
 

 

※ 閉会後「地域活動支援事業事前説明会」を開催 
  

平成29年度 第9回 新道区地域協議会 

次 第 

 
日時：3月5日（月）午後6時から 

会場：新道地区公民館 多目的ホール 

 

 

延45分 

 

１ 開  会                                                                       
 

 

 

 

 

 

２  議  題                                                                                                          
 

 

（１）報告事項について                         【20分】 

① 高齢者サロンについて       当日配布資料 

 

 

（２）平成 30年度地域活動支援事業について                【10分】 
 

① 採択方針等の決定事項の確認    資料１   

② 募集要項の確認          参  考 

③ 事業採択までの今後の予定     資料２ 

 

 

 

３ その他                                                                          
 

 

（１）次回開催日の確認                              【5分】 
 

 

 

（２）その他                                                   【5分】 
 

 

４ 閉 会                                     

 

 

  

 

   ◎ 発言は、簡潔に話そう！ 

◎ 発言しやすい雰囲気をつくろう！ 

◎ 個人の意見を平等に扱おう！ 新 道 区 の 

アイコトバ 



上越市 地域支え合い事業の受託に向けて

上越市社会福祉協議会 上越南支所

新道区住民組織設立準備委員会



上越市が考える「地域包括ケアシステム」



１ 新道地区に新たに住民組織を設立

➔地域福祉『 新道みつわ会』

２ 新道みつわ会で「地域支え合い事業」を実施

＜報告事項＞

由来 南北に長く連なる北部・中部・南部の三つの地域が

新道地区として輪をつくり地域一体となって、前に

進んでいけるよう思いを込めて…



地域支え合い事業 すこやかサロン新道

◆ サロン（通いの場）軽体操やレクリエーション、

茶話会などの楽しい交流会

◇ 健康教室 専門職による運動機能、認知

(介護予防教室) 機能の低下を予防するための

運動やトレーニング

♥ オレンジカフェ 認知症の心配のある方や家族、

(認知症カフェ) 地域の方など、気軽に参加で

きる交流場所



現 在 Ｈ.30年 ４月～

事業主体 上越市社会福祉協議会
新道地区

（新道みつわ会）

すこやかサロン
（通いの場）の運営

・上越市社会福祉協議会が担当
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを中心に
地域住民で協力して運営

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 上越市社会福祉協議会の職員
新道地区が認める者
（新道みつわ会事務局を兼ねる）

今後について

社協は、地域への移管後も本来の業務の一環として支援・協力をします



◎ 今後に向けて

・準備委員会にて最終調整

・設立総会の開催

・地域への広報・周知

・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、その他業務の引き継ぎ

・地区内各種団体との連携・協同



1
安塚区

（安塚ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）
安塚ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

サロン：毎週月・水曜日
介護予防教室：金曜日

10：00～15：00 週3回
ＮＰＯ雪のふるさと安塚

TEL:025-592-2004

2
浦川原区

（浦川原保健センター）
浦川原保健センター

サロン：毎週水曜日
介護予防教室：月曜日

9：30～15：00 週2回
ＮＰＯ夢あふれるまち

浦川原
TEL:025-599-2490

大島地区公民館
サロン：毎週金曜日
介護予防教室：毎週水曜日
認知症カフェ、家族の集い：不定期

9：30～11：30
※サロンは月1回

１日実施あり
週2回

【出前】
菖蒲農村環境改善センター

毎月1回 月１回

【出前】
大島旭農村環境改善センター

毎月1回 月１回

【出前】
千原町内会館、下岡町内会館、

上岡町内会館で持ち回り
　　※長者島集落も参加している

毎月1回 月１回

牧ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻ
サロン：毎週火曜日・金曜日
介護予防教室：毎週水曜日

10：00～15：00 週3回

【出前】
計画中

8月・11月に各1回 年２回

かきざき福祉センター

サロン：毎週月・水・金曜日
介護予防教室：サロン開催の午後に実施
                   （体操月1回・口腔ケア月1回）
認知症カフェ：月1回土曜日
家族の集い：月1回（認知症カフェと同日開催）

