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ボランティア活動推進富山県民会議 
ボランティア総合支援センター通常総会 

 

６月８日（水）、富山県民会館において平成 23 年度ボランティア活動推進富山県民会議を開催し

ました。会議では、今年の主な活動内容について協議し、10 月を「ボランティア活動強調月間」と

して、「広げようボランティアの輪」のスローガンのもと啓発キャンペーン等を実施することや、県

民やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う第 23回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会を 10月 22日(土)

総曲輪グランドプラザ、28 日（金）富山県総合福祉会館の２日間開催すること等を決めました。ま

た、県男女参画・ボランティア課から、ボランティア・ＮＰＯ活動の推進施策及び東日本大震災に

係るボランティア派遣について説明がありました。 

併せて開催されたボランティア総合支援センター通常総会では、平成 22年度事業報告・収支決算、

平成 23 年度事業計画・収支予算、役員の選任などが、事務局提案のとおり、承認されました。 

なお、総会終了後開催されたセンター理事会において、犬島理事長が再任されました。 
 
 

 

 
 
 
 
                                  
 
                                  
 
 

 
 

第 23 回富山県民ボランティア・NPO 大会 

富山の元気 ボランティア・ＮＰＯフェスティバル概要決定！ 

 

 

 

開催日  平成 23年 10 月 22 日（土）、28日（金） 

場 所  22日 総曲輪グランドプラザ、28 日富山県総合福祉会館（サンシップとやま） 

この大会は、毎年 10月の「ボランティア強調月間」期間中に、

県民のボランティア意識の啓発の推進を図ること及びボランティア・

ＮＰＯ関係者の、より一層の連携と意識の向上を図ること等を目的

として、県民やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う大会です。 

現在、大会に参加していただける団体等を募集しています。 

詳細は、募集チラシや当センターＨＰでご確認ください。 

10/22（土）10：00～16：00 
 

総曲輪グランドプラザ 

○ボランティア・ＮＰＯの活動

紹介 

○展示販売 

○ステージ、アトラクション 

○体験コーナー 
 

10/28（金）10：00～16：30 
 
1階福祉ホール 

○式典 

ボランティア活動に貢献した 

個人・団体の表彰 

○講演会 

講師 室﨑益輝氏(関西学院大学

教授) 

「東日本大震災、阪神淡路大震災と災害ボ

ランティア活動について」  

研修室 ○ワークショップなど 

第 22 回大会「式典」 

きぐるみ「ハーティ」登場！ 

開催!! 
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第２３回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会実行委員会では、第２３回富山県民ボランティア・

ＮＰＯ大会（富山の元気ボランティア・ＮＰＯフェスティバル）開催します。 

県民の皆さんにボランティア・ＮＰＯ活動に対する関心をもってもらうことや、来場者・ボラン

ティア・ＮＰＯ間の交流を目的として、ボランティア団体・ＮＰＯが作成した作品の展示や販売、

活動紹介、ワークショップなどを行う団体を募集します。 

今年度は、従来のサンシップとやまのほか、総曲輪グランドプラザにも会場を設け、１０月２２

日（土）と２８日（金）に開催します。 

皆さんの参加をお待ちしています。ぜひご参加ください。 

■日  時  １０月２２日（土）１０：００～１６：００《会場：グランドプラザ》 

１０月２８日（金）１０：００～１６：３０《会場：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）》 

■募集対象  県内で活動するボランティア団体・ＮＰＯ法人、その他ボランティア・ＮＰＯ活動を推進する 

団体など 

■募集内容  （１）ブースで活動体験（ミニワークショップ等）を行う団体 

（２）ブースで作品等の販売（フリーマーケット）を行う団体 

（３）調理を必要とする飲食物の販売を行う団体（２２日のみ） 

（４）パネル展示による団体・活動紹介を行う団体 

（５）ワークショップ、体験会、発表会、研修会など、研修室を使用する行事（２８日のみ） 

■募集締切  ７月８日（金） 

■そ の 他  今年度は新しい大会づくりを進めるため、また会場構成に参加団体の意向を取り入れたいことか

ら、参加者・出展団体を加えた分科会を早くから立ち上げ、参加者と関係者が共に作り上げる大会

にしていきたいと考えています。 

※参加を希望される団体は、ボランティア総合支援センター（TEL 076-432-2987）までご連絡ください。 

  応募用紙は、支援センターホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア・ＮＰＯ「一言メッセージ」を募集します。 

ボランティア・ＮＰＯ活動が県民に広がっていくためにみんなに伝えたい「メッセージ」をお寄せください。 

 
応募期間：７月上旬から１０月５日(水) 

 

募集内容：「一言メッセージ」（５０字以内） 

 

応募対象：県内在住の方又は通勤・通学している方 

（未発表の自作のものにかぎります。） 

 

応募方法：応募様式に必要事項を記入の上、郵送又は 

     ＦＡＸで応募ください。 

応募用紙は、支援センターホームページから 

ダウンロードできます。（７月中旬掲載予定） 

 

作品の選定・記念品の送付： 

感動・感銘を受けた作品へ投票してもらい、得

票の多かった作品の応募者に記念品をお送りし

ます。（１０月に投票を予定しています。） 

 

