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平成 27 年度事業報告　　　　　　　　　組織体制と総会の開催状況

■役員体制（平成 27年 4月 1日〜平成 28年 3月 31日）
　　理事長　　　山田　明彦　　　㈱柏崎日報社　会長

　　副理事長　　品田　信子　　　柏崎子ども劇場

　　副理事長　　春日　俊雄　　　ニッポンのふるさとかやぶき集落・荻ノ島

　　理事　　　　笠原　洋紀　　　れんと　事務局長

　　理事　　　　須田　貴子　　　公益財団法人さわやか福祉財団　インストラクター

　　理事　　　　長　　聡子　　　新潟工科大学工学部建築学科　准教授

　　理事　　　　長谷川敏栄　　　合同会社まちづくりえんま　代表

　　理事　　　　水戸部　智　　　特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ　事務局長

　　理事　　　　吉田　建夫　　　心をつなぐ居場所づくり応援団よろんごの木　代表

　　監事　　　　西川　紀子　　　社会福祉法人ロングラン　理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

■事務局体制（平成 27年 4月 1日〜平成 28年 3月 31日）
　　事務局長　　水戸部　智

　　職員　　　　杉井　　翼

　　職員　　　　宮　　沙織

　　職員　　　　富樫　望未

■総会の開催状況
　　平成 27 年度 通常総会

　　　　　　日時：平成 27 年 6 月 5 日（金）　19:00 〜 21:00

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員 6 名（ほか正会員委任状出席数 4 名）

　　　　　　議案：第１号議案　平成 26 年度事業報告の件

　　　　　　　　　第２号議案　平成 26 年度収支報告の件
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平成 27 年度事業報告　　　　　　　　　　　　理事会の開催状況

■理事会の開催状況
　　第 1 回理事会

　　　　　　日時：平成 28 年 2 月 22 日（月）　19:00 〜

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員 6 名

　　　　　　議題：１）スタッフの処分について

　　　　　　　　　２）職員の募集について

　　　　　　　　　３）今後の方向性について
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平成 27 年度事業報告　　　　　　　　　　　  H27.4.1-H28.3.31

経費区分 事業名 実施内容

市民活動センター開設前準備事業業務 ［概要］
　　市民活動センターの開設に向けたアクションプランの策定及び実
　　施と中期計画案の作成を行う。

［内容］
　　柏崎市より、市民活動センター開設前準備事業業務を受託し、開
　　設に向けた各種準備作業を行なった。

［開設前の事業概要（H27.4/1～9/30］
　　・まちからのプロモーション
　　・業務内容等のルールづくり
　　・機能レイアウトの検討
　　・利用者向けのルールづくり
　　・ロゴ、サイン計画
　　・メモリアルとの調整
　　・運営シュミレーション
　　・オープニングセレモニーの企画運営

柏崎市まちづくり事業企画運営業務 ［概要］
　　柏崎市元気なまちづくり事業補助金においてより多くの団体が補
　　助金を活用し自立に向けた事業を進められるようその過程を支援
　　する。

［内容］
　　柏崎市元気なまちづくり事業補助金の企画運営業務を実施した。

［業務内容］

　　平成27年度公開審査会の開催
　　　　平成27年5月17日（日）　フォンジェ地下
　　　　　　※平成27年度申請団体
　　　　　　　　　申請数：10団体
　　　　　　　　　交付数：10団体

　　平成27年度中間報告会
　　　　平成27年9月6日（日） 　ゆうぎ

　　※市民活動センター開設のため、開設後は市の直営事業に移管
　　　した。（10/1～3/31）

相談支援 ［概要］
　　柏崎地域の中間支援組織として、市民活動に関する様々な相談に
　　対応できるように、支援体制の整備を行なう。

［内容］
　　市民活動に関する各種相談に対応する窓口を開設し、以下の相談
　　支援を実施した。
　　　　・ 団体の設立に関して
　　　　・ 補助金、助成金に関して
　　　　・ 事業や組織体制に関して
　　　　・ 情報発信等に関して
　　　　・ その他活動に必要な支援に関して

