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平成２８年度事業報告

Ⅰ 肢体不自由児の福祉の増進を図る事業を実施する。

１ 肢体不自由児への理解と療育思想を広く県民に普及する事業

(1) ｢友情の絵はがき」｢愛の絵はがき」「ゆーむとあーむのクリアファイル」等

   頒布事業  【支出予算：1,002,000 円  支出決算： 931,687 円】

【収入予算：1,292,000 円   収入額：1,585,694 円】

(福）日本肢体不自由児協会及び各県肢体不自由児協会の主唱により、全国展開された｢手足

の不自由な子どもを育てる運動」の一環として、寄付を頂いた方にそれぞれ｢友情の絵はがき」・

｢愛の絵はがき」・「ゆーむとあーむのクリアファイル」「2WAY クリアファイル」等を頒布

し、肢体不自由児に対する療育思想の普及を図るとともに、併せて、事業財源の確保に努めた。

【寄付金額内訳】 （単位：円）

頒布区分

はがき

＠100（＠84）

クリアファイル

＠150（＠126）

2WAY ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

＠200(＠168)
寄付金

のみ
合計金額数量（組）

金額
数量

（枚）
金額

数量

（枚）
金額

友情 愛

県庁内 74 93 16,700 504 75,600 435 87,000 12,157 191,457

県の地域機関 123 178 30,100 823 123,450 771 154,200 33,038 340,788

小中高等学校 131 194 32,500 657 98,550 681 136,200 3,153 270,403

特別支援学校 26 38 6,400 162 24,300 198 39,600 1,850 72,150

施設・父母の会

(24) (35) (4,956) 500 75,000 (136) (22,848) 19,576 138,886

(131) (16,506)

警察 65 107 17,200 906 135,900 684 136,800 2,950 293,200

市町村 55 95 15,000 383 57,450 440 88,000 600 161,050

社会福祉協議会

5 7 1,200 58 8,700 43 8,600 2,996 92,224

(195) (214) (34,356) (134) (16,884) (116) (19,488)

老人福祉施設 5 5 1,000 0 0 (2) (336) 0 1,336

その他 18 19 3,700 35 5,250 68 13,600 2,000 24,550

合計
502 736 123,800 4,028 604,200 3,320 664,000 78,320 1,470,320

(219) (249) (39,312) (265) (33,390) (254) (42,672) (115,374)

総計 721 985 163,112 4,293 637,590 3,574 706,672 78,320 1,585,694

※障害関係団体、肢体不自由児者父母の会、社会福祉協議会などは取りまとめ手数料を差し引
いた金額で頒布している。
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（単位：円）

収 入 支 出

差 引
入金額 日肢納入金 発送代金等 合計

1,586,044 826,310 105,377 931,687 654,357

※日肢納入金・・・愛の絵はがき、友情の絵はがき（各２枚組）各 40 円、クリアファイル
85 円、2WAY クリアファイル 110 円で（福）日本肢体不自由児協会より購入。
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（２）｢愛のタオル」頒布事業

   【支出予算： 7,564,000 円 支出決算： 7,378,146 円】

   【収入予算：13,000,000 円 収入額：13,496,472 円】

寄付を頂いた方に｢愛のタオル｣を頒布し、肢体不自由児に対する療育思想の普及を図ると

ともに､事業財源の確保に努めた。

【寄付金額内訳】 （単位：円）

頒布区分

ﾄｯｷｯｷ柄

＠200

(＠180)

子ども柄

＠200

(＠180)

動物柄

＠200

(＠180)

合計
寄付金

のみ
総計金額

数量 数量 数量 数量 金額

県庁内 1,761 344 759 2,864 572,800 16,430 589,230

県の地域機関 3,515 793 1,600 5,908 1,181,600 12,092 1,193,692

小中高等学校 3,735 846 1,563 6,144 1,228,800 9,500 1,238,300

保育士会 (6,168) (2,748) (3,382) (12,298) (2,213,640) (2,213,640)

