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赤い羽根共同募金にご協力お願いします
中央区社協では「フードドライブ」に協力しています

じぶんの町を良くするしくみ 〜赤い羽根共同募金
平成28年度

会費の協力と会員加入のお願い

新潟市社協 平成28年度事業計画・予算 平成27年度事業報告・決算

インフォメーション にいがたし元気力アップ・サポーター登録説明会のご案内

中央区まごころヘルプガイドブック研修のご案内

介護のまめ知識〜小規模多機能居宅介護ってどんなサービス？
ボランティアの集いの場 〜Nanmo〜

中央区社協

平成28年度事業計画・予算

平成27年度事業報告・決算

ボランティア・市民活動センター お知らせと報告
ボランティアきっかけづくり講座

赤い羽根共同募金にご協力お願いします！

フードバンクにいがたの 詳 細 は
4 ペ ー ジ を ご覧ください。

中央区社協では
「フードドライブ」に
協力しています。
フードドライブとは、家庭で余っている食料品を持ち寄り、
食料の確保が困難な方々を支援するための活動です。中央区
社協ではフードドライブに協力しています。中央区社協事務所へ
食料品をお持ちいただいた際には職員にお声掛けください。

フードバンクにいがた
新 潟市中央区 新 光町６番 地２
勤労福 祉会館４階

電 話：025−384−4466
F A X：025−384−8224

じぶ ん の 町 を 良くするしくみ
赤い羽根共同募金

今 年70回目を迎えた赤い羽根 共同募金運動が、10月1日から3か
月間、全国一 斉に始まります。長年にわたりご 協 力いただいている
皆様、誠にありがとうございます。
共同募金は地域の高齢者や障がいのある方、子どもたちへの福祉の
活動や、さまざまな地域の課題解決に取り組む民間団体の活動を支え
るための募金です。また、新潟県共同募金会で積み立てられた募金の
一部は、災害時の災害ボランティアセンターの運営に使われるなど、被
災地支援にも役立てられます。皆様の温かい心が「じぶんの町を良く
するしくみ」を支えます。ご 家庭や街かどなど、さまざまなかたちで
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

お願いします
協力
ご

会費の協力と会員加入のお願い

。

平成28年度

社会福祉協議会では、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・ご協力をお願いして
います。

平成２７年度
（中央区）
の実績
一般会費の総額
賛助会費の総額

新潟市社協

13,689,414円
1,156,500円

一般会費

特別会費

賛助会費

１世帯400円

福祉施設・福祉団体
2,000円

企業5,000円(一口)
団体2,000円

平成28年度事業計画・予算

平成28年度事業計画

平成28年度予算
会費収入 1.6％

＜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

平成27年度事業報告

○だれをも包み込む社会的包摂の考え方の理解促進の
ために、セミナー開催や福祉教育プログラム集の作成
など市社協全体で福祉教育に取り組みました。

障がい福祉
サービス等事業収入
11.0％
新潟市等からの補助金収入
11.8％

介護保険

収入計 事業収入
5,133,897 35.3％
千円

助成金支出 1.8％
事務費支出 1.9％
法人運営
人件費支出
8.9％

受託金収入
32.5％

金 額
797,216,947

資産の部
流動資産
固定資産
・基本財産
・その他固定資産

501,758,127
1,616,809,738

資産の部合計

2,915,784,812

事業区分
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

収 入
4,262,533,190
755,307,468
△ 54,090,216
4,963,750,442

その他支出
1.2％

介護事業
支出計 人件費支出
事業費支出
5,133,897 37.7％
21.7％
千円
受託事業等
人件費支出
26.8％

平成27年度決算

資金収支報告

○複雑な事情をもつ世帯の増加に伴い相談件数や利用
者数の増加傾向にある日常生活自立支援事業や成年
後見支援事業等の権利擁護の取り組みを着実に実施
しました。

共同募金配分金収入 1.2％
その他収入 2.4％

事業収入 4.1％

賃借対照表

○全区社協において新潟市の地域包括ケアシステムに
おける第１層 圏 域の協 議体の事 務局及び生 活支 援
コーディネーターを受託し、協議体や勉強会の企画、
運営を行いました。