［相談支援件数］
　　総合計：642件　（詳細は次項の相談支援の概要を参照）

［重点支援団体（コンサルティング等）］
　　NPO法人北条人材バンク
　　ひゃくいちねん会（小清水）
　　ズーズー実行委員会
　　べとプロジェクト（地域活性化支援員宮﨑さん）

［事務局支援等］
　　かしわざき風の陣実行委員会
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［概要］
　　相談支援を行うコーディネーターのスキルアップを図り、より良
　　いサービスを提供するための体制構築を目指す。

［内容］
　　スタッフの研修会への参加、視察研修の企画・実施を行う。昨年
　　度と同じテーマでも内容の違う研修を受けることで、各テーマの
　　理解度を深め実践に活かしていく。

［研修先について］

１．柏崎・社長のたまご塾
　目的：社会起業家の育成に関わる、事業計画や予算計画の作り方、
　　　　販路拡大の方法、融資相談のコツ等を学ぶ
　効果：経営的な収支の見方や、事業計画の策定方法など起業したい
　　　　という相談に対応する時により深いサポートができるよう
　　　　になった。
　　　　ひゃくいちねん会では、平成28年の夏を目処にコミュニテ
　　　　ィカフェを開設する予定で、柏崎信用金庫と融資の相談をす
　　　　る場面等があり、おおまかな流れを把握することができてい
　　　　たため円滑に進めることが出来た。
　実施スケジュール：
　《平成27年5月13日～平成27年8月23日》

２．NICe頭脳交流会in柏崎
　目的：新規事業の構築方法等のスキルの習得。異業種や他ジャンル
　　　　のビジネスソースを柔軟にコラボさせるアイデアを学ぶ
　効果：地域の財と財を柔軟な頭でコラボさせていく、発想方法等の
　　　　参考となり、新規事業立ち上げの相談等に対応するスキルア
　　　　ップとなった。事例では、理髪店がカツラの販売業で成功し
　　　　ているモデル等をご紹介いただき、ターゲットやコンテンツ
　　　　の作り方・考え方を聞くことが出来た。あいさとしても、相
　　　　談対応の中で異業種・他ジャンルにも目を向けて、多くの可
　　　　能性を生むことができるような対応ができるようにしていき
　　　　たい。
　実施スケジュール：
　《平成27年5月23日》
　会場：柏崎市産業文化会館

３．未来の経営者研修会
　目的：地方の起業家のビジネスモデルを理解し相談対応のレバルア
　　　　ップを図る。一次産業の収益増加を目指す講師の体験談を聞
　　　　き、収益化のポイントを学ぶ
　効果：地域に密着した社会起業家の相談対応の際の、提案の幅がが
　　　　った。みやじ豚では、仲買に卸した自社ブランド牛を自分達
　　　　で消費者に売り込み、卸から再度買い取るという新しい仕組
　　　　みを構築した。一次産業の収益増にはとてもメリットのある
　　　　手法だと感じた。市内にも多くの衰退する一次産業があるた
　　　　め、アドバイスする際の参考となった。
　実施スケジュール：
　《平成27年7月27日》
　会場：柏崎市産業文化会館

スタッフ研修
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１START（インターン事業）
［概要］
　　若者・学生等と地域とのつながりづくりを目的に、新潟産業大学
　　、新潟工科大学等を中心に、学生が地域づくりに励む地域・団体
　　にインターンする「地域づくりインターン事業」を実施する。

［内容］
　　市内2大学の学生を中心とした、地域づくりインターンの企画・
　　運営を行った。プログラムは実施期間中（7月～9月頃）に定期
　　的に地域との交流を図れるものとし、その後の継続した交流関係
　　の構築を目指し実施した。