特別支援学校 629 151 298 1,078 215,600 4,950 220,550

施設・父母の会 96 42 54 192 38,400 5,300 43,700

(985) (643) (649) (2,277) (409,860) (409,860)

警察 2,773 808 1,165 4,746 949,200 1,900 951,100

市町村 2,788 904 1,447 5,139 1,027,800 1,400 1,029,200

老人クラブ (3,181) (1,368) (175) (4,724) (850,320) (850,320)

病院 4,682 2,310 2,996 9,988 1,997,600 17,600 2,015,200

土地改良区 167 69 71 307 61,400 1,400 62,800

県内郵便局 784 275 466 1,525 305,000 6,800 311,800

自衛隊 246 15 27 288 57,600 57,600

社会福祉協議会 395 361 241 997 199,400 3,400 202,800

(832) (362) (456) (1,650) (297,000) (297,000)

老人福祉施設 1,876 1,187 1,451 4,514 902,800 3,400 906,200

(207) (110) (159) (476) (85,680) (85,680)

その他 1,844 937 1,112 3,893 778,600 38,840 817,440

(1) (1) (2) (360) (360)

合計 25,291 9,042 13,250 47,583 9,516,600 9,516,600

(11,374) (5,231) (4,822) (21,427) (3,856,860) (3,856,860)

総計 36,665 14,273 18,072 69,010 13,373,460 123,012 13,496,472
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※障害関係団体、肢体不自由児者父母の会、社会福祉協議会、保育士会、老人クラブなどは取
りまとめ手数料を差し引いた金額で頒布している。

（単位：円）

収 入 支 出

差 引
入金額 タオル購入代金

発送
代金等

合計

13,496,472 @87.7×69,240 本×1.08＝ 6,558,136 820,010 7,378,146 6,118,326

（３）肢体不自由児・者の書、絵画、写真などの作品展開催

  （「ふれ愛作品展」開催事業）

   【予算：315,000 円  決算：255,978 円】

第３４回「肢体不自由児・者の美術展」入賞作品、「肢体不自由児・者のデジタル写真展」

入賞作品をはじめとし、県内で募集した肢体不自由児・者の書、絵画等の作品の展示を行い､

一般の人々の肢体不自由児者に対する理解の促進を図った。

  ［新潟ふれ愛プラザ会場（新潟市）］

・期 日 平成２８年８月２日（火）～平成２８年８月１４日（日）

・展示場所 新潟ふれ愛プラザ

・展示作品 第３４回「肢体不自由児・者の美術展」特賞作品の一部及び

                           県内在住者入賞作品 ······· 20 点

         「肢体不自由児・者のデジタル写真展」特賞、金賞、銀賞及び

                           県内在住者入賞作品 ······· 31 点

県内在住の肢体不自由児・者の作品 ········································ 1 点

   ［NEXT２１アトリウム会場（新潟市）］

・期 日   平成２８年８月２９(月）～平成２８年９月５日（月）

・展示場所 NEXT２１ １Ｆ アトリウム

・展示作品 第３４回「肢体不自由児・者の美術展」特賞作品及び

                               県内在住者入賞作品 ······· 27 点

           「肢体不自由児・者のデジタル写真展」特賞、金賞、銀賞及び

県内在住者入賞作品 ······· 31 点

県内在住の肢体不自由児・者の作品 ········································ 1 点
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(４）援護活動等が顕著な者を表彰する事業（肢体不自由児援護表彰）

   【予算：156,000 円 決算：109,741 円】

肢体不自由児の援護活動を推進するため、その活動に功績のあった者を表彰する事業であ

り、今年度は７名、１学年を表彰した。

・期 日  平成２９年３月８日（水）

・開催場所  新潟県庁内 第二応接室

【被表彰者一覧】

表彰事由 被表彰者

身体の障害にもめげず勉学や療育に励んだ肢

体不自由児で、他の児童・生徒の模範となる方

新潟県立分水高等学校
３年 藤井 萌幹 さん

新潟県立五泉特別支援学校
高等部３年 貝沼 瑞生 さん

燕市立燕中学校
３年 知野 光希 さん

十日町市立ふれあいの丘支援学校
中学部３年 小林 崇 さん

柏崎市立鯖石小学校
５年 毛見 なぎさ さん

肢体不自由児の友を３年以上にわたり助け、励

ましながら共に学んだ児童・生徒・学級

柏崎市立鯖石小学校
５年生

肢体不自由児の保護者として他の模範となる

努力や研さんをされた方

新潟市 中村 喜江 氏

長岡市 高桑 ヨシイ 氏
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２ 肢体不自由児に対して奨学金を給付する事業

