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体制づくり事業
づくり事業・
事業・一次募集事業分）
一次募集事業分）
１
No

見守り
見守り活動
団体名

1 てんまりの会

活動内容

連絡先
十日町市松代

高齢者の声かけ運動

（十日町市） ・ サロンや老人クラブの集まりなどに出席しない地域の一人暮らし高齢者約40人を月２回
（代表 関谷 初子） 訪問する。（特に、冬期間を重点的に）
2 能生地区町内会連合会

糸魚川市大字能生19412

元気印リーダー養成事業

･ 通学時間帯のあいさつ運動を行う。のぼり旗を各地に設置することで地区全体で盛り上
（糸魚川市） げる。
（会長 池田 正夫） ･ 各町内で講座を開いて「元気印リーダー」を養成し、地域の見守り意識の向上を図る。
･ 昼間独居高齢者等の見守り活動を行う。
3

社会福祉法人 長岡三古
老人福祉会

ソーシャルリスニングネットワーククラブ（ＳＬＮＣ）『なじらね』

025-566-3371

長岡市福住１丁目7-21

･ 法人活動拠点12箇所がある地域において、職員、ボランティア、地域住民が高齢者世帯
（長岡市） を訪問するなど高齢者見守り活動を行う。
0256-97-5000
（理事長 田中 政春） ･ ＮＨＫ社会部池田記者による「無縁社会」をテーマにした講演会を地域住民等対象に開催
する。（12月）
4 東明第一自治会

新潟市東区東明２丁目

地域支え合い隊

･ 要援護者21名を災害時に救出するための搬出・搬送勉強会を実施し、地域パトロールを
（新潟市東区） 日々実施する。
（会長 木島 重夫） ･ 災害時等の不審者対策のため、自治会会員とわかるゼッケンを作成し活用する。
･ 地域で音楽会を開催して、交流を図る。
5

特定非営利活動法人ほほ
こころのまちづくり－きずな事業
えみ

十日町市木落720

･ 朝の登校時に学校前であいさつ活動を行ったり、小・中学生と一緒に高齢者宅を訪問す
（十日町市） る。
025-761-7744
（理事長 田口 直人） ･ 高齢者世帯等を対象に、買い物支援や日常生活上の簡易な手伝いをする。
･ 高齢者世帯等を対象に、冬期間の除雪支援を行う。
6

一般財団法人ささえあい
コープ新潟

新潟市西区小針南台316

地域安心ささえ愛事業

･ 自治会、包括センターと連携し、訪問・声かけや住民マップづくりを行う。
（新潟市西区）
･ 介護者が休息、悩み相談ができる交流会を開催する。
（代表理事 高見 優）
･ １回500円で高齢者等の買い物、ゴミ出し、電池交換などの生活支援を行う。
特定非営利活動法人ゆず
見守り活動・困りごと解決隊
りは
･ 高齢者等を訪問し、話し相手となる。また、必要に応じて買い物支援なども行う。
（中央区）
（週５日体制）
（理事長 宗村 正） ･ 高齢者の人達の交流の場を開設し、昼食の提供やレクリエーションを行う。
（週１回10時～16時）
田上町民生委員・児童委
8
「あんしんカード」でみんな安心
員協議会
7

（田上町） ・ 一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯等を対象として「あんしんカード」を配布する。
（会長 矢部 直一） ・ 高齢者等宅に１ヶ月に３回以上、地区ボランティア、民生委員が訪問を行う。

２

生活支援活動

No

団体名

9

活動内容

特定非営利活動法人 ＵＮ
共に支え合い誇りを持って生きられる集落「壱乃界」
Ｅ
障害者が支援者となり、支援活動を行う。
･ 月１回、資源（古紙、空き瓶等）の回収活動を行う。
（長岡市）
･ 高齢者世帯の除雪、屋根の雪下ろし活動を行う。
（代表理事 家老 洋）
･ 地域活動支援センターUNEHAUSに月１回高齢者を集め、給食を提供、各種教室を開始
する。

10

025-378-6181

新潟市中央区万代1丁目
2-6 東カンマンション万
代ビューハイツ1201
025-278-8635
田上町大字原ヶ崎新田
3070 （田上町役場）
0256-57-6112