10：00～14：30

10：00～12：00

週3回

【出前】
黒川分館

下黒川分館
直浜公民館

七ケ（しちか）地区ｺﾐｭﾆﾃｨセンター

２ヶ月に1回（最終週の火・木曜日） 10:00～12:00 月2回

大潟ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

サロン：毎週月曜日
介護予防教室：毎週水曜日
家族の集い：第２金曜日
認知症カフェ：第４金曜日

10：00～12：00
9：30～11：30
13：30～15：30
13：00～16：00

週3回

【出前】
長崎公民館

第３金曜日 10：00～12：00 月１回

【出前】
内雁子公民館

第２金曜日 10：00～12：00 月１回

【出前】
計画中

不定期 未定

ユートピアくびき希望館
サロン：毎週金曜日
介護予防教室：毎週火曜日

10：00～15：00
9：30～11：30

週2回

【出前】
頸城地区公民館明治分館

毎月第２火曜日 月１回

【出前】
玄僧公民館

毎月第２木曜日 月１回

【出前】
西福島町内会館

毎月第３木曜日 月１回

【出前】
下吉町内会館

毎月第３水曜日 月１回

【出前】
坂田生活改善センター

６・９・１月に各1回 ４ヶ月に１回

福寿荘
サロン：毎週月・水・金曜日
介護予防教室：月3回　（月末）

週3回

【出前】
吉川保健センター

年4回 年4回

【出前】
計画中

不定期 未定

中郷ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

サロン：毎週月・金曜日
介護予防教室：毎週水曜日
家族の集い：第２火曜日
認知カフェ：第４火曜日

9：30～15：00
9：30～15：00
9：30～11：30
9：30～11：30

週3回

【出前】
いきいきサロン（建物名称）

毎週木曜日 9：30～15：00 週１回

板倉保健センター
毎週月・水・金曜日
介護予防教室：第２・４月曜日

10：00～13：00 週3回

【出前】
計画中

不定期（年1～2回） 年2回

清里コミュニティプラザ
サロン：毎週火・水・木曜日
介護予防教室：不定期
認知症カフェ：不定期

9：30～15：00 週3回

【出前】
地域や町内の依頼に応じで実施

不定期 未定

12
三和区

（三和保健センター）
三和保健センター

サロン：毎週月・木曜日
介護予防教室：毎週火・金曜日
家族の集い・認知症カフェ：毎週水曜日

10：00～15：00
10：00～11：30
10：00～11：30

週2回
ＮＰＯ三和区振興会
TEL:025-529-2345

名立コミュニティプラザ
サロン：毎週木曜日
介護予防教室：月２～３回（火曜日）
認知症カフェ：第３水曜日

9：30～11：30
※月1回１日サロン

の日あり
週2回

【出前】
円田荘

サロン：第２金曜日
介護予防教室：月1回

月2回

【出前】
ろばた館

不定期 不定期

名立区
（名立ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）

7

10：00～14：30
吉川区

（福寿荘）

　H29年度新総合事業（通いの場）実施計画　（１３区）

※ 上記日程等は計画であり、今後変更になることがあります。
※ 1回当たりの参加費用は、サロン（概ね100円）、介護予防教室など（概ね1回200円）です。

大潟区
（大潟ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）

まちづくり大潟
TEL:025-534-6810

中郷区まちづくり振興会
TEL:0255-74-2455

9：30～11：30

名立まちづくり協議会
TEL:025-537-2182

11

地域自治区
（拠点サロン）

曜日
会場

※【出前】は出前サロン

ＮＰＯ牧振興会
TEL:025-533-5151

ＮＰＯ清里まちづくり振興会
TEL:025-529-1218

13

中郷区
（中郷ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）

ＮＰＯくびき振興会
TEL:025-539-2066

板倉区
（板倉保健センター）

板倉まちづくり振興会
TEL:0255-78-4905

5
柿崎区

（かきざき福祉セン
ター）

大島区
（大島地区公民館）

まちづくり吉川
TEL:025-548-3595

時間
実施
回数

実施主体

頸城区
（ユートピアくびき希望
館（頸城地区公民館））

牧区
（牧ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）

3

6

4

柿崎まちづくり振興会
TEL:025-536-2140

清里区
（清里ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ）

9

8

大島まちづくり振興会
TEL:025-594-3122

