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未来（まえ）をみて 

 

理事長 内山勇人 

 

 

 まずは、総会開催に当たり、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

めて御礼を申し上げます。 

お陰様で平成 27 年度も、スタッフの人員不足という問題も抱えながらも、当初の事業計画からの

達成度も概ね良好というところで事業報告をさせていただけると考えております。しかしながら、

会計面では非常に厳しい運営により大きな赤字決算となってしまい、多くの関係者に対して、反省

の気持ちをもってご報告しなければなりません。 

平成 28 年度は基本理念に掲げる地域社会における組織としての役割を果たすための事業を確固

たるものと形作ることはもとより、会計面の改善も重要なテーマとして取り組んでいかなければな

りません。そのためには、資金が安定的に入ってくる仕組みづくりが必要となります。すでに、物

心両面からご支援いただいている関係各位には大変恐縮ですが、以下の二点について、何か情報を

いただけるようであれば、是非ともご協力をお願いします。 

 一つ目は「ＮＰＯインキュベーション事業」についてです。皆様ご承知の通り、高土町の事務局

の隣の部屋が空き部屋となっておりますが、昨年度来、そこを事務所としてお借りいただく団体を

募集していましたが、本年度は少し視野を広げて、事務局機能の窓口代行による運営のお手伝いを

させていただくことができないか、といった構想を持っております。また、活動して間もない団体

にシェアオフィスとしてご利用いただくなど、いずれにしてもサポセン事務局が隣にいることで、

ご利用される団体ともＷｉｎ－Ｗｉｎの関係が築けるような取り組みにしていきたいと考えており

ます。 

 もう一つは、上越タイムスの紙面の変更についてです。月曜日の「ＮＰＯ ＰＲＥＳＳ」が紙面中

ほどの 12～14 面に掲載ページが変わり、カラーページを使うことができるようになりました。これ

により色鮮やかなカラー紙面を活用した、訴求力の高い発信が実現しました。迫真性の高いカラー

の紙面で、団体や企業の皆様のＰＲにも繋がるなど、その可能性は大きく広がったと考えておりま

す。 

 また、本年度も「上越市市民活動交流会」や「上越市災害ボランティア連携推進会議」など、行

政や他団体との協働による新たな取り組みも計画しております。また、二年後の 2018 年には設立

20 周年を迎えますので、その先の新たな 10 年に向けたビジョンの策定など、本年度から準備を進

めていく取り組みもございます。 

 本年も、変わらぬご支援をお願いいたします。 
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項目 決算 項目 決算

寄付金収入 1,037,365 助成金支出（未払い） 900,000

第４回ひとくちの寄付（※H27.4月分） 15,000 第４回助成金（未払い） 900,000

第５回ひとくちの寄付（※1） 0

おまかせの寄付 1,022,365 助成金支出 11,250

第４回ひとくちの寄付 11,250

前期繰越金 180,632 経費 813,918

　会場費 12,900

くびき野NPOサポートセンター負担金 510,168 　旅費交通費（運営委員、事務局、団体等含む） 157,323

　印刷費 1,200

その他（利息等） 156 　通信費 625,281

　備品消耗品費 42

　雑費、租税費 17,172

当期収入合計 1,728,321 当期支出合計 1,725,168

次期繰越 3,153

収入合計 1,728,321 支出合計 1,728,321

にいがたNPO基金　平成27年度　決算書（案）

平成26年4月1日～平成27年3月31日

収入の部 支出の部
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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) 

 

(医)愛クリニック   (一社)妙高青年会議所 

上越ライフサポートセンター(連合上越) 
 

くびき野温泉開発㈱門前の湯   ㈲月徳飯店 

おひさま耳鼻咽喉科   (福)みんなでいきる 

 
アイレック新潟㈱  ㈱井手塾  日本 NPO センター  高坂防災㈱ 

㈱丸山酒造場  総合生協上越センター 緑とくらしの学校  絆の家 

 

