加者：園児102名、けやき17名
◎第2回　H29年6月13日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいも畑の草取り、肥料（油かすまき）
　　　　　　 　　　 　　梨圃場の見学
　　　　　　・参加者：園児102名、けやき17名
◎第3,4回　H29年7月5日(水)・6日（木）　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦を使ったクッキー作り、ラッピング、試食
　　　　　　・参加者：園児57名、園児45名、けやき17名
◎第5回　H29年10月10日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦の種まき
　　　　　　・参加者：園児97名、けやき16名、大学生5名
◎第6回　H29年10月16日(月)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの収穫
　　　　　　・参加者：園児102名、けやき17名

◎第1回　H30年5月25日(木)　10:00～11:30
　　　　　　　　　　5月31日（水）10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの苗植え・大麦畑見学
　　　　　　・参加者：園児100名，けやき18名
◎第2回　H30年6月18日(月)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいも畑の草取り，肥料（油かすまき）
　　　　　　 　　　 　　梨圃場の見学
　　　　　　・参加者：園児100名，けやき18名
◎第3回　H30年7月11日(水)・12日（木）　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦を使ったクッキー作り，ラッピング，試食
　　　　　　・参加者：園児100名，けやき33名，大学生１名
◎第4回　H30年10月9日(火)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：大麦の種まき
　　　　　　・参加者：園児100名，けやき21名，大学生1名
◎第5回　H30年10月18日(木)　10:00～11:30
　　　　　　・内　容：さつまいもの収穫
　　　　　　・参加者：園児100名，けやき21名

１－③　人を支える組織の支援

1 地域ふれあい事業 社　協

　住民主体の地域福祉活動を実施した自治会・
町内会及び地区社会福祉協議会に助成し、地
域におけるふれあい活動を推進する。

・地域ふれあい事業助成件数　56件
　　　　自治会　　　　19団体　35件
　　　　複数自治会　  6団体　 9件
　　　　地区社協　　　 6団体　12件

・地域ふれあい事業助成件数　61件
　　　　自治会　　　　　　　　　　　32件
　　　　複数自治会　  　　　　　　13件
　　　　地区社協　　　　　　　　　 13件
　　　　コミ協　　　　　　　　　　 　15件

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　定額 + 会費納入額5%
・地区社協メニュー事業
　　　15件
・コミ協（地区社協）を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを
行った。

・地域ふれあい事業助成件数　６２件
　　　　自治会　　　　　　　　　　６０件
　　　　複数自治会　  　　　　　　５件

・地域ふれあい事業助成件数　５３件（６９自治会・町内会）

2
秋葉区にいがた安心ささえ愛活動
支援事業補助金

地域福祉担当

　「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画」
に基づき，地域課題の解決に取り組む団体に
対して事業費の一部を助成し，活動を支援し，
誰もが安心して暮らせる秋葉区を目指す。

・補助採択　２団体（１団体当たり：200,000円）
　　①支え合い軽トレッキングの会（２年目）
　　②金津コミュニティ振興協議会（新規）

・補助採択　２団体（１団体当たり：200,000円）
　　①支え合い軽トレッキングの会（３年目）
　　②新潟市秋葉区老人クラブ連合会（新規）

・補助採択団体なし

１－④　人材の育成とコーディネイト機能の充実

1 地区社協育成・推進支援事業 社　協

　地区社会福祉協議会の活動が円滑にできる
よう支援・助成し，情報の共有や交流を目的とし
て懇談会を開催する。

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　定額 + 会費納入額5%
・地区社協メニュー事業
　　　12件
・コミ協（地区社協）を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを
行った。

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　定額 + 会費納入額5%
・地区社協メニュー事業
　　　15件
・コミ協（地区社協）を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを
行った。

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　定額 + 会費納入額5%
・地区社協メニュー事業
　　　15件
・コミ協（地区社協）を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを
行った。

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　会費納入額30%
・地域福祉活動計画推進事業
　　　１６件
・地区社協を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを行った。

・地区社協活動助成金　（11地区社協）
　　　１地区　：　会費納入額30%
・地域福祉活動計画推進事業
　　　３件
・地区社協を主体として、地区担当が関わりながら取り組みを行った。

2 地区社協連絡会議 社　協
　各地区の活動等情報交換の場として，区社協
連絡会議(不定期開催）を開催する。

・地域福祉推進フォーラムにおいて、2地区の実践紹介をした。
　　　　平成28年1月23日（土）開催、秋葉区文化会館
・社協役員の中には、11地区社協が構成メンバーとなっていることか
ら、役員研修において、情報交換や今後についての話し合いを行った。

・地域福祉推進フォーラムが大雪で中止になり、「社会福祉功労者表彰
並びに実践発表会」において、2地区の実践発表をした。
　　　　平成29年3月1日（水）開催、キャトルセゾン
　　　　実践発表：荻川地区、山の手地区
　　　　講師　新潟医療福祉大学　准教授　青木茂氏

・社協役員研修を開催し、新潟市社協の現状と役割について学び、地
区社協活動の理解を深めた。
　　　　平成30年1月12日（金）　ホテル美好
　　　　講演　「新潟市社協の現状と役割」
　　　　講師　新潟市社協　常務理事　高橋勝太郎氏

・地区社協連絡会を立上げた。
　　　　平成30年６月２９日（金）　新津地域交流センター
　　　　参加者　　２９名（地区社協から２～3名）
　　　　内　容　　①秋葉区社協の現状と取組みについて
　　　　　　　　　　②地区社協活動について情報交換

・地区社協連絡会議の開催
　日時：令和元年６月２８日（金）１５時３０分～１７時　　参加者：２７名
　内容：①コミ協における地区社協の設置状況について
　　　　　②地区社協事業一覧表について
　　　　　③３圏域にわかれて情報交換

令和元年度実施状況（12月末現在）

令和元年度実施状況（12月末現在）

令和元年度実施状況（12月末現在）

３０年度実施状況

３０年度実施状況

３０年度実施状況

２８年度実施状況

２８年度実施状況

２８年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況

２９年度実施状況

２９年度実施状況

２９年度実施状況
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秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況 資料3
１－④　人材の育成とコーディネイト機能の充実（つづき）

3 各種奉仕員等養成事業 障がい福祉係

　各種（点訳・音声訳・手話）奉仕員に必要な技
術などを指導・養成する。（初級，中級と分けレ
ベルアップを図る。）

・中級音声訳ボランティア養成講座　 　　　全２回　17人受講
・初級点訳者養成講習会　　　　　　 　　　　全10回　6人受講
・中級点訳ボランティア・校正者講習会　　全８回　12人受講
・手話奉仕員養成講座入門課程　　  　　　全27回　4人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　※秋葉区社会福祉協議会へ委託

・初級音声訳ボランティア養成講座　 　　　全5回  7人受講
・初級点訳ボランティア養成講習会 　　　　全8回　7人受講
・中級点訳ボランティア・校正者講習会　　 全8回  4人受講
・手話奉仕員養成講座入門課程　　  　　　全27回  5人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　※秋葉区社会福祉協議会へ委託

・中級音声訳ボランティア養成講座　 　　　全2回  12人受講
・初級点訳ボランティア養成講座 　　　　 　全10回　6人受講
・中級点訳者養成講習会　　　　　　　　　　 全8回  2人受講
・手話奉仕員養成講座入門課程　　  　　　全26回   30人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　※秋葉区社会福祉協議会へ委託

・初級音声訳ボランティア養成講座　 　　　全5回  10人受講
・初級点訳ボランティア養成講座 　　　　 　全8回　5人受講
・中級点訳者養成講習会　　　　　　　　　　 全8回  3人受講
・手話奉仕員養成講座入門課程　　  　　　全27回 20人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　※秋葉区社会福祉協議会へ委託

・中級音声訳ボランティア養成講座　 　　　全2回  10人受講
・初級点訳ボランティア養成講座 　　　　 　全10回　5人受講
・中級点訳者養成講習会　　　　　　　　　　 全8回　  2人受講
・手話奉仕員養成講座基礎課程　　  　　　全30回 16人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　※秋葉区社会福祉協議会へ委託

4 ボランティア講座 社　協

　ボランティアを身近に感じてもらうため、きっか
け作り講座を開催し、まずは興味を持っていた
だく。
　また、活動者が共通して抱えている悩みを解
決できるボランティア研修会を開催する。

・ボランティアきっかけ作り講座
　　傾聴ボランティア講座(全4回)　14人
　　ボランティアガイダンス（2回）　17人
・ボランティア受入施設担当者研修会　24人

・ボランティアきっかけ作り講座
　　「まず一歩」につなげる講座(１回)　4人
　　高齢者に関わるボランティア講座（全3回）　16人
・ボランティア受入施設担当者研修会　16人

・ボランティアきっかけ作り講座
　　ほっとするボランティア講座(１回)　8名
　　ひきこもりを学ぶ講座（1回）　30名
　　こどもおくすり教室(夏休み・冬休み）　126名
・ボランティア受入施設担当者交流会　16名

・ボランティアきっかけ作り講座
　　笑顔deコミュニケーション(１回)　7名
　　ひきこもりを学ぶ講座（１回）３２名
・夏休み親子で学ぶ講座
　　夏休みわくわくキッズ「サイエンスラボ」　27組63名
　　わくわくキッズ「親子de英語のあそびば」１０組２５名
　　わくわくキッズ「親子deシネマ☆パーク」４１組１１９名
・ボランティア受入施設担当者交流会　13名

・夏休み親子で学ぶ講座
　　夏休みわくわくキッズ「サイエンス☆ラボ」２６組６０名
・冬休み親子で学ぶ講座
　　冬休みわくわくキッズ「親子deワークショップ」１０組２８名
　　　　　　　　　　　　　　　　「親子deシネマ☆パーク」４９組１４９名
・ボランティア受け入れ施設担当者交流会　１３名
・ボランティアきっかけ作り講座
　初めての手話（３回）１９名

5 ボランティア交流会 社　協
　交流会を開催し，各活動の理解を進め，ネット
ワークの強化を図る。

・参加人数１８５名
・対象：ボラセン登録団体・個人登録者・サロン活動者・民生委員
　　　　　※午後のみ一般市民も参加
・内容：午前の部　ボランティア活動者の研修として
　　　　　　　　　　　　　「活動に活かせるレクリエーションを体験」
　　　　　午後の部　ボランティア体験・見学会

・参加人数１３５名
・対象：ボラセン登録団体・個人登録者・サロン活動者・民生委員
　　　　　※午後のみ一般市民も参加
・内容：午前の部
　　　　　　講演「より良い人との関わりと福祉レクリエーション」
　　　　午後の部
　　　　　　ボランティア体験・見学会

・平成３０年３月１５日（木）　10時～15時
・対象：ボラセン登録団体・個人登録者・サロン活動者・民生委員
　　　　元気力アップ・サポーター登録者（秋葉区在住）　計138名
　　　　　※午後のみ一般市民も参加
・内容：午前の部
　　　　　　講演「家庭で簡単にできる体のケア」
　　　　午後の部
　　　　　　ボランティア体験・見学会

・平成３１年３月１３日（木）　10時～1３時　参加者１４８名
・対象：ボラセン登録団体・個人登録者・サロン活動者・民生委員
　　　　　元気力アップ・サポーター登録者（秋葉区在住）
　　　　　※一般市民も参加可
・内容：　 10:00～13：00　ボランティア体験・見学会
　　　　 　  10:30～11：20　講演「うたごえ喫茶と老後のそなえのお話」

・令和元年１２月２０日（金）　10時～1２時３０分　参加者１０５名
・対象：登録ボランティア（個人および団体）
　　　　　ふれあいいきいきサロン茶の間関係者
　　　　　元気力アップ・サポーター（秋葉区在住者のみ）
・内容：タオル体操と遊びの健康講座
　　　　　ボランティア体験・見学会