10



農協旧事務所
雁木通りﾌﾟﾗｻﾞ

サロン：月３～４回（月・金曜日）
介護予防教室：月３～４回（水・金曜日）
認知症カフェ：月１回

9:30～14：30
9：30～11：30
9：30～1130

南新町市営住宅4棟集会室 月1回（第２水曜日） 10：00～11：30

2
金谷区

（福祉交流プラザ）
福祉交流プラザ

サロン：毎週火・金曜日
介護予防教室：月3回（火・金曜日）
認知症カフェ：月1回

9：30～11：30 週2回

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515

3
三郷区

（三郷地区公民館）
三郷地区公民館

サロン：隔週木曜日
介護予防教室：毎週火曜日
認知症カフェ：不定期（木曜日）

9：30～11：30 週2回
JAえちご上越

TEL:025-521-3800

和田地区公民館
サロン・介護予防教室・認知症カフェ：毎週金
曜日にいずれかを開催

9：30～11：30

【出前】
下箱井ふれあいセンター

サロン・介護予防教室：隔週火曜日 9：30～11：30

【出前】
ラーバンセンター

サロン・介護予防教室：隔週火曜日 9：30～11：30

芙容荘
サロン：毎週金曜日
介護予防教室：月1回金曜日
認知症カフェ：月1回金曜日

9：30～11：30
9：30～11：30
9：30～11：30

【出前】
稲田2丁目町内会館

サロン：隔週火曜日
介護予防教室：月1回火曜日

9：30～11：30
9：30～11：30

【出前】
かも子会館

サロン：隔週火曜日
介護予防教室：月1回火曜日

9：30～11：30
9：30～11：30

6
春日区

（春日謙信交流館）
春日謙信交流館

サロン：毎週月・木曜日
介護予防教室：月に2～3回（月・木曜日）
認知症カフェ：月に1回（月・木曜日）

9：30～11：30
9：30～11：30
9：30～11：30

週2回

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515

諏訪地区公民館
サロン：隔週火・金曜日
介護予防教室：月4回（火・金曜日）

9：30～11：30

【出前】
計画中

冬期に実施予定

ファームセンター
サロン：隔週火曜日
介護予防教室：隔週火曜日
認知症カフェ：月１回（火曜日）

【出前】
津有地区公民館

サロン：隔週木曜日
介護予防教室：隔週木曜日
認知症カフェ：月１回（木曜日）

9
高士区

（高士地区公民館）
高士地区公民館

サロン：毎週月曜日
介護予防教室：毎週金
認知症カフェ：月１回（月曜日）

9：30～11：30 週2回
高士地区振興協議会
TEL：025-528-4001

10
直江津区

（レインボーセンター）
レインボーセンター

サロン：毎週木曜日
介護予防：毎週火曜日
認知症カフェ：月１回（火曜日）

13：30～15：30
9：30～11：30
9：30～11：30

週2回
JAえちご上越

TEL:025-521-3800

11
有田区

（カルチャーセンター）
カルチャーセンター

サロン：毎週水・金曜日
介護予防教室：月3回（水・金曜日）
認知症カフェ：月１回（月曜日）

9：30～11：30
13：30～15：30
13：30～15：30

週2回
有田福祉の会

TEL:025-544-9880

12
八千浦区

（八千浦交流館はまぐ
み）

八千浦交流館はまぐみ
サロン：毎週水・金曜日
介護予防教室：月3回（水・金曜日）
認知症カフェ：月１回（水・金曜日）

9：30～11：30
9：30～11：30
9：30～11：30

週2回

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515

上吉野町内会館
サロン：月３回（火曜日・木曜日）
介護予防教室：月1回（火曜日または木曜日）
認知症カフェ：月1回（火曜日または木曜日）

9：30～11：30

駒林町内会館 サロン・介護予防教室：月１回（火曜日） 14：30～15：30

上名柄会館 サロン・介護予防教室：月１回（木曜日） 9：30～11：30

中青野集落開発センター サロン・介護予防教室：月１回（木曜日） 9：30～11：30

14
北諏訪区

（北諏訪地区公民館）
北諏訪地区公民館

サロン：毎週火・木曜日
介護予防教室：月3回（火・木曜日）
認知症カフェ：月１回（木曜日）

13：30～15：30（火）
9：30～11：30（木）

週2回

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515

谷浜・桑取地区公民館 サロン・介護予防教室：第１火曜日 9：30～11：30

長浜会館 サロン・介護予防教室：第２・４木曜日 9：30～11：30

古民家平左衛門 サロン・介護予防教室：第１・３木曜日 13：30～15：30

くわどり湯ったり村 サロン：毎月最終火曜日
※６月以降

13：30～16：00

金左衛門