妙高市市民活動支援センター  大杉の里  カイロプラクテックリバース 

ポプラの家  ㈱上越メンテナンス   ㈲正香園    割烹旅館晴山荘 

㈱植木組    ㈱木村板金工業   街なかにぎわい推進委員会   ㈲石倉製麺所 

(福)にいがた寿会いたくら桜園    ㈲ヨシダヤペット  新潟太陽誘電㈱ 

㈲日本ビジネスサポート   春日神社   榊神社     ㈱未来アートブック 

㈱上越シビックサービス    (公社)高田法人会  便利屋の助さん 

(福)上越市社会福祉協議会  やさしい手 介護相談センター 

 
(一財)新潟ろうきん福祉財団   美容室 KaRiF(カリフ)   稲垣鐵工㈱  高達倉庫㈲ 

㈱品川アートプロ   三井企画㈱   ㈱リボーン  高田広告舎プラステン  ㈱山仙 

ＮＰＯさんじょう  骨髄バンクサポート新潟  中郷区まちづくり振興会   ㈱コバネン 

(公社)上越国際交流協会   新潟 NPO 協会   新潟県カウセリング協会 

㈲サトーオート  ㈲越後車両  山本輝  杜の伝言板ゆるる  サッカーショップリベロ 

㈱三原田組   ㈱アイシン   コミュニティケアありがとう   はつらつライフ相談館 

㈲岡田電装工業    ㈲サンエックスジャパンＧＡＲＡＫＵＴＡ合衆国   妙高建設㈱ 

新潟県災害救援機構   さん来夢あらいスペースあら・いー   ㈱北陸雪国科学 

ＪＣＶ上越ケーブルビジョン  とちぎ協働デザインリーグ わかやまＮＰＯセンター  妙高建設㈱  

岡山ＮＰＯセンター   市民活動ネットワークひとサポ   ㈲佐藤電設工業 

㈲新興運輸   大嶋真泉堂   税理士法人石田会計事務所   頚城酒造㈱  ㈲田嶋屋 

㈱谷村塗装工業  ㈱内山ホーム  新井信用金庫   ㈱山﨑建設   スミダ工業㈱ 

(株)西脇電気商会   千代の光酒造㈱   池田興産㈱   (合資)金子商店 ㈱マイスター 

西脇建設㈱   信越工業㈱   ㈱和信建設   (公社)上越青年会議所  マミーズ・ネット 

ゆめきゃんぱす   あにまるネットワーク・ポニーズ   素人芝居大浦安   ねごしの里 

頸城野郷土資料室   さいがたぬくもりの会   おおがたスポーツクラブ  げんき妙高 

うらがわらスポーツクラブ   寺野の自然と暮らそうサポートセンター   くびき振興会 

しごとのみらい   ふるさとづくり妙高   しっぽのなかま上越    妙高里山保全クラブ 

いきいき春日野    平丸スゲ細工保存会   食の工房ネットワーク     スキップ 

よしはら税務会計事務所   国際フリースクールⅠＣＡＮ   前島密くらぶ   アジャストＩＴシステム 
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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） 

＊匿名希望の方は除いております。 

 

株式会社くびき野ライフスタイル研究所 

団体会員のみなさま 

 

 

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 寄付システムご登録者のみなさま 

市民活動ネットワークひとサポ         傾聴ボランティアネットワークにいがた 

ワーク＆ライフフォーラム in 新潟 

 

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 法人くびき里やま学校 

NPO 法人うらがわらスポーツクラブ      NPO 法人上越メンタルネット 

NPO 法人ふるさと越後・温かい音楽の会    NPO 法人おおがたスポーツクラブ 

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         ねごしの里   

募金活動にてご寄附をいただいたみなさま 
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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 1,559,398 

   現      金 413,036   前  受  金 5,000 

   普通預金-にいがたNPO基金 1,271,280   預  り  金 121,320 

   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　小口現金 40,000   ｢ひとくち｣預り金 5,000 

   普 通 預 金 23,824   未払法人税等 70,000 

    現金・預金 計 1,748,140   短期借入金 1,300,000 

  （売上債権）    流動負債  計 3,060,818 

   未 収 入 金 2,160,641 負債の部合計 3,060,818 

    売上債権 計 2,160,641 正　味　財　産　の　部

  （その他流動資産）  【正味財産】

   立  替  金 465,617   正味  財産 1,750,020 

    その他流動資産  計 465,617   (うち当期正味財産増加額) △ 5,242,845 

     流動資産合計 4,374,398    正味財産　計 1,750,020 

 【固定資産】 正味財産の部合計 1,750,020 

  （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 

    投資その他の資産  計 360,000 

     固定資産合計 436,440 

資産の部合計 4,810,838 負債・正味財産の部合計 4,810,838 

特定非営利活動に係る貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

全事業所 平成28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 535,000 
        団体会員 1,960,000 
          受取会費 合計 2,495,000 
    2. 受取寄附金 2,529,211 
    3. 受取助成金 0 
    4. 事業収入
       自主事業収入
        講師派遣 91,803 
        参加料収入 26,000 
        広告料収入 2,250,572 
        印刷機カード販売 1,204,600 
        その他 327,000 
          自主事業収入 合計 3,899,975 
       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 726 
          その他収益 合計 726 
            経常収入  計 13,107,807 

  Ⅱ　経常費用
    1. 事業費
     (1)人件費
         給与手当 8,764,190 
         法定福利費 843,261 
          人件費 合計 9,607,451 
     (2)その他経費
         印刷費 163,336 
         支払報酬 12,000 
         業務委託費 600,000 
         通信費 1,000,546 
         研修費 54,000 
         賃借料 749,831 
         備品消耗品費 631,913 
         助成金 900,000 
         旅費交通費 402,714 
         地代家賃 300,000 
         租税公課 1,000 
         雑費 46,854 
          その他経費 合計 4,862,194 
       当期事業費 計 14,469,645 
       事業費  計 14,469,645 

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

特定非営利活動に係る活動計算書

《経常収支の部》

※定款第３３条の収支決算を活動計算書と呼んでいます。
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    2. 管理費
     (1)人件費
         給与手当 742,120 
         法定福利費 32,445 
          人件費 合計 774,565 
     (2)その他経費
         事務運営会議費 118,986 
         印刷消耗品費 196,626 
         通信費 385,558 
         備品費 1,134 
         旅費交通費 107,451 
         地代家賃 1,555,200 
         光熱費 131,023 
         租税公課 297,550 
         雑費 242,914 
          その他経費 合計 3,036,442 
       管理費  計 3,811,007 
       経常費用計 18,280,652 
       経常収支差額 △ 5,172,845 

  【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 5,172,845 
      正味財産減少の部  計 5,172,845 
        法人税等 70,000 
          当期正味財産増加額 △ 5,242,845 
          前期繰越正味財産額 6,992,865 
          当期正味財産合計 1,750,020 