6 地域出前講座 社　協
　学校，地域，各種団体に対し，福祉に関する
理解と，啓発を目的に講座を開催する。

・福祉教育(総合的な学習の時間)の支援・協力
　　　　（小学校７校　中学校１校　大学１校）
　　　福祉体験（高齢者・車椅子・視覚障がい・聴覚障がい）
　　　講話（障がい当事者から・ボランティアとは・福祉とは
　　　　　　　・社会福祉協議会の仕事・赤い羽根共同募金
　　　　　　　・認知症サポーター養成講座）
　　　防災（講話・クロスロード等）
・地域での出前講座…図上訓練、ワークショップ等、協力６か所

・福祉教育(総合的な学習の時間)の支援・協力
　　　　（小学校5校　中学校１校　大学１校）
　　　福祉体験（高齢者・車椅子・視覚障がい・聴覚障がい）
　　　講話（障がい当事者から・ボランティアとは・福祉とは
　　　　　　　・社会福祉協議会の仕事・赤い羽根共同募金
　　　　　　　・認知症サポーター養成講座）
　　　防災（地域の防災の取り組み）
・地域での出前講座
　　　　…図上訓練、社協事業の説明等の協力７か所

・福祉教育(総合的な学習の時間)の支援・協力
　　　　（小学校6校　中学校2校　大学１校）　延26回、参加者延2,090人
　　　福祉体験（高齢者・車椅子・視覚障がい・聴覚障がい）
　　　講話（障がい当事者から・ボランティアとは・福祉とは
　　　　　　　・社会福祉協議会の仕事・赤い羽根共同募金
　　　　　　　・認知症サポーター養成講座）
　　　防災（地域の防災の取り組み）
・地域での出前講座
　　　　…災害図上訓練、社協事業の説明、認知症サポーター
　　　　　　養成講座等の協力１２か所

・福祉教育(総合的な学習の時間)の支援・協力
　　　　（小学校8校　中学校1校、放課後児童クラブ1クラブ）
　　　福祉体験（高齢者・視覚障がい・聴覚障がい）
　　　講話（障がい当事者から・ボランティアとは・福祉とは
　　　　　　　・認知症サポーター養成講座）
　　　防災（防災カードゲーム）
・地域での出前講座
　　　　…災害図上訓練、社協事業の説明、見守りや支えあい・
　　　　　　認知症についての講座等協力　　９０回

・福祉教育(総合的な学習の時間)の支援・協力
　　　福祉体験（高齢者・視覚障がい・聴覚障がい）
　　　講話（障がい当事者から・ボランティアとは・福祉とは
　　　　　　　・認知症サポーター養成講座）
・地域での出前講座
　　　災害図上訓練、社協事業の説明、見守りや支えあい
　　　認知症についての講座等協力

7 元気力アップサポーター事業 社　協

　65歳以上の高齢者が福祉施設（高齢・障が
い・保育園）でのサポート活動をすることで自身
の介護予防とともに，生きがいを見出し，元気に
なることでいきいきとした地域づくりを目指す。
（H29から）

　65歳以上の高齢者が介護保険施設でのサ
ポート活動をすることで自身の介護予防ととも
に，生きがいを見出し，元気になることでいきい
きとした地域づくりを目指す。

・月１回登録説明会を開催
　　　　本年度登録者　２９名
　　　　昨年度より延べ登録者　１６８名
・サポーター交流会を開催
　　　　参加者　２７名

・月１回登録説明会を開催
　　　　本年度登録者　４４名
　　　　昨年度より延べ登録者　２１３名
・サポーター交流会を開催
　　　　参加者　１６名

・月１回登録説明会を開催　（H３０.１月末現在）
　　　　本年度登録者　１５名
　　　　昨年度より延べ登録者　２２８名

・サポーター交流会を、ボランティア交流会と併せて開催する。
　　　　３月１５日（木）実施予定

・月１回登録説明会開催　　本年度登録者１４名　昨年度より延べ登録
者２４９名
・サポーター交流会を、ボランティア交流会と併せて開催
　　日時：３月１３日（水）午前１０時～午後１時　参加者：１４９名
　　内容：講義「ボランティア受け入れの基本」
　　　　　　　　秋葉区ボランティア・市民活動センター職員
　　　　　　ワーク「ボランティアの力を活かす」
　　　　　　　　新潟医療福祉カレッジ教員　白倉　啓子　氏

・月１回登録説明会開催　　本年度登録者２０名　昨年度より延べ登録
者２６４名

２　安全で安心な地域づくり
２－①　安心して暮らせる支えあいの環境づくり

1
高齢者等あんしん見守りネット
ワーク事業

高齢介護担当

　高齢者等、地域の中で支援が必要と思われる
方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、地域住民や協力事業者による見守り活動の
中で異変等を発見したときに、すみやかに対応
できる体制を強化する。

・見守り意識の啓発
・協力事業所としての登録の働きかけ

・見守り意識の啓発
・協力事業所としての登録の働きかけ

・見守り意識の啓発
・協力事業所としての登録の働きかけ

・見守り意識の啓発
・協力事業所としての登録の働きかけ

・見守り意識の啓発
・協力事業所としての登録の働きかけ

2 高齢者等あんしん見守り事業 社　協

　高齢者等の「孤独死」や親族・地域とのかかわ
りを持たない「社会的孤立」状態を防ぐため、地
域住民主体の見守り体制を構築し、安心・安全
な地域づくりを進める。

・モデル事業（小合地区）
　平成26年度に作成した小合地区見守りマップを基に、マップ（ポス
ター）とパンフレットを作成。
　1月からサロンごとに自治会や老人クラブと協力して各世帯に手渡しで
配布し、見守りとサロン参加への呼びかけを行った。

3 地域子育て支援センター事業 児童福祉係

　地域の子育て支援の情報収集・提供に努め，
関係機関と連携しながら子育て支援に関する支
援・相談を行う。（秋葉区　支援センター５か所）

・新津育ちの森をＮＰＯ法人に運営委託することにより，遊びの提供だ
けでなく，各種セミナーの開催，一時預かりの実施，子育てに関する相
談への対応，季刊誌の発行などさまざまな角度からの子育て支援がで

・新津育ちの森をＮＰＯ法人に運営委託することにより，遊びの提供だ
けでなく，各種セミナーの開催，一時預かりの実施，子育てに関する相
談への対応，季刊誌の発行などさまざまな角度からの子育て支援がで

・新津育ちの森をＮＰＯ法人に運営委託することにより、遊びの提供だ
けでなく、各種セミナーの開催、一時預かりの実施、子育てに関する相
談への対応、季刊誌の発行などさまざまな角度からの子育て支援がで

・新津育ちの森をＮＰＯ法人に運営委託することにより，遊びの提供だ
けでなく，各種セミナーの開催，一時預かりの実施，子育てに関する相
談への対応，季刊誌の発行などさまざまな角度からの子育て支援がで

・新津育ちの森をＮＰＯ法人に運営委託することにより，遊びの提供だ
けでなく，各種セミナーの開催，一時預かりの実施，子育てに関する相
談への対応，季刊誌の発行などさまざまな角度からの子育て支援がで

4 民生・児童委員への支援
地域福祉担当

社　協

　地域住民の相談や見守り活動などを実施して
いる民生委員・児童委員を支援することにより，
一層安心して暮らせる地域づくりを目指す。

・秋葉区民生委員児童委員連絡協議会活動への協力
・会長会・地区定例会出席
・個々のケース支援

・平成28年12月1日一斉改選（任期３年）
・秋葉区民生委員児童委員連絡協議会活動への協力
・会長会・地区定例会出席
・個々のケース支援

・秋葉区民生委員児童委員連絡協議会活動への協力
・会長会・地区定例会出席
・個々のケース支援

・秋葉区民生委員児童委員連絡協議会活動への協力
・会長会・地区定例会出席
・個々のケース支援

・秋葉区民生委員児童委員連絡協議会活動への協力
・会長会・地区定例会出席
・個々のケース支援

5 子ども虐待予防ネットワーク事業 児童福祉係
　支援の必要な家庭について，関係機関との連
携を強め支援のネットワークを広げる。

・毎月1回の実務者会議の開催
・必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなど関係機関と連携して
対応した。

・毎月1回の実務者会議の開催
・必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなど関係機関と連携して
対応した。

・毎月1回の実務者会議の開催
・必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなど関係機関と連携して
対応した。

・毎月1回の実務者会議の開催
・必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなど関係機関と連携して
対応した。

・毎月1回の実務者会議の開催
・必要に応じて個別ケース検討会議を開催するなど関係機関と連携して
対応した。

6 障がい者用住宅の整備 障がい福祉係

 障がい者の住みよい環境づくりに努めるため，
障がい者用市営住宅の確保や住宅リフォーム
資金を助成する。
(H29から）

　障がい者の住みよい環境づくりに努めるた
め，障がい者用市営住宅の確保や住宅整備資
金の貸付，住宅リフォーム資金を助成する。

・住宅リフォーム資金助成
　　　　６件
・住宅整備資金貸付
　　　　新規０件　・ 償還１件

・住宅リフォーム資金助成   4件
・住宅整備資金貸付　　新規0件　・ 償還1件

・住宅リフォーム資金助成   1件
・障がい用市営住宅　　新規申請　1件

・住宅リフォーム資金助成   0件
・障がい用市営住宅　　新規申請　１件

・住宅リフォーム資金助成   0件
・障がい者用市営住宅　　新規申請　0件

7 友愛訪問事業 社　協

　75歳以上の高齢者世帯及び障がい者世帯等
を対象に、民生委員児童委員や訪問員が定期
的に訪問し、見守り・声かけをすることで安否の
確認を行い、孤独感の解消とニーズ把握に努

・延べ利用者数　　12,981名
・利用者数　　　　　　1,073名

・延べ利用者数　　11,648名
・利用者数　　　　　　1,055名

・訪問世帯　　　1,032世帯
・延訪問回数　　12,481回
・訪問員　　　　　144名

・延べ利用者数　　　　　　　　　　　12,201名
・利用者数　　　　　　　　　　　　　　 1,027名

・延べ利用者数　　　　　　　　　　　8,933名
・利用者数　　　　　　　　　　　　　　  961名

8 緊急キット配布事業 社　協

　75歳以上の高齢者世帯及び障がい者世帯を
対象に，緊急時に備えて連絡先等を記載した情
報キットを配布し，緊急時に備えると共に，地域
での見守りの仕組みづくりを行う。

・578世帯に配布
　　新津中央コミュニティ協議会　16世帯
　　本町2丁目2区町内会　　　　　  4世帯
　　本町4丁目2区町内会　　　　　　2世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯1世帯）
　　荻川地区社会福祉協議会　 518世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯502世帯）
　　美幸町町内会　　　　　　　　　 38世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯30世帯）
※対象外世帯とは、事業概要に記載した世帯の他に、実施団体
　が 判断し緊急キットを配布する世帯

・578世帯に配布
　　新津中央コミュニティ協議会　58世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯22世帯）
　　荻川地区社会福祉協議会 　111世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯48世帯）
　　新津東部地区コミュニティ協議会　50世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、対象外世帯50世帯）
※対象外世帯とは、事業概要に記載した世帯の他に、実施団体
　が 判断し緊急キットを配布する世帯

・356世帯に配布
　　新津中央コミュニティ協議会　 73世帯　（内、対象外世帯19世帯）
　　荻川地区社会福祉協議会  　183世帯　（内、対象外世帯36世帯）
　　新関コミュニティ協議会　　　　 50世帯　（内、対象外世帯0世帯）
　　新栄町町内会　　　　　　　　  　24世帯　（内、対象外世帯15世帯）
　　新金沢町自治会　　　　　　　   　5世帯　（内、対象外世帯5世帯）
※対象外世帯とは、事業概要に記載した世帯の他に、実施団体が 判
断し緊急キットを配布する世帯

