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新年度に向けて歩みを進める 

 

理事長 内山 勇人 

 

 まずは、総会開催に当たり、日々の責務を全うし、資料の精査を始め、滞りなく本日を迎えるため尽

力いただいている当サポセンスタッフに心より感謝を申し上げます。そして、深いご理解、ご協力、ま

たはご支援をいただき、活動をお支えいただいている企業・団体・個人の会員皆様にあらためて御礼申

し上げます。 

 昨年末、急な理事長交代となった経緯から、年初に発行した会報誌「雁木のように」の理事長挨拶文

では『組織の理念やミッションといったサポセンの本分を弁えた「不易」と、今後の運営や活動に対す

る新たなチャレンジへの「流行」に思いを巡らす毎日が続いている』と書かせていただきました。しか

しながら、理事長という立場で会議やセミナーまたは交流会等に参加し、各ＮＰＯ団体あるいは行政関

係者など多くの方々とお会いする機会に恵まれたり、スタッフや理事の皆様との関わりの中で再認識す

べきことは、現に様々な新しい取り組みは進めてはいるものの、そのすべては「不易」の実践に他なら

ないこと、言い換えれば基本理念の深掘りこそが今後の新たな活動の源泉に辿り着く最短の道であるこ

とが、経験を通じて深く理解できました。 

 さて、平成 26 年度の事業報告について二点触れさせていただきますが、3 年目を迎えた「にいがたＮ

ＰＯ基金」においては、数値目標として掲げた 300 万円の助成には届かなかったものの「新潟ろうきん

ＮＰＯ寄付システム」のお蔭で安定した財源も見込めるため継続性をもって今後も取り組めることは何

より有り難いことです。助成金の交付を受けた団体からも有益にご活用いただけている報告を見聞きし、

確実な手ごたえを感じております。今後は、寄付をしていただける方の目線も意識した仕組みを考えて

いきながら、より多くの助成額を交付することで、ＮＰＯ団体の活動のご支援と、そこから生まれる地

域への効果の実例を一つでも多く残せることを期待しています。 

 もう一つは「シニア世代の地域活動参加促進事業」となりますが、残念ながら 26年度をもって終了と

なります。ボランティア参加の促進が図れたことも大変な成果でありましたが、とりわけ美しい誌面と

読者参加型の企画は大変好評であったと伺っております。本事業は予算規模も大きかったため、この受

託事業が無い計画が 27年度となりますので、財政的にも人員的にも、やや難しい運営を迫られているこ

とは意識しておかなければなりません。 

 26年度の決算といたしましては、お陰様で当初予算より良い数字とさせていただくことができました。

これもひとえに、ご賛同いただきご支援くださった皆様のお力添えの賜物でありますが、企業関係者様

からの大口のご寄付をいただけたことで、大変助けられたというのが現実です。ご寄付をいただけるだ

けの組織としての実績と信用があった、ということも現実と捉えると、過去に感謝の念を抱かずにはい

られませんが、この書面をお借りし、衷心よりご寄付いただいた企業関係者様に御礼申し上げます。 

昨年 6月に、サポセン設立当時の事務所近くの高土町移転をし、気持ちも新たに活動しております。前

述の「不易流行」の言葉の通り、「新味を求めて変化を重ねていく流行性こそが不易の本質であること」 

を意識し、歩みを進めていきたいと考えます。 
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項目 決算 項目 決算

寄付金収入 1,108,433 助成金支出（※未払い金として） 1,187,250

第3回ひとくちの寄付（※1） 131,929 第4回ひとくちの寄付 167,250

第4回ひとくちの寄付（※1） 223,000 第3回助成金 1,020,000

おまかせの寄付 753,504

助成金支出 98,946

前期繰越金 787,127 第3回ひとくちの寄付 98,946

くびき野NPOサポートセンター負担金 548,988 経費 977,720

　会場費 39,100

　旅費交通費（運営委員、事務局、団体等含む） 302,230

　研修費 4,317

　印刷費 150,874

　サーバー保守・管理費（グローカルマーケティング委託） 346,986

　通信・郵送費（※1） 106,777

　備品費 8,893

　雑費、租税費 18,543

当期収入合計 2,444,548 当期支出合計 2,263,916

次期繰越 180,632

収入合計 2,444,548 支出合計 2,444,548

にいがたNPO基金　平成26年度　決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

収入の部 支出の部

（※1）オンライン寄付については、サービス利用料として月次費用（3,000円／1か月）及び売上処理数（5円／1件）がかかり

ます。従って、売上（寄付）が3件（3,000円）以上ない場合は、サービス利用料より売上が差引される形となります。
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 NPO PRESS協賛広告  ご支援ありがとうございます 