連絡先
長岡市一之貝869

0258-86-8121

新潟市東区東中野山3丁
目1-22

社会福祉法人新潟地区手
輪っとくらぶ
をつなぐ育成会

･ 施設通所者が主体となって、高齢者の買い物代行や草取りなどを低料金で引き受ける。
（新潟市東区）
･ 年２回、高齢者へ施設で作った花の苗を配る。
025-277-7060
（会長 熊倉 範雄）
･ 定期的に訪問し、状況確認、安否確認を行う。
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11 NPO法人ナースネット上越 高齢者健康生活支援事業

上越市春日新田2-7-30

･ 登録高齢者の体調不良時の家庭看護・受診同行や健康相談を行う。今年度から対象を
（上越市）
市全域に拡大する。
025-543-8117
（理事長 中川 泉）
･ 緊急時以外の受診や旅行に看護職等が同行したり、地域の集会での緊急時待機を行う。
12 杉名町自治会

新潟市北区嘉山

杉名町友愛サポート事業

･ 町内の75歳以上の方や障害者の方を対象に、日常生活を手伝う活動（買い物・ごみだし・
（北区） 除雪等）を行う。（１回100円、重労働の場合は１回500円。活動は日中が基本だが、緊急時
（会長 風間 良光） は24時間体制）
･ 対象者に救急医療キットを配備し、緊急時に役立てる。
13 中店ボランティア会

安全で安心して暮らせる地域づくり事業

田上町大字田上

･ 高齢者世帯等を対象に、除雪ボランティア活動を行う。（無償）
（田上町） ･ 各地域内に「見守り員」を決め、戸口で声かけを行ったり、非常時のための連絡体制を整
（会長 小嶋 謙一） える。
・ 洪水時の応急対策（土嚢積みや排水処理）
14 三之町区 若連中隊

三之町区若連中隊 区域内高齢者障害者支援事業

村上市三之町

（村上市） ・ 冬季降雪時の高齢者のみ世帯や障害者世帯等の軒先から公道までの除雪支援（無償）
（代表 山際 千春） ･ 毎週土曜日の町内夜間防犯パトロールと一声かけ運動を実施する。
15 ＮＰＯ法人北条人材バンク 車イス利用者へのサービス向上とステップアップ勉強会の実施

柏崎市大字山澗284-3

･ リフト付き福祉車両を新たに導入し、通院や外出の際の介助、除草・除雪などの生活援助
（柏崎市）
の活動拡大、利用者の拡大を図る。
0257-35-5920
（理事長 村山 卓）
･ 講師を招いて支援活動発展のための勉強会を開く。
16 本田上ボランティアクラブ

田上町大字田上

地域内の雪下ろし・除雪

（田上町） ･ 地域の要援護者世帯を対象に、家屋の雪下ろし、出入り口の除雪を行う。（無償）
（代表 田巻 藤一郎） ･ 除雪以外にも庭の手入れや掃除など日常生活の支援を行う。
17

特定非営利活動法人 雪
の都ＧＯ雪共和国

津南町南町下船渡丁
7996-2

雪国ささえあい事業

･ 生活保護世帯を対象に、屋根雪降ろしと玄関前の除雪を行い（有償）、併せて見守りも行
(津南町）
う。
025-761-7661
（理事長 相澤 博文）
・ 除雪スタッフは団体メンバー、地域住民、県外からも募集し、交流にもつなげる。

３
No

地域交流の
地域交流の拠点づくり
拠点づくり
団体名

18 新橋二区町内会

活動内容

連絡先
柏崎市新橋

新橋会館で元気ささえ愛づくり

（柏崎市） ・ 新橋会館を改修し、地域住民の交流の場を開設する。（週１回～）
（会長小林 昭義） ・ 映画鑑賞会、運動教室を開いたり防災訓練などを行う。
19 社会福祉法人 さくら園