・406世帯に配布
　　新津中央コミュニティ協議会　138世帯　（内、対象外     0世帯）
　　荻川地区社会福祉協議会  　115世帯　（内、対象外     0世帯）
　　山の手コミュニティ協議会　　 100世帯　（内、対象外  100世帯）
　　新金沢町自治会　　　　　 　   　25世帯　（内、対象外     0世帯）
　　中新田自治会                       5世帯　（内、対象外     0世帯）
　　天神町町内会                     19世帯　（内、対象外    10世帯）
　　東町町内会                          4世帯　（内、対象外     0世帯）
※対象外世帯とは、事業概要に記載した世帯の他に、実施団体が 判
断し緊急キットを配布する世帯

１．緊急情報キット一式
新津緑町町内会　　　　　　　　　　８本（内、対象外　２世帯）
新津中央コミュニティ協議会　１４７本（内、対象外　１４４世帯）
荻川コミュニティ振興協議会　１０４本（内、対象外　８０世帯）
新金沢町自治会　　　　　　　　　２０本（内、対象外　４世帯）
※対象外世帯とは、事業概要に記載した世帯の他に、実施団体が 判
断し緊急キットを配布する世帯

２．情報用紙更新
新津中央コミュニティ協議会　２１６枚
荻川コミュニティ振興協議会　１８５枚
新金沢町自治会　　　　　　　　　１０枚

9 高齢者虐待に関する事業 高齢介護担当
　地域包括支援センター，ケアマネ，民生委員
などと連携を図り，虐待防止に努める。

・個々の虐待ケースについて包括，ケアマネなど関係者と連携して対応
しているほか，過年度からの継続ケースも含め定期的にモニタリングな
ど実施している。
　　　　　H27年度　個別事例対応受付件数　２１件

・個々の虐待ケースに包括やケアマネなど関係者と連携して対応
・過年度からの継続ケースも含め定期的にモニタリングなど実施
　　H28年度　個別事例対応受付件数　29件

・個々の虐待ケースに包括やケアマネなど関係者と連携して対応
・過年度からの継続ケースも含め定期的にモニタリングなど実施
　　　個別事例対応受付件数　31件

・個々の虐待ケースに包括やケアマネなど関係者と連携して対応
・過年度からの継続ケースも含め定期的にモニタリングなど実施
　　　個別事例対応受付件数　　３５件

・個々の虐待ケースに包括やケアマネなど関係者と連携して対応
・過年度からの継続ケースも含め定期的にモニタリングなど実施
　　　個別事例対応受付件数　　21件

令和元年度実施状況（12月末現在）

令和元年度実施状況（12月末現在）

３０年度実施状況

３０年度実施状況

２８年度実施状況

２８年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

２９年度実施状況

２９年度実施状況
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秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況 資料3
２－①　安心して暮らせる支えあいの環境づくり（つづき）

10
地域包括ケアシステム
高齢者を地域で支えるモデル事
業

高齢介護担当

　高齢者が住み慣れた地域でできる限り暮らし
続けられるよう，住民組織，NPO等を主体とした
高齢者を地域で支えるモデル事業を実施する。

・モデル事業の実施，検証（H26～27年度　２団体）
　①たか坪の会　（草水，滝谷，秋葉地区）
　　　　出張お茶の間および移動支援を中心とする困り事支援
　②長寿楽　（小須戸地区）
　　　　ロコモ予防運動の推進，中高年向けパソコン教室
　　　　地域の茶の間へ出向き認知症予防教室を実施

・総合事業への円滑な移行を見据え，平成29年度の本格実施を想定し
た仮基準をもとに，モデル事業を実施し検証
　　サービス類型
　　　　一般介護予防（週1回以上開催する住民主体の通いの場）
　　　　秋葉区では，「長寿楽」が実施

平成29年4月　総合事業開始により，モデル事業は終了

11 地域包括ケアシステムの構築
地域福祉・高齢介

護担当

　地域における支え合いのしくみづくり，支え合
い活動の推進を図るため，支え合いのしくみづく
り会議（協議体）を設置し，コーディネート役であ
る支え合いのしくみづくり推進員（生活支援コー
ディネーター）を配置する。
　地域住民同士の支え合いのしくみづくりを進め
るために，地域包括ケア推進の拠点としてモデ
ルハウスを設置し，地域の茶の間の運営や，生
活支援，介護予防活動などを実施するととも
に，その活動ノウハウの普及を図る。
（Ｈ２９から）

　地域における支え合いのしくみづくり，支え合
い活動の推進を図るため，協議体を設置し，生
活支援コーディネーターを配置する。
　地域住民同士の支え合いのしくみづくりを進め
るために，地域包括ケア推進の拠点としてモデ
ルハウスを設置し，地域の茶の間の運営や，生
活支援，介護予防活動などを実施するととも
に，その活動ノウハウの普及を図る。

・支え合いのしくみづくり会議（協議体）設置に向け，勉強会など実施
　　　勉強会　11月11日（水）
　　　　　参加者49人
　　　　　介護保険制度改正についての勉強
　　　準備会　12月17日（木）
　　　　　参加者56人
　　　　　協議体構成員の検討
　　　区域（第1層）協議体の開催　1月29日（金）
　　　　　参加者13人
　　　　　運営事務局及び生活支援コーディネーターの選出
・秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス開設に向けた調整等

○秋葉区支え合いのしくみづくり会議　（第1層協議体）
　・5月18日　第2回会議
　・6月28日　秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス見学会
　・9月21日　第3回会議（※第2層協議体と合同会議）
○新津第1・第2圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・6月8日　第1回会議　（※圏域ごとに同日開催）
　・9月21日　第2回会議(※第1層協議体と合同）
　・2月1日　第3回会議　（※新津第5圏域と合同）
○新津第5圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・6月8日　第1回会議　（※圏域ごとに同日開催）
　・9月21日　第2回会議(※第1層協議体と合同）
　・2月1日　第3回会議　（※新津第5圏域と合同）
○小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり会議（第2層協議体）
　・6月8日　第1回会議　（※圏域ごとに同日開催）
　・9月21日　第2回会議(※第1層協議体と合同）
　・1月23日　第3回会議
　　　　　　　　　運営事務局（区社協）および
　　　　　　　　　支え合いのしくみづくり推進員（生活支援
　　　　　　　　　コーディネーター）が決定。
○秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス
　・開設日：5月21日
　・所在地：秋葉区小須戸606－1（旧嶋岡医院跡）
　・名称：まちの茶の間　だんだん・嶋岡
　・開催日：毎週火・土曜日　午前10時～午後3時
　・利用料：300円　（※土曜日のみ食事される方は別途300円）
　・内容：ティールーム，保健師による健康相談（月1回）など
　・利用者数：延べ1,172人　（※1回あたり14.5人）

○秋葉区支え合いのしくみづくり会議　（第1層協議体）
　・11月29日第4回　　・3月20日第5回

○新津第1・第2圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・6月30日第4回　　・10月4日第5回(※新津第5圏域と合同）
　・12月6日第6回　　・2月7日第7回
　　　※9月1日～支え合いのしくみづくり推進員を配置

○新津第5圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・6月30日第4回　・10月4日第5回(※新津第1・第2圏域と合同）
　・12月11日第6回　・2月5日第7回
　　　※9月1日～支え合いのしくみづくり推進員を配置

○小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり会議（第2層協議体）
　・5月17日第4回　　・9月12日第5回
　・11月8日第6回　　・2月14日第7回

※第1層および第2層支え合いのしくみづくり会議の運営事務局を，秋葉
区社会福祉協議会に委託

○秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス
　「まちの茶の間 だんだん・嶋岡」
　・開催日：毎週火・土曜日　午前10時～午後3時
　・利用料：300円　（※土曜日のみ食事される方は別途300円）
　・内容：ティールーム，保健師・作業療法士による相談（月1回)等
　・利用者数：延べ1,537人　（※1回あたり約16人が利用）
　・5月28日　開設１周年記念バザー及び無料開放来場者約100人

○秋葉区支え合いのしくみづくり会議　（第1層協議体）
　・5月18日第6回　　・7月30日第7回　　・11月30日第8回
　・テーマ「秋葉区における移動・移送のしくみ」
○新津第1・第2圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・5月23日第8回　　・8月29日第9回　・11月28日第10回
　・テーマ「大雪時の除雪やごみ出しについて」
○新津第5圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・5月14日第8回　・8月6日第9回　　・11月5日第10回
　・テーマ「地域での見守りについて」
○小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり会議（第2層協議体）
　・5月9日第8回　　・8月7日第9回　　・11月14日第10回
　・テーマ「認知症（予防）」「見守り」
○第1層・第2層（3圏域）合同会議
　・2月6日
※第1層および第2層支え合いのしくみづくり会議の運営事務局を，秋葉
区社会福祉協議会に委託
○秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス　「まちの茶の間 だんだん・
嶋岡」
　・開催日：毎週火・土曜日　午前10時～午後3時
　・利用料：300円　（※土曜日のみ食事される方は別途300円）
　・内容：ティールーム，保健師・作業療法士による相談（月1回)等
　・利用者数：延べ1,654人　（※1回あたり　18.0人）
　・5月26日　開設２周年記念バザー及び無料開放　来場者約100人

○秋葉区支え合いのしくみづくり会議　（第1層協議体）
　・7月5日第10回　　・10月7日第11回
　・主な内容…第2層協議体活動報告及びそれに対する助言・意見聴取
○新津第1・第2圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・5月29日第11回　　・8月28日第12回　・11月27日第13回
　・主な内容…地域の活動状況の情報共有と今後の取り組みを検討
○新津第5圏域支え合いのしくみづくり会議　（第2層協議体）
　・6月7日第11回　・9月4日第12回　　・12月4日第13回
　・主な内容…地域課題の掘り起こしと整理，解決策の検討
○小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり会議（第2層協議体）
　・5月22日第11回　　・8月7日第12回　　・11月6日第13回
　・主な内容…他地域の取り組み事例をもとに今後の取り組みを検討
※第1層および第2層支え合いのしくみづくり会議の運営事務局を，秋葉
区社会福祉協議会に委託
○秋葉区地域包括ケア推進モデルハウス　「まちの茶の間 だんだん・
嶋岡」
　・開催日：毎週火・土曜日　午前10時～午後3時
　・利用料：300円　（※土曜日のみ食事される方は別途300円）
　・内容：ティールーム，保健師・作業療法士による相談（月1回)等
　・利用者数：延べ1,275人　（※1回あたり　18.0人）
　・5月26日　開設２周年記念バザー及び無料開放　来場者約100人

12 地域包括ケア推進事業 社　協

支え合いのしくみづくり会議（協議体）運営の事
務局として、推進員をはじめとした各種団体・層
との連携を図るとともに、小地域での見守りや
支え合いのしくみづくり推進員（生活支援コー
ディネーター）支援につながる地域活動を支援
する。
（Ｈ２９から）

　協議体運営の事務局として、推進員をはじめ
とした各種団体・層との連携を図るとともに、小
地域での見守りや生活支援コーディネーター支
援につながる地域活動を支援する。

○各地区ごとの福祉にかかる事業の洗い出し、その進捗状況と共に、
その地区ならではの特色ある活動を併記した報告書をまとめた。

【第1層事務局】
○第1層「支え合いのしくみづくり会議」を2回開催
・第2回秋葉区支え合いのしくみづくり会議（H28/5/18）
→支え合いのしくみづくり会議（協議体）について、　今後のスケジュー
ル、秋葉区地域包括ケア推進モデルハウスについて等
・秋葉区第1層第2層合同支え合いのしくみづくり会議（H28/9/21）
→研修報告、地域での支え合い活動紹介等
○第2層の支え合いのしくみづくり会議の開催・運営協力を行う
・小合・金津・小須戸圏域、、新津第5圏域、新津第1・新津第2圏域
について、それぞれ3回ずつ開催・運営協力を行う
（H28/6/8　　H28/9/21　　H29/1/23　　H29/2/1）
○区内の社会資源を把握し、まとめた。

【第2層　小合・金津・小須戸圏域事務局】
○小合・金津・小須戸圏域の事務局を受託。支え合いのしくみづくり推
進員を配置し、支え合いのしくみづくり会議を開催した。
・第3回　小合・金津・小須戸圏域支え合いのしくみづくり会議
（H29/1/23)
→ワークショップ「支え合いのしくみづくり会議（協議体）と支え合いのしく
みづくり推進員（生活支援コーディネーター）の役割を考える」等
○圏域の社会資源の把握し、まとめた。