                                    （敬称略） 

㈱齋藤商事  新潟県消費者協会 （公社）上越青年会議所  

Art税理士法人 (医)社団愛クリニック 上越ケーブルビジョン㈱  

㈲五十嵐金物店  上越ライフサポートセンター（連合上越） 

 
新潟県カウンセリング協会 マミーズ・ネット 

㈱バーツ・プロダクション くびき野温泉開発㈱門前の湯 連合上越地協  
㈲日銀 （一財）新潟ろうきん福祉財団 税理士法人経営ブレイン 

街なかにぎわい推進委員会にぎわいの風  ㈲月徳飯店 
㈲日本ビジネスサポート ㈱木村板金工業 

 
新潟県セパタクロー協会 はつらつライフ相談館 ㈱内山ホーム ㈱丸山酒造場 ㈱平和ケア

ライフサービス新潟営業所 ㈱VIREST 税理士海津一義 杉田医院 神の宮温泉かわら亭 

（公社）高田法人会 高坂防災㈱ シェアショップ ジェリービーンズ 司法書士江口尚也事

務所 創作厨房 彩空 トリミングサロンパックス  ネイル専門店プリムローズ  ホワイトボ

ード・ミーティングチーム上越  ピーエムシー㈱ 妙国寺 ㈲ヨシダヤペット ㈲わかなみ 

割烹旅館 晴山荘 ㈱謙信堂 ㈱植木組 ㈱アイシン ㈱エコスタッフ ㈱解放出版社 ㈱コ

ラボショップ （福）にいがた寿会いたくら桜園 新潟国際ボランティアセンター 春日神社 

清里診療所畠山 肉のひらさわ 日本政策金融公庫 ㈲石倉製麺所 ㈱上越フィネラル  

                                                                                                                 