  （肢体不自由高等学校奨学生採用事業）

   【予算：614,000 円 決算：547,719 円】

一般高等学校における肢体不自由児の就学活動を支援するため、１人あたり年額 60,000 円

の奨学金を９名に交付した。（平成２７年度：７名）

学 年 学校名 奨学生数

１年 新潟私立東京学館新潟高等学校 １

１年 新潟県立荒川高等学校 １

１年 新潟県立阿賀黎明高等学校 １

１年 私立敬和学園高等学校 １

１年 新潟県立十日町高等学校 １

２年 新潟県立長岡明徳高等学校 １

２年 新潟県立長岡農業高等学校 １

３年 新潟県立村上高等学校 １

３年 新潟県立分水高等学校 １

合計 ９名

３ 肢体不自由児の生活向上のための講習会等の開催事業

(１） 肢体不自由児夏期訓練事業

   【予算：351,000 円 決算：321,786 円】

集団生活を通じ、子ども同士･親同士の親睦を図り、保護者等に正しい療育知識を習得しても
らうための夏期訓練を、新潟県肢体不自由児者父母の会連合会に委託し、県内８団体が実施した。
（平成２７年度：９団体）

地区 実施父母の会 実施月日 会    場 参加人数

上 越 上越市父母の会 8 月 21 日 キューピットバレー雪だるま温泉 ２８名

中 越

長岡市父母の会 8 月 20 日 国営越後丘陵公園 BBQ コーナー ２２名

柏崎市父母の会 7 月 2 日

上越市立水族博物館
ヨーデル金谷
道の駅
よしかわ杜氏の郷

３４名

小千谷市
父母の会

7 月 21 日
10 月 11 日

（福）ロングラン
（独）国立病院機構新潟病院

２７名

下越

新潟市父母の会 8 月 9 日 東区プラザ ２６名

燕市父母の会 8 月 23 日 マリンピア日本海 ２８名

新潟南区
父母の会

7 月 22 日 新潟市南区白根地域生活 ｾﾝﾀｰ ５０名

ぐみの会親の会 9 月 10 日 江南区福祉センターきらとぴあ ２３名

計 ２６３名
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（２）学生ボランティア活性化推進事業

   【予算：64,000 円 決算：44,806 円】

他のサークル等と意見交換を行い相互の活動に対する理解を含め、ボランティア同士の連携

を図ることを目的として、ボランティアサークルに所属する県内の大学生や専門学校生及び高

校生を対象に「学生ボランティア講習会」を開催した。
      

・期 日  平成２９年３月１９日（日）

・開催場所  新潟ふれ愛プラザ 研修室

・参 加 者  新潟大学「障害者問題研究会」 ··················· ４名

         新潟青陵大学「大学すくすく」 ··················· ２名

新潟清心女子高等学校 ··························· ２名

         新潟県立村松高等学校「インターアクト部」 ·· ２名

合計 １０名

・内 容  新潟県重症心身障害児（者）を守る会 石井 桂子 氏の講演

いなほの会（発達障害児保護者の会） 中道 文子 氏の講演

障害児者向けレクリエーションの説明

         各サークル同士の活動報告、意見及び情報交換や質疑応答等

(３）ふれあいの集い開催事業

【予算：462,000 円  決算：301,854 円】

在宅の肢体不自由児と地域の小・中学生の交流を通じて障害の有無にかかわらず、相互に

人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の理念の普及を図るとともに、肢体不自由児への理

解と心のバリアフリーの育成を図ることを目的に、車椅子バスケットボールや障害者スキー

教室を行った。

  ［夏開催］

・開催日時   平成２８年８月７日（日）

・場 所   新潟ふれ愛プラザ 体育館

・協 力   東京ジュニア・キッズ車椅子バスケットボールクラブ（東京）