［実施概要］
　　事業名：柏崎テーマ型インターンシップ　１STARTワンスタート
　　受け入れ先とテーマ及び参加学生：

① 高田コミュニティ振興協議会
　竹灯籠イベントの企画運営、竹灯籠づくり
　（有坂、藤井、他１名）
② NPO法人かやぶき集落荻ノ島
　茅葺き民家の改修作業、集落行事の手伝い
　（川上、岩波、加藤、大村）
③ かしわざき音楽商店街
　イベント会場の装飾やデザイン
　 (川上、岩波、加藤、大村)
④ 比角コミュニティ運営協議会
　史跡巡りウォークの企画運営
　（戸松、野沢、他１名）
⑤ 新入生歓迎会実行委員会
　市内二大学合同新入生歓迎会の企画運営、商品開発プロジェクト
　（風鈴通貨マップの作成と風鈴通貨の運用）
　（荒井、五十嵐、渡邉、星野、大山、橋本）

〈学生と地域の座談会の開催〉
目的：学生たちが多様な大人たちと出会い、自分の未来について考え
　　　ることで、これからの学びや生きることへつなげ、学生自身の
　　　主体性を引き出すこと。そして、学生と大人たちがお互いを理
　　　解し柏崎の町に対する関心を高めてもらうことを目的とする。

第１回「里山で生きる決め手は人」
日時：平成27年6月10日
講師：だぁ～すけ小野昌光さん、小野フミエさん、澁江嘉輝さん
参加者：8名

第２回「女性の仕事と子育てについて」
日時：平成27年6月13日
講師：新野屋 新野良子さん、子育てひろばもみの木 山田智代さん
参加者：15名
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震災アーカイブ ［概要］
　　中越沖地震の経験を様々な形で記録として残し、他の地域へ発信
　　すると共に、地震の風化を防ぐ活動を行う。また、東日本大震災
　　による被災者が柏崎市にも避難されているため、二つの地震によ
　　る経験を共有する機会をつくっていく。

［内容］
　　中越沖地震から７年を迎えた７月１６日に地震の体験等を伝える
　　ための震災アーカイブ展を企画・開催した。
　企画：４月（オッドアイイデアに企画・設営等を依頼）
　　　　　周知、準備：５月中旬
　　　　　実施期間：平成27年7月16日～8月2日
　　　　　会場：ソフィアセンター
　　　　　展示物：震災当時の写真やエピソードなどを展示した
　　　　　来館者数：4,810人

［効果等］
　中越沖地震から８年という歳月が経過しており、市民でさえ記憶の
かたすみに追いやられているというのが現状です。そのため、毎年７
月に震災アーカイブ展を実施してきましたが、思い起こすきっかけに
はなっていると思います。毎年来場される方もいらっしゃいますし、
その場で当時の話をするという場面も見られました。今後は、メモリ
アル施設の方で記録・記憶の蓄積や子ども達への伝承プログラムとし
て発展していくことと思います。

被災地ノウハウ移転 ［概要］
　　東日本大震災により被災した東北地方の復興支援の一環として、
　　現地の支援団体等の立ち上げや事業展開等に関してアドバイスす
　　ると共に現地スタッフの研修等を行う。

［内容］
　　宮城県気仙沼市の地域住民が主体となった復興支援団体の自立を
　　支援した。

［支援内容］
　　支援先：（社）ボランティアステーションin気仙沼
　　支援内容：事業計画の策定、組織マネジメント、スタッフ研修の
　　　　　　　実施等
　　　　　平成26年10月22日、23日
　　　　　組織の事業進捗確認
　　　　　次年度の事業計画の作成
　　　　　事務局ミーティング

　　　　　平成27年7月6日、7日
　　　　　平成27年8月4日、5日
　　　　　平成27年8月30日、31日
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［目標］
　　市民活動支援の環境をより良くしていくために、市民活動やまち
　　づくり、コミュニティビジネス等の支援を行っている先進地を視
　　察し、今後の支援体制の強化を図る。

［内容］
　　市民活動等の支援を行っている中間支援組織やその拠点となって
　　いる市民活動支援センター等の優良事例を視察した。

［実施概要］
　日　時：平成27年8月24日、25日
 参加者：山田理事長、長理事、水戸部、杉井、宮

［視察先選定理由］
　あいさは、地域の中間支援組織として市民活動支援等をおこなって
きましたが、活動が成熟していくにつれて専従の職員を置いたり、事
業として採算性を考えるなど、活動のレベルアップをどう支援してい
くのかが今後の課題だと感じている。持続可能な団体が増えることで
地域のまちづくりを更に推進していくことができると考えている。そ
れため、今回の視察では事業化や起業の支援等をおこなっている事例
を中心に視察を実施した。

