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～平成27年度　会費の協力と会員加入のお願い～

平成26年度
（中央区）

一般会費の
総　　　額

　社会福祉協議会は、区民の皆様から
ご支援いただく会費を地域の福祉活動
に活用しています。今年度も、多くの皆様
からのご参加とご協力をお願いします。

一般会員

1世帯　400円

13,935,152円 賛助会費の
総　　　額 （ 　　）1,052,284円

特別会員

福祉施設・福祉団体
2,000円

賛助会員

企業5,000円（一口）
団体2,000円（一口）

ご協力ありがとう
ございました。

“元気なシニアライフをますます元気に！”をテーマに新潟地区で体操教室や調理実習、歌の会などを
開いています。今回は『みんなで歌おう フォークソング』を5月13日(水)にコミュニティハウス「田から
屋」を会場に行いました。ソングリーダーすきにぃ＆ちゃびぃさんによるギターとピアノの伴奏で懐かし
の昭和ソングをみんなで声高らかに歌いました。中にはマイクを手渡され美声を披露してくれた方も！
声を出してお腹がすいたらおいしいピラフやカレーを食べ、食後のコーヒーでリラックス♪次回は〈シニ
ア世代でも気軽に楽しめるニュースポーツ　カーリンコン体験会〉です！6/10(水)10時から寄居コミュ
ニティハウスで開催します。お問い合わせ・申し込みは下記 新潟地区コミュニティ協議会まで！

ボランティア・市民活動センター
サマー・チャレンジボランティア2015
夏休み避暑スペース“さわさわ”
施設ボランティア受入担当者研修

都市型☆子育てサロン
古町型☆子育てサロン“ぴょんぴょん”
元気力アップサポーター

地域福祉活動計画が策定されました
新潟市社協　平成27年度事業計画・予算　平成26年度事業報告・決算
中央区社協　平成27年度事業計画・予算　平成26年度事業報告・決算

新潟市内や中央区内の地域福祉の推進に、大切に活用いたします。

・佐久間　春美 様 10,000円
・新潟中央自転車商組合 様 41,112円
・教育相談センターぐみの木教室 様 35,436円

・匿名 212円
・株式会社エヌ・エム・アイ女池薬局 様 85,300円
・株式会社エヌ・エム・アイ笹口薬局 様 32,200円

・株式会社エヌ・エム・アイ米山薬局 様 91,200円
・勝楽寺保育園 様 30,000円
・勝楽寺保育園保護者会 様 1,699円

新潟市社協の運営費の一部は、新潟市からの補助金を受けています

主催：新潟地区コミュニティ協議会　連絡先：025-228-8944(寄居コミュニティハウス内)
共催：新潟校区婦人会、新潟地区民生委員・児童委員協議会

表紙の写
真 新潟地区健康サロンクラブ

サマー・チャレンジボランティア2015 ― ボランティアが気になっている学生さん！ この夏ボランティアデビューできますよ！ ―

学生向けボランティア体験

ボランティア・市民活動センター（ボラセン）

「ボランティアしてみたいけれど、どうやって始めれば良いのか分から
ない…」「何も知らないのにボランティアするのは不安だな。」と思って
いる学生さん大歓迎！！ 活動メニューから
やってみたいボランティアを自分で選ん
で活動することができます。活動前に
“ボランティアのコツ”のお話もあります
ので安心です♪最初は勇気がいるけれ
ど、一歩踏み出してみると楽しいですよ！

夏休み限定！事務所の交流スペースを小・中学生の
ためのフリースペースとして開放します。ゆったりと
した環境なので、夏休みの宿題や読書などに最適♪
期間中に工作教室やイベントもありますよ！