ほっとステーションさくら

上越市高土町3丁目4-2

（上越市） ･ さくら工房内の施設の一部を改修し、常設（土日除く）の授産製品販売所を開設する。
（理事長 五十嵐 團治） ･ 販売所では、利用者（障害者）と買い物客、地域住民等と交流できるスペースを設ける。
20

新潟市江南区手代山22-10

NPO法人 新潟リハビリレ
地域交流事業「お達者くらぶ長寿楽」
クリエーションアカデミー
（新潟市江南区） ・ 月２回、高齢者対象のサロン活動（レクリエーション等の実施）を行う。
（理事長 佐藤 ユリ子） ・ 年明けからは、月４回、パソコン教室や健康体操教室を開催する。

21

特定非営利活動法人 大
杉の里

高齢者・子供と地域交流喫茶（0*pan)＆パン職員がつくる懐かしの味復活

･ 障害者の就労の場として、また地元住民との交流の場として交流喫茶を開設する。
（上越市） （廃業してしまった地元パン職人から技術を学び、懐かしのパンを大杉の里が復活）
（理事長 藤田）
交流会は月１回～、パンづくりは週１回～。

･ 幼稚園や中学校の生徒を呼んで障害者と一緒のパンづくり体験も行う。
22 株式会社 ケア・アシスト

025-522-1721

「東区シニアあしすと会」で地域高齢者や介護家族者の生きがいをアシスト！

025-381-8200
上越浦川原区虫川818

025-599-2881

新潟市東区卸新町2丁目
848-12

･ 事業所の空きスペースに、トイレを設置して地域住民が交流できる拠点をつくる。
（新潟市東区）
･ 月１回程度地域住民を対象としたセミナーを開催。また、老人クラブ等の活動拠点にして 025-272-7500
（代表取締役 昆 邦寛）
もらう。
ＮＰＯ法人 地域たすけあ
23
三条市本町6丁目3-76
誰もが憩える地域の居場所「コミュニティーカフェ・ふらっと」
いネットワーク
･ 古民家を活用し、コミュニティカフェを開設する。
（三条市）
･ 開設後の１ヶ月間「ふらっと文化祭」として毎日開催し、その後は週３日の開催とする。
（理事長 加藤 裕子）
･ カフェと併せて、コンサートや絵画展、講演会などを開催する。
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0256-34-2448

社会福祉法人 くろかわ福
24 祉会（グループホーム黒
「グループホームくろかわ茶屋」でほっと地域交流
川）
（胎内市） ･ グループホームの一室を改修し、入居者と地域住民・高齢者同士が交流できる場をつく
（理事長 布川 正男） る。
25

特定非営利活動法人 トラ
地域サロンin「アトリエぽっけ」
イネット

0254-47-0405
柏崎市四谷1丁目14-37

･ 「就労継続支援Ｂ型の作業所・アトリエぽっけ」の一部を地域住民とのコミュニティスペー
（柏崎市）
スとして開放する。（月～土 10～17時）
（代表理事 力石 敏子）
･ 障害者と地域住民の交流会として月１回「七宝焼き教室」を開催する。
26 胎内市住吉町 寿美友会

胎内市黒川1287-6

0257-47-7835
胎内市若松町

寿美友会地域支え合いづくり事業

・ 地域高齢者を対象に食生活改善講習や、介護予防・認知症予防研修を行う。
（胎内市） ・ 高齢者が子ども達にくるみ絵や手工芸品等技術を教え、ふれあい活動、生きがい活動の
（会長 市村 ミナ） 一環とする。
・ 交通安全、防犯、防災意識の講習会を開く。
27 寄りなせ「あいあい」

新潟市東区向陽3-12-5

寄りなせ「あいあい」で地域交流

･ H23年５月に開設した常設の茶の間の拡充を図る。
（新潟市東区）
･ 地域の人を講師に、小物作りや書を楽しむ会などを開催する。
（会長 中原 ハルミ）
･ フリーマーケットなど住民参加型の活動を行う。
28

社会福祉法人 自立生活
福祉会

新潟市西区小針5丁目147

地域活動支援センターぴあポート

･ 地域活動支援センターぴあポート内で、児童や障害者、高齢者などの福祉等相談窓口の
（新潟市西区）
開設、母親の交流の場の提供、ピアカウンセリングの公開講座やＩＴ相談会などを行う。（地 025-378-0154
（理事長 青木 学）
域活動支援センター業務の対象ではない人たちも含め支援する。）
29 二見地区