㈱高田広告舎 プラステン ㈲オカダ重工 ㈲竹内組 あにまるネットワーク・ポニーズ えちご若者元気塾 おおがたス

ポーツクラブ 大杉の里 頸城野郷土資料室 骨髄バンクサポート新潟 さいがたぬくもりの会 食の工房ネットワーク 

素人芝居大浦安 しごとのみらい 上越地域活性化機構 新潟 NPO 協会 はつらつライフ相談館 ポプラの家 ゆめきゃ

んぱす 緑とくらしの学校 ふるさとづくり妙高 夢マッチングコミュニティケアありがとう  ライフデトックス協会 

うらがわらスポーツクラブ あらい道の駅㈱ アジャストシステム あらい動物病院 相村建設㈱ 稲垣鐡工㈱ 伊藤商

会 オアシス上越 内山工務店 エステティック＆BODYメイク白雪 カタズケラボ 割烹鶴来家 ㈱上野金物店 ㈱サト

コウ ㈱オタケ ㈱大滝商事 ㈱品川アート・プロ ㈱上越フルーツ ㈱上越タイムス社 ㈱上越不動産鑑定書 ㈱上越メ

ンテナンス ㈱ジョーサン  ㈱上新ビルサービス ㈱やすね ㈱横山蒲鉾店 ㈱ホテルハイマート ㈱ヤマダトータル 

㈱山田商会 ㈱タマルヤ ㈱湯本館 ㈱タカワ建工 稲井義一 君の井酒造㈱ 鎌田養鶏㈱ 浄興寺 慈愛堂動物浄苑  

きゃりあ・さぽーと（公社）上越青年会議所（公社）AFS日本協会上越支部 （公財）さわやか福祉財団 サクラ印刷㈱ 

(名)春よし サロンＬＵＳＳＯ  小林恵美子  こぶしの丘（福祉ネットワーク研究所）シモトリ電気  島津工業㈱ 重寿司 

（福）上越市社会福祉協議会 （福）みんなでいきる スミダ工業㈱ （公社）上越国際交流協会 上越マテリアル㈱ 食

堂まちや 新星建機工業㈱ 上越ライフサポートセンター とん汁のたちばな 冨永金属工業㈱ 大栄建設㈱ 大同紙器

工業㈱  高野寫眞館 竹内直子税理士事務所  どうぶつ愛護福祉研究所  遠間旅館  土の香工房 cotocoto  ねごしの里  

新潟県総合生活協同組合 クルコ上越センター  中郷区まちづくり振興会  ナイトラウンジ・アベニュー ニューフロンテ

ィア  飛田テック㈱ ほしの時計眼鏡店 美容室ドルチェ 美容室 KaRiF 八田賢司司法書士事務所 ひまわり歯科医院 

パブフィールイン 笛木美帆子 ペットクラブエタニティー ぷらっとほーむ  松風園藤作  妙高市市民活動支援センタ

ー  妙高里山保全クラブ  マッシーひまわり まえかわ メガネのさか江  ムーミン動物病院  木セイ香  大和電建㈱ 

大和土建工業㈱ ㈲コバネン ㈲遊心堂 ㈲宮崎ガラス店  ㈲東部石油 ㈲長谷川呉服店 ㈲下鳥商店 ㈲正香園 ㈲滝
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沢紙店 ㈲山岸自動車販売 ㈲勝建設 ㈲渡辺自動車 ㈲アサップ ㈲ユアースペースいいだ ㈲ネオ昭和 ㈲リフォー

ム１１９ ㈲信越保険サービス ㈲アサップ ㈲くらさわ・保険サービス よしはら税務会計事務所 わんこ in リボン

カフェ ㈱山﨑建設 ㈱西脇電気商会 ㈱浜田材木店 ㈱はしば ㈱山本電気 （一社）妙高青年会議所 ㈱妙高自動車

学校 ㈱和信建設 ㈱平林塗装 寺野の自然と暮らそうサポートセンター 高田本町まちづくり㈱ 上越地域医療センタ

ー病院 上越の沖縄ハイサイおじさん 信越工業㈱ 手打ちそば平丸 二幸産業㈱ 妙高建設㈱ 太陽不動産㈱ 正覚庵 

㈲イチカワ冷熱工業 ㈲コスモサービス ㈲ブッチャーズ ㈲京美容室 ㈲司自動車 ㈲中郷自動車整備工場 ㈲新興運

輸 ㈲白金堂 ㈲飯田屋食品 ペットメモリアルエンジェル 

 

くびき野 NPO サポートセンターへの寄附者一覧 

（平成 27 年 3 月末日分まで、敬省略・順不同） 

電機連合 MARUWA ユニオン 

損保ジャパン日本興亜ちきゅう倶楽部社会貢献ファンド 

 

にいがた NPO 基金 寄附者及び協力団体一覧 

（平成 27 年 3 月末日分まで、敬省略・順不同） 

 

「新潟ろうきん NPO 寄付システム」を通じてご寄附をいただいたみなさま 

「ひとくちの寄付」キャンペーンを通じてご寄附をいただいたみなさま 

 

連合新潟中越地域協議会  ワークライフ・セミナー県央地域実行委員会 

NPO 法人やませデザイン会議のみなさま 

 

募金箱設置及び募金活動にご協力をいただいたみなさま 

NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンター  NPO 法人新潟 NPO 協会 

NPO 法人 NPO さんじょう        NPO 法人市民協働ネットワーク長岡 

NPO 法人柏崎まちづくりネットあいさ   NPO 法人食の工房ネットワーク  

NPO 法人くびき里やま学校        NPO 法人夢あふれるまち浦川原  

NPO 法人ポプラの家           NPO 法人うらがわらスポーツクラブ 

NPO 法人うらがわらスポーツクラブ    NPO 法人おおがたスポーツクラブ 

NPO 法人ふるさと越後・温かい音楽の会  NPO 法人ふるさとづくり妙高 

NPO 法人夢マッチング          妙高市市民活動支援センター 

ぷらっとほーむ 

 