《正味財産増減の部》



20 

[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金 413,036 

      普通預金-にいがたNPO基金 1,271,280 

      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　小口現金 40,000 

      普 通 預 金 23,824 

        現金・預金 計 1,748,140 

    （売上債権）

      未 収 入 金 2,160,641 

        売上債権 計 2,160,641 

    （その他流動資産）

      立  替  金 465,617 

        その他流動資産  計 465,617 

          流動資産合計 4,374,398 

  【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 

        投資その他の資産  計 360,000 

          固定資産合計 436,440 

            資産の部  合計 4,810,838 

  【流動負債】

    未  払  金 1,559,398 

    前  受  金 5,000 

    預  り  金 121,320 

    ｢ひとくち｣預り金 5,000 

    未払法人税等 70,000 

    短期借入金 1,300,000 

      流動負債  計 3,060,818 

        負債の部  合計 3,060,818 

        正味財産 1,750,020 

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28年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る財産目録

《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1,750,020円ですが、そのうち3,153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 180,632 1,037,521 1,215,000 3,153 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 39 1,005,536 0 0 0

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 1,555,200 1,555,200

　・　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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平成27年度
市民のNPO
への関心を
高める事業

市民のNPO
への支援を
高める事業

地域に自主･
自立したNPO
を増やす

センター運営
に関する事業

管理費

事業別収入

1.受取会費 2,495,000 0 0 0 0 2,495,000

　　個人会費 535,000 0 0 0 0 535,000

　　団体会員 1,960,000 0 0 0 0 1,960,000

2.受取寄附金 2,529,211 0 1,037,365 0 0 1,491,846

3.受取助成金 0 0 0 0 0 0

4.事業収入 8,083,596 6,433,467 55,000 1,322,403 272,000 726

　（１）自主事業収入 3,899,975 2,250,572 55,000 1,322,403 272,000 0

　　　　講師派遣 91,803 0 0 91,803 0 0

　　　　参加料収入 26,000 0 0 26,000 0 0

　　　　広告料収入 2,250,572 2,250,572 0 0 0 0

　　　　印刷機カード販売 1,204,600 0 0 1,204,600 0 0

　　　　NPOインキュベーション 0 0 0 0 0 0

　　　　にいがたNPO基金 0 0 0 0 0 0

　　　　その他 327,000 0 55,000 0 272,000 0

　（２）受託事業収入 4,182,895 4,182,895 0 0 0 0

　　　　上越市ボラ活動支援 3,082,895 3,082,895 0 0 0 0

　　　　 SAVE JAPANプロジェクト 1,100,000 1,100,000 0 0 0 0

5.その他収益 726 0 0 0 0 726

  受取利息 726 0 0 0 0 726

  雑収入 0 0 0 0 0 0

事業別収入　計 13,107,807 6,433,467 1,092,365 1,322,403 272,000 3,987,572

事業費・管理費

（１）人件費 10,382,016 7,496,637 1,426,960 469,625 214,229 774,565

　　　給与手当 9,506,310 6,902,831 1,251,872 409,643 199,844 742,120

　　　法定福利費 875,706 593,806 175,088 59,982 14,385 32,445

（２）その他経費 7,898,636 1,334,618 2,055,766 1,359,013 112,797 3,036,442

　　　会議運営費 118,986 0 0 0 0 118,986

　　　印刷費 359,962 119,880 1,200 0 42,256 196,626

　　　広報費 0 0 0 0 0 0

　　　支払報酬 12,000 0 0 12,000 0 0

　　　業務委託費 600,000 600,000 0 0 0 0

　　　通信費 1,386,104 331,408 625,281 987 42,870 385,558

　　　研修費 54,000 50,000 0 4,000 0 0

　　　賃借料 749,831 0 12,900 736,931 0 0

　　　備品消耗品費 633,047 34,400 42 594,420 3,051 1,134

　　　助成金 900,000 0 900,000 0 0 0

　　　旅費交通費 510,165 179,122 199,171 773 23,648 107,451

　　　地代家賃 1,855,200 0 300,000 0 0 1,555,200

　　　光熱費 131,023 0 0 0 0 131,023

　　　租税公課 298,550 1,000 0 0 0 297,550

　　　雑費 289,768 18,808 17,172 9,902 972 242,914

事業費・管理費　計 18,280,652 8,831,255 3,482,726 1,828,638 327,026 3,811,007

差引事業損益 -5,172,845 -2,397,788 -2,390,361 -506,235 -55,026 176,565
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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 
        団体会員 2,000,000 
          受取会費 合計 2,600,000 
    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 
        参加料収入 60,000 
        広告料収入 4,000,000 
        印刷機カード販売 1,250,000 
        NPOインキュベーション 300,000 
          自主事業収入 合計 5,760,000 
       受託事業収入
        上越市市民活動支援事業 3,528,097 
        SAVE JAPANプロジェクト 1,000,000 
          受託事業収入 合計 4,528,097 
     5.その他収益
        受取利息 726 
        雑収入 0 
          その他収益 合計 726 
            経常収入  計 17,188,823 

  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 780,000 
          人件費 合計 9,280,000 
     (2)その他経費
         印刷費 250,000 
         支払報酬 40,000 
         業務委託費 630,000 
         通信費 750,000 
         研修費 50,000 
         賃借料 78,000 
         備品消耗品費 550,000 
         助成金 1,800,000 
         旅費交通費 350,000 
         地代家賃 0 
         租税公課 1,000 
         雑費 50,000 
          その他経費 合計 4,549,000 
       当期事業費 計 13,829,000 
       事業費  計 13,829,000 

特定非営利活動に係る活動予算書
※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28年 4月 1日  至 平成29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 700,000 
         法定福利費 30,000 
          人件費 合計 730,000 
     (2)その他経費
         事務運営会議費 100,000 
         印刷消耗品費 180,000 
         通信費 360,000 
         備品費 30,000 
         旅費交通費 100,000 
         地代家賃 1,500,000 
         光熱費 130,000 
         租税公課 1,050 
         雑費 150,000 
          その他経費 合計 2,551,050 
       管理費  計 3,281,050 
       経常費用計 17,110,050 
       経常収支差額 78,773 