　【第1層事務局】
○第1層支え合いのしくみづくり会議開催
　第4回：H29/11/22　　第5回：H30/03/20
○第2層支え合いのしくみづくり会議運営協力：　延10回
○周知活動：地域説明会8回（コミ協・地区社協6回、茶の間・サロン2
回）

　【第2層　新津第一・新津第二圏域事務局】
○H29/8月事務局を受託。9/1より支え合いのしくみづくり推進員を配置
○第2層会議開催（3回）
○説明会1回、社会資源マップ作成、圏域各地区のニーズ・課題把握

　【第2層　新津第五圏域事務局】
○H29/8月事務局を受託。9/1より支え合いのしくみづくり推進員を配置
○第2層会議開催（3回）
○説明会2回、社会資源マップ作成、圏域各地区のニーズ・課題把握

　【第2層　小合・金津・小須戸圏域事務局】
○第2層会議開催（４回）
○説明会3回、社会資源マップ作成、圏域各地区のニーズ・課題把握

　【第1層事務局】
○第1層「支え合いのしくみづくり会議」開催　(H30/5/17、7/30、11/30）
・今年度より、2層からあがってきた課題である「移動・移送」をメインテー
マに
し、秋葉区で取り組めそうなしくみづくりを検討することとなる。
→構成員の見直しも行い、区内のタクシー会社4社からも構成員に入っ
ていただく。
○第2層の支え合いのしくみづくり会議の開催・運営協力
・「新津第一・新津第二圏域」、「新津第五圏域」、「小合・金津・小須戸
圏域」各3回
○支え合いのしくみづくりについての周知・啓発活動
（地域7回、老人クラブ1回、茶の間・サロン8回）
　【第2層　新津第一・新津第二圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催3回（5/23、8/29、11/28）
・今年度テーマ「大雪時の除雪、ゴミだし」
○周知・啓発活動（地域3回、老人クラブ6回、茶の間・サロン12回）
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成
○サロンの立ち上げ支援1ヶ所
【第2層　新津第五圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催3回（5/14、8/6、11/5）
・今年度のテーマ「見守り」
○周知・啓発活動（地域1回、老人クラブ3回、茶の間・サロン5回）
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成
　【第2層　小合・金津・小須戸圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催3回（5/9、8/7、11/14）
・今年度のテーマ「認知症（予防）」(山の手・小合地域）
「見守り」（金津・小須戸地域）
○周知・啓発活動（地域８回、老人クラブ1回、茶の間・サロン12回）、
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成

　【第1層事務局】
○第1層「支え合いのしくみづくり会議」開催（２回）
　・２層（３圏域）の取組み状況や他区の取り組み事例等の紹介等、情
報共有と意見交換を中心に開催。
　・構成員に一部変更があった。
○第2層の支え合いのしくみづくり会議の開催・運営協力
・「新津第一・新津第二圏域」、「新津第五圏域」、「小合・金津・小須戸
圏域」各４回
○支え合いのしくみづくりについての周知・啓発活動（地域６回、老人ク
ラブ１回）
　【第2層　新津第一・新津第二圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催（３回）
○周知・啓発活動
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成
○サロン新規立上げ：１件
【第2層　新津第五圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催（３回）
○周知・啓発活動
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成
○サロン新規立上げ：１件
　【第2層　小合・金津・小須戸圏域事務局】
○支え合いのしくみづくり会議開催（３回）
○周知・啓発活動
○地域の社会資源、ニーズ把握、社会資源マップ作成
○サロン新規立上げ：１件

13 ゴミ出し支援事業 社　協

　既存の制度では対応が難しい複雑・多様化し
た生活・福祉課題に対応するため、ゴミ出し支
援を行う。

・新規モデル地区（小口）
・事業説明会（小口、滝谷町）
・プロジェクト会議1回
　　　参集：清掃業者2社、区役所、地域包括支援センター、社協
・モデル地区反省会（秋葉2、金津自治会）

・取り組み地区（秋葉2、金津、小口、新町連合）
・事業説明会（新町連合）
・プロジェクト会議1回
　　　参集：清掃業者3社、区役所、地域包括支援センター、社協
・取り組み地区反省会（秋葉2、金津自治会、小口）

・取組地区(秋葉2、金津、小口、新町連合、古津）
・新規事業説明（古津）
・取組地区反省会　4回(秋葉2、金津、小口、新町連合）
・プロジェクト会議　1回
　参集：清掃業者3社、地域包括支援センター3か所、区役所、区社協

・取り組み地区（秋葉2、金津、小口、新町連合、古津、割町）
・事業説明会（割町）
・プロジェクト会議1回
　　　参集：清掃業者3社、区役所、地域包括支援センター3事業所、社
協

・実施団体：５自治会・町内会（小口、古津、新町、秋葉２丁目、金津）
・プロジェクト会議1回
　出席者：清掃業者２社、秋葉区健康福祉課、地域包括支援センター3
事業所、社協
・取り組み地区反省会（小口、古津、新町、秋葉２丁目、金津）

14 子育て支援事業 社　協

地域で暮らす子育て世代の誰もが気軽に参加
できる居場所作りを目指し，子育てサロンの運
営を行えるよう支援する。
（Ｈ３０から）

　地域で暮らす子育て世代の誰もが気軽に参加
できる居場所作りを目指し、サークル等の運営
を行えるよう支援する。

＜子育てサロン＞
・区内１０カ所、年間開催回数２２３回
・子育てサロン合同運動会開催　10月21日（地域学園にて）
・育ちの森主催の子育てサロンリーダー研修会への参加

＜子育て講演会＞
・子育て支援講座「こどももわたしも大切に」開催
　　講師：ちゃい文々（子育てエッセイスト）　１５名参加

＜子育てサロン＞
・区内８カ所、年間開催回数247回
・子育てサロン合同運動会開催　10月19日（地域学園にて）
・育ちの森主催の子育てサロンリーダー研修会への参加

＜子育て支援講座＞
・「大人も子どもも一緒に楽しむ絵本らいぶ」開催
　　講師：福島 はるお（絵本セラピスト）　50名参加

＜子育てサロン＞
・区内６カ所、年間開催回数177回、参加者延2,182名
・子育てサロン合同運動会開催　10月24日（地域学園にて）
・育ちの森主催の子育てサロンリーダー研修会への参加

＜子育てサロン＞
・区内５カ所、年間開催回数１２８回
・育ちの森主催の子育てサロンリーダー研修会への参加

＜子育てサロン＞
・区内４カ所
・育ちの森主催の子育てサロンリーダー研修会への参加

15 歳末たすけあい助成事業 社　協

　地域住民が主体となって行う除雪支援活動に
対して助成し、住民相互の助け合いの輪を広
げ、日常の見守り活動を強化する。

・6自治会町内会へ助成 ・7自治会町内会へ助成 ・7自治会町内会へ助成 ・自治会町内会が行う除雪活動に対し、助成を行った。申請件数１２件
・自治会・町内会が行う交流事業に対し、助成を行った。申請件数９件
・自治会・町内会が行う除雪事業に対し、助成を行った。申請件数５件

16 入学準備支援事業 社　協

　ひとり親世帯および低所得者（生活困窮含む）
世帯の子どもたちに健全な育ちの機会と充分な
教育を保証する一助として小学校及び中学校
に入学準備としてランドセル又は体操着の助成

・助成件数42件 ・助成件数31件 ・助成件数54件

・市の就学援助制度が充実したため、対象者を見直した。
　対象者：ひとり親世帯で市民税非課税世帯

・助成件数１６件

・対象者：ひとり親世帯で市民税非課税世帯
・助成件数６件

２－②　安全で快適な生活環境づくり

1
災害ボランティアセンター運営コー
ディネーター研修事業

社　協

　災害ボランティアセンター設置運営マニュアル
に基づいた設置訓練を開催し、関係機関との連
携、役割について考える機会とする。

・災害ボランティアセンター運営研修会
　　　内容：初動期の災害ボランティアセンターの立ち上げ、
　　　　　　　地域との連携等
　　　参集：コミュニティ協議会、行政、青年会議所、社協職員
　　　　　　　合計53名
　　　平成27年12月6日（日）9時～16時
　　　新津地区市民会館、小須戸ふれあい会館
・災害備蓄（非常食）の整備

・災害ボランティアセンター設置研修会
　　　内容：熊本地震の活動報告、災害時の行政の動き、
　　　　　　　新潟薬科大学ボランティア部実践報告
　　　参集：コミュニティ協議会、新津青年会議所、新潟薬科大学、
　　　　　　　秋葉区役所、青年会議所、社協
　　　　　　　合計49名
　　　平成29年2月18日（土）
　　　新津地区市民会館

・災害ボランティアセンター運営研修会
　　日時　平成30年2月26日（月）
　　会場　新津健康センター　はつらつホール
　　内容　講話：「近年の災害地支援活動報告と今後の地域活動につい
て」
　　　　　　～平成26年8月豪雨　広島市の土砂災害から学ぶ～
　　参集：コミュニティ協議会、地区社会福祉協議会、
　　　　　新津青年会議所、新潟薬科大学、秋葉区役所、社協　計76名

・災害ボランティアセンター運営研修会
　　日時：平成31年2月22日（金）
　　会場：新津地域交流センター　多目的ホール
　　講話：「災害ボランティアセンターと地域のつながりについて」
　　講師：柏崎市社協　事務局長　浅野泰彦　氏
　　参集：区社協役員、コミュニティ協議会、地区社会福祉協議会、
　　　　　新津青年会議所、新潟薬科大学、秋葉区役所、社協

・災害ボランティアセンター運営研修会
　　日時：令和２年２月２１日（金）
　　会場：新津地域交流センター　３階　多目的ホール
　　講話：「東日本大震災から学んだこと」
　　講師：釜石市社会福祉協議会　地域福祉課　課長　菊池　亮　氏

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況 ２８年度実施状況

事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

令和元年度実施状況（12月末現在）

令和元年度実施状況（12月末現在）３０年度実施状況

３０年度実施状況

２８年度実施状況 ２９年度実施状況

２９年度実施状況
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秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況 資料3
３　健康で豊かな地域づくり
３－①　地域における健康づくりの推進

1 乳幼児健康診査・育児相談事業 健康増進係

　乳幼児の健やかな発達・発育の支援と，疾病
予防や早期発見を目的とする。
　健診や育児相談の機会をとらえて，子育てに
必要な情報や保育者支援を実施。

・股関節検診　：　10回 ・受診者 504人(受診率94.4 ％）
・母体保護相談　：　10回 ・参加者 539人
・１歳誕生歯科健診 　：　12回 ・受診者 505人(受診率95.5%）
・１歳６ヶ月児健診　　：　13回 ・受診者 511人 (受診率98.1％）
・３歳児健診 　：　16回 ・受診者 613人(受診率97.8％）
・育児相談　 ：　24回 ・相談者 延952人

・股関節検診　：　10回 ・受診者 518人(受診率95.5 ％）
・母体保護相談　：　10回 ・参加者 532人
・１歳誕生歯科健診 　：　12回 ・受診者 549人(受診率95.5%）
・１歳６ヶ月児健診　　：　13回 ・受診者 541人 (受診率98.7％）
・３歳児健診 　：　17回 ・受診者 608人(受診率99.0％）
・育児相談　 ：　12回 ・相談者 延1048人

・股関節検診　：10回 ・受診者 485人(受診率95.1 ％）
・母体保護相談　：　10回 ・参加者510人
・１歳誕生歯科健診 　：　12回 ・受診者533人(受診率97.8%）
・１歳６か月児健診　　：　13回 ・受診者590人 (受診率102.1％）
・３歳児健診 　：14回 ・受診者566人(受診率99.0％）
・育児相談　 ：　12回 ・相談者 延1133人