募金活動にてご寄附をいただいたみなさま 

 

※ご芳名につきましては、ご承諾いただいた方のみ掲載しております 
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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金 2,064,615 

   現      金 659,813 　前　受　金 10,000 

   普通預金-にいがたNPO基金 1,252,170   預  り  金 51,790 

   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　小口現金 40,000   ｢ひとくち｣預り金 219,500 

   普 通 預 金 4,205,856   未払法人税等 70,000 

    現金・預金 計 6,157,839   未払消費税 637,600 

  （売上債権）    流動負債  計 3,053,505 

   未 収 入 金 2,136,133 負債の部合計 3,053,505 

    売上債権 計 2,136,133 正　味　財　産　の　部

  （その他流動資産）  【正味財産】

   立  替  金 133,260   正味  財産 6,992,865 

    その他流動資産  計 133,260   (うち当期正味財産増加額) △ 61,252 

     流動資産合計 8,604,232    正味財産　計 6,992,865 

 【固定資産】 正味財産の部合計 6,992,865 

  （無形固定資産）

   電話加入権 76,440 

    無形固定資産  計 76,440 

  （投資その他の資産）

   保  証  金 360,000 

   特定預金 1,005,698 

    投資その他の資産  計 1,365,698 

     固定資産合計 1,442,138 

資産の部合計 10,046,370 負債・正味財産の部合計 10,046,370 

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

全事業所 平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動法人くびき野NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
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[税込]（単位：円）

全事業所

   Ⅰ　経常収入
      １．受取会費
       　　 個人会費 500,000 
       　　 団体会費 1,780,000 
         　　 受取会費 合計 2,280,000 
      ２．受取寄附金 5,216,886 
　　　３．受取助成金 0 
　　　４．事業収入
      　　自主事業収入
        　　講師派遣 171,866 
        　　書籍販売 2,800 
        　　参加料収入 217,400 
        　　広告料収入 3,795,650 
        　　印刷機カード販売 1,481,620 
        　　NPOインキュベーション 123,500 
　　　　　　にいがたNPO基金 79,929 
        　　その他 997,480 
          　　自主事業収入 合計 6,870,245 
      　　受託事業収入
        　　上越市ボランティア活動支援事業 3,085,778 
        　　SAVE JAPANプロジェクト 1,100,000 
        　　シニア世代の地域活動参画促進 15,054,971 
          　　受託事業収入 合計 19,240,749 
      ５．その他収益
        　　受取利息 1,363 
          　　その他収益 合計 1,363 
           経常収入  計 33,609,243 
　 Ⅱ  経常費用
   　１．事業費
      （１）人件費
        　　　給与手当 15,821,012 
        　　　法定福利費 1,850,902 
          　　　人件費 合計 17,671,914 
      （２）その他経費
        　　　印刷費 2,984,352 
        　　　広報費 432,000 
        　　　支払報酬 784,916 
        　　　業務委託費 600,000 
        　　　通信費 1,455,259 
        　　　研修費 6,317 
        　　　賃借料 848,132 
        　　　備品消耗品費 939,736 
        　　　助成金 1,020,000 
        　　　旅費交通費 970,240 
        　　　地代家賃 450,750 
        　　　光熱費 25,960 
        　　　租税公課 2,642 
        　　　雑費 367,159 
          　　　その他経費 合計 10,887,463 
         当期事業費 計 28,559,377 
         事業費  計 28,559,377 

特定非営利活動に係る活動計算書
※定款第３３条の収支決算を活動計算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人くびき野NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》
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    　２．管理費
      （１）人件費
        　　　給与手当 417,090 
       　　　 法定福利費 210,519 
          　　　人件費 合計 627,609 
      （２）その他経費
        　　　事務運営会議費 139,749 
        　　　印刷消耗品費 408,029 
        　　　通信費 445,196 
        　　　研修費 24,120 
        　　　備品費 189,648 
        　　　旅費交通費 189,110 
        　　　地代家賃 1,497,200 
        　　　光熱費 180,833 
        　　　租税公課 965,400 
        　　　雑費 374,224 
          　　　その他経費 合計 4,413,509 
          管理費  計 5,041,118 
          経常費用  計 33,600,495 
          経常収支差額 8,748 