  【正味財産増加の部】
    正味財産増加の部  計 78,773 
  【正味財産減少の部】
    当期収支差額 0 
      正味財産減少の部  計 78,773 
        法人税等 70,000 
          当期正味財産増加額 8,773 
          前期繰越正味財産額 1,695,120 
          当期正味財産合計 1,686,347 

《正味財産増減の部》
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新任 

渡邉 信子  （団体会員・NPO 法人新潟 NPO 協会） 
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平成28年5月13日　現在

株式会社　上越メンテナンス

株式会社　上新ビルサービス

アイエムタクシー　株式会社 株式会社　新金谷 NPO法人　えちご若者元気塾

医療法人社団　愛クリニック 有限会社　新興運輸 NPO法人　NPOさんじょう

株式会社　アイシン 株式会社　鈴木コーヒー NPO法人　NPO雪のふるさと安塚

株式会社　アミューズ 有限会社　正香園　 NPO法人　おおがたスポーツクラブ

株式会社　有沢製作所 株式会社　第一印刷所　上越支店 NPO法人　大杉の里

アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社 大栄建設　株式会社 NPO法人　おりづる

有限会社　石倉製麺所 株式会社　大黒屋高田ターミナルホテル NPO法人　かみえちご山里ファン倶楽部

株式会社　石田工業所　 高達倉庫　有限会社 NPO法人　木と遊ぶ研究所

株式会社　一小イチコ 合資会社　竹田酒造店 NPO法人　くびき里やま学校

株式会社　井手塾 長養館 NPO法人　くびき振興会

株式会社　いとう商会　 有限会社　月徳飯店 NPO法人　くびきのお宝のこす会

稲垣鐵工　株式会社 株式会社　東光クリエート NPO法人　頸城野郷土資料室

株式会社　岩の原葡萄園 東北電力　株式会社　上越営業所 NPO法人　くびき来夢ネット

株式会社　植木組　上越支店 株式会社　ナルス NPO法人　くわどり大杉の家

株式会社　上野金物 新潟県上越国土測量　株式会社 NPO法人　国際フリースクールICAN　

株式会社　宇喜世 新潟精密　株式会社 NPO法人　骨髄バンクサポート新潟

ウシキ株式会社 新潟太陽誘電株式会社 NPO法人　コミュニティケアありがとう

株式会社　内山ホーム 有限会社　日本ビジネスサポート　 NPO法人　さいがたぬくもりの会

株式会社　エコシステム 株式会社　バーツ・プロダクション NPO法人　しごとのみらい

株式会社　SBFコーポレーション 有限会社　白金堂 NPO法人　シニアネットワークあらい

有限会社　越後車輌 原矯正歯科 NPO法人　上越地域学校教育支援センター

大島自動車販売　株式会社 飛田テック　株式会社 NPO法人　上越地域活性化機構

株式会社　大島ホケン 株式会社　平林塗装 NPO法人　食の工房ネットワーク

オギハラ工業　株式会社 有限会社　フクザキ NPO法人　女性みちみらい上越

おひさま耳鼻咽喉科 有限会社　福田商店 NPO法人　素人芝居大浦安

株式会社　加賀田組　上越営業所 平安セレモニー　株式会社 NPO法人　スキップ

株式会社　柿崎機械 株式会社　平八 NPO法人　長野県ＮＰＯセンター

カネヨ運輸　株式会社 株式会社　ほうとく NPO法人　南葉

株式会社　木村板金工業 北陸工業株式会社 NPO法人　新潟NPO協会

株式会社　久比岐開発 株式会社　保坂工務店 NPO法人　新潟絵屋

頚城酒造株式会社 株式会社　ホンダプリモミズサワ NPO法人　新潟県災害救援機構

株式会社　くびき野ライフスタイル研究所 株式会社　マキタ創建 NPO法人　はつらつライフ相談館

株式会社　ケーナール 食堂まちや NPO法人　ひまわりクラブ

株式会社　謙信堂 株式会社　丸山酒造場 NPO法人　平丸スゲ細工保存会

高坂防災　株式会社 三井企画　株式会社 NPO法人  フェニックス

株式会社　小山工業所 三星工業　株式会社 NPO法人　ふるさと越後･温かい音楽の会

医療法人社団　小山歯科医院 みよし NPO法人　ふるさとワッショイ

株式会社　齊藤商事 株式会社　山﨑建設 NPO法人　ポプラの家

サクラ印刷　株式会社 株式会社　ヤマダトータル NPO法人　松之山いきいき隊

株式会社　サトコウ 有限会社　ユー・アイ工業 NPO法人　マミーズ・ネット

株式会社　品川アート・プロ 株式会社　ランドスタッフ NPO法人　緑とくらしの学校

島津工業　株式会社 有限会社　リフォーム119 NPO法人　ゆめきゃんぱす

有限会社　ジャンプ　　割烹　明治庵 株式会社　リボーン （五十音順）

上越ケーブルビジョン　株式会社 有限会社　わかなみ

株式会社　上越シビックサービス （五十音順）

上越信用金庫

株式会社　上越タイムス社

会員数／261　　【企業／93（休会／2）　　団体／63　　個人／105（休会／1）】

（　企　業　）

くびき野NPOサポートセンター　会員一覧

（　N　P　O　法　人　）

＜　団　体　会　員　＞
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あおぞらCLUB 相澤　吉久 小柳　勝司 山口　善敬