東京王子車椅子バスケットボールクラブ（東京）

そうかフレンズ（埼玉）

群馬ジーニアス（群馬）

横浜レジェンド（神奈川）

新潟ＷＢＣ（新潟）

・内 容   車椅子バスケットボールの試合

・参加者数      ７２名（うち、肢体不自由児者 ３２名）

  ［冬開催］中止

  ［チェアスキーバイスキー教室］

・開催日時   フィッティング 平成２９年１月２０日（金）

         １回目     平成２９年１月２１日（土）

         ２回目     平成２９年１月２２日（日）

・場 所   新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ（フィッティング会場）

           わかぶな高原スキー場

・講 師  新潟県チェアスキー協会 鈴木 純也 氏、肥田野 篤史 氏

・内 容   チェアスキー、バイスキーの基本的な乗り方から滑走方法を学ぶ。

また、ボランティアと共に行動して楽しい交流を図る。

・参加者数      ３７名（うち、肢体不自由児者 １２名）
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(４）肢体不自由児休日等支援事業

   【予算：229,000 円  決算：104,610 円】

在宅の肢体不自由児が自主性・社会性等を培い、有意義な休日を送れるよう、大学生などの

ボランティアによるレクリエーションの企画・運営を行った。

開催月日 実 施 場 所 活 動 内 容
参加者 うち( )は

肢体不自由児者数

6 月 18 日 県立東新潟特別支援学校 交流会 30 名（ 5）

7 月 16 日 東区プラザ 夏祭り 18 名（ 6）

11 月 5 日 県立自然科学館 外出 25 名（ 7）

12 月 24 日 東区プラザ ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ 26 名（ 11）

2 月 18 日 東区プラザ 鑑賞会 23 名（ 5）

3 月 18 日 東区プラザ 卒業式 26 名（ 6）

計 ６回（３カ所）
148 名（ 40）
（延べ人数）

上記事業以外にも、年間の事業開始前に学生ボランティアの講習会を行い、休日等支援事業

についてや、排泄介助について学んだ。

４ 肢体不自由児に生活の意欲と活力を与える活動、団体への助成事業

（１）肢体不自由児を激励するイベントに助成する事業

  （肢体不自由児激励事業）

  【予算：453,000 円 決算：361,127 円】

肢体不自由児の生活に意欲と活力を与えることを目的に、本年度は１０の保護者団体が行う

事業に対して助成金を交付した。（平成２７年度：９団体）

（単位：円 )

実施保護者会 事業名 実施月日
参加

人数
助成金額

県立佐渡特別支援学校ＰＴＡ ふれあいコンサート 9 月 23 日
99 名

（9）
37,000

県立村上特別支援学校

いじみの分校 PTA

いじみのリラックス

講座
2 月 17 日

18 名

（8）
37,000

県立はまぐみ特別支援学校ぐみの会 音楽鑑賞会 11 月 24 日
92 名

（33）
37,000

県立上越特別支援学校 PTA
ＰＴＡ

レクリエーション
11 月 5 日

55 名

（11）
25,000

見附市立見附特別支援学校 PTA 新春餅つき大会 1 月 21 日
145 名

（7）
37,000

はまぐみ小児療育センター

地域交流会
地域交流会 11 月 17 日

276 名

（34）
37,000

新潟県立柏崎特別支援学校
愛育会コンサート

（植木ゆり演奏会）
10 月 7 日

93 名

（18）
34,867
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新潟県立東新潟特別支援学校ＰＴＡ
親子クリスマス

