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区社協地域福祉活動推進事業 8.2%
区社協運営費

7.1%

施設管理運営事業
52.3%

広報・啓発活動事業 1.2%
ボランテイア・市民活動推進事業 0.8%

見守り・
生活支援事業

16.5%

地域福祉推進
活動事業
13.9%

西区社会福祉協議会は、皆様からご協力いただいた
会費をもとに、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進
しています。

ささえあいの地域づくりのために
平成27年度　事業計画 　  　　　　　　　　　　　　（一部抜粋）

１．「ささえあい・たすけあい」による地
域づくりを進めるために

●コミュニティソーシャルワーク推進
●高齢者等あんしん見守り活動事業
●地域ふれあい助成
●敬老祝会助成
●地域の茶の間・子育てサロン等支援

２．さまざまな生活課題に悩んで 
　   いる方々への支援として
●友愛訪問事業
●緊急情報キット配布事業
●生活福祉資金貸付
●日常生活自立支援事業
●「高齢者あんしん相談センター西」の運営支援

３．ボランティア・市民活動の機能
　　を強化していくために
●各種ボランティア講座の開催
●災害ボランティアセンター設置訓練
●元気力アップ・サポーター事業
●よろしくねノート（エンディングノート介護版）
●西区ネットワーク事業（異業種交流）

４．広報・啓発活動を推進していくために 
●西区社協だより、ボランティア情報紙の発行
●西区社協フォーラムの開催
●西区社協ホームページ、Facebookページの運営

５．組織の強化のために
●一般会員、特別会員、賛助会員の強化
●共同募金運動への協力

※平成26年度事業報告および平成27年度事業計画の詳細は、
　ホームページに掲載しております。
　URL：http://syakyo-niigatacity-ward.jp/nishi/

新潟市西区社協 検 索

平成26年度　決算 （単位／円）

平成27年度事業計画 平成26年度事業報告

平成26年度決算　　　　　　　　　　　　　　　 （単位／円）

平成27年度予算

平成27年度　予算 （単位／円）

平成２６年度は、西区の295自治会・町内会の皆様からご協
力をいただきました。今年度もご支援をよろしくお願いします！

一般会費

1世帯400円／年間

収 入  〉〉〉

一般会費配分金
共同募金配分金
賛助会員会費
助成金収入
寄付金収入
雑収入
市社協預け金収入

合　　計

金　額
9,193,904 
6,386,677 

771,500 
2,882,400 

819,203 
757,966 
546,511 

21,358,161 

市社協預け金収入
2.6％雑収入3.6％

寄付金収入
3.8％

助成金
収入13.5％

賛助会員会費3.6％

共同募金配分金
29.9％

一般会費配分金
43.0％

その他収入2.5%
寄附金収入0.1%
負担金収入0.4%
事業収入0.8%

共同募金
配分金収入

1.3%
会費収入1.7％

新潟市等からの
補助金収入

12.3％

障がい福祉
サービス等事業収入

12.4％

受託金収入
31.6%

介護保険
事業収入
36.9％

収 入  〉〉〉

補助金収入
受託金収入
事業収入
その他の収入
拠点区分間繰入金収入

合　　計

金　額
10,265,000 
51,077,000 

795,000 
157,000 

17,562,000 
79,856,000 

拠点区分間
繰入金収入

22.0%

その他の収入
0.2%

事業収入
1.0%

受託金収入
64.0%

補助金収入
12.8%

支 出  〉〉〉

事業費支出
事務費支出
会議費支出
交付金支出
市社協への預け金
予備費

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

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

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

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

合　　計

金　額
13,211,343 
2,870,774 

255,016 
3,888,354 
1,132,674 

0 
21,358,161 

市社協への預け金
5.3%

交付金支出
18.2%

会議費支出
1.2%

事務費支出
13.2%

事業費支出
61.9%

支 出  〉〉〉

地域福祉推進活動事業
見守り・生活支援事業
ボランティア・市民活動推進事業
広報・啓発活動事業
施設管理運営事業
区社協運営費
区社協地域福祉活動推進事業
合　　計

金　額
11,081,000 
13,161,000 

632,000 
1,003,000 

41,780,000 
5,653,000 
6,546,000 

79,856,000 

予備費0.0%

新潟市社会福祉協議会　平成27年度事業計画・予算　平成26年度事業報告・決算

＜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。

その他支出1.2%
負担金支出0.1%
助成金支出1.8%

事務費支出2.0%
法人運営

人件費支出
9.1%

事業費支出
18.2%

受託事業等
人件費支出

26.7％

介護事業
人件費支出

40.9％
収入計

4,946,071
千円

支出計
4,946,071

千円

社
会
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祉
事
業
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対
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資産の部 金額 負債の部 金額