  【正味財産増加の部】
    当期収支差額 8,748 
      正味財産増加の部  計 8,748 
  【正味財産減少の部】
      正味財産減少の部  計 0 
　　　　法人税等 70,000 
          当期正味財産増加額 △ 61,252 
          前期繰越正味財産額 7,054,117 
          当期正味財産合計 6,992,865 

《正味財産増減の部》
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[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 659,813 
      普通預金-にいがたNPO基金 1,252,170 
      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　小口現金 40,000 
      普 通 預 金 4,205,856 
        現金・預金 計 6,157,839 
    （売上債権）
      未 収 入 金 2,313,133 
        売上債権 計 2,313,133 
    （その他流動資産）
      立  替  金 133,260 
        その他流動資産  計 133,260 
          流動資産合計 8,604,232 
  【固定資産】
    （無形固定資産）
      電話加入権 76,440 
        無形固定資産  計 76,440 
    （投資その他の資産）
      保  証  金 360,000 
      特定預金 1,005,698 
        投資その他の資産  計 1,365,698 
          固定資産合計 1,442,138 
            資産の部  合計 10,046,370 

  【流動負債】
    未  払  金 2,064,615 
    前　受  金 10,000 
    預  り  金 51,790 
    ｢ひとくち｣預り金 219,500 
　　未払法人税等 70,000 
    未払消費税 637,600 
      流動負債  計 3,053,505 
        負債の部  合計 3,053,505 

        正味財産 6,992,865 

特定非営利活動法人くびき野NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》
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１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日　NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．事業別損益の状況
事業別損益の状況については別紙のとおりです。

３．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は7,363,858円ですが、そのうち180,632円は、にいがたNPO基金事業に使途が特定されています。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

にいがたNPO基金 787,127 1,108,433 1,714,928 180,632 翌期に使用予定の支援用資金

４．固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

投資その他の資産
特定預金 1,005,497 201 0 1,005,698 0 1,005,698

５．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
計算書類に計 内役員及び近

上された金額 親者との取引

（活動計算書）
地代家賃 1,497,200 1,497,200

　・　事業費と管理費の按分方法

計算書類の注記

科目

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按
分しています。

（１）

内容 備考

科目

６．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項
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2,280,000 0 0 0 0 2,280,000

500,000 0 0 0 0 500,000

1,780,000 0 0 0 0 1,780,000

5,216,886 0 1,108,433 0 0 4,108,453

0 0 0 0 0 0

26,110,994 23,130,199 137,429 2,843,366 0 0

171,866 0 57,500 114,366 0 0

2,800 2,800 0 0 0

217,400 91,000 0 126,400 0 0

3,795,650 3,795,650 0 0 0 0

1,481,620 0 0 1,481,620 0 0

123,500 0 0 123,500 0 0

79,929 0 79,929 0 0 0

997,480 0 0 997,480 0 0

3,085,778 3,085,778 0 0 0 0

1,100,000 1,100,000 0 0 0 0

15,054,971 15,054,971 0 0 0 0

1,363 0 0 0 0 1,363

1,363 0 0 0 0 1,363

0 0 0 0 0 0

33,609,243 23,130,199 1,245,862 2,843,366 0 6,389,816

18,299,523 16,130,239 799,305 614,054 128,316 627,609

16,238,102 14,463,590 699,264 535,944 122,214 417,090

2,061,421 1,666,649 100,041 78,110 6,102 210,519

15,300,972 5,790,294 2,414,838 2,568,533 113,798 4,413,509

139,749 0 0 0 0 139,749

3,392,381 2,677,050 267,776 39,526 0 408,029

432,000 432,000 0 0 0 0

784,916 152,958 0 631,958 0 0

600,000 600,000 0 0 0 0

1,900,455 881,020 453,763 32,956 87,520 445,196

30,437 0 4,317 2,000 0 24,120

848,132 16,025 39,100 793,007 0 0

1,129,384 422,267 8,893 492,376 16,200 189,648

1,020,000 0 1,020,000 0 0 0

1,159,350 469,212 302,230 188,720 10,078 189,110

1,947,950 9,000 300,000 141,750 0 1,497,200

206,793 0 0 25,960 0 180,833

968,042 2,442 0 200 0 965,400

741,383 128,320 18,759 220,080 0 374,224

33,600,495 21,920,533 3,214,143 3,182,587 242,114 5,041,118

8,748 1,209,666 -1,968,281 -339,221 -242,114 1,348,698
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[税込]（単位：円）