平成27年度事業報告・決算

(単位：円)

負債の部
流動負債
固定負債
負債の部合計
純資産の部
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
支 出
4,259,811,190
755,307,468
△ 54,090,216
4,961,028,442

金 額
446,770,206
542,419,936
989,190,142
金 額
464,777,000
1,377,692,122
49,035,609
35,089,939
1,926,594,670
2,915,784,812
差

異
2,722,000
0
−
2,722,000

詳しくは、新潟市社協、中央区社協

にいがたし元気力アップ・サポーター登録説明会のご案内
高齢者施設等でのお茶出しや話し相手などのサポート活動
を通してご自身の元気力もアップしませんか？
まずは説明会にご参加ください！
対 象：市内在住の65歳以上の方
持ち物：筆記用具
時 間：10：00〜11：30
開催日

会

場

9月14日（水）
・10月13日（木）

中央区社会福祉協議会

11月16日（水）

鳥屋野地区公民館

※都合の良い日に一回ご参加ください。

中央区まごころヘルプガイドブック研修のご案内
まごころヘルプは、手助けできる人（提供会員）が、手助けを
必要としている人（利用会員）の いつもの暮らし を有償で
お手伝いしています。
活動を始める前にガイドブック研 修 の受講が必 要です。
まずは、まごころヘルプにご連絡ください。

今年度の中央区まごころヘルプガイドブック研修の日程（10月以降）

10/13（木）・11/10（木）・12/8（木）・1/12（木）・2/9（木）・3/9（木）
※いずれの日も10：00〜12：00

お問い合わせは…

０２５-２１０-８７３６
中央区まごころヘルプ（中央区社会福祉協議会事務所内） 電話：

介護のまめ知識

ボランティアの集いの場

〜
〜Ｎａｎｍｏ

「 人と 話 すの 、ちょっと 遠 慮してしまう…うまく
話せるか心配。」
「失敗した経験があって不安」
「心の
元気がない時もあったりするけど…」
たらうれしい…
そんな気持ちの方が、簡単な作 業ボランティアを
通して活動の練習をできる場として、な〜んも考えず

『小規模多機能居宅介護』
って
どんなサービス？
地域密着型サービスの一つ。認知症や１人暮らしなど
の高 齢 者が、出 来る限り住み慣れた地 域で暮らして
いくためのサービスです。
1
（食事・排泄・入浴など）
●馴染みの職員による介護サービス
を受けることができる。

特徴

で も、ボランティアしてみたい・誰 か の 役に 立て

2
●生活様式に合わせた柔軟なサービスが利用できる。
3
●介護度に応じた1か月の料金が定額。

小規模多機能居宅支援事業所のケアマネジャーが
計画を作成し、
「通い」のサービスを中心に、その方に
合った「訪問」や「泊まり」のサービスを提供します。

に来てもらえる場所をつくりました。

毎月第4火曜日
午後2時
〜3時半まで

通い

小規模多機能
居宅介護事業所

「泊まり」
・
「計画作成」

中央区社会福祉協議会
交流スペースを会場に、
開催しています！

中央区社協

中央区社会福祉協議会事務所で開催します。

訪問

自宅

平成28年度事業計画・予算

平成27年度事業報告・決算

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
平成
年度決算

27

平成
年度予算

28

受託金収入
6,976,073

収入
拠点区分間繰入金収入
27,795,016

経常経費補助金収入
20,184,554

収入合計

５６，
４４７，
４９４

拠点区分間繰入金収入
26,447

重 点目標

事業収入
1,491,851

経常経費補助金収入
18,742

〈単位：千円〉 収入合計
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）

のホームページをご覧ください。

５８，
４５８

ボランティア・市民活動事業
3,283,613

広報・啓発事業
1,119,190

地域福祉活動推進事業 見守り・生活支援事業
12,487,000
13,506,690

５１，
８０２，
５３５
期末支払資金残高 ４，
６４４，
９５９

社協運営費
16,887,042
地域福祉推進
活動事業
4,519,000

支出合計

受託金収入
11,901

収入

平成28年度

支出

支出
事業収入
1,368

ボランティア・市民活動費
2,084

広報・啓発事業
688

地域福祉活動推進事業 見守り・生活支援事業
11,771
21,102

2.地域における深刻な生活課題の解決や孤立
3.ボランティア・
防止に向けた取り組みの強化と総合的な
市民活動の推進・支援
相談体制の充実（ソーシャルワークの充実）