（有）アセス 秋山　博子 近藤　久美子 山田　護

公益財団法人AFS日本協会上越支部 秋山　武司 近藤　尚仁 山本　毅

上越おやこ劇場 秋山　三枝子 近藤　優子 横田　克彦

公益社団法人　上越青年会議所 上石　喜代子 斉川　紀夫 横田　聖

上越〈対話法〉研究会 明間　清治 佐久間　清子 吉崎　利生

社会福祉法人上越妙高福祉会 阿部　葉子 笹川　コメ 吉田　侃

真宗大谷派　高田別院 荒川　浩和 佐藤　朋子 （五十音順）

公益社団法人　高田法人会 飯田　孝浩 佐藤　雅子

直江津銀行とﾗｲｵﾝ像の保存活用を支援する会 五十嵐　公子 佐藤　正宏

新潟つながるそばの会 池田　洋子 霜村　浩

ぷらっとほーむ 石平　春彦 新保　絵梨

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会 石田　剛史 関原　英里子

NGO Kubikino 前島密くらぶ 伊関　望 世古　一穂

妙高からむし研究会 稲井　義一 高島　信之

妙高市市民活動支援センター 今井　徹 髙鳥　修一

一般社団法人　妙高青年会議所 岩野　秀人 高橋　美嘉子

社会福祉法人　みんなでいきる 植木　めぐみ 武田　公夫

連合新潟上越地域協議会 上野　みさよ 田中　一裕

社会福祉法人　ロングラン 上松　和子 田村　雅彦

（五十音順） 歌川　多喜司 塚田　俊幸

梅谷　守 椿　卓士

青海　一由 寺﨑　敬子

大島　誠 徳武　良平

大島　洋一 中川　幹太

大滝　邦洋 長崎　忍

大原　啓資 長野　重夫

大前　敦巳 西山　要耕

岡田　未知子 楡井　辰雄

岡田　隆志 沼屋　希夫

岡庭　洋一 野本　洋介

岡本　吏郎 長谷川　清

荻原　潔 原田　博美

荻原　幸子 平出　武

笠井　光俊 平原　匡

風間　直樹 平良木　哲也

柏倉　実 笛田　美帆

片桐　友紀 福田　聖

加藤　泰輔 藤田　恵美子

金子　廣水 古川　恵美

金子　洋二 古澤　良彰

川瀬　明美 本多　織音

久保田　正 松倉　久枝

熊木　勉 松田　典子

河野　凉子 三浦　一浩

小林　周子 水野　カホル

小林　俊一 宮越　和吉

小林　純子 森山　由美子

小林　久子 安田　浩

＜　個　人　会　員　＞（　そ　の　他　団　体　）
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くびき野地域 NPO 法人一覧 

 

NO 名             称 理事長名 所在地 認証年月日 活  動  の  目  的

1 くびき野ＮＰＯサポートセンター 内山　勇人 上越市 H11.4.12
ＮＰＯ（非営利の市民活動団体）相互の情報交換や連携を図り、新たに特定非営利活動法人を作ろうとする団