①スタートアップカフェ（福岡市）
　福岡市とTSUTAYAを運営するc.c.c.が実施している起業を考えてい
る人とそれを応援する人が集うカフェで、TSUTAYAのフロアの中に店
舗を構えている。これまでの商工会議所等の起業相談とはコンセプト
が違い、誰でも来やすく人と人の交流の中で事業をみんなで更にブ
ラッシュアップしていくという新しい取り組みである。特筆すべき点
はコンシェルジュと呼ばれる専従の支援者がいること。c.c.c.やベン
チャー企業支援の専門機関からの出向者が、それぞれの専門性やネッ
トワークを活かした起業・事業支援をおこなっている。

②天神COLOR
　スタートアップカフェ等に来る起業予備群が具体的なプランや事業
計画などを作った後、実際に事業化へ動き出すような段階を支援する
シェアオフィス的拠点。スタートアップカフェのように支援する人材
が常駐しているわけではないが、学びの機会等をイベント的に実施し
ている。行政が直接的に関与していない民間発の事例として視察を行
なった。

市民活動支援先進地視察
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相談支援事業　団体概要

団体名 代表者 担当者 相談回数

0 個人 114

1 I  LOVE  KZ 渡辺　豊 水戸部 82

2 異業種交流会 宮 3

3 NPO法人  柏刈助け合いちょこっと 小市　國雄 水戸部 7

4 NPO法人  柏崎森づくりネットワーク 阪田　裕幸 宮 1

5 NPO法人  北条人材バンク 村山　卓 杉井 89

6 NPO法人  くびき野NPOサポートセンター 秋山　三枝子 水戸部 5

7 NPO法人  車椅子レクダンス普及会 森　幸子 宮 2

8 NPO法人　グルグルハウス高柳 今井　伸治 宮 10

9 NPO法人　地域活動サポートセンター柏崎 3

10

NPO法人  ニッポンのふるさとかやぶき集落荻
ノ島プロジェクト 春日　俊雄 宮 45

11 NPO法人  ふるさと支援研究所 樋口　芳曉 水戸部 4

12 NPO法人  まちづくり学校 長谷川　美香 13

13 園芸サークルHANAYUKI 雙田　みどり 宮 9

14 縁待コン 矢川　範子 杉井 26

15 えんま通りまちづくり協議会 中村　康夫 水戸部 123

16 大洲地区振興会 徳原 水戸部 1

17 柏崎演劇研究会 長井　滿 宮 1

18 かしわざき音楽商店街 石川　真理子 18

19 かしわざき風の陣実行委員会 内藤　信寛 富樫 42

20 柏崎観光協会 内藤　信寛 宮 45

21 柏崎クラフトフェア 徳間　保則 水戸部 3

22 柏崎子ども劇場 高橋さなえ 水戸部 22

23 柏崎市  企画政策課 小林　彰 水戸部 30

24 柏崎市  市民活動支援課 小菅　敬三 216

25 柏崎市  商業労政課 水戸部 8

26 柏崎市　都市政策課 17

27 柏崎市レクリエーション協会 白川正志 宮 3

28 柏崎商工会議所 8

29 柏崎消費者協会 佐藤　清子 水戸部 6

30 柏崎ジョイフル・キッズ 黒崎　ゆかり 40

31 柏崎信用金庫 2

32 柏崎青年会議所 秋山　博一 水戸部 98

33 柏崎民謡保存会 水戸部 3

34 柏崎ビーチサッカー協会 間嶋　豊 杉井 12

35 柏崎メンタルトレーニング実行委員会 野村　介石 水戸部 5

36 柏崎ラージボール協議会 杉井 3

37 門出自治協議会 村田　卯一 宮 54

38 上田尻 田原　秀興 宮 5

39 ギャラリー三余堂 水戸部 22

40 共創造する復興推進プロジェクト研究会 水戸部 2

41 グリーンフラッシュ 矢川　範子 水戸部 5

42 グレインスノートイ 植木 杉井 12

43 公益社団法人  中越防災安全推進機構 諸橋　和行 水戸部 44

44 心のゲートキーパー 水戸部 2

45 心をつなぐ居場所づくり応援団  よろんごの木 吉田　建夫 水戸部 1

46 コシミズ（ひゃくいちねん会） 矢島　衛 水戸部 11

47 子育て支援ネットワーク会議 宮 1

48 子育てひろば  もみの木 山田　智代 宮 87
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決　算　報　告　書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人　柏崎まちづくりネットあいさ

新潟県柏崎市中央町2番18号木村ビル102
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[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 10,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 31,216 
  【受取助成金等】
    受取補助金 3,326,400 
  【事業収益】
    事業　収益 4,661,306 
    受託事業収益 3,297,487 
  【その他収益】
    受取　利息 567 
    雑　収　益 752,988 
      経常収益  計 12,079,964 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 5,470,254 
      法定福利費(事業) 902,643 