会計名 収入 支出 差異

純資産の部 金額

公
益



ひまわり
No.06 内野ひまわりクラブ第１・第２
西区の

　内野ひまわりクラブは2つの施設が小学校の敷地内にあり、安全で恵
まれた環境の中過ごしています。クラブ間の距離が近いので長期休み
には遊びの交流会を行っています。施設の造りが若干異なるので、自分
のクラブにはない遊びが体験できて子どもたちは楽しく過ごすことがで
きています。
　クラブ内で過ごすことが基本ですが、小学校からのご協力もあり、敷
地の空きスペースで外遊びをすることができています。小学校で飼育し
ている孔雀のブラッキーに見守られながら体を動かして遊んでいます。
　毎年9月には地域のイベントで「内野まつり」が行われ、この時クラブも
大民謡流しに参加します。夏休みに頑張って練習するので、ぜひお祭り

に遊びにきてください。
　これからも学校や地域との繋が
りを大切に運営していきたいです。

元気いっぱい！！

西区いいものセレクション

いいもの No.08  
十字園 陶芸アート
社会福祉法人 更生慈仁会 十字園
西区上新栄町1丁目2番12号 （☎269-4001）

西区内の福祉施設の“いいもの”をセレクトしてご紹介するこの
コーナー。第8回目のいいものは

十字園　陶芸アート
　十字園では日中活動の１つとして創作活動を行っています。この創作活
動は利用者の日常生活に刺激や潤いを与えています。
　十字園は知的な障がいを抱えた100名の方々が生活している施設で
す。普段の生活の中で何らかの支援を必要としており、生活介護と施設入
所支援サービスを行っています。
　近隣にお住まいの障がいをお持ちのみなさまには、日帰りの日中一時支
援や短期入所のサービスを提供しています。日中はお一人お一人のニーズ
にお応えできるように、創作活動や体調に応じた運動を取り入れています。
　ボランティアも随時受け付けておりますので、お気軽にお声掛けくださ
い。また、更生慈仁会の敷地内には喫茶コーナーや貸しスペースもありま
すので、ぜひご利用ください。

夏野菜が多く出る時期になりました。食事で野菜サ
ラダを食べますが、ドレッシングは自家製ポン酢でい
ただいています。今回は、我が家の自家製ポン酢をご
紹介いたします。

サラダの歴史は古く、古代ローマ時代、生野菜に塩
を振りかけて食べていたようです。

日本では、明治時代欧米諸国との外交が始まると、茹でた野菜をサラダ
として、外国人向けに提供されていたとのことです。大正時代になるとサラ
ダ油が販売されました。現代は、サラダ、ドレッシングの種類も多く提供され
ていますが、やはりドレッシングは、選びたいものです。

徒然
通信

菜食のススメ
～ススメ其の九～
我が家の自家製ポン酢

西区社会福祉協議会 事務局長　
た か い
高井　

たく
琢 

へい
平

自家製ポン酢レシピMy Favorite Recipe

我が家の自家製ポン酢

材料Ａ : 酢225cc、オレンジ果汁250cc、レモン水150ccを合わせておきます。
材料Ｂ : 醤油360ｃｃ、だし汁150ｃｃ、みりん225cc、料理酒130cc、削り節小袋5袋。

鍋に材料Ｂの醤油、だし汁、みりん、酒を
入れて火にかけます。鍋の淵に泡が出て
きたら削り節を加え、ひと煮立ちしたら、火
からおろしてザルでこします。しばらく冷や
してから、合わせておいた材料Ａを加え味
を調えます。味見してお好みで調整します。
出来上がりは、約１５００ｃｃです。お試しく
ださい。

材 料

作り方

 お薬のはなし

◎ご要望のテーマでお話いたします。ご相談ください。
　団体、サークルなどの少人数でも結構です。
◎講師の日程調整の為、開催予定日の１ヵ月前までを目安にお申込ください。
　なお、日時等ご希望に添えない場合、別途ご相談させていただく場合もあり
　ますので、あらかじめご了承ください。
◎講師の費用は不要です。
　このセミナーは、新潟県からの委託事業です。
　講師は新潟県薬剤師会の薬事衛生指導員が担当し、講師料等は薬剤師
　会から講師に支払われます。
　（新潟県薬剤師会は県民の厚生福祉の増進を目的にしている公益法人で
　すので、特定のメーカー、特定のクスリの宣伝は行いません。）