体及び個人への活動支援を行うことを目的とする。

2 木と遊ぶ研究所 室岡　耕次 上越市 H11.4.12 森林および環境の保全。

3 新潟県災害救援機構 梅澤　圓了 上越市 H12.5.19 災害救援活動・社会教育の推進。

4 シニアネットワークあらい 北村    譲 妙高市 H13.9.19 保健、医療又は福祉の増進・まちづくりの推進。

5 徳合ふるさとの会 塚越　秋三 糸魚川市 H13.10.2 環境保全・まちづくりの推進。

6 スキップ 丸山　柾子 上越市 H13.10.17 高齢者･障害者の自立支援による地域福祉の発展。

7 くびき里やま学校 大嶋　清一 頚城区 H13.10.19 環境保全、社会教育の推進。

8 かみえちご山里ファン倶楽部 和瀬田 仙二 上越市 H14.2.19 まちづくりの推進・文化、芸術の振興。

9 ふるさとワッショイ 久保田　雄司 旧松之山町 H14.5.17 自然の中での体験活動を通した都市・地方の交流化､社会教育の推進。

10 上越地域学校教育支援センター 小林　毅夫 上越市 H14.7.10 子どもの健全育成・社会教育の推進。

11 素人芝居大浦安 渡邉　浩一 浦川原区 H14.12.3 地域づくり演劇によるまちづくり。

12 アースデイマネー上越 中谷内 美昭 上越市 H14.12.3 アースデイマネーの普及開発・まちづくり。

13 食の工房ネットワーク 小林　　元 上越市 H15.3.6 農産物・農産加工品の調査・研究・開発・啓蒙による食の安全と地産地消の発展。

14 関川水辺クラブ 小林　正夫 上越市 H15.3.18 まちづくりの推進・文化、芸術の振興。

15 南葉 久保田 洋子 上越市 H15.3.31 高齢者福祉の増進。

16 コミュニティケアありがとう 今井　康子 上越市 H15.7.24 高齢者介護サービス支援。

17 新エネルギー糸魚川 下山　秀一 糸魚川市 H15.8.4 新エネルギーに関する情報提供、新産業の企画等による地域活性化。

18 にいがた環境監査機構 熊木　繁雄 上越市 H15.8.11 環境保全。

19 女性みちみらい上越 野本　　幸 上越市 H15.8.25 ｢道」をキーワードとしたまちづくりの推進・文化、芸術の振興。

20 上越地域活性化機構 水上　喜芳 上越市 H15.9.8 まちづくりの推進・情報化社会の発展。

21 「ゆきの里山」暮らしの創造ネットワーク 矢野　宏明 安塚区 H15.11.28 地域農業の活性化、まちづくりの推進及び環境の保全など。

22 はつらつライフ相談館 小林 富佐夫 上越市 H15.12.18 高齢者福祉の増進。

23 さいがたぬくもりの会 野本　武義 大潟区 H16.2.9 精神障害者の自立および生活の質の向上を援助し、精神医療、保健福祉の増進。

24 七福神 藤井　正己 妙高市 H16.2.17 健康、医療、福祉のサービス事業による福祉の増進。

25 くびき来夢ネット 久保田 幸子 頸城区 H16.2.19 地域食文化の継承、食農交流などによる地域活性化。

26 ゆめきゃんぱす 阿部 知英子 妙高市 H16.3.15 妙高地域の子育て支援。

27 ユートピアくびきスポーツクラブ 松縄　武彦 頸城区 H16.4.16 運動・スポーツ活動の普及推進。

28 新潟県セパタクロー協会 三原田 清隆 上越市 H16.6.3 セパタクロー競技の普及発展、スポーツを通じて青少年の健全育成と国際交流を図る。

29 妙高笹ヶ峰ファン倶楽部 竹田　静夫 妙高市 H16.6.17 妙高笹ヶ峰地区の環境整備、地域の振興・活性化。

30 松之山いきいき隊 竹内　茂俊 旧松之山町 H16.8.12 助け合いによる支援活動を行い地域福祉の増進を図る。

31 緑とくらしの学校 小菅　江美 上越市 H16.8.12 自然体験を通じて、次代を担う子どもたちの心の育成や自然と寄り添う暮らしの提案事業を行う。

32 マミーズ・ネット 中條 美奈子 上越市 H16.8.19 子育て支援、男女共同参画社会の推進。

33 ぐりーんバスケット 前田　光恵 糸魚川市 H16.9.10 相互援助活動による有償在宅福祉ボランティア活動を行う。

34 自然王国ほその村 江口　武次 安塚区 H16.10.12 農村と都市との交流、福祉の増進、農地・環境の保全など、中山間地域の集落づくり。

35 「高志の福祉村」明るく豊かに暮らすネットワーク 小嶋　　修 糸魚川市 H16.11.17 高齢者の社会生活、農業、漁業、林業の活性化、まちづくりの推進及び環境の保全など。

36 福祉研究会 内山　孝子 上越市 H16.11.19 福祉の増進、障害児（者）へのノーマライゼーションの普及啓発、心豊かなまちづくりの推進。

37 ＮＰＯ雪のふるさと安塚 八木　勇二 安塚区 H16.11.19 安心して暮らせる地域を目指して、地域の活性化。

38 上越市民謡協会 岩嶋　勇治 上越市 H16.12.22 民謡・舞踊の普及・発展。

39 妙高かいけつ市民団 堀川　　一 妙高市 H17.1.20 高齢者、障害児（者）、子供に対して福祉の増進。

40 認知性高齢者グループホームはなぞの 北澤　米藏 浦川原区 H17.1.28 高齢者福祉の増進。

41 全国地域生活支援ネットワーク 大原　裕介 上越市 H17.2.25

私たちは、「ユニバーサルな支援による、ともに生きる地域社会づくり」を目指している。その実現のために、地

域生活支援をより一層推進し、全国の当事者や事業者、行政、政治など、関係者の横のつながりを深め、国民

的な理解と共感を広げられるよう活動を展開していきたい。

42 夢あふれるまち浦川原 武田　良則 浦川原区 H17.4.28 住民が安心して暮らせる環境を創出し、夢と活気のあるまちづくりに寄与する。

43 ささえ愛みんなの家 清水　恵一 上越市 H17.5.12 障害者や高齢者、また母子などへの支援活動、地域福祉の増進。

44 妙高高原 金子　キヨノ 妙高市 H17.6.20 より多くの人々に社会福祉の必要性と充実に寄与する。

45 スポーツクラブあらい 東條　邦昭 妙高市 H17.6.24 健康づくりから競技力向上にいたる生涯スポーツの振興に寄与する。

46 うらがわらスポーツクラブ 竹内　幸平 浦川原区 H17.6.24 スポーツ振興と健康づくり及び文化活動に関する事業を行い、豊かな地域社会の創造に寄与する。

47 いきいき・長沢 樗澤　秀人 妙高市 H17.7.15 行政、地域住民と協働して、個性と活力に満ちあふれた地域づくりに寄与する。

48 国際フリースクールＩＣＡＮ 楡井　辰雄 上越市 H17.9.30 子どもに自分の価値の自覚と他者を尊重する力を養うための教育活動を行う。

49 くわどり大杉の家 瀧谷　富子 上越市 H17.10.7 高齢者や障害者に対する通所介護などの在宅介護事業を行う。

50 ひまわりクラブ 松原　義一 上越市 H17.11.15 障害者への就労支援、生活自立支援事業を行い、地域福祉の向上に寄与する。
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51 ほくほく村 柳　靖治 旧松代町 H17.12.1 ほくほく線の活用による、沿線地域の活性化に寄与することを目的とする。

52 大杉の里 藤田　こうし 上越市 H18.5.31 障害児者の自立支援、地域生活支援に関する事業を行い、地域福祉の向上に寄与する。

53 フェニックス 小山　周二 上越市 H18.6.29 神経難病患者や障害者等、移動困難者への介添え・介助。移送を主たる内容にした福祉の充実に寄与する。

54 ポプラの家 中村　功平 上越市 H18.7.7 心身障害（児）者の社会参加と自立を図ることを目的とする。

55 妙高こうげんむら 那須　秀康 妙高市 H18.10.3 妙高の豊かな自然環境のなかで自然の保護育成、文化親睦活動を行う。

56 ナースネット上越 中川　　泉 上越市 H19.5.23 保健、医療、福祉の安定と向上に関する事業を行い、健康生活の維持増進に寄与する。

57 くびきのお宝のこす会 市川　義雄 頚城区 H19.6.4 くびき地域に点在する貴重な歴史・文化遺産や自然環境資源を、掘り起こし、磨きをかけ、まちづくりに活かす。