佐渡市二見

二見の茶の間整備事業

・ 地域住民交流のために、講演会や映画鑑賞を開催するなどの「二見の茶の間」を整備す
（佐渡市）
る。
（区長 岩﨑 政敏）
・ 月１回の開催から月２～３回、今までできなかった夏の開催を目指す。
30 アークガーデン

新潟市秋葉区北上3丁目
7-9

こひつじサロン＆分かち合い隊

･ 高齢者や障害者等が交わり、畑作、物つくりなども行える「こひつじサロン」を開設する。
（新潟市秋葉区）
（月～土）
（代表 水野 豊）
･ 高齢者等の日常生活（相談、買い物、除雪草取り、力仕事など）の手伝いをする。
こひつじサロンの開設
上記「こひつじサロン＆分かち合い隊」を実施するために、拠点施設を整備する。
31

草水地域のお茶の間“たか
地域のお茶の間“たか坪”であったか地域交流
坪”の会

新潟市秋葉区草水町2丁
目

（新潟市秋葉区） ･ 空き家を改修し、お年寄りが気軽に集まれる地域の茶の間を開設する。
（代表 上杉 国武） （毎週火曜10～15時 参加費400円）
高齢者生活支援チーム“たか坪”
・ 地域のお茶の間「たか坪」を拠点にして、高齢者の買い物や粗大ゴミ出し支援など、日常
生活支援を行う。（平日受付。基本１回150円）
32 胎内市平木田駅前自治会 声かけ運動・サロン活動

胎内市平木田

（胎内市） ・ 公会堂を活用して、月２回程度サロン活動を行う。（「お茶飲み会」「健康体操」など）
（会長 中野 忠） ・ 高齢者宅を２～３人のメンバーで定期的に訪問する。
活動拠点整備事業
・ 上記「声かけ運動・サロン活動」を行うための拠点整備を行う。
33 よろんごの木

安全で安心な支え合いの地域づくり事業

柏崎市比角2-9-47

･ 中高年者が集えるサロンを３か所開設する。（毎週土曜10～15時）
（柏崎市）
･ 高齢者等から日常生活での困りごと相談（除雪、掃除など）があった場合、有償ボランティ
（代表 吉田 建夫）
ア（主に中高年）による支援活動を行う。
はじめの一歩
上記活動を行うための拠点整備を行う。
34 いぶき会

地域の茶の間いしじっ子

見附市石地町甲

（見附市） ･ 公会堂の１階を改修し、高齢者が気軽に集まれる場をつくり、健康づくり勉強会なども行
（会長 佐野 佐平治） う。（初年度は月１回～）
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35

社会福祉法人ほのぼの小
小千谷市大字川井1690
「地域のお茶の間・城内」で地域交流
千谷福祉会
(小千谷市） ・ 「地域のお茶の間・城内」を週２回（10～15時半）開催し、健康相談、生活相談をはじめ地
（理事長 平澤 功） 域交流を行う。
お互い様地域絆づくり「ボランティア城内」

0258-81-4010

・ 「地域の茶の間・城内」を活動拠点とし、高齢者の日常生活支援（ゴミ出し、除雪、買い物
等）を行う。（１回100円程度～、重労働の場合は500円程度）
36 Plaza Fantastic

ぷらっとぷらざ

（秋葉区） ･ 一人暮らし高齢者や子供も自由に利用でき、交流できる場（お茶飲みや食事会など）
（代表 中野 利久） 「Plaza Fantastic」を開設する。 （平日10時～３時）

新潟市秋葉区新津本町
4-2-2 Fantastic
Building

チーム ふぁんたすてぃっく
・ ボランティア会員を集め、高齢者サポートの為に必要な講習を行い、ボランティアの育成
を行う。
･ 高齢者に対して、病院送迎、ぷらざ拠点送迎、買い物代行、ゴミ出しなどの支援サービス
を実施する。（平日）
37 胎内市西条町1自治会
（胎内市）
（会長 桑島 敏雄）
38