・股関節検診　：　10回 ・受診者495人(受診率95.6 ％）
・母体保護相談　：　10回 ・参加者524人
・１歳誕生歯科健診 　：　12回 ・受診者515人(受診率97.2%）
・１歳６か月児健診　　：　13回 ・受診者564人 (受診率102.5％）
・３歳児健診 　：　14回 ・受診者566人(受診率99.1％）
・育児相談　 ：　12回 ・相談者 延1154人

・股関節検診　：　8回 ・受診者335人(受診率89.3 ％）
・母体保護相談　：　8回 ・参加者352人
・１歳誕生歯科健診 　：　9回 ・受診者382人(受診率99.5%）
・１歳６か月児健診　　：　9回 ・受診者417人 (受診率100.0％）
・３歳児健診 　：　11回 ・受診者465 人(受診率100.4％）
・育児相談　 ：　9回 ・相談者 延804人

３－①　地域における健康づくりの推進

2 成人集団検診事業 健康増進係
　各種がん検診を実施し，病気の早期発見，健
康増進に努める。

・肺がん検診　：　41回　受診者 4,149人
・胃がん検診　：　31回　受診者 1,397人
・乳がん検診　：　21回　受診者 1,438人(クーポン対象135人含）
・骨粗しょう症健診　：　4回　受診者 226人

・肺がん検診　：  28回　受診者 4,175人
・胃がん検診　：　38回　受診者 1,156人
・乳がん検診　：　17回　受診者 1,601人

・肺がん検診　：  39回+２　受診者4,221人
・胃がん検診　：　26回    　受診者  986人
・乳がん検診　：　15回　　　受診者1,224人
＊肺がん検診は定期の集団健診の他に未受診者対象のミニドッグ型
健診を2回実施

・肺がん検診　：　38 回+2　受診者4,297人
・胃がん検診　：　26回    　　受診者  962人
・乳がん検診　：　15回　　　受診者1,356人　※施設検診：309名
＊肺がん検診は定期の集団健診の他に未受診者対象のミニドック型健
診を2回実施

・肺がん検診　：　36回+ミニドック3回　受診者4,019人
・胃がん検診　：　25回    　　受診者875人
・乳がん検診　：　17回　　　受診者1,165人　※施設検診：162名
＊肺がん検診は定期の集団健診の他に未受診者対象のミニドック型健
診を2日＋半日実施

3 歯科保健事業 健康増進係
　食生活，むし歯の予防について助言すること
によって，幼児の健全な育成を図る。

・親子歯科健康教室　：　4回　83人
・集団フッ素塗布事業　：　12回　231人

・親子歯科健康教室　：　1回　30人
・集団フッ素塗布事業　：　12回　202人

・親子歯科健康教室　：　 1回　20人
・集団フッ化物塗布事業　：　9回　151人

・親子歯科健康教室　：　 1回　12人
・集団フッ素塗布事業　： 6回　133人

・集団フッ化素塗布事業　： 6回　104人

4 特定保健指導事業 健康増進係

　特定健診の結果、メタボリックシンドローム該
当者及び予備群と判定された方を対象に、メタ
ボリックシンドロームを改善するため，生活習慣
改善の支援を行う。

・集団指導：17回　個別指導：8回
　　　対象者数　：　427人
　　　被指導実数　： 108人
　　　延指導者数　：　234人（継続支援・評価含む）

・集団指導：16回　個別指導：178回　(初回で19回。継続等含めると159
回）
　　　対象者数　：　435人
　　　被指導実数　： 108人

・集団指導：13回　個別指導：145回　(初回で13回。継続等含めると132
回）
　　　対象者数　：　319人
　　　被指導実数　： 73人

・集団指導：１８回　個別指導：144回　(初回で15回。継続等含めると129
回）
　　　対象者数　：　３３４人
　　　被指導実数　：８０人

・集団指導：8回　個別指導：82回　(初回で15回。継続等含めると67回）
　　　対象者数　：　249人
　　　被指導実数　：51人
　　　延指導者数　：118人（継続支援・評価含む）

5 健康教育事業
地域保健
福祉担当
健康増進係

　心身の健康に関する知識を普及啓発すること
により行動変容を促し，主体的に健康保持・増
進できるよう支援する。

・生活習慣病予防教室（4回コース）　：　年2回　実15人，延51人
・生活習慣病予防ミニ教室（半日）　：　4回　延48人
・講演会の開催　：　糖尿病予防　12人，　認知症　61人，
　　　　　　　　　　　　がん予防　21人，　骨粗しょう症予防　53人
・口腔機能向上教室　：　サロンで３回　実18人，延43人
　　　　　　　　　　　　　　　フォローアップ教室１回　32人
・地区サロン等への歯科健康教育　：　サロン，茶の間で７回
・依頼健康教育　：　成人　延79回，　母子　延8回
・骨粗しょう症検診　：　8回　受診者 694人

・生活習慣病予防教室（4回コース）　：　年2回　実53人，延161人
・生活習慣病予防ミニ教室（半日）　：　4回　延39人
◎講演会の開催　：　認知症　64人
　　　　　　　　　　　　　がん予防　33人
　　　　　　　　　　　　　糖尿病141人
　　　　　　　　　　　　  骨粗しょう症予防　55人
・口腔機能向上教室　：　サロンで3回　実21人，延51人
　　　　　　　　　　　　　　　フォローアップ教室１回　15人
・地区サロン等への歯科健康教育 ：サロン，茶の間で8回，171人
・依頼健康教育　：　成人　延76回，　母子　延13回
・骨粗しょう症相談会　：　8回　受診者 543人

・生活習慣病予防教室（4回コース）　：　年2回　実49人、延140人
・生活習慣病予防ミニ教室（半日）　：　4回　実・延61人
・講演会の開催　：　骨粗しょう症予防　74人
・口腔機能向上教室　：　サロンで3回　実16人、延35人
・地区サロン等への歯科健康教育 ：サロン、茶の間で7回、172人
・依頼健康教育　：　成人　延89回、　母子　延11回
・骨粗しょう症相談会　：　7回　受診者 626人

・口腔機能向上教室　：　サロン等で5回　延122人
・地区サロン等への歯科健康教育 ：サロンで1回、30人
・依頼健康教育　：　成人　延87回  2,402人、母子　延10回　182人

・口腔機能向上教室　：　サロン等で5回　延85人
・依頼健康教育　：　成人　延62回  1,440人、母子延４回90人

6 食育関連事業 健康増進係

　食に関する知識や食を選択する力を身につ
け，健全な食生活を実践することができるよう支
援する。
（Ｈ３１から）

　食に関する知識や食を選択する力を身につ

・離乳食，幼児食講習会　：　21回　383人
・わくわく親子健康づくり教室　：　幼稚園２カ所・延456人参加
・小学生への食育授業　：　児童・保護者19人参加
・健康増進普及講習会（テーマは減塩，糖尿病，免疫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　7会場15回　216人参加

・離乳食，幼児食講習会　：　21回　391人
・健康増進普及講習会（テーマは減塩，糖尿病，骨粗）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　7会場15回　236人参加

・離乳食、幼児食講習会　：　21回　375人
・健康増進普及講習会（テーマは減塩、大麦、ロコモ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　9会場15回　397人参加

・離乳食，幼児食講習会　：21回　340人
・健康増進普及講習会（テーマは減塩，糖尿病予防，低栄養予防）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：8会場10回318人参加

・離乳食，幼児食講習会　：17回　221人
・健康増進普及講習会（テーマは減塩，糖尿病予防，低栄養予防）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 6会場11回   141人参加

7 思春期保健事業 健康増進係
　思春期の心身の変化を学び，健全な発達・発
育ができる機会を提供する。

・中学校における思春期保健講演会の実施
　　「生と性の講演会」　区内全６中学校　受講生徒数：686人
・中学校養護教諭情報交換会　：　1回

・中学校における思春期保健講演会の実施
　　「生と性の講演会」　区内全6中学校　受講生徒数：685人
・区内小中学校養護教諭情報交換会　：　1回

・中学校における思春期保健講演会の実施
　　「生と性の講演会」　区内全6中学校　受講生徒数：688人
・区内小中学校養護教諭情報交換会　：　1回

・中学校における思春期保健講演会の実施
　　「生と性の講演会」　区内全７中学校と高校1校　　受講生徒数：804
人

・中学校における思春期保健講演会の実施
　　「生と性の講演会」　区内全６中学校と高校1校　　受講生徒数：945
人

8
幸齢ますます元気教室
　（運動機能向上・栄養改善・
　　口腔機能向上複合プログラム）

健康増進係

　生活機能の低下がある，低栄養状態にある又
はその恐れがあるなど要介護状態に陥りやす
い高齢者や要支援認定者を対象に，集団で運
動，栄養，口腔機能向上指導などを行い，生活
機能の維持改善を図り要介護状態になることを
予防する。
（Ｈ３０から）

　生活機能の低下がある，低栄養状態にある又
はその恐れがあるなど要介護状態に陥りやす
い高齢者を対象に，集団で運動や活動，栄養指
導，口腔機能向上指導などを行い，生活機能の
維持改善を図り要介護状態になることを予防す

・幸齢ますます元気教室
        ３会場のうち２会場で実施
　　　　参加者：実80人　延750人

・幸齢ますます元気教室
        3会場で実施
　　　　参加者：実114人　延1,059人

・幸齢ますます元気教室
        3会場で実施
　　　　参加者：実130人　延1,245人

・幸齢ますます元気教室
        3会場で実施
　　　　参加者：実143人　延1,503人

・幸齢ますます元気教室
        3会場で実施
　　　　参加者：実80人　延826人

9
食生活改善推進委員育成支援
運動普及推進委員育成支援

健康増進係
　食生活改善推進委員及び運動普及推進委員
の活動支援を行う。

・食生活改善推進委員育成支援
　　　　研修会　延6回実施　122人参加
　　　　　　研修会を参考に地区担当保健師・栄養士とともに，
　　　　　　地区の健康増進普及講習会を計画，開催する。
・運動普及推進委員連絡会
　　　　助言と運動指導等の活動支援

・食生活改善推進委員育成支援
　　　　研修会　延6回実施　103人参加
　　　　　　研修会を参考に地区担当保健師・栄養士とともに，
　　　　　　地区の健康増進普及講習会を計画，開催する。
・運動普及推進委員連絡会
　　　　助言と運動指導等の活動支援　8回

・食生活改善推進委員育成支援
　　　　研修会　延6回実施　実49名　延128人参加
　　　　　　研修会を参考に地区担当保健師・栄養士とともに、
　　　　　　地区の健康増進普及講習会を計画、開催する。
・運動普及推進委員養成講座　２１人参加　新規に１９人加入
・運動普及推進委員育成支援
　　　　連絡会に出席し、助言と運動指導等の活動支援　5回

・食生活改善推進委員育成支援
　　　　研修会　延6回実施　実49名　延139人参加
　　　　　　研修会を参考に地区担当保健師・栄養士とともに，
　　　　　　地区の健康増進普及講習会を計画，開催する。
・運動普及推進委員育成支援
　　　　連絡会に出席し，助言と運動指導等の活動支援　9回

・食生活改善推進委員養成講座
　　　　受講：12人　　入会：9人
・食生活改善推進委員育成支援
　　　　勉強会　延6回実施　実38名　延113人参加
　　　　　　勉強会を参考に地区担当保健師・栄養士とともに，
　　　　　　地区の健康増進普及講習会を計画，開催する。
・運動普及推進委員育成支援
　　　　連絡会に出席し，助言と運動指導等の活動支援　9回

10

地域ぐるみで
フレイル予防
事業

（Ｒ１から）

ロコモ予防で
健康長寿
（Ｈ２９から）

足腰鍛えて笑顔で長生き

健康増進係

　心身の加齢変化が大きくなる高齢期に，フレイ
ル（適切な対応をすれば健康な状態に戻れる虚
弱な状態）を予防し，健康寿命の延伸を図ること
を目的とする。身近な地域で体力，口腔機能等
の衰えを先送りするための啓発を行ない，住民
が支え合いながらフレイル予防活動を継続でき
るよう支援する。
（Ｒ１から）