全事業所

   Ⅰ　経常収入
      １．受取会費
       　　 個人会費 600,000 
       　　 団体会費 1,700,000 
         　　 受取会費 合計 2,300,000 
      ２．受取寄附金 4,300,000 
　　　３．受取助成金 0 
　　　４．事業収入
      　　自主事業収入
        　　講師派遣 150,000 
        　　書籍販売 0 
        　　参加料収入 100,000 
        　　広告料収入 4,000,000 
        　　印刷機カード販売 1,500,000 
        　　NPOインキュベーション 0 
          　　自主事業収入 合計 5,750,000 
      　　受託事業収入
        　　上越市ボランティア活動支援事業 3,082,895 
        　　SAVE JAPANプロジェクト 1,100,000 
          　　受託事業収入 合計 4,182,895 
      ５．その他収益
        　　受取利息 1,000 
          　　その他収益 合計 1,000 
           経常収入  計 16,533,895 
　 Ⅱ  経常費用
   　１．事業費
      （１）人件費
        　　　給与手当 8,500,000 
        　　　法定福利費 1,100,000 
          　　　人件費 合計 9,600,000 
      （２）その他経費
              会議運営費 60,000 
        　　　印刷費 850,000 
        　　　支払報酬 50,000 
        　　　業務委託費 600,000 
        　　　通信費 300,000 
        　　　研修費 12,000 
        　　　賃借料 790,000 
        　　　備品消耗品費 350,000 
        　　　助成金 2,000,000 
        　　　旅費交通費 300,000 
        　　　地代家賃 0 
        　　　光熱費 0 
        　　　租税公課 5,000 
        　　　雑費 50,000 
          　　　その他経費 合計 5,367,000 
         当期事業費 計 14,967,000 
         事業費  計 14,967,000 

特定非営利活動に係る活動予算書
※定款第３３条の収支予算書を活動予算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人くびき野NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》
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    　２．管理費
      （１）人件費
        　　　給与手当 480,000 
       　　　 法定福利費 0 

          　　　人件費 合計 480,000 

      （２）その他経費

        　　　事務運営会議費 100,000 

        　　　印刷消耗品費 150,000 

        　　　通信費 400,000 

        　　　研修費 50,000 

　　　　　　　備品費 100,000 

        　　　旅費交通費 200,000 

        　　　地代家賃 1,440,000 

        　　　光熱費 240,000 

        　　　租税公課 600,000 

        　　　雑費 150,000 
          　　　その他経費 合計 3,430,000 
          管理費  計 3,910,000 
　　　　　経常費用　計 18,877,000 
          経常収支差額 △ 2,343,105 

  【正味財産増加の部】
    正味財産増加の部  計 0 
  【正味財産減少の部】
    当期収支差額 △ 2,343,105 
      正味財産減少の部  計 2,343,105 
　　　　法人税等 70,000 
          当期正味財産増加額 △ 2,413,105 
          前期繰越正味財産額 6,992,865 
          当期正味財産合計 4,579,760 

《正味財産増減の部》
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再任 

内山 勇人    (団体会員・株式会社内山ホーム) 

秋山 三枝子   (個人会員・新潟県議会議員) 

大島   誠     (団体会員・株式会社ランドスタッフ) 

金子 洋二     (団体会員・NPO 法人新潟 NPO 協会) 

片桐 公彦     (団体会員・社会福祉法人みんなでいきる) 

小林  淳      (団体会員・NPO 法人 NPO さんじょう) 

品川 久美子   (団体会員・株式会社品川アートプロ)  

柴野 美佐代    (団体会員・ぷらっとほーむ) 

竹内 義晴     (団体会員・NPO 法人しごとのみらい) 

中條 美奈子    (団体会員・NPO 法人マミーズ・ネット) 

八木 崇博   (団体会員・公益社団法人上越青年会議所) 