（平成２７年２月５日～平成２７年３月３１日）

〈参加対象〉中学生・高校生・大学生・専門学校生
〈期　　間〉7月20日（月祝）～8月22日（土）

〈参 加 費〉200円 
〈活 動 先〉中央区内の福祉施設等
〈申込受付〉窓口にて7月10日（金）まで

夏休み避暑スペース“さわさわ”
フリースペース

子 育 て 支 援

施設ボランティア受入担当者研修 元気力アップサポーター

※開校式7月20日(月祝)、閉校式8月22日(土)
　会場：新潟市総合福祉会館(中央区八千代1-3-1)

〈期　間〉7月27日（月）～8月28日（金） 

〈会　場〉中央区社会福祉協議会 交流スペース

※土・日・祝日はお休み
　9時～16時（時間内は出入り自由）

※都合の良い日に1回ご参加下さい。

（中央区西堀前通6-909 Co-C.G.（コシジ）3F）

（中央区西堀前通6-909）

子育てサロン

都市型☆子育てサロン（万代）
“プログラムなしの自由な遊び場”として万代で月2回、古町で月1回開催しています。

〈日　時〉毎月第1火曜日、第3金曜日　10時～12時
〈会　場〉新潟市総合福祉会館
〈参加費〉親子1組100円

〈日　時〉7月14日（火）13時30分～16時30分
説明会〈日時〉6月18日（木）、7月16日（木）10時～11時30分

〈会場〉中央区社会福祉協議会 交流スペース

65歳以上の皆さん！高齢者施設のサポーターとして活躍しませんか？
施設職員向けに“ボランティアを受入れる”ための
研修を開催します。

（中央区八千代1-3-1）

古町型☆子育てサロン“ぴょんぴょん”
〈日　時〉H27年6月から毎月第1金曜日　10時～12時
〈会　場〉中央区社会福祉協議会 交流スペース
〈参加費〉親子1組100円

※別途ボランティア活動保険料300円必要

企業・団体・個人
193件

新潟地区で開催されている
「新潟地区健康サロンクラブ」の
詳細は４ページをご覧ください。

新潟地区で開催されている
「新潟地区健康サロンクラブ」の
詳細は４ページをご覧ください。

夏は

ボランティ
アが

熱い！
中央区社協ボランティア・市民活動センター
☎２１０－８７３０　

お問い合わせ



●

●

●

●

●
●

●

●

●

マリンピア日本海
（新潟市水族館）

新潟市役所
中央区役所

白山公園
白山駅

新潟駅

関屋駅

県庁
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線

笹出線

やすらぎ堤

県立自然科学館

デンカビッグスワンスタジアム

県立図書館

万代シティ

萬代橋

新潟西港
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りゅーとぴあ
（新潟市民芸術文化会館）
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地域福祉活動計画が策定されました
※

中央区内24地区の『6年後の目指す姿』をご紹介します！

＜重点目標＞
1．支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり
2．地域のあらゆる生活課題の解決に向けた新たな社会
　 資源の創造と支援システムの構築・実現
3．住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの推進
4．地域住民に信頼され、安定した法人経営

○地域社会の変容に伴う多様な生活課題や地域課題に
対応するため、関係機関と連携しながらコミュニティ
ソーシャルワーク機能の強化を図り、ボランティア・市
民活動支援に努めました。
○高齢者・障がい者・子育てなどに関する総合的な相談
体制の充実を進め、地域包括ケアシステムの構築に向
けた地域の見守り体制の仕組みづくりや権利擁護の
取り組みを推進しました。
○本会が進めてきた福祉のまちづくりを土台とし、今後
6年間の活動指針となる「新潟市社会福祉協議会総
合計画」を策定しました。

平成27年度事業計画

平成26年度事業報告

平成27年度予算

平成26年度決算 (単位：円)