〈単位：千円〉 支出合計

５８，
４５８

4.広報・啓発活動の推進

社協運営費
18,265
地域福祉推進
活動事業
4,548

5.組織運営の充実強化

写真

表紙の

フードバンクにいがた 活動報告と共同募金について

フードバンクにいがたは活動開始から丸3年が経過し、2015年度は県民の皆さんから多くの食品
寄贈を頂き、お米を中心に加工食品等を生活困窮者支援団体や福祉施設等の75ケ所、約13.5トンを
お届け出来ました。お届け先は市町村窓口や社会福祉協議会、地域包括支援センター、パーソナル
サポートセンター、母子寡婦福祉連合会、市民福祉団体・施設等です。
今年度は赤い羽根共同募金の助成を得て、必要な備品の購入に充てさせていただいております。
ありがとうございました。写真は昨年度協力した、古町での街頭募金の様子です。

お知らせ

＜ボランティアフェア2016 〜ボランティアってなに？ 来て見て聞いて！〜＞
中央区ボランティア・市民活動センターに登録しているボランティアグループや市民活動団
体がブース出展し、普段の活動紹介、体験コーナーや物品販売を行います。
「ボランティアグループがどんなことをしているのか知りたい」「ボランティアしてみたい
けど、何をしたら良いのか…」ボランティアや市民活動に関する情報がいっぱいの空間です。

気軽に遊びに
来てください☆

日時：平成28年10月23日（日） 午前10時〜午後3時
会場：新潟日報メディアシップ １階みなと広場、メディアシップスタジオ 入場無料、予約も必要ありません

＜都市型☆子育てサロン＞

プログラムなしの自由な遊び場 として月１回開催しています。
申込は必要ありません。会場に直接おいで下さい。保育ボランティアさんもまってるよ
日時：毎月第３金曜日

報 告

10時〜12時

会場：新潟市総合福祉会館2階

技能習得室（畳のお部屋）

参加費：親子1組100円

＜子どもたちの居場所 夏休み避暑スペースさわさわ＞
夏休み限定のフリースペース！宿題をする子あり、本を読む子あり、それぞれの時間を涼し
い空間で過ごしました。学生ボランティアのおねえさんたちに勉強をおしえてもらったり、
「おもちゃ病院」ボランティアさんと 檜の笛 を工作するイベントもありました。

＜サマー・チャレンジボランティア2016＞
8/1(月)〜8/20(土)の夏休み期間中、中学生・高校生・専門学校生・大学生88名が新潟市内
各所でボランティアにチャレンジしました。延べ活動日数は、なんと約200日！参加した学生
さんにとってきっと貴重な体験になったことと思います。
中央区でも…8/1(月)、国際こども・福祉カレッジの学生2人が白山やすらぎデイサービス
センターで活動しました。タオル干しなどの手伝い他にも、利用者さんとお話したり、折り紙を
教えてもらって交流を深めたり、緊張した面持ちながらも充実した時間を過ごしていました。

ボランティアきっかけづくり講座

〜コミュニケーションスキルを学ぼう〜

【日時】平成28年11月11、25日（金） 13：30〜15：30
【会場】新潟市総合福祉会館

【定員】20名（要申込）
【参加費】無料
【講師】NPOこころネットワーク 遠藤 道子氏

善意のご寄付をありがとうございます！
・新潟市教育相談センターぐみの木教室……

5,994円

・三国自転車店………………………………

・匿

名………………………………………… 19,540円

・上村

・匿

名……………………………………………

・匿

192円

2,571円

康子………………………………… 10,000円
名…………………………………………

936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

・新潟山野草友の会………………………… 23,000円
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。