西条町１地域交流・地域防災活動拠点づくり事業

胎内市西条町

・ 老人会及びサロンを開催する。（月２回）
（介護予防教室、レクリエーション、子ども達との交流会等）
・ 高齢者、障害者、支援者名簿や防災マップ等を作成したり、防災訓練を実施する。

南魚沼市身体障がい者協
南魚沼市小栗山303-1
いきいき障がい者交流事業
会
･ [牧之茶屋]を改修し、障がい者、地域住民、観光客との交流の場をつくる。
（南魚沼市） ・ 月２回程度、地域交流サロンを開催する。
025-773-6911
（会長 塩谷 寿雄） ・ 運営に障がい者が加わり、物産販売や交流サロンにより地域住民等との交流を深めても
らう。

39 四十日新道 ひまわりの会 地域見守り隊（こころみ 絆 ひまわりクラブ はぐくみ）

南魚沼市四十日

（南魚沼市） ・ 手芸教室、料理講習会、安全教室などを開催し、地域交流を図る。
（会長 木村 好子） ・ 高齢者世帯のための除雪ボランティアを行う。
40 いきいき里山協力隊

「布川カフェ」でがんばろう！まつのやま！

・ 旧保育所の一角にコミュニティカフェ「布川カフェ」を開設する。
（十日町市）
・ カフェでは、お茶飲み会（週1回）を開くほか、パソコン、書道、絵手紙教室なども開催し、
（代表 佐藤 美保子）
高齢者の生きがいづくりにつなげる。

十日町市松代3252-1十
日町市役所松代支所内
十日町市里山センター
025-595-6670

「布川カフェ」で元気！勇気！やる気！
・ 高齢者を指導者に、布草履、郷土料理などの特産品づくり講習会を開催する。（月１回程
度）
・ 高齢者対象の買い物サービスや薬の受取代行、病院付添、除雪支援などと行う。（平日）
41 とおかまち 傾聴くらぶ

訪問傾聴と生活支援サービスと拠点交流

十日町市西本町

・ 地域の高齢者等を訪問し、傾聴活動を行う（週１～）。併せて簡単な日常生活支援も行
（十日町市）
う。
（代表 駒井 三智夫）
・ 地域住民の交流拠点を整備し、お茶のみ・おしゃべり等しながら楽しく過ごしてもらう。
訪問傾聴と生活支援サービス及び交流の拠点づくり
・ 上記活動を行うための拠点整備を行う。
42 弥彦の食育研究会つくろて 農業体験とコミュニティカフェによる地域多世代間交流拠点づくり

弥彦村矢作

・ 「農園コミュニティカフェ」を開設し、高齢者や障害者と地域住民との交流の拠点をつくる。
（弥彦村）
（平日10時～16時）
（代表 片野 勉）
・ 障害者授産施設のパン工房とも連携をとり、地域交流の輪を広げる。
農業体験とコミュニティカフェによる地域多世代間交流拠点づくり
・上記活動を行うための、拠点整備を行う。

４
No

43

配食サービス
配食サービス
団体名

活動内容

連絡先

社会福祉法人 新潟しなの
新潟市中央区関屋大川
あどばんすのヘルシー弁当で、健康・安全・安心事業
福祉会
前1丁目2-28
･ 今年４月から指定障害福祉サービス事業所「あどばんす」で、単身高齢者等を対象に、配
(中央区）
食サービスを開始（週３日）。そのサービスを今後は障害者も対象とし、配達地域を拡大、 025-265-5900
（理事長 土橋 敏孝）
併せて安否(状況）確認も行っていく。

44 ＮＰＯ法人 夢ながおか

みんないきいき「この街で」

長岡市沢田2丁目11-4

･ 長岡市旧市街の住民を対象に、見守りを兼ね、業者から仕入れた弁当の配達サービスを
（長岡市） 行う。
0258-31-7232
（理事長 金子 敏）
（１日６食～） 訪問時の様子などを個別記録にまとめ、見守りに活かす。
･ 見守り配達員は、地域からボランティアを募る。
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45 ＮＰＯ法人マザーハート