一人ひとりがお互いにささえあい、たすけあい、誰もが安心して暮らせる地域づくり

交付金
12,355,792

事業費
20,610,458

共同募金
12,893,797

預け金受入収入
1,654,236

助成金
1,827,708

寄付金
1,343,674

雑収入
892,924

平
成
26
年
度
決
算

収入 支出

30,968,131

事務費
4,347,098

負担金
1,745,260

会議費
981,364

市社協繰越金支出
3,283,951

収入合計 30,968,131支出合計

拠点区分間繰入金収入
26,841

見守り・生活支援事業
14,495 社協運営費

18,082

地域福祉活動推進事業
13,807

経常経費補助金収入
20,964

受託金収入
6,409

事業収入
1,265

平
成
27
年
度
予
算

収入 支出

55,479

広報・啓発事業
1,187 地域福祉推進活動事業

4,548

ボランティア・市民活動費
3,360

収入合計 55,479支出合計

社会福祉事業社会福祉事業
社会福祉事業社会福祉事業

公益事業

【内訳】  一般会費 11,191　賛助会費 1,000　共募一般 875　共募歳末 12,142　寄付金 900　繰越金 723　貸付利息 １０

平成27年度
重点目標

1.地区社会福祉協議会
   活動の推進・支援
（コミュニティワークの充実）

2.地域における深刻な生活課題の解決や孤立
　防止に向けた取り組みの強化と総合的な
　相談体制の充実（ソーシャルワークの充実）

3.ボランティア・
   市民活動の推進・支援 4.広報・啓発活動の推進 5.組織運営の充実強化
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有明台地区（ありあけだい）
①おもいやりのあるまちづくり
②気軽に声をかけあえるまち
③居場所のあるまち
④高齢者と若者が交流できるまち

浜浦地区（はまうら）
①住んで良かったと思えるまちにしたい
　～憧れられる地域であり続けたい～
②世代間交流が活発なまち
③転入してきた人にも優しいまち

関屋地区（せきや）
①みんなが交流し、協力しあえるまち
②子どもたちが生き生きと育つまち
③健康に暮らせるまち
④安心・安全なまち

鏡淵地区（かがみふち）
①みんなが地域で協力して支え合うまち
②声掛け・あいさつをして皆が知り合える、
　安心して暮らせるまち
③地域の茶の間をふやして若い人も高齢者も
　交流し相談できる場をつくる

白山地区（はくさん）
①声掛け・あいさつのあふれるまち
②行事にみんなが集う世代交流
③向こう三軒助け合いで安心できるまち
④顔・心（気持ち）がつながり、孤独死の
　ないまち

新潟地区（にいがた）
①高齢者の力が発揮できるまち
②多世代が交流できるまち
③地域みんなが集う場所のあるまち
④お互いに見守り・協力のできるまち

大畑地区（おおはた）
①ご近所でお互い支え合い、
　助け合うまちづくり
②誰もが安心・安全に暮らせるまち
③みんながいきいきと生活し、
　気軽に交流できるまち
④災害時にみんなで助け合う
　体制づくりがあるまち

湊地区（みなと）
①生活の中に相互扶助の力があって
　住みやすいまち
②若い世代の子育てにも配慮のある
　安心・安全なまち
③住民の多様な声に対処できるまち

栄地区（さかえ）
①若い力が育ち、次世代へとつながるまち
②隣近所の住民同士が語り合え、自然と助け合い
　ができるまち
③住民間、世代間、近隣の医療機関と住民間等、
　みんなの交流が活発に行うための地域座談会

礎地区（いしずえ）
①町内会の活性化 ～地域の人との交流が図れるまち～
②健康を保てるまち
③病気の人に対して声をかけるまち
④社会福祉協議会の活用（口コミ）

入舟地区（いりふね）
①困った時に助け合えるまち
②若者と子どもと年寄りが共存できるまち
③空いている土地・家を活用できるまち

豊照地区（とよてる）
①顔合わせのスムーズなまちづくり
②災害時における避難支援の拡充
③住んでいて、良かったと思える環境づくり

万代地区（ばんだい）
①みんなが気軽に話せる風通しの良いまち
②住民が地域に関心を持ち、地域行事に参加するまち
③都市化が進む中、ハード・ソフト面の環境整備が進むまち