 

        退任 

小川 峰夫     (協同組合新潟県異業種交流センター) 

 

新任 

小田 武彦  （団体会員・NPO 法人くびき振興会） 

 

 

 

監事 

岩野 秀人     (個人会員・司法書士) 

大原 啓資     (個人会員・公認会計士) 
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平成27年5月13日　現在

有限会社　ジャンプ　　割烹　明治庵 有限会社　リフォーム119

上越ケーブルビジョン　株式会社 株式会社　リボーン

アイエムタクシー　株式会社 株式会社　上越シビックサービス 有限会社　わかなみ

医療法人社団　愛クリニック 上越信用金庫 （五十音順）

株式会社　アイシン 株式会社　上越タイムス社

有限会社　アイネット 株式会社　上越フィネラル

株式会社　アミューズ 株式会社　上越メンテナンス

株式会社　有沢製作所 株式会社　上新ビルサービス

アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社 株式会社　新金谷

有限会社　石倉製麺所 有限会社　新興運輸 NPO法人　あにまるネットワーク・ポニーズ

株式会社　石田工業所 株式会社　鈴木コーヒー NPO法人　えちご若者元気塾

株式会社　一小イチコ 有限会社　正香園 NPO法人　NPOさんじょう

株式会社　井手塾 株式会社　第一印刷所　上越支店 NPO法人　NPO雪のふるさと安塚

株式会社　いとう商会 大栄建設　株式会社 NPO法人　おおがたスポーツクラブ

稲垣鐵工　株式会社 株式会社　大黒屋高田ターミナルホテル NPO法人　大杉の里

株式会社　岩の原葡萄園 高達倉庫　有限会社 NPO法人　おりづる

有限会社　ウィンネット 合資会社　竹田酒造店 NPO法人　かみえちご山里ファン倶楽部

株式会社　植木組　上越支店 長養館 NPO法人　木と遊ぶ研究所

株式会社　上野金物 有限会社　月徳飯店 NPO法人　くびき里やま学校

株式会社　宇喜世 株式会社　東光クリエート NPO法人　くびき振興会

ウシキ株式会社 東北電力　株式会社　上越営業所 NPO法人　くびきのお宝のこす会

株式会社　内山ホーム 株式会社　ナルス NPO法人　頸城野郷土資料室

株式会社　エコシステム 新潟県上越国土測量　株式会社 NPO法人　くびき来夢ネット

株式会社　SBFコーポレーション 新潟精密　株式会社 NPO法人　くわどり大杉の家

有限会社　越後車輌 新潟太陽誘電株式会社 NPO法人　国際フリースクールICAN

大島自動車販売　株式会社 有限会社　日本ビジネスサポート NPO法人　骨髄バンクサポート新潟

株式会社　大島ホケン 株式会社　バーツ・プロダクション NPO法人　コミュニティケアありがとう

有限会社　大町調剤薬局 有限会社　白金堂 NPO法人　さいがたぬくもりの会

有限会社　御菓子処かの子 原矯正歯科 NPO法人　しごとのみらい

オギハラ工業　株式会社 飛田テック　株式会社 NPO法人　シニアネットワークあらい

おひさま耳鼻咽喉科 株式会社　平林塗装 NPO法人　上越地域学校教育支援センター

株式会社　加賀田組　上越営業所 有限会社　フクザキ NPO法人　上越地域活性化機構

株式会社　柿崎機械 有限会社　福田商店 NPO法人　食の工房ネットワーク

カネヨ運輸　株式会社 平安セレモニー　株式会社 NPO法人　女性みちみらい上越

株式会社　木村板金工業 株式会社　平八 NPO法人　素人芝居大浦安

株式会社　久比岐開発 株式会社　ほうとく NPO法人　スキップ

頚城酒造株式会社 北陸工業株式会社 NPO法人　ナースネット上越

株式会社　くびき野ライフスタイル研究所 株式会社　保坂工務店 NPO法人　長野県NPOセンター