ご近所隊マザーズ

新潟市西区寺尾20-17

･ 単身高齢者や高齢者夫婦のための配食サービス（週２日～）を開始する。
（西区）
･ 高齢者等が日常生活を送る上での困りごと（ゴミ出し、掃除、除雪、買い物など）を低料金
（理事長 野口 よそ美）
（基本１回100円、重労働500円）で引き受ける。
025-260-1203

交流広場マザーハウス
･ 空き家を借り上げ、地域住民の交流広場を開設し、月１、２回食事会を開催する。
（「ご近所隊マザーズ」の拠点）
46

株式会社 くびき野ライフス
地域支え合い「出前配食サンクス」事業
タイル研究所
･ 寺町周辺の７町内の独居・高齢者夫婦を対象に、昼食、夕食の配食サービスを開始す
（上越市） る。（昼・夕25食～）
（代表取締役 大島 誠） ･ 配食と同時に安否確認と生活支援を行う。（コミュニケーションツールとして「よろず便り
帳」を作成）

上越市寺町３丁目10-15

025-521-2264

地域支え合い「出前配食サンクス」事業（拠点整備）
･ 配食サービスを行うための拠点整備を行う。
47

特定非営利法人よしかわ
たすけあい

ＳＯＳ！地域の支え合い絆応援団ほっとヘルプ事業

上越市吉川区原之町
1819-1

･ 一人暮らし高齢者などを訪問し、食事を作り一緒に食べ、話しを聞く訪問会食サービスを
（上越市）
開始する。
025-548-2820
（理事長 加藤 正子）
･ 日常生活支援（家事手伝い、ゴミ出し）などを行う。
「地域の茶の間 楽・楽」ほっと地域交流事業
･ 旧旅館を借り上げ、「地域の茶の間 楽・楽」を開設する。（週３回、１回お茶代300円）
48

特定非営利活動法人 風
小僧

魚沼市大栃山183

魚沼の元気処「かぜこぞう」

・ 地域の交流サロン「かぜこぞう」を開設する。（毎週木曜９～15時。参加費お茶代200円）
（魚沼市） ・ 高齢者等を対象に、見守り・安否確認を兼ねて弁当の配達を行い、買い物の手伝いを行
025-798-4701
（代表理事 森田 徳幸） う （月２回程度）
・ 除雪支援を行い、希望世帯には見回り活動を行う。
お助け集団「かぜこぞう」
･ 上記活動を行うための拠点整備を行う。
学校法人 敬和学園（ス
新発田市富塚1270
49 ローでつなぐ まちカフェ・り 高齢者へのお弁当配達及び買い物代行サービス
んく）
・「まちカフェりんく」を拠点として大学生が中心となり、高齢者等を対象にお弁当の配達や
（新発田市）
買い物代行サービスを行う。配達の際には、安否確認や話相手、御用聞きなども行う。（弁 0254-26-3625
（理事長 大宮 溥）
当配達週３回、買い物代行サービスは週２回）
多機能型知己住民交流スペースの確保
･ 上記活動の他、高齢者や子育て世代の交流サロンの場としてカフェを整備する。
50 まごころ食卓便

安全安心をお届け配食サービス＆新鮮お届け買い物支援サービス

上越市本新保38

・ 高齢者などに栄養バランスの摂れた総菜（保温弁当や冷凍総菜）を配達し、利用者には
（上越市）
声かけ訪問も行う。（平日昼間）
（代表 桑原 尚二）
・ 商店街店舗と協力し、買い物代行サービスを行う。（平日）
安全安心をお届け配食サービス（拠点整備）
・ 配食サービスを行うための、拠点整備を行う。

5 買い物支援
No

団体名

活動内容

特定非営利活動法人ドリー
地域を支え合い「夢あるまちに！」
ム
･ 高齢者、障害者等が買い物行く際の移送や買い物代行などを行う。（平日）
（長岡市） ･ 長岡越路支所、病院などの移動支援も併せて行う。
（理事長 金子 敏） ･ 地域住民から活動ボランティアを募る。
※福祉有償運送の中で、買い物支援に特化した事業を立ち上げるもの。
社会福祉法人中越福祉会
52
こしじ支え合い事業
（みのわの里工房こしじ）