58 頸城野郷土資料室 石塚　正英 上越市 H20.2.12 民族文化や遺失・損壊の著しい郷土の文化財を保護するために資料室を設置し、郷土文化の保存と再編成を図る。

59 マハルコ 白鳥　忠司 上越市 H20.3.7 国際結婚、多重債務、地球環境保全の情報提供、相談を行い、生活環境の改善、日本の国際化、人権擁護、平和の推進を図る

60 上杉謙信の里 田中　　実 上越市 H20.3.24 山城の保全活動及び拠点作り、自然・環境・文化保存を通して、生涯学習振興に貢献する。

61 越後妻有里山協働機構 若井　明夫 旧松代町 H20.6.27 越後妻有地域の人々の志と協働によって、地域のアイデンティティの確立、雇用の創出、里山の保全を図る地域をつくる。

62 骨髄バンクサポート新潟 斉木　桂子 上越市 H20.9.26 骨髄バンクを必要とする患者やその家族、骨髄提供者のための環境整備。広く市民に対して骨髄バンクの理解を深める活動。

63 えちご若者元気塾 藤田　健男 上越市 H20.12.25 ニート・引きこもり・フリーター等の状態にある若者に対して、相談支援・就労支援を行う。

64 天心記念妙高赤倉芸術振興協会 村越　昭文 妙高市 H20.12.25 近代美術の祖、岡倉天心の遺志を継ぎ、芸術文化活動を推進する。

65 上越メンタルネット 笠原　一雄 上越市 H21.2.2 クオリティオブライフの向上につながる事業を行い､たとえ障害を負ってもなお人生の主権者として生きることを支援する

66 春日サッカーコミュニティ 米田　知弘 上越市 H21.2.24 主に青少年に対して、サッカークラブの運営や大会に関する事業を行い、地域スポーツの振興に寄与する。

67 ふるさとづくり妙高 山田　　強 妙高市 H21.3.23 住民と行政の協働により、地域の中で育まれた生活文化を受け継ぎ発展させに、活力あるまちづくりを推進する。

68 街なか映画館再生委員会 岸田　國昭 上越市 H21.6.24 上越市本町６丁目にある街なか映画館の維持運営、それを通じて本町界隈のにぎわいの創出と地域文化の向上。

69 よもぎの会 小林　良子 牧区 H21.8.12 食に関する情報を長期的に幅広く市民に向けて発信し、地域の活性化に寄与する。

70 ふるさと越後・温かい音楽の会 中村　真二 大島区 H22.2.17 人と人とをつなぐ温かい音楽に関する事業を行い、温かい地域社会作りに寄与することを目的とする。

71 清里まちづくり振興会 梅澤　正直 清里区 H22.3.3 住民と行政の協働により、地域の特性を生かした、豊かなまちづくりを目的とする。

72 妙高自然アカデミー 敷根　俊一 妙高市 H22.3.30 自然・登山の案内や自然体験に関する事業を行い、地域の活性化と自然観光の発展に寄与する。

73 上越はつらつ元気塾 渡邉　隆 上越市 H22.6.16 産、学、官とのパートナーシップを実現し、上越地域の市民に生きる知恵を身につける場を提供、地域の活力づくりに寄与する。

74 妙高山麓自然体験活動指導者会 藤井　清比古 妙高市 H22.8.30 自然体験活動を行うことによって、子どもの社会性や人間性をはぐくみ、学校教育支援や教育環境を整備することを目的とする。

75 街なみＦｏｃｕｓ 髙野　恒男 上越市 H22.9.30 町家交流館「高田小町」の周辺地域で受け継がれてきた歴史と伝統文化と景観を継承する活動を行い、地域活性化を図る。

76 しごとのみらい 竹内　義晴 妙高市 H22.11.30 仕事へのやる気と喜びを得られる環境作りを支援することにより、やりがいと生きがいを持って働ける社会を創造することを目的とする。

77 悠藍睦会(ゆうあいむつみかい) 君嶋　昇 妙高市 H23.3.4 障害のある方・福祉サービス利用者に対して地域生活支援や就労支援事業を行い、自立した地域生活への実現に寄与する。

78 牧振興会 武田　正一 牧区 H23.5.25 互いに支え合い､安心して暮らせる地域を目指し､牧らしい人､物､心を外部に発信し､もって地域の活性化に寄与する。

79 国際教育事情研究会 風間　邦治 上越市 H23.6.8
日本の教育向上を図るため、広く海外の教育現場の視察を行い、日本の教育に参考となる情報を収集し研究を行い、成果を市民や教育機関に

広く伝える。

80 信越サイクリング協会 林　靖夫 妙高市 H23.8.18
サイクリング文化の振興を通して、近隣市町村及び都市間交流を促し、上信越地域における観光資源の再認識及び新しい価値の創造に寄与す

る。

81 越後青苧の会 中戸　正子 上越市 H22.5.14
青苧を用いての体験学習並びに地域間交流の推進に関する事業、伝統文化振興事業、地域の伝統的なものづくりの啓発・推進に関する事業を