株式会社　ケーナール 株式会社　ホンダプリモミズサワ NPO法人　南葉

株式会社　謙信堂 株式会社　マキタ創建 NPO法人　新潟NPO協会

高坂防災　株式会社 食堂まちや NPO法人　新潟絵屋

株式会社　小山工業所 株式会社　丸山酒造場 NPO法人　新潟県災害救援機構

医療法人社団　小山歯科医院 三井企画　株式会社 NPO法人　はつらつライフ相談館

株式会社　齊藤商事 三星工業　株式会社 NPO法人　ピース・アニマルズ・ホーム

サクラ印刷　株式会社 みよし NPO法人　ひまわりクラブ

株式会社　サトコウ 株式会社　山﨑建設 NPO法人  フェニックス

株式会社　ジェイテック 株式会社 ヤマダトータル NPO法人　ふるさと越後･温かい音楽の会

株式会社　品川アート・プロ 有限会社　ユー・アイ工業 NPO法人　ふるさとワッショイ

島津工業　株式会社 株式会社　ランドスタッフ NPO法人　ポプラの家

（　N　P　O　法　人　）

会員数／271　　【企業／99（休会／2）　　団体／66　　個人／106（休会／1）】

（　企　業　）

くびき野NPOサポートセンター　会員一覧

＜　団　体　会　員　＞
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NPO法人　松之山いきいき隊 相澤　吉久 近藤　久美子 安田　浩

NPO法人　マミーズ・ネット 秋山　博子 近藤　尚仁 山口　善敬

NPO法人　緑とくらしの学校 秋山　武司 近藤　優子 山田　護

NPO法人　ゆめきゃんぱす 秋山　三枝子 斉川　紀夫 山本　毅

（五十音順） 上石　喜代子 佐久間　清子 横田　克彦

明間　清治 笹川　コメ 横田　聖

阿部　葉子 佐藤　栄一 吉崎　利生

荒川　浩和 佐藤　正宏 吉田　侃

飯田　孝浩 清水　健一 （五十音順）

五十嵐　公子 霜村　浩

あおぞらCLUB 池田　洋子 新保　絵梨

（有）アセス 石平　春彦 鈴木　裕子

公益財団法人AFS日本協会上越支部 石田　剛史 関原　英里子

頚南あらい子ども劇場OB会 伊関　望 世古　一穂

上越おやこ劇場 今井　徹 高島　信之

上越情報ビジネス専門学校 今井　啓介 髙鳥　修一

公益社団法人　上越青年会議所 岩野　秀人 高橋　美嘉子

上越〈対話法〉研究会 植木　めぐみ 武田　公夫

関山駅舎サロン＆画廊愛好会 上野　みさよ 田中　一裕

真宗大谷派　高田別院 上松　和子 田村　雅彦

公益社団法人　高田法人会 歌川　多喜司 塚田　俊幸

直江津銀行とﾗｲｵﾝ像の保存活用を支援する会 梅谷　守 椿　卓士

新潟つながるそばの会 青海　一由 徳武　良平

ぷらっとほーむ 大島　誠 中川　幹太

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会 大島　洋一 長崎　忍

NGO Kubikino 前島密くらぶ 大滝　邦洋 長野　重夫

妙高からむし研究会 大原　啓資 西山　要耕

妙高市市民活動支援センター 大前　敦巳 楡井　辰雄

一般社団法人　妙高青年会議所 岡田　未知子 沼屋　希夫

社会福祉法人　みんなでいきる 岡田　隆志 野本　洋介

連合新潟上越地域協議会 岡庭　洋一 長谷川　清

社会福祉法人　ロングラン 岡本　吏郎 原田　博美

（五十音順） 荻原　潔 平出　武

荻原　幸子 平原　匡

笠井　光俊 平良木　哲也

風間　直樹 笛田　美帆

柏倉　実 福田　聖

片桐　友紀 藤田　恵美子

加藤　泰輔 古川　恵美

川瀬　明美 古澤　良彰

木村　治 本多　織音

久保田　正 松岡　富郎

熊木　勉 松川　太賀雄

河野　凉子 松倉　久枝

小林　周子 松田　典子

小林　俊一 三浦　一浩

小林　純子 水野　カホル

小林　久子 宮越　和吉

小柳　勝司 森山　由美子

（　そ　の　他　団　体　）

＜　個　人　会　員　＞