51

連絡先
長岡市浦4914-1

0258-92-5444

長岡市浦4712-1

（長岡市） ･ 障がい者が支援者となって、高齢者、障がい者等の買い物（荷物運びサポートなど）、通
0258-92-2535
（理事長 大地 正幸） 院、除草・除雪などの日常生活の手伝いをする。 （１回200円程度～）
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ＮＰＯ法人「にいがた若者
53 自立支援ネットワーク・伴
走舎」

高齢者地域の活性化と若者の自立支援による支え合い社会づくり

新潟市中央区沼垂東29-4東洋スカイマンション
1階

・ 交流喫茶コーナーを週１回から週３回に増やし、各種教室などを開催し地域コミュニケー
（新潟市中央区） ションを深める。
025-248-5590
（代表理事 市嶋 彰） ・ 高齢者等を対象に、大学生やニート、フリーターの若者が協力して、リヤカーでの移動販
売を行い、併せて見守りも行う。

５
No
54

その他
その他
団体名
上越市牧区老人クラブ連
合会

活動内容
地域支えあいマップづくり事業

連絡先
上越市牧区柳島487

（上越市） ･ 地域住民から情報収集を行い、福祉施設・お店などを記した地域マップと要援護者を中心 025-533-5700
(上越市社会福祉協議会）
（会長 難波 周平） とした個人マップを作成する。（今年度は２～３地区を予定）
55

五十嵐小学校区コミュニ
ティー協議会

見守り対象者の調査とＧＩＳを使っての事業計画検討

新潟市西区上新栄町４
丁目

（新潟市西区） ・ 自治会の協力により高齢者等の現況調査を行い、要援護者等の地区内分布図を作る。
（会長 小林 勇） ・ ＧＩＳシステムで、地域の見守り活動や災害時の避難計画等に活かす。
56

社会福祉法人 柏崎市社
会福祉協議会

要援護者生活支援ネットワークサービスの構築

・ 地域住民にニーズ調査を行い、得た情報やボランティアの情報をコンピュータでデータ
（柏崎市）
ベース化し、個別支援・サービスの拡充に活かす。また、民生委員、自治会等との情報共
（会長 若山 正樹）
有化を図る。
（社）認知症の人と家族の
57
介護ささえあい事業・・・介護力アップと介護中マークの普及
会新潟県支部

柏崎市豊町3-59
0257-22-1411
糸魚川市竹ヶ花45

・ 介護者の思いを発表する講演会を開催する。
（糸魚川市）
・ 周囲の理解を得るために（男性介護者が付き添いで女性トイレに入ったり、下着売り場に 025-550－6640
（代表 金子 裕美子）
入るときなど）介護中であることがわかるマーク入りのゼッケンを作成する。
58

阿賀北認知症地域連携研
クリティカルパス作成事業
究会

新発田市本町1-2-8

・ 「クリティカルパス（ファイル）」を作成し、認知症患者の情報を関係者間で共有できるよう
（新発田市）
にする。
（代表世話人 関野 敏）
･ 「クリティカルパス」や「認知症関連の普及啓発」をテーマにした講演会を行う。
59

ＮＰＯ法人消防記念新潟保
見守りチーム「青パト絆号」
存会

新潟市西区寺尾20-17

（新潟市西区） ･ 現在、子どもの登下校時に青パトを行っている活動を、新たに専用車両を導入し、高齢者
（理事長 野口 吉泰） が多い地域にも拡大してパトロールを行う。
交流の場「安心ステーション絆」

025-260-1203

･ 空家を借り上げ、地域住民が気軽に立ち寄り、交流できる場、防犯等の情報の収集・発
信、いざというときの駆け込み場所の機能を備えた「安心ステーション」を開設する。（平日９
～17時）
・ 一人暮らし高齢者を対象に、毎日１回の電話掛けで安全確認を行う（登録制・月500円程
度）
60