お楽しみ会
12 月 9 日

164 名

（52）
37,000

新潟県立五泉特別支援学校 きらめき祭 10 月 29 日
270 名

（13）
37,000

新潟県立小出特別支援学校 PTA 秋の音楽鑑賞会 10 月 18 日
172 名

（4）
37,000

計 10 団体
1,384 名

（189）
355,867

※参加人数のうち( )は肢体不自由児者数

(２）学生ボランティアサークルに助成する事業

   (学生ボランティアサークル助成事業）

  【予算：255,000 円 決算：206,324 円】

主に肢体不自由児を対象としてボランティア活動をしている学生ボランティアサークルに

対して助成を行い、サークルの支援と肢体不自由児の援護を図ることを目的として、４大学５

サークルに対して助成金を交付した。（平成２７年度：５サークルに助成）

（単位：円 )

学校名 サークル名 助成金額

新潟県立大学 テルテルボーイズ 35,546

新潟青陵大学 障害者交流サークルすくすく 50,000

新潟医療福祉大学 レクア．コム部 17,946

新潟医療福祉大学 学生 kids 50,000

新潟大学 障害者問題研究会 50,000

計 ４大学５サークル 203,492

  (３） 障害者スポーツ参加促進事業

    ア. [スポーツ大会観戦等に助成する事業]

         【予算：8,000 円 決算：9,478 円】

特別支援学校の生徒を対象に、アルビレックス新潟のサッカー観戦チケットを無料で配付す

ることで、障害者のスポーツへの参加促進を図った。

・開催日時   平成２８年５月２１日（土）１９：００キックオフ

・場 所   デンカビッグスワンスタジアム

・内 容   アルビレックス新潟 対 川崎フロンターレ 試合観覧

・参加者数      １９名（うち、肢体不自由児者 ５名）

・開催日時   平成２８年６月１１日（土）１４：００キックオフ

・場 所   デンカビッグスワンスタジアム

・内 容   アルビレックス新潟 対 大宮アルディージャ 試合観覧

・参加者数      ２２名（うち、肢体不自由児者 ６名）
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・開催日時   平成２８年９月１０日（土）１９：００キックオフ

・場 所   デンカビッグスワンスタジアム

・内 容   アルビレックス新潟 対 名古屋グランパス 試合観覧

・参加者数      １１名（うち、肢体不自由児者 ３名）

・開催日時   平成２８年１０月２２日（土）１４：００キックオフ

・場 所   デンカビッグスワンスタジアム

・内 容   アルビレックス新潟 対 浦和レッズ 試合観覧

・参加者数      １７名（うち、肢体不自由児者 ４名）

    
    イ. [スポーツ用品等購入に助成する事業]

         【予算：507,000 円 補正予算 258,000 円 決算：764,005 円】

肢体不自由児・者が参加できるスポーツに係る用具の購入費用に助成を行い、障害者スポー

ツの啓発・普及を図るとともに、障害者スポーツへの参加促進を図った。

（単位：円 )

団体名 購入用具名 助成額

新潟県立村上特別支援学校
ボッチャゲーム用ボールセット×2、

ボールゲーム用傾斜板×1
87,480

新潟県立佐渡特別支援学校

ケンコーボッチャ×１

ドッチビー200×2、ドッチビー235×2、

ドッチビー270×2

87,800

新潟県立駒林特別支援学校 ボッチャセット×1 73,440

新潟県立柏崎特別支援学校

ボッチャランプス（ケース付）×1、

ソフトバレーボール×3

サウンドボール（3 個入）×20

98,330

新潟県立小出特別支援学校

鈴入りバレーボール 5 号×4、

フットサルゴールセット×1

ワンダーコア 2×2、

ワンダーコアスマート×１

90,957

新潟県立村上特別支援学校

いじみの分校 竹俣校

フロアーホッケースティック×10、

フロアーホッケーパック×5
54,000

新潟県立西蒲高等特別支援学校 ケンコーボッチャセット×1 77,760

新潟県立新潟盲学校

自転車（TS-263 オレンジ）×１

PARKEY 用 背もたれセット×1、

両脚スタンド×1

90,180

新潟県立五泉特別支援学校
ビーンボウリングセット×1

ボールスライダー×1、ボール傾斜版×1
97,200

計 757,147
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(４） 肢体不自由児関係団体支援事業