行う。

82 おおがたスポーツクラブ 五十嵐　敏夫 上越市 H23.12.28 スポーツ活動を通した、健康増進と健全育成、コミュニティーづくりに寄与する。

83 謙信の郷 和田　幸二 上越市 H24.2.7
自然、文化、歴史、味覚に関する調査研究・情報収集を行い、新たな物造り・再開発の企画等を提案することによりまちづくり・経済活動の活性化

に寄与する。

84 夢マッチング 上野　一美 妙高市
H24.9.18

衰退しつつある中山間地域を、未来に夢の持てる活気ある農村コミュニティーとして再生し、心豊かで持続可能な社会の実現を目的とする。

85 さんわスポーツクラブ 髙橋　守夫 上越市
H24.9.19 上越市三和区及び近隣住民に対して、スポーツや文化に関する事業を行い、住民の健康づくり、青少年の健全育成並びに地域の活性化に寄与

することを目的とする。

86 鳥獣被害防止対策猟友会 牛木　義晴 上越市
H24.10.17 狩猟の知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて、上越地域の農林漁業者に係る鳥獣被害の防止、鳥獣資源の確保、狩猟の適正化を図り、農

林水産業の振興に寄与する。

87 妙高高原スキー連盟 野本　和博 妙高市 H24.12.27 スキー・スノーボードに関する選手、指導者の養成事業、生涯スポーツとしての振興および妙高地域の文化や地域社会の発展に寄与する。

88 三和区振興会 服部　誠治郎 上越市 H25.1.17
地域の住民や諸団体及び行政との協働により「元気な地域づくり」を進め、官民一体となった新しい「住民サービス」を創出することを目的とす

る。

89 おりづる 齊藤　田津子 上越市 H25.3.19
心身に障がいを持つ人に対して、食事提供サービスや販売の技術習得に関する事業を行い、居場所を提供すると共に就職や社会復帰の促進に

寄与する。

90 はぐくみの会 太田　松雄 十日町市 H25.5.7
青少年の非行防止及び犯罪抑止のために街頭巡回活動を行い、青少年が心身ともに、健やかに成長することを支援し、互いの個性と人格を尊

重し合い、共存共栄する社会の実現に寄与することを目的とする。

91 高田瞽女の文化を保存・発信する会 濁川　清香 上越市 H25.5.8
斎藤真一画伯の上越市への寄贈作品ならびに高田瞽女の研究資料の常設展示にむけた活動を行い、高田瞽女の文化を保存・発信すること、

またそれを通して上越地域のまちづくりに寄与することを目的とする。

92 くびき振興会 井部　辰男 上越市 H25.9.2 上越市頸城区に居住する者に対して、まちづくりに関する事業を行い、上越市頸城区に居住する者の生活に寄与することを目的とする。

93 保倉川太鼓 大滝　義輝 上越市 H25.11.6
地域住民に対し、和太鼓の演奏、指導及び普及に関する事業を行い、次世代の健全育成、地域コミュニティーの発展、文化の振興に寄与するこ

とを目的とする。

94 げんき妙高 太田　善万 妙高市 H25.11.6

生涯をとおし「げんき」に健康で明るく暮らせる地域「妙高」を創る「健康保養地づくり」のために妙高市民をはじめ、この地で健康づくりを望む全て

の方々に、情報の提供や普及啓発、健康プログラムの提供を行い、以って健康寿命の延伸、医療費の削減を図ること。また、高齢者、身体的障

害者等の方々の生活障害を緩和するための日常的な生活支援に貢献することを目的とする。

95 シニアライフサポートにいがた 髙橋　弘子 上越市 H26.1.6
様々な就労促進活動により国民一人一人の自立を促すと同時に自己実現の機会を創出し、国民一人一人の生活品質（QOL）の向上を目指すこ

とを目的とする。

96 上越ラジコン倶楽部 佐野　武敏 上越市 H26.3.20
ラジコン模型機の操縦を行うためのフィールド整備及びラジコン模型愛好家に対する安全操作に関する啓発活動を行い、ラジコン模型機を安全

に楽しむための環境を整備することを目的とする。

97 糸魚川さじき席 天井　貞 糸魚川市 H26.9.26
青少年の精神的、身体的な健全育成を図るため、糸魚川地域の伝統競技である相撲道に関する各種事業を行い、市民に夢と活力を与え、地域

の活性化に寄与することを目的とする。

98 耕太郎農園 高波　耕太郎 上越市 H26.11.12
地域住民と障害者や高齢者に対して、地域社会を豊かで住みよくするための保健、医療又は福祉の増進に関する事業と農山漁村又は中山間

地域の振興を図る活動として、農業者の育成と都市との交流等を行い、これらの増進と地域の活性化に寄与することを目的とする。

99 平丸スゲ細工保存会 柴野　美佐代 妙高市 H27.3.18
妙高市平丸地区に伝わるスゲ細工（干支等）の保存伝承やスゲ細工制作者数の拡大に関する事業を行い、地域の活性化や産業振興に寄与す

ることを目的とする。

100 中郷区まちづくり振興会 竹内　靖彦 上越市 H27.4.16
中郷区の住民に対して、住民と行政の協働によって地域の歴史や生活文化を受け継ぎ、現代に活かして発展させ、豊かな地域社会を築いていく

ことを目的とする。

101 新潟県公立学校事務支援センター 加藤　順一 上越市 H27.4.16 新潟県内の市町村立学校の学校事務業務を支援し、円滑な学校教育運営に寄与することを目的とする。

102 浦川原桜づつみ公園を守る会 村松建夫 上越市 H27.11.30 浦川原区及び近郊地域に対し、地域の桜づつみの環境保全活動に関する事業を行い、地域社会に寄与することを目的とする。