NPO法人新発田市手をつ
障がいのある人の日中活動支援事業及び障がいのある子どもの放課後支援事業
なぐ育成会

新発田市五十公野49702老人福祉センター金蘭
･ 通所施設等に馴染めず、自宅に引きこもりがちの障がい者が気軽に立ち寄れる場所をつ 荘内
（新発田市） くる。（平日10～16時）
（理事長 籠島 由美子） ･ 障がいのある子どもが放課後安心して過ごせる場所をつくる。（平日 学校終業時間～18 0254-26-5531
時まで）
障害のある人のための支援事業の拠点整備
･ 上記の活動を行うための拠点整備を行う。

61 医療法人 新成医会

認知症見守り支援ネットワークの立ち上げ

新潟市中央区神道寺24-24

･ 「認知症ボランティア養成研修」を開催し、修了者を見守りボランティアとして登録する。
（新潟市中央区） ・ ホームページに見守り支援ボランティアマップ（支援者がどの地域にいるのかなどの情報
025-244-6100
（理事長 渡邉 毅） を掲載）し、支援が必要な人に情報提供する。支援依頼があった場合は、ボランティアとの
調整を行い、支援活動につなげる。
※電話番号が記載されていない団体について、連絡先をお知りになりたい場合は、県高齢福祉保健課在宅福祉係までお問い合わせください。
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新たに始
たに始まる見守
まる見守り
見守り・支え合い活動一覧（
活動一覧（平成24
平成24年
24年１月16日時点
16日時点）
日時点）
（新潟県地域支
（新潟県地域支え
新潟県地域支え合い体制づくり
体制づくり事業
づくり事業・
事業・二次募集事業分）
二次募集事業分）
１ 見守り
見守り活動
No

団体名

活動内容

連絡先
糸魚川市大字能生
1941-2

1 能生地域防犯組合協議会 高齢者の犯罪防止と安否確認

（糸魚川市） ・町内会連合会の「元気印見守り隊」と連携をとりながら、高齢者への鍵掛け指導、不審電話の有無
025-566-3371
（支部長 池田 正夫） を確認しながら訪問活動等を行う。

２ 生活支援活動
No

団体名

活動内容

連絡先
長岡市城之丘

2 保内郷除雪サポートチーム 高齢者世帯等の除雪サポート事業
（長岡市） ・高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯等の玄関から公道までの除雪ボランティアを行う。（５地区）
（会長 関本 靖子） ・支援チームは自治会役員と民生児童委員から協力員を選び、組織する。
3

大井平集落 高齢者等支
援会

津南町大字上郷大井
平2

暮らし安心サポーター「はいこんちょ！」

（津南町） ・冬期間を中心に、高齢者世帯の見守り・声かけを強化し、除雪支援を行う。
（代表 中島 芳文） ・冬期以外は、家庭菜園の耕運や草刈、粗大ごみの廃棄処分などの手伝いを行う。
4

社会福祉法人 長岡市社
会福祉協議会

～つなごう山古志の心～やまこし宅福便（福祉移送サービス）

長岡市水道町3-5-30

・低所得の高齢者世帯等を対象に、全14集落において月１～２回ずつ、市街地の施設、金融機関、
（長岡市） 医療機関等への無償移送サービスを行う。(運転は地域住民ボランティア）
0258-41-1180
（会長 本田 史朗） ・地域住民相互による助け合い活動住民参加型福祉サービス（今年度は特に買い物代行）を開始す
る。

４ 買い物支援
No

団体名

5 大洲地区振興会

活動内容
おおす買い物サポート

連絡先
柏崎市赤坂町3-14

・大洲地域内にある６カ所の集会場を利用し、集会場のパソコンを使い（ボランティアの支援有り）高
（柏崎市）
齢者等がネットスーパーで注文・自宅で受け取ることができるようにする。
（会長 徳原 哲二）
・上記と併せて、集会場に地域の高齢者が気楽に集まり、お茶飲みや話をしたりする場を作る。

0257-24-4787
（大洲コミュニティセン
ター）

※電話番号が記載されていない団体について、連絡先をお知りになりたい場合は、県高齢福祉保健課在宅福祉係までお問い合わせください。
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