南万代地区（みなみばんだい）
①ご近所さんの顔が見えるまち
②人と人との助け合いやつながり、交流のあるまち
③健康で、安心・安全で暮らしやすいまち

長嶺地区（ながみね）
①元気で長生き ～ぴんぴんころりん～
②安心安全、活力のあるまちづくり
③地域活動の担い手の育成

沼垂地区（ぬったり）
①いろんな人が明るく元気に助けあえるまち
②地域と学校が協働できるまち
③高齢者の活動が活発なまち

本馬越地区（もとうまこし）
①互いに認めあって協力できるまち
②みんな顔見知りのまち

笹口地区（ささぐち）
①安心・安全なまちづくり
②若い力が育ち、次世代へつながるまち
③マンション住民との交流のできるまち
④身近な地域に交流のある場所があるまち

紫竹山地区（しちくやま）
①ふれあいのあるまち
②子どもたちが明るく元気に育つまち
③若い力を育てて次世代とつながるまち
④多世代の交流があるまち

山潟地区（やまがた）
①多世代の交流がさかんなまち
②地域の人同士が顔の見える地域にしたい
③身近な場所・活動拠点で交流ができるまち

上所地区（かみところ）
①健康寿命を長くするまち
②ご近所さんの顔が見えるまち
③隣近所の住民同士が語り合え、
　自然と助け合いができるまち

女池地区（めいけ）
①好きです♥女池　安心・安全な住みやすいまち
②みんなで声をかけあうまち
③三世代が地域に根ざすまち

上山地区（かみやま）
①向こう三軒両隣が生きているまち
②小さな活動が積み重なり、あいさつがし合えるまち

鳥屋野地区（とやの）
①住民どうしのあいさつ交流があるまち
②公園が地域の人に有効に活用されているまち
③世代間交流ができているまち
④災害時要援護者の支援体制が充実したまち

新潟市社協　平成27年度事業計画・予算　平成26年度事業報告・決算 中央区社協　平成27年度事業計画・予算　平成26年度事業報告・決算

収入計
4,946,071
千円

介護保険
事業収入
36.9％

受託金収入
31.6％

障がい福祉
サービス等事業収入

12.4％

新潟市等からの補助金収入
12.3％

会費収入 1.7％

共同募金配分金収入 1.3％
事業収入 0.8％

負担金収入 0.4％
寄附金収入
0.1％

その他収入
2.4％

支出計
4,946,071
千円

介護事業
人件費支出
40.9％

受託事業等
人件費支出
26.6％

事業費支出
18.1％

法人運営
人件費支出
9.1％

助成金支出 1.8％
事務費支出 2.0％

負担金支出
0.1％
その他支出
1.3％

賃
借
対
照
表

資
金
収
支
報
告

資産の部

会計名 収　入 支　出 差　異

流動資産
固定資産
・基本財産
・その他固定資産

資産の部合計

一般会計
特別会計
合計

4,281,844,856
713,409,496
4,995,254,352

4,443,860,237
735,996,062
5,179,856,299

△ 162,015,381
△ 22,586,566
△ 184,601,947

流動負債
固定負債
負債の部合計

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,089,807,315

503,896,891
1,718,234,430

3,311,938,636

739,837,771
551,072,905
1,290,910,676

464,777,000
1,460,800,098
51,422,515
44,028,347

2,021,027,960
3,311,938,636

金　額 負債の部

純資産の部

金　額

金　額
〈単位：千円〉 〈単位：千円〉

※地域福祉活動計画とは
　社会福祉協議会が呼びかけて、
住民・地域において社会福祉に関
する活動を行う者・社会福祉を目
的とする事業（福祉サービス）を経
営する者が相互協力して策定する
地域福祉の活動の推進を目的とし
た民間の行動計画です。

住民参加による計画策定住民参加による計画策定
　この計画は区内24地区社会福祉協議会で地域福祉懇談
会やヒアリングを行い、住民参加により策定したものです。

※ 平成27年度より社会福祉法人新会計基準の導入によって勘定科目が変更となりました

詳しくは、新潟市社協、中央区社協のホームページをご覧ください。