  【予算：161,000 円 決算：158,740 円】

心身障害者の福祉の増進のため活動を行っている、日本筋ジストロフィー協会新潟県支部に

対してサークル活動費の助成金の交付を行い、肢体不自由児者への支援を図った。

・開催日時   月１回開催（６月から１０月）

・場 所   国立病院機構新潟病院内療育棟ホール及びカラオケハウス時遊館

・内 容   絵手紙の会（５回）

生け花サークル（５回）

カラオケサークル（５回）

・参加者数   ４７名

・対 象 者   進行性筋萎縮児（者）

(５） 社会参加体験交流研修事業

    【予算：136,000 円  決算：101,992 円】

肢体不自由児者の社会参加活動体験を障害者と保護者それぞれの立場から発表し、今後の活

動促進に役立てるとともに、社会とのふれあいを進める上での諸問題について意見交換を行い

社会参加、社会交流の一層の向上を図ることを目的に事業を行った。

・開 催 日   平成２８年１１月１５日（火）

  

・場 所   プラザ片山（小千谷市）

  

・参 加 者   社会参加体験障害者とその保護者

  各地区肢体不自由児者父母の会会員

  社会参加支援ボランティアなど 合計 ５２名

  

・実施主体   新潟県肢体不自由児者父母の会連合会

小千谷市肢体不自由児者父母の会

      

・講 演   講演「共生社会の実現と災害時の対応について」

・講 師   社会福祉法人 長岡福祉協会 総務部長 小見 誠 氏

司会 小千谷市肢体不自由児者父母の会

・懇 談

・施設見学   小千谷さくら病院、ｹｱﾊｳｽ小千谷さくら、障害福祉サービス事業所、

ワークセンター小千谷さくら、特別養護老人ホーム おぢやさくら、

ひかり工房
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Ⅱ 役員会等

     監 事 会 第６回：平成２８年５月６日（金）

第１号議案 平成２７年度決算監査について

   理 事 会    第１０回：平成２８年５月１１日（水）

第１号議案 平成２７年度事業報告書・収支計算書（案）について

第２号議案 第１０回評議員会について

第３号議案 協会ホームページのリニューアルについて

第１１回：平成２９年３月１６日（木）

第１号議案 平成２９年度事業計画書・収支予算書（案）について

第２号議案 第１１回評議員会について

その他   事務局より報告事項等

  評議員会  第１０回：平成２８年５月３１日（火）

第１号議案 平成２７年度事業報告書・収支計算書（案）について

第２号議案 協会ホームページのリニューアルについて

第１１回：平成２９年３月２８日（火）

第１号議案 平成２９年度事業計画書・収支予算書（案）について

その他   事務局より報告事項等

        

Ⅲ その他法人会計に関わる事業

公益財団法人新潟県肢体不自由児協会ホームページの管理（継続）

   【予算：422,000 円  決算：491,966 円】  

本協会のホームページの管理を行い、事業内容の周知に努めるとともに各種事業の参加促進

及び肢体不自由児に対する愛護療育思想の普及に努めた。

   URL：http://www.k2.dion.ne.jp/~sinsikyo/   メールアドレス：sinsikyou@r3.dion.ne.jp

Ⅳ その他

  （備品の現状）

平成２９年３月３１日現在 （単位：円)

品   名 取得年月日 使 用 場 所 取得額 残存額

ボールプール 1※ H10.6.24 新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ 724,500 1

基本体技台セット一式 H11.8.24 新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ 199,900 1

ｲﾍﾞﾝﾄｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ 1※ H12.6.16 新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ 685,020 1

ｲﾍﾞﾝﾄｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ 2 H19.9.6 新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ 224,000 9,087

ボールプール 2 H20.2.22 新潟県障害者交流ｾﾝﾀｰ 200,000 1

東芝ﾊﾟｿｺﾝﾀﾞｲﾅﾌﾞｯｸ 3 H26.12.22 新潟県肢体不自由児協会 104,760 21,825

ｿﾌﾄｳｪｱ（協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） H28.8.10 新潟県肢体不自由児協会 400,000 346,667

計 2,538,180 377,583

※･･･寄附金付お年玉付郵便葉書等配分金で購入