　ロコモティブシンドロームを広く啓発するととも
に，その予防を目的とした体操の普及支援を行
い，高齢者がそれぞれの地域で元気な毎日を
送れるよう支援する。

・各地域でロコモ予防体操普及活動の実施，継続支援
　　保健師・理学療法士等の従事　46団体　73回
・サポーターの活動（上半期分）
　　41団体，525回，参加延人数（サポーター含む）　9,411人
・サポーター養成研修　　　6回コース　52人参加
・サポーターフォロー研修　1回   43人参加
・ロコモティブシンドローム予防イベントの開催
　　　　11月7日（土）　秋葉区総合体育館　120人参加
　　　　　　　　　　　　　　　（新潟医療福祉大学に一部委託）

・ロコモ予防体験会の開催
           　        9団体 26回　延420人参加
・保健師、理学療法士による体操の普及活動支援
　　　　　　　　　　47回　延べ1,008人参加
・ロコモ予防プレイベントの開催 1回 100人参加
・ロコモ予防イベントの開催　　  1回 193人参加
・サポーターフォロー研修　1回   44人参加
・サポーターの活動
　　44団体，582回，参加延人数（サポーター含む）　10,512人
　　　　　　　　　　　　　　　（新潟医療福祉大学に一部委託）

・ロコモ予防体験会の開催
           　        5団体 12回　延218人参加
・保健師、理学療法士による体操の普及活動支援
　　　　　　　　　　72回　延べ1,649人参加
・ロコモ予防イベントの開催　　  1回 292人参加
・サポーターフォロー研修　1回   40人参加
・サポーターの活動
　　48団体、538回、参加延人数（サポーター含む）　10,567人
　　　　　　　　　　　　　　　（新潟医療福祉大学に一部委託）

・ﾗｼﾞｵ体操普及のための実技指導　　4団体 4回　延629人参加
・ロコモ予防イベントの開催　　  1回 151人参加
・サポーター養成講座　4回コース　43人参加
・サポーターフォロー研修　1回   23人参加
・サポーターの活動
　　52団体，629回，参加延人数（サポーター含む）　11,281人
　　　　　　　　　　　　　　　（新潟医療福祉大学に一部委託）

・フレイル予防教室　：　2コミ協/3回コース　延122人
・地域イベントでのフレイル啓発　： 1回  95人参加
・ﾗｼﾞｵ体操普及のための実技指導　：　3団体  延94人参加
・サポーターフォロー研修　1回  ：　47人参加
・サポーターの活動（上半期）
　　36団体，302回，参加延人数（サポーター含む）　5,518人
　　　　　　　　　　　　　　　（新潟医療福祉大学に一部委託）

11 こんにちは赤ちゃん訪問事業 健康増進係
　新生児・産婦に対し健康指導を行い，健康の
保持増進及び育児支援を行う。

・訪問登録助産師による訪問を実施した児の実人数
　　　　産婦 449人　新生児・乳児 456人
・未訪問（訪問希望せず）１件
　　　　電話と股関節検診にて状況確認を行った。

・訪問登録助産師による訪問を実施した児の実人数
　　　　産婦 489人　新生児・乳児 511人
・未訪問（訪問希望せず）3件
　　　　電話と股関節検診にて状況確認を行った。

・訪問登録助産師による訪問を実施した児の実人数
　　　　産婦490人　新生児・乳児 725人
・未訪問（訪問希望せず）1件
　兄弟の「ポッポあそびのへや」参加時に、対象児も一緒に連れてきて
もらい、事業終了後に状況確認を行った。

・訪問登録助産師による訪問を実施した児の実人数
　　　　産婦472人　新生児・乳児748人
・未訪問0件

・訪問登録助産師による訪問を実施した児の実人数
　　　　産婦279人　新生児・乳児296人
・未訪問0件

12 健康相談事業
地域保健
福祉担当
健康増進係

　健康問題について個別に相談を行い，日常生
活や食事の指導を通して生活習慣病を予防す
るとともに自らの健康管理ができるよう支援を行

・定例日健康相談　：　10回　実39人　延43人
・随時健康相談（電話・来所・メールなど）　　延1,534人

 ・定例日健康相談　：　12回　実42人　延48人
・随時健康相談（電話・来所・メールなど）　　延3,894人

 ・定例日健康相談　：　9回　実30人　延39人
・随時健康相談（電話・来所・メールなど）　　延4,564人

・定例日健康相談　：１１回　実 35人　延37人
・随時健康相談（電話・来所・メールなど）　　延4,073人
・骨粗しょう症予防相談会：7回　620人

・定例日健康相談　：9回　実 21人　延24人
・随時健康相談（電話・来所・メールなど）　　延2045人
・骨粗しょう症予防相談会：7回　650人

13
健康寿命延伸に向けた区役所事
業

健康増進係

健康寿命延伸にむけ，地域の健康課題に基づ
き，区内のさまざまな機関と協働し， 秋葉区民
の生活習慣病への関心を高め，健康自立がで
きるまちづくりを行う。

・モデル地区（小合地区）での健診受診率向上　：　未受診者へ受診勧
奨訪問（419人に訪問し226人と面接）。13サロンにて受診勧奨
・健康レストランプロジェクト　：　健康レストラン講習会3回（22店舗28人）
登録店舗21店
・糖尿病キャンペーン　：　3回　延406人
・フレイル予防講演会　：　3回　延261人
・子どもと保護者への啓発　：金津中学校74人　新津第二小学校52人

・健康教室：（中央型）9回　延 71人，（出張型）1回　20人　（各回同じ内
容で実施）
・モデル地区（大鹿・滝谷町地区）での健診受診率向上：特定健診未受
診者へ受診勧奨訪問（１６０人に訪問し９１人と面接）
・健康レストランプロジェクト　：　飲食店向け健康レストラン講習会2回
（12店舗15人）　登録店舗31店，区民向け健康レストラン講習会1回（29
人）
・糖尿病予防セミナー　：　1回　延74人
・フレイル予防講座　：　14回　延242人
・子どもと保護者への啓発：第五中学校122人，結小学校115人に学校
を通じて配布

・健康教室：（中央型）8回　延 52人　（各回同じ内容で実施）
・健康レストランプロジェクト　：　区民向け健康レストラン講習会2回（36
人）
  登録店舗35店
・糖尿病予防セミナー　：　1回　延33人
・フレイル予防講座　：　18回　延491人
・子どもと保護者への啓発：小合中学校21人，新関小学校11人に学校
を通じて配布
・学校と連携した受診勧奨：①新津第二中学校（生徒208人、保護者8
人）②第一小学校（保護者8人）③小合小学校（保護者85人）

２９年度実施状況 ３０年度実施状況 令和元年度実施状況（12月末現在）

３０年度実施状況２８年度実施状況事業名 担当 令和元年度実施状況（12月末現在）

２８年度実施状況事業名 担当 事業概要 ２７年度実施状況

２９年度実施状況事業概要 ２７年度実施状況
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秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況 資料3
３－②　すべての人が互いに尊重しあえる地域を実現するための啓発と普及

1 認知症サポーター養成講座 高齢介護担当

　認知症について正しく理解し，認知症の人や
家族を温かく見守る認知症サポーターを養成す
る。

・認知症サポーター養成講座の開催
　　１２回：（地域住民６回，小学校３回，職域（企業など）３回）
　　参加者（サポーター）数：403名

・認知症サポーター養成講座の開催
　　20回：（地域住民12回，小・中学校4回，職域（企業など）4回）
　　参加者（サポーター）数：511名

・認知症サポーター養成講座の開催
　 開催数：24回
　　地域住民5回，小・中学校3回，大学2回，職域（企業など）14回
　参加者（サポーター）数：1,025名

・認知症サポーター養成講座の開催
　 開催数：２０回
　　地域住民６回，小・中学校４回，大学１回，職域（企業など）９回
　参加者（サポーター）数：９０７名

・認知症サポーター養成講座の開催
　 開催数：14回
　　地域住民4回，小・中学校4回，職域（企業など）6回
　参加者（サポーター）数：437名

2
手をつなごう愛の大運動会事業費
補助

障がい福祉係

　障がい者の社会活動の場や交流の場として，
障がい者の運動会を実施することにより，支え
あう地域福祉を目指す。

・手をつなぐ愛の大運動会
　　開催日：平成27年9月5日（土）
　　会　 場：秋葉区総合体育館
　　参加者：約300人

・手をつなぐ愛の大運動会
　　開催日：平成28年10月1日（土）
　　会　 場：秋葉区総合体育館
　　参加者：約300人

・手をつなぐ愛の大運動会
　　開催日：平成29年9月30日（土）
　　会　 場：秋葉区総合体育館
　　参加者：約300人

・手をつなぐ愛の大運動会
　　開催日：平成30年9月29日（土）
　　会　 場：秋葉区総合体育館
　　参加者：約300人

・手をつなぐ愛の大運動会
　　開催日：9月28日（土）
　　会　 場：秋葉区総合体育館
　　参加者：約300人

３－②　すべての人が互いに尊重しあえる地域を実現するための啓発と普及

3

（　「障がい者福祉施設と保育園
児の交流事業」への協力　）
＜１－②No.7へ掲載＞
＜あきはステップファーム＞
（H29から）

「障がい者福祉施設と保育園児の
交流事業」への協力

児童福祉係
障がい福祉係

　障がい者福祉施設の利用者と保育園児の交
流やふれあいの機会づくりに努める。

・保育園児と障がい者との交流会の実施
　　　さつまいもの収穫　１回
　　　レクリエーション交流会　２回

・保育園児と障がい者との交流会の実施
　　　さつまいもの収穫　１回
　　　レクリエーション交流会　２回

（　「障がい者福祉施設と保育園児の交流事業」への協力　）
＜１－②No.7へ掲載＞
＜あきはステップファーム＞

（　「障がい者福祉施設と保育園児の交流事業」への協力　）
＜１－②　No.7へ掲載＞
＜あきはステップファーム＞

・事業内容を拡充し、事業名を“あきはステップファーム”に変更し実施し
ていたが、平成30年度で事業終了

4 障がい者との交流の促進 障がい福祉係

　障がい福祉施設や地域の団体（コミュニティ協
議会，自治会等）との交流を積極的に働きか
け，障がい者への社会参加・理解を広める。

・どんちゃんまつり
　　　　開催日：8月29日(土）　　来場者　約400人
・グリーン・デ・フェスタ
　　　　開催日：9月19日(土)　　 来場者　約400人
・癒しの福祉ゾーンまつり
　　　　開催日：10月3日(土)　　 来場者　約500人

・どんちゃんまつり
　　　　開催日：8月27日(土）　　来場者　約400人
・グリーン・デ・フェスタ
　　　　開催日：9月17日(土)　　 来場者　約60人
　　※雨天の為，内容を縮小して開催
・癒しの福祉ゾーンまつり
　　　　開催日：10月8日(土)　　 来場者　約400人

・どんちゃんまつり
　　　　開催日：8月26日(土）　　来場者　約350人
・グリーン・デ・フェスタ
　　　　開催日：9月16日(土)　　 来場者　約400人
・癒しの福祉ゾーンまつり
　　　　開催日：10月7日(土)　　 来場者　約600人

・どんちゃんまつり
　　　　開催日：8月25日(土）　　来場者　約350人
・グリーン・デ・フェスタ
　　　　開催日：9月15日(土)　　 来場者　約350人
・癒しの福祉ゾーンまつり
　　　　開催日：10月13日(土)　　 来場者　約600人

・どんちゃんまつり
　　　　開催日：8月31日(土）　　来場者　約300人
・癒しの福祉ゾーンまつり
　　　　開催日：10月12日(土)　　※台風により中止

5
あきは

サポートネット
高齢介護担当

認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進す
るため，区民や団体，教育機関等とネットワーク
づくりを行い，区民協働による「認知症高齢者等
と支える家族にやさしい秋葉区」を目指す。