サロン・介護予防教室：月4～5回
　　　　　　　　　　　　　　（水・日曜日）

13：00～16：00

H２９年度新総合事業（通いの場）実施計画（合併前上越市）

15
谷浜・桑取区

（谷浜・桑取地区公民
館）

週3回

かみえちご山里ファン
倶楽部

TEL:025-541-2602

7

9：30～11：30 週２回8
津有区

（ファームセンター）

※ 上記日程等は計画であり、今後変更になることがあります。
※ 1回当たりの参加費用は、サロン（概ね100円）、介護予防教室など（概ね1回200円）です。

諏訪の里づくり協議会
TEL:025-520-2203

（公民館）

13

週2回

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515

曜日 時間 実施回数
実施
主体

4
上越市社会福祉協議

会
TEL:025-526-1515

高田区
（農協旧事務所）

JAえちご上越
TEL:025-521-3800

5

1

和田区
（和田地区公民館）

週2回

地域自治区
（拠点サロン）

会場

保倉区
（上吉野町内会館）

上越市社会福祉協議
会

TEL:025-526-1515
週2回

週3回

週2回

新道区
（芙蓉荘）

JAえちご上越
TEL：025-521-3800

諏訪区
（諏訪地区公民館）



 

平成 30 年度 地域活動支援事業「採択方針等」について【新道区】 

 

１ 採択方針 

新道区では、自主的審議事項等の協議を通じ、まちの活性化を図ることが当面

取り組むべき地域課題として捉えているが、これまで募集してきた新たなまちづ

くりへの取組や継続・拡充事業も大切であると考えている。 

そこで、地域住民が自主的・主体的に取り組む事業のうち、地域のふれあい交

流やにぎわい創出、世代を超えた人と人との交流などのまちの活性化に結び付く

事業をはじめとする、地域の活力向上に役立つ次の事業を優先して採択する。 

 

 

●高齢者・子育て支援事業 (例)高齢者世帯の見守り、世代間交流 

●交通安全・防災・防犯事業 (例)安全安心ﾏｯﾌﾟの作成・配布、防災訓練、 

防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

●生活環境保全事業 (例)地域のｸﾘｰﾝ活動、花壇の整備 

●健康づくり事業 (例)健康体操、健康ｳｫｰｸ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ、運動会 

●教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・観光事業 (例)祭の伝承、ｽﾎﾟｰﾂ活動 

 

 

※優先して採択する事業以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランスなどを考慮

して採択する。 

 

２ 補 助 率 １０／１０以内 

３ 補助金の限度額 上限：なし、 下限：５万円 

４ ヒアリング等 

（疑問点の解消方法） 
すべての事業を対象にヒアリングを実施 

５ 共通審査基準の配点 
公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 合計 

５点 ５点 ５点 ５点 ５点 ２５点 

６ そ の 他 

・町内会館の修繕事業は審査対象外
．
とする。 

・「LED 街灯（防犯灯）の設置事業」は、新設の場合のみ
．．

審査対象と

する。（既設の街灯を LED灯に入れ替える事業は審査対象としない） 

７ 募集期間 平成 30年 4月 2日（月）から 4月 23日（月）まで 
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新道区

月日（曜日） 審査報告等 備考

４月２日(月)～２３日(月)
（募集期間）

①提案の取りまとめ 事務局

４月　　　日　（　　　）
第１回 地域協議会

・年間スケジュールの確認
・その他

・時間：午後６時３０分から午後７時３０分まで
・会場：新道地区公民館　多目的ルーム

５月８日（火） ②各委員へ事業提案書等を送付 事務局

― ③事業内容の確認 各自（ヒアリング実施まで）

５月１８日（金）
第２回 地域協議会

④質問事項の検討
⑤ヒアリングの実施（疑問点等を解消）

・時間：④15-17時　⑤18-20時
・会場：新道地区公民館　多目的ホール

― ⑥自宅等にて審査 各委員

５月２５日（金） ⑦採点票提出締切 各委員

― ⑦結果集計 事務局（第３回協議会まで）

６月８日（金）
第３回 地域協議会

⑧採択事業の決定
・時間：午後６時３０分から午後９時００分まで
・会場：新道地区公民館　多目的ルーム

平成30年度 地域活動支援事業　事業採択までの今後の予定
【案】
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