      福利厚生費(事業) 37,743 
        人件費計 6,410,640 
    （その他経費）
      諸　謝　金(事業) 167,730 
      印刷製本費(事業) 1,407,405 
      旅費交通費(事業) 568,575 
      通信運搬費(事業) 606,334 
      消耗品　費(事業) 547,374 
      修　繕　費(事業) 1,200,000 
      水道光熱費(事業) 103,483 
      賃  借  料(事業) 49,862 
      減価償却費(事業) 120,970 
      保　険　料(事業) 7,250 
      接待交際費(事業) 115,456 
      研　修　費(事業) 18,500 
      支払手数料(事業) 16,006 
      雑　　　費(事業) 84,835 
        その他経費計 5,013,780 
          事業費  計 11,424,420 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 401,898 
      法定福利費 83,852 
        人件費計 485,750 
    （その他経費）
      旅費交通費 3,320 
      通信運搬費 19,389 
      消耗品　費 95,089 
      地代　家賃 420,000 
      賃　借　料 180,000 
      広告宣伝費 5,000 
      接待交際費 202,676 
      諸　会　費 168,782 
      租税　公課 1,400 
      支払手数料 22,332 
      管理　諸費 259,200 

NPO法人　柏崎まちづくりネットあいさ
自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書
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[税込]（単位：円）NPO法人　柏崎まちづくりネットあいさ
自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書

      支払　利息 40,436 
      雑　　　費 23,414 
        その他経費計 1,441,038 
          管理費  計 1,926,788 
            経常費用  計 13,351,208 
              当期経常増減額 △ 1,271,244 
【経常外収益】
  雑収益 18,912 
    経常外収益  計 18,912 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 1,252,332 
    法人税、住民税及び事業税 70,103 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 1,322,435 
      前期繰越正味財産額 1,767,408 
      次期繰越正味財産額 444,973 
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[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 239,562 
      普通　預金（信金） 2,692,637 
        現金・預金 計 2,932,199 
    （売上債権）
      未　収　金 1,405,730 
        売上債権 計 1,405,730 
    （その他流動資産）
      前　渡　金 36,500 
      立　替　金 220,000 
        その他流動資産  計 256,500 
          流動資産合計 4,594,429 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品 149,456 
        有形固定資産  計 149,456 
          固定資産合計 149,456 
            資産の部  合計 4,743,885 

  【流動負債】
    未　払　金 388,912 
    役員借入金 1,800,000 
    未払法人税等 70,000 
      流動負債  計 2,258,912 
  【固定負債】
    長期借入金 2,040,000 
      固定負債  計 2,040,000 
        負債の部  合計 4,298,912 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 1,767,408 
    当期正味財産増減額 △ 1,322,435 
      正味財産　計 444,973 
        正味財産の部  合計 444,973 
          負債・正味財産合計 4,743,885 

NPO法人　柏崎まちづくりネットあいさ
平成28年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》
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