○秋葉区キャラバンメイト連絡会　発足式
　　6月6日（水）　参加者69名
○秋葉区キャラバンメイト交流会
　　７月26日（木）　参加者23名
○秋葉区認知症講演会　「ともに地域で暮らすために」
　　10月30日（火）　参加者78名
○秋葉区キャラバンメイト研修会
　　12月14日（金）　参加者15名
○認知症サポーターステップアップ講座
　　3月2日（土）　参加者74名

・秋葉区認知症講演会　「認知症を学び，地域でともに暮らすために」
　　8月10日（土）　参加者226名
・認知症サポーターステップアップ講座
　　3月開催予定
・秋葉区キャラバンメイト交流会
　　10月17日（木）　参加者18名
・認知症カフェ
　　7回開催　参加者159名

6
「けやき福祉園と日赤秋葉区奉仕
団の交流」への協力

地域福祉担当

　日赤奉仕団の炊出し訓練を兼ねた，障がい者
福祉施設「けやき福祉園」の利用者との交流を
行い，障がい者への理解の促進に努める。

・炊出し訓練及び交流会
　　　　開催日：11月16日(月)
　　　　　　奉仕団による炊出し訓練を兼ねたカレー作り
　　　　　　施設利用者との昼食会，唄や踊りを披露
　　　　　　利用者の作業訓練のお手伝い

・炊出し訓練及び交流会
　　　　開催日：11月7日(月)　奉仕団15名　　利用者85名
　　　　　　奉仕団による炊出し訓練を兼ねたカレー作り
　　　　　　施設利用者との昼食会，唄や踊りを披露
　　　　　　利用者の作業訓練のお手伝い

・炊出し訓練及び交流会
　　開催日：10月31日(火)　奉仕団 21名　　利用者 90名（職員18）
　　　　　　奉仕団による炊出し訓練を兼ねたカレー作り
　　　　　　施設利用者との昼食会、唄や踊りを披露
　　　　　　利用者の作業訓練のお手伝い

・炊出し訓練及び交流会
　　開催日：10月22日(月)　奉仕団 21名　　利用者 90名（職員18）
　　　　　　奉仕団による炊出し訓練を兼ねたカレー作り
　　　　　　施設利用者との昼食会，唄や踊りを披露
　　　　　　利用者の作業訓練のお手伝い

・炊出し訓練及び交流会
　　開催日：10月28日(月)　奉仕団 23名　参加者80名（職員20名)
　　　　　　奉仕団による炊出し訓練を兼ねたカレー作り
　　　　　　施設利用者との昼食会，唄や踊りを披露
　　　　　　利用者の作業訓練のお手伝い

7 障がい者チャレンジ支援事業 障がい福祉係

　福祉施設に通所する障がい者に事務作業訓
練の場を提供し，就労に向けた能力向上と生き
がいのある生活を支援する。

・実習受入れ先：１３ヶ所（秋葉区役所，割烹一楽，労働金庫 他）
・実習状況：実施日数８０日　参加延べ人数２２９人
　　　　　　　　　　　　　　　　　【特色ある区づくり事業：２年目】

・実習受入れ先：14ヶ所
　　　　　　　　　（秋葉区役所，割烹一楽，ドラックトップス新津店 他）
・実習状況：実施日数78日　参加延べ人数２２９人

・実習受入れ先：15ヶ所
　　　　　　　　　（秋葉区役所、割烹一楽、ドラックトップス新津店
　　　　　　　　　　カットファクトリー、花夢里にいつ　 他）
・実習状況：実施日数 69日　参加延べ人数 188人

・実習受入れ先：16ヶ所（区役所含む）
　　　　　　　　　（秋葉区役所，割烹一楽，ドラックトップス新津店
　　　　　　　　　　カットファクトリー，花夢里にいつ　 他）
・実習状況：実施日数62日　参加延べ人数 130人

・実習受入れ先：14ヶ所（区役所含む）
　　　　　　　　　（秋葉区役所，割烹一楽，森林農園，ドラックトップス新津
店
　　　　　　　　　　カットファクトリー，花夢里にいつ　 他）
・実習状況：実施日数44日　参加延べ人数128人

8

「つながる」
「つなげる」
障がい者
支援事業
（Ｒ１から）

障がい者
わくわくワーク
支援

障がい福祉
係

障がい児に関わる医療・保健・福祉・教育・労働
などの各機関が保護者とともに必要な情報を共
有するシステムづくりを行う。
また、発達に支援の必要な児童の保護者に対
する講座を行うことで、悩みや心配ごとを共有で
きる仲間づくりを推進し、不安感や孤立感の解
消を図る。
（Ｒ１から）

　障がい者施設で生産している授産製品の販売
を通じて，市民の障がい者に対する理解を深め
る。
　また，障がい者がショップでの販売実習を行
い，障がい者の社会参加促進と自立支援を行
う。
　他に，障がい児に関わる各機関（医療・保健・
福祉・教育・労働）などの支援に係る情報を保護
者を含め共有するシステムづくりを行う。
（Ｈ３０から）

　障がい者施設で生産している授産製品の販売
を通じて，市民の障がい者に対する理解を深め
る。
　また，障がい者がショップでの販売実習を行
い，障がい者の社会参加促進と自立支援を行

○授産ショップ　：　『Korette』  コレッテ　新津地域交流センター１F
・営業時間　：　火曜～金曜　11時00分～17時00分
・障がい者販売実習
・取り扱い商品：廃油石鹸、ヘアゴム、パン、焼菓子、丸麦　他

○コレッテパンフレット作成　1000部

○企業訪問バスツアー
           開催日：10月26日（木）　　参加者 7人　施設職員 1人
　　　　　訪問先： 株式会社　北都　（江南区木津工業団地）
　　※食事マナー講習同時開催　　　会場：オテント（新津駅前）

○授産ショップ　：　『Korette』  コレッテ　新津地域交流センター１F
・営業時間　：　火曜～金曜　11時00分～17時00分
・取り扱い商品：廃油石鹸，ヘアゴム，パン，焼菓子，丸麦　他

○コレッテのPRシール作成

○つながる支援ファイル作成　150冊
　　配付9名

・つながる支援ファイル
　　作成　150冊
　　利用者（配付）数　70人
・NPプログラム講座（保護者支援講座）
　　11月8日～12月13日（全6回）　参加者5人

４　相談しやすい体制づくり
４－①　地域福祉のネットワークの構築

1 ふれあい福祉サービス事業 社　協

家事などで困っている方への地域住民による助
け合い活動。研修等で協力会員の意識・質の向
上を図り、心のこもったサービスを行う。
（Ｈ２９から）

　家事などで困っている方への地域住民による
助け合い活動。研修等で協力会員の意識・質の
向上を図り、心のこもったサービスができるよう
にしていく。また精神的不安を抱えている方や
話し相手、見守りでの利用もあることから、利用
者訪問をし状況を把握していく。

・協力会員　７１名
・利用会員　１０５名
・活動時間　３，００９．５時間　（４月～３月）
・福祉サービスの提供、コーディネート、関係機関等との連絡調整、ふ
れあいの集い、ふれあいニュース発行

・協力会員　７４名
・利用会員　１１３名
・活動時間　２，７７１．０時間　（４月～３月）
・福祉サービスの提供、コーディネート、関係機関等との連絡調整、協
力会員拡大増強研修会、ふれあいの集い、ふれあいニュース発行

・利用会員　     　 １０９名  (前年比　ー４名）
・協力会員　          ７３名  (前年比　ー１名）
・提供回数    　３、１７７回  （前年比　＋２５４回）
・提供時間　２９７１．５時間 (前年比　＋２００．５時間）
・福祉サービスの提供、コーディネート、関係機関等との連絡調整、協
力会員出前研修会
・協力会員研修会　平成３０年３月７日（水）参加者25名

・協力会員　７０名
・利用会員　９５名
・活動時間　２，８２５．５時間
・福祉サービスの提供、コーディネート、関係機関等との連絡調整、
　サービス出前説明会、協力会員出前研修会

・協力会員　５０名
・利用会員　６７名
・活動時間　１，７１０時間
・福祉サービスの提供、コーディネート、関係機関等との連絡調整

2 成年後見人制度の周知 高齢介護担当

　認知症や障がいなど判断に支援を要する
方々に，それぞれのレベルに合わせて後見人，
保佐人，補助人を家庭裁判所が選任し，必要な
支援を行う制度について，周知啓発を図る。

・パンフレット等による周知啓発
・成年後見制度利用支援助成金　２件交付
・成年後見審判市長申立　1件

・パンフレット等による周知啓発
・成年後見制度利用支援助成金　５件交付

・パンフレット等による周知啓発
・成年後見制度利用支援助成金　13件交付

・パンフレット等による周知啓発
・成年後見制度利用支援助成金　１４件交付
・成年後見審判　市長申立　３件

・パンフレット等による周知啓発
・成年後見制度利用支援助成金　１６件交付
・成年後見審判　市長申立　１件

3 日常生活自立支援事業 社　協

　判断能力に不安のある高齢者や知的障がい
者，精神障がい者の福祉サービスの利用援助
や金銭管理等を支援する。

・利用者数　　 新潟市全体 301人　秋葉区 27人(9%)
・生活支援員　新潟市全体 180人  秋葉区 26人(14%)
・60歳代知的障がいの方の保佐類型で成年後見制度申請中

・利用者数　　 新潟市全体 314人　秋葉区 30人(9.5%)
・生活支援員　新潟市全体 190人  秋葉区 24人(12.6%)
・支援回数　498回

・利用者数　　 新潟市全体     ３１７人　秋葉区３１人  (９．８%)
・生活支援員　新潟市全体     １６５人  秋葉区18人   (１０．８%)
・支援回数     新潟市全体 ５、１５２回  秋葉区４８９回

・利用者数　　秋葉区 ３１人
・生活支援員 秋葉区 19人
・支援回数　　秋葉区４３２回

・利用者数　　秋葉区 28人
・生活支援員 秋葉区 １５人
・支援回数　　秋葉区 ２９９回

令和元年度実施状況（12月末現在）

令和元年度実施状況（12月末現在）

３０年度実施状況

３０年度実施状況 令和元年度実施状況（12月末現在）

３０年度実施状況

２８年度実施状況

２８年度実施状況

２８年度実施状況

担当 事業概要 ２７年度実施状況
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２９年度実施状況

２９年度実施状況

２９年度実施状況
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秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2015-2020） における区および区社協の取り組み状況 資料3
４－①　地域福祉のネットワークの構築（つづき）

4 自立支援協議会 障がい福祉係

　「障がいの有無にかかわらず，普通に暮らせ
る地域社会」を実現することを目的として，関係
機関が連携・一体となって障がいのある方を支
援するために協議を行う。

・市役所障がい福祉課開催
　　　全体会議２回　運営事務局会議４回　各区報告会４回
・秋葉区障がい者地域自立支援協議会　４回
・課題別ワーキング検討会　２課題　４回
・個別ケース会議　定例月/２回：２４回　随時：月/複数回

・市役所障がい福祉課開催
　　　全体会議2回　運営事務局会議4回　各区報告会4回
・秋葉区障がい者地域自立支援協議会　4回
・課題別ワーキング検討会　3課題　各3回
・個別ケース会議　定例月/1回：計12回　随時：月/複数回

・市役所障がい福祉課開催
　　　全体会議2回　運営事務局会議4回　各区報告会4回
・秋葉区障がい者地域自立支援協議会　4回
・課題別ワーキング検討会　3課題　各3回
・個別ケース会議　定例月/1回：計12回　随時：月/複数回
・障がい児「つながる」支援セミナー開催　8月23日　参加者 48名
・医療と障がい福祉の連携セミナー開催　12月21日　参加者 26名

・市役所障がい福祉課開催
　　　全体会議2回　運営事務局会議4回
・秋葉区障がい者地域自立支援協議会　4回
・課題別ワーキング検討会　2課題　各3～5回
・個別ケース会議　定例：月1回：計12回　随時：月複数回
・障がい児「つながる」支援セミナー開催　1月31日