【お問合せ先】
公益社団法人 新潟県薬剤師会
〒950-0941 新潟市中央区女池1-3-16
電話 281-7730　FAX 281-7735

お気軽にご相談ください。薬剤師が出かけてお話します。

新潟県薬剤師会からのお知らせ

スポーツと
薬

くすりの正しい使い方
飲み方、副作用の話

漢方薬、
薬草の話

体に合った
サプリメントの話

くすりの飲み合わせ
生活習慣病と
くすりの話

聞いてみま
せんか？！



西区社協ホームページ▶http://syakyo-niigatacity-ward.jp/nishi/　代表メールアドレス▶ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp
facebook▶http://www.facebook.com/niigatacity.nishi.syakyo

●坂井輪中学校

●ベスト電器

●
北越銀行
寺尾支店 ●

第四銀行
寺尾支店 ●マルイ

●坂井輪地区公民館

西区役所
新庁舎 ●第四銀行坂井支店

●JA新潟みらい坂井輪支店●サークルK
大堀幹線

新潟亀田内野線

寺尾西
西大通り←内野 新潟→

寺尾中央公園

寺尾駅

A

B

西区社会福祉協議会です！
A

B

・老人デイサービスセンター黒埼荘 電話：３７７－１２００ ＦＡＸ：３７７－５５７８
・老人福祉センター黒埼荘 電話：３７７－５０４９ ＦＡＸ：３７７－５５７８ 

【黒埼荘】

〒９５０-１１２４　新潟市西区緒立流通２－４－１

〒950-2064  新潟市西区寺尾西1－1－5（旧清水フードセンター寺尾店）　

・西区訪問介護センター 電話：211－1610　FAX：211－1611
・西区介護支援センター 電話：211－1620　FAX：211－1611
・西区まごころヘルプ 電話：211－1616　FAX：211－1611

〒950-2054　新潟市西区寺尾東3－14－41（西区役所健康センター棟1階）

西区社会福祉協議会 事務局（代表／西区ボランティア・市民活動センター含む）
電話：211－1630　　FAX：211－1631

・高齢者あんしん相談センター西　電話：211－1634

※電話番号の市外局番は025で共通です

きらりん

毎月第3火曜日に、様 な々テーマの講座を開催しています。

社協のひろば in イオン新潟青山店

会場：イオン新潟青山店 2階コミュニティ広場　時間：午後2：00～4：00（予定）

30
名

参加費：無料／要申し込み

先　着

先　着

30
名

抽　選

30
名

先　着

日　程 テーマ 内　容 定 員 申込受付

ミニ手話教室

笑いヨガで元気になる！

元気力アップ・サポーター
登録説明会

８月１８日（火）

９月１５日（火）

１０月２０日（火）

聴覚障がいについて学び、少し手話を習いましょ
う。手話を覚えようと思っている方、これをきっか
けにいかが？夏休み中の学生さんもどうぞ。

笑いヨガティーチャーの村山昭子さんと一緒に、
誰でも簡単に実践できる「笑いヨガ」で心も体も
元気になりましょう。

６５歳以上の皆さんが介護施設等でのサポート活
動を通じて介護予防といきいきとした地域づくり
を目的とした事業です。

7月１７日（金）から

8月14日（金）～
9月4日（金）
※申込多数の場合抽選

9月１8日（金）から
※65歳以上の方のみ

★お電話でのお申し込みが必要です。（それぞれ受付日が異なります！）
西区社会福祉協議会　TEL:025-211-1630申し込み先

認知症サポーター養成講座 避難所運営ゲーム

西区の福祉事業に
活用させて
いただきます。

イオン新潟西店
黄色いレシートキャンペーン

ご寄付をありがとうございました！

毎月11日に開催される「黄色いレシートキャンペーン」で、防
災用品（非常食等8,000円相当分）をいただきました。災害
支援活動、研修に活用させていただきます。

（27年3月16日から5月受付分）（敬称略）

黒埼山野草の会 12,200円 

諸橋　潔 4,000円 

森　洋 1,000円 

関原　一夫 50,000円 

匿名 10,000円 


