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１１１１　　　　見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動

No 団体名 活動内容 連絡先

1 てんまりの会 高齢者の声かけ運動 十日町市松代3177-2

（十日町市）
（代表　関谷　初子）

・ 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
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 元気印リーダー養成事業
糸魚川市大字能生1941-
2

（糸魚川市）
（会長　池田　正夫）

･ 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
げる。
･ 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。

025-566-3371

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』 長岡市福住１丁目7-21

（長岡市）
（理事長　田中　政春）

･ 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
を訪問するなど高齢者見守り活動を行う。
･ 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）

0256-97-5000

4 東明第一自治会 地域支え合い隊
新潟市東区東明２丁目
8-9

（新潟市東区）
（会長　木島　重夫）

･ 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
日々実施する。
･ 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
えみ

こころのまちづくり－きずな事業 十日町市木落720

（十日町市）
（理事長　田口　直人）

･ 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
る。
･ 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。

025-761-7744

6
一般財団法人ささえあい
コープ新潟

地域安心ささえ愛事業
新潟市西区小針南台3-
16

（新潟市西区）
（代表理事　高見　優）

･ 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。
･ 介護者が休息、悩み相談ができる交流会を開催する。
･ 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。

025-378-6181

２２２２　　　　生活支援活動生活支援活動生活支援活動生活支援活動

No 団体名 活動内容 連絡先

7
特定非営利活動法人　ＵＮ
Ｅ

共に支え合い誇りを持って生きられる集落「壱乃界」 長岡市一之貝869

（長岡市）
（代表理事　家老　洋）

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。
･ 高齢者世帯の除雪、屋根の雪下ろし活動を行う。
･ 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。

0258-86-8121

8
社会福祉法人新潟地区手
をつなぐ育成会

輪っとくらぶ
新潟市東区東中野山3丁
目1-22

（新潟市東区）
（会長　熊倉　範雄）

･ 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。
･ 年２回、高齢者へ施設で作った花の苗を配る。
･ 定期的に訪問し、状況確認、安否確認を行う。

025-277-7060
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３３３３　　　　地域交流地域交流地域交流地域交流のののの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり

No 団体名 活動内容 連絡先

9 新橋二区町内会 新橋会館で元気ささえ愛づくり 柏崎市新橋7-17

（柏崎市）
（会長小林　昭義）

・ 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～）
・ 映画鑑賞会、運動教室を開いたり防災訓練などを行う。

10 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）
（理事長　五十嵐　團治）

･ 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。
･ 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。

025-522-1721

11
NPO法人　新潟リハビリレ
クリエーションアカデミー

地域交流事業「お達者くらぶ長寿楽」
新潟市江南区手代山2-
2-10

（新潟市江南区）
（理事長　佐藤　ユリ子）

・ 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。
・ 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。

025-381-8200

12
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 上越浦川原区虫川818

（上越市）
（理事長　藤田）

･ 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。
　（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）
　 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。

025-599-2881

13 株式会社　ケア・アシスト 「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！
新潟市東区卸新町2丁目
848-12

（新潟市東区）
（代表取締役　昆　邦寛）

･ 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。
･ 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
もらう。

025-272-7500

14
ＮＰＯ法人　地域たすけあ
いネットワーク

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」 三条市本町6丁目3-76

（三条市）
（理事長　加藤　裕子）

･ 古民家を活用し、コミュニティカフェを開設する。
･ 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。
･ 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。

0256-34-2448

15
社会福祉法人　くろかわ福
祉会（グループホーム黒
川）

「グループホームくろかわ茶屋」でほっと地域交流 胎内市黒川1287-6

（胎内市）
（理事長　布川　正男）

･ 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
る。

0254-47-0405

16
特定非営利活動法人　トラ
イネット

地域サロンin「アトリエぽっけ」 柏崎市四谷1丁目14-37

（柏崎市）
（代表理事　力石　敏子）

･ 「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
スとして開放する。（月～土　10～17時）
･ 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。

0257-47-7835

17 胎内市住吉町　寿美友会 寿美友会地域支え合いづくり事業 胎内市若松町1-6

（胎内市）
（会長　市村　ミナ）

・ 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。
・ 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
一環とする。
・ 交通安全、防犯、防災意識の講習会を開く。

18 寄りなせ「あいあい」 寄りなせ「あいあい」で地域交流 新潟市東区向陽3-12-5

（新潟市東区）
（会長　中原　ハルミ）

･ H23年5月に開設した常設の茶の間の拡充を図る。
･ 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。
･ フリーマーケットなど住民参加型の活動を行う。

19
社会福祉法人　自立生活
福祉会

地域活動支援センターぴあポート
新潟市西区小針5丁目1-
47

（新潟市西区）
（理事長　青木　学）

･ 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
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
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。）

025-378-0154

20 二見地区 二見の茶の間整備事業 佐渡市二見102-4

（佐渡市）
（区長　岩﨑　政敏）

・ 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
る。
・ 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。
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No 団体名 活動内容 連絡先

21 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1605-15

（胎内市）
（会長　中野　忠）

・ 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）
・ 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。

22 アークガーデン こひつじサロン＆分かち合い隊
新潟市秋葉区北上3丁目
7-9

（新潟市秋葉区）
（代表　水野　豊）

･ 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。
（月～土）
･ 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。

23
草水地域のお茶の間“たか
坪”の会

地域のお茶の間“たか坪”であったか地域交流
新潟市秋葉区草水町2丁
目8-63

（新潟市秋葉区）
（代表　上杉　国武）

･ 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。
　（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）

４４４４　　　　買買買買いいいい物支援物支援物支援物支援

No 団体名 活動内容 連絡先

24
特定非営利活動法人ドリー
ム

地域を支え合い「夢あるまちに！」 長岡市浦4914-1

（長岡市）
（理事長　金子　敏）

･ 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）
･ 長岡越路支所、病院などの移動支援も併せて行う。
 ･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。

0258-92-5444

５５５５　　　　そのそのそのその他他他他

No 団体名 活動内容 連絡先

25
上越市牧区老人クラブ連
合会

地域支えあいマップづくり事業 上越市牧区柳島487

（上越市）
（会長　難波　周平）

･ 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
とした個人マップを作成する。（今年度は２～３地区を予定）

025-533-5700
(上越市社会福祉協議会）

26
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5-68

（新潟市西区）
（会長　小林　勇）

・ 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。
・ 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。

27
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 柏崎市豊町3-59

（柏崎市）
（会長　若山　正樹）

・ 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
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
有化を図る。

0257-22-1411

28
（社）認知症の人と家族の
会新潟県支部

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 糸魚川市竹ヶ花45

（糸魚川市）
（代表　金子　裕美子）

・ 介護者の思いを発表する講演会を開催する。
・ 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
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。

025-550－6640

※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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