・市役所障がい福祉課開催　全体会議　1回　運営事務局会議　3回
・秋葉区障がい者地域自立支援協議会　3回
・課題別ワーキング検討会　2課題　各3～5回
・相談連絡会　月1回　計9回（うち3回は勉強会）
・医療的ケアが必要な障がい児者の家族対象「集いの場」開催
　　9月27日　参加者　6人（5家族），ワーキングメンバー13人
・障がい児「つながる」支援セミナー開催
　　12月5日　参加者　38人

5 保健福祉相談・訪問指導事業 地域保健
福祉担当

　精神障がい、知的障がい、身体障がい、児童
虐待、高齢者虐待、結核、難病、生活習慣病な
ど、妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉
に関する相談に対して、関係機関と連携し、迅

・妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉の相談に対して、保健師・
ケースワーカーが関係機関と連携し迅速に対応。
　 　　相談件数  延べ 2,923人
　　　 訪問件数  延べ 1,778人

・妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉の相談に対して、保健師・
ケースワーカーが関係機関と連携し迅速に対応。
　 　　相談件数  延べ 3,998人（H27：2,923人）
　　　 訪問件数  延べ 2,351人（H27：1,778人）

・妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉の相談に対して、保健師が
関係機関と連携し迅速に対応。
　　保健師による相談件数  延べ4,300人（H29：4,271人）
　　保健師による訪問件数  延べ1,600人（H29：1,584人）

・妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉の相談に対して、保健師が
関係機関と連携し迅速に対応。
　 　　相談件数  延べ 4,981人（H29：4,272人）
　　　 訪問件数  延べ 1,576人（H29：1,905人）

・妊婦・乳幼児から高齢者までの保健・福祉の相談に対して、保健師が
関係機関と連携し迅速に対応。
　 　　相談件数  延べ 2,766人
　　　 訪問件数  延べ   882人

6
ドメスティック・バイオレンス（DV)
相談窓口

保護係

　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）について相
談しやすい環境づくりに努める。
（Ｈ３０から）

　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）についての
相談は年々増加している状況で、今後も増加が
見込まれることから、相談しやすい環境づくりに
努める。

・女性相談　＜女性相談員２名配置＞
　　相談件数 1,280件（延件数）
　　　　内訳 ： DV 421件，離婚問題 283件，養育相談 202件，
　　　　　　　   経済関係 150件　など

・女性相談　＜女性相談員２名配置＞
　　相談件数（延件数）　1,660件　 （H27:1,280件）
　　　　内訳 ： DV 766件，離婚問題 380件，養育相談 42件，
　　　　　　　   経済関係 155件　など

・女性相談　＜女性相談員２名配置＞
　　相談件数（延件数）　1,180件　 （H28:1660件）
　　　　内訳 ： DV 811件、離婚問題163件、養育相談 10件、
　　　　　　　   経済関係 65件　など

・女性相談　＜女性相談員1名配置（11月まで2名配置）＞
　　相談件数（延件数）　981件
　　　　内訳 ： DV 530件，離婚問題 199件，養育相談 48件，
　　　　　　　   経済関係 48件　など

・女性相談　＜女性相談員1名配置＞
　　相談件数（延件数）　502件
　　　　内訳 ： DV 223件，離婚問題 109件，養育相談 36件，
　　　　　　　   経済関係 30件　など

7 生活困窮者相談支援 保護係

　経済的に困窮している方について，相談しや
すい環境づくりに努め，就労に向けた支援や住
居確保のための支援など，相談者の状況に応
じた支援を行う。

・生活困窮者自立支援相談　＜生活支援相談員１名配置＞
　相談件数　116件　（実件数）

・生活困窮者自立支援相談　＜生活支援相談員１名配置＞
　相談件数（実件数）　106件　（H27:116件）

・生活困窮者自立支援相談　＜生活支援相談員１名配置＞
　新規相談件数（実件数）　53件　（H28:106件）
　継続案件相談等件数　603件

・生活困窮者自立支援相談　＜生活支援相談員１名配置＞
　新規相談件数（実件数）　49件　（H29:53件）
　継続案件相談等件数　　665件　（H29:603件）

・生活困窮者自立支援相談　＜生活支援相談員１名配置＞
　新規相談件数（実件数）　26件
　継続案件相談等件数　　621件

8 生活困窮者緊急支援事業 社　協

緊急的に支援が必要な生活困窮世帯に対し、
食糧物資等の援助及び相談支援、生活支援を
行う。

・緊急時に支援が必要な生活困窮世帯に対する食糧等の援助、相談支
援等（交通費2件、食料品・日用品6件）
・パーソナルサポートセンター呼びかけによる秋葉区生活困窮者調整
会議の開催２回

・緊急時に支援が必要な生活困窮世帯に対する食糧等の援助、相談支
援等（交通費3件、食料品・日用品・灯油19件）
・パーソナルサポートセンター呼びかけによる秋葉区生活困窮者調整
会議の開催1回

・緊急時に支援が必要な生活困窮世帯に対する相談支援等
・食糧等の援助については、関係機関（パーソナルサポートセンター、
区保護係等）と連携し対応した。

・緊急時に支援が必要な生活困窮世帯に対する相談支援
・食糧等の援助については、関係機関（パーソナルサポートセンター、
区役所保護係等）と連携し対応した。

４－②　適切な情報提供体制づくり

1 点字広報等発行事業 障がい福祉係

　視覚障がい者へ広報誌により情報提供を行
う。
（秋葉区社会福祉協議会へ委託）

・あきは区だより，生活情報誌（ゴミカレンダー他）の発行
　　　点字：　２グループ　29回　　利用者：８人
　　　音訳：　１グループ　27回　　利用者：11人

・あきは区だより，生活情報誌（ゴミカレンダー他）の発行
　　　点字：　2グループ　30回　　利用者：8人
　　　音訳：　1グループ　28回　　利用者：10人

・あきは区だより、生活情報誌（ゴミカレンダー他）の発行
　　　点字：　2グループ　32回　　利用者：7人
　　　音訳：　1グループ　30回　　利用者：10人

・あきは区だより、生活情報誌（ゴミカレンダー他）の発行
　　　点字：　2グループ　32回　　利用者：7人
　　　音訳：　1グループ　30回　　利用者：10人

・カレンダーの発行（12月末）
・ＪＲ時刻表の発行（3月末予定）
　　　点字　利用者：7人

2 プライベートサービス 社　協

　視覚障がい者の個人的に必要な情報を音訳，
点訳すること及び対面朗読を実施することによ
り、視覚障がい者の社会参加と自立を目指す。

・音声訳：30件
・対面朗読：57件

・音訳：16件
・点訳：0件
・対面朗読：55件

・音訳：１５件（前年比　－1件）
・点訳：0件(前年と同じ）
・対面朗読：４８件(前年比　－7件）

・音訳：15件
・点訳：0件
・対面朗読：48件

・音訳：12件
・点訳：0件
・対面朗読：44件

3 心配ごと相談所の周知 社　協
　相談所を週２回開設し，市民の悩みを受け止
め関係機関につなぐ。

・開設日数96日 　相談件数148件
・周知：区役所だより　毎月１回、　蒲原新聞　随時

・開設日数96日 　相談件数249件
・周知：区役所だより　毎月2回、　蒲原新聞　随時

・相談件数193件(前年比　－56件）
・ケース検討会　12回
・周知：区役所だより　毎月2回、　蒲原新聞　随時

・相談件数172件
・周知：区役所だより　年1回、　蒲原新聞　随時
・相談員の資質向上のため研修会　（7月31日、講師:弁護士）

・相談件数127件
・周知：区役所だより　年１回
・相談員の資質向上のため研修会　（12月17日、講師：:弁護士）

4 すくすく子育て情報発信 児童福祉係

　未就学児童のいる家庭に対し、スマホなどか
ら簡単に情報を入手できるＱＲコードを活用し
て、子育てに必要な情報を発信する。

・保護者から必要な情報などをリサーチし，意見を取り入れてＱＲコード
付きファイルを作成し送付した。（2月19日　2,720世帯）

・実際に子育て中の方からどんな情報が必要かリサーチし，追加する情
報はカード式にして，公共施設などに設置し情報提供を行った。（4,600
部作成）

・実際に子育て中の方からどんな情報が必要かリサーチし，追加する情
報はカード式にして，公共施設などに設置し情報提供を行った。（3,000
部作成）

２９年度で終了

5
障がい者基幹相談支援センター
秋葉の運営

障がい福祉係

一般的相談支援に加え，施設等からの地域移
行促進に係るコーディネート業務や，権利擁護・
虐待防止にかかる啓発や研修，相談支援事業
所等への研修を通じた人材育成や助言指導な
ど，また，障がい等を理由とした差別に関する
相談対応等，障がい者が安心して地域で暮らせ
る体制を整える。
（Ｈ２９から）

　一般的相談支援に加え，施設等からの地域移
行促進に係るコーディネート業務や，権利擁護・
虐待防止にかかる啓発や研修，相談支援事業
所等への研修を通じた人材育成や助言指導な
ど，障がい者が安心して地域で暮らせる体制を

・「障がい者基幹相談支援センター秋葉」を開設
　　　相談員４名（担当エリア：秋葉区，江南区，南区）
　　　相談件数
　　　　（訪問547件，来所611件，電話4,686件，その他1,753件）
・個別支援（ケース）会議　216回
・会議，研修会への参加　189回

・「障がい者基幹相談支援センター秋葉」
　　　相談員5名（担当エリア：秋葉区，江南区，南区）
　　　相談件数　7,271件
　　　　（訪問471件，来所386件，電話5,745件，その他669件）
・個別支援（ケース）会議　187回
・会議，研修会への参加　289回

・「障がい者基幹相談支援センター秋葉」
　　　相談員5名（担当エリア：秋葉区、江南区、南区）
　　　相談件数　6,376件
　　　　（訪問401件、来所383件、電話5,066件、その他526件）
・個別支援（ケース）会議　128回
・会議、研修会への参加　214回

・「障がい者基幹相談支援センター秋葉」
　　　相談員5名（担当エリア：秋葉区，江南区，南区）
　　　相談件数　8124件
　　　　（訪問547件、来所513件、電話6310件、その他754件）
・個別支援（ケース）会議　181回
・会議，研修会への参加　261回

・「障がい者基幹相談支援センター秋葉」
　　　相談員5名（担当エリア：秋葉区，江南区，南区）
　　　相談件数　5,397件
　　　　（訪問401件、来所325件、電話4,204件、その他467件）
・個別支援（ケース）会議　108回
・会議，研修会への参加　211回

6 社協の相談窓口体制整備 社　協

　コミュニティソーシャルワーカー（CSW)を配置
し、個別課題等に対する検討・解決を図り、関係
機関と連携をしながら積極的にアウトリーチを
進めます｡

・地区担当が抱える課題や他機関からの相談による検討、取り組みを
行った。
・CSW計画に基づく実施および関係機関との連携
　　　　　テーマ「緊急情報キットの配布と更新作業の確認と
　　　　　　　　　　更新作業を通しての見守り活動へ」
・CSW定例会　毎月第3金曜日
　　　　（参集：CSW,介護関係職員、市社協）
・自立支援協議会に参加

・地区担当が抱える課題や他機関からの相談による検討、取り組みを
行った。
・CSW定例会（区：２ケ月に1回開催、活動報告及び事例検討）
・各種会議等への参加

・地区担当が抱える課題や他機関からの相談による検討、取り組みを
行った。
・CSW定例会（本部開催への参加、活動報告及び事例検討随時）
・各種会議等への参加

・地区担当が抱える課題や他機関からの相談への検討、取り組みを
行った。
・CSW定例会（本部開催への参加、活動報告及び事例検討随時）
・各種会議等への参加

・地区担当との協働により、個別課題等に対応。
・CSW定例会（本部開催への参加、活動報告及び事例検討随時）
・各種会議等への参加
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