募集・問合先： 
ボランティア活動推進富山県民会議 

（事務局：富山県民ボランティア総合支援センター） 
電話 076-432-2987  fax 076-432-2988 
http://www.toyamav.net/ 

 

http://www.toyamav.net/
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ＮＰＯ創造的地域活性化事業助成金助成対象事業決定！ 

「ＮＰＯ創造的地域活性化事業助成金」は、県民参加による魅力あ

る地域づくりを推進するため、ボランティア・ＮＰＯ活動を行う組織・

団体が地域の課題等について自ら考え、自ら取り組む公益的・先駆的な

事業に対して資金を助成する制度です。（助成限度額３００千円／事業） 

今年度は、１６団体の応募があり、学識経験者等５名で構成する審査

委員会において審議いただいた答申を踏まえ、１２団体に助成すること

としました。（総額２，４００千円）   

採用された事業及び団体は次のとおりです。 

 

事   業   名 団   体   名 

ボランティアウォーカー2012 ＮＰＯ法人富山観光創造会議 

おもちゃの病院ピノキオ おもちゃの病院ピノキオ 

平成23年度茶道体験教室 ＮＰＯ法人茶道「清風の会」 

ボディワークでエンパワーメント ＮＰＯ法人ハッピーウーマンプロジェクト 

視覚障害者の音声パソコン在宅サポート事業 視覚障害者ＩＴサポートとやま 

三世代交流自然観察会 ＮＰＯ法人利賀飛翔の会 

森の家づくり～小人さんの隠れ家～ 富山森のこども園 

子どもの冒険遊び場・一日プレパーク いみず子どもの遊び場つくろう会 

ノーバディズパーフェクト子育て講座事業 いずみ文庫 

いまこそ見直そう「わらべうた遊び」 富山子ども劇場 

先生と親たちでみまもる共同保育「まめでっぽう」 共同保育 まめでっぽう 

療育的親子活動 障害児支援サークル こっころ 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人の皆さん、お忘れではありませんか？ 

ＮＰＯ法人は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等を所轄庁（富

山県）へ提出する必要があります。事業年度が４月１日から３月３１日の法人で未提出の団体は、速やかに提出

してください。また、登記事項に異動が生じた場合は、変更の登記が必要です。理事全員が重任（再任）の場合にも

必要です。登記を変更し忘れると、過料が科されることがあります。お忘れのないように！ 

ボランティア、ＮＰＯ法人等の活動中における事故防止等について 

ボランティア活動やＮＰＯ活動を推進するためには、ＮＰＯ法人等の安全意識等が高まり県民から信頼される

活動とサービスの提供を行うことが求められます。 

このため、事業実施に当たっては、危険や無理のない計画を立てるとともに事業内容に応じて安全管理員等を

配置すること、ボランティア活動保険や行事保険に加入することなど、適切な事業の執行に努めてください。 

また、必要な知識・スキルの習得等のため、当センターや市町村、富山県ボランティアセンター等が実施する

研修事業もご利用ください。 



 

支援センター相談会・講習会情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ＮＰＯ法人会計税務事務相談会 

北陸税理士会のご協力により、ＮＰＯ法人の会計、税務事務全般に関する個別相談会を下記のとおり開催す

る予定です。（事前に申込が必要です。相談時間は 30分または１時間程度。相談無料） 

開催が近づきましたら、ＮＰＯ法人あてに開催案内ちらし（申込書）を送付します。 

富山地区（会場：サンシップとやま）    9・11・12・1・2月 

魚津地区（会場：富山県魚津総合庁舎）  12月  

砺波地区（会場：富山県砺波総合庁舎）  1月                 是非、ご利用ください。 

ＮＰＯ実務講座 
「組織運営上のリスクとその対処～あなたの団体の危機管理は大丈夫ですか～」 

ＮＰＯにもリスクはつきもの。ＮＰＯにおける危機管理について学びます。 

日時：７月２２日（金） １３：３０～１６：００ 

場所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま） ６階 ６０１号室 

定員：４０名（先着順）（申込期限７月１８日）  参加費：無料 

講師：高橋 保雄さん（（社）日本損害保険協会） 

 

ＮＰＯ実務講座 
「組織を育てるチカラをつける！」 

ＮＰＯの組織運営に必要なチカラと課題解決について学びます。 

日時：８月２５日（木） １３：３０～１６：３０ 

場所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま） ６階 ６０１号室 

定員：４０名（先着順）（申込期限８月１８日）  参加費：無料 

講師：川北 秀人さん（人と組織と地球のための国際研究所） 
 

ＮＰＯ実務講座 

「企画力アップ・助成金申請のポイント」 
ＮＰＯが事業を継続していくには、資金が必要です。また、資金調達の方法の一つに助成金があります。

そこで、ＮＰＯの資金に関する基本事項及び助成金申請のポイントなどについて学びます。 

日時：９月９日（金） １３：３０～１６：３０ 

場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） ６階 ６０１号室 

定員：４０名(先着順)、申込期限等は未定。   参加費：無料。 

講師：杉浦 清治さん（日本財団海洋グループ海洋技術開発チーム） 

お問い合せ先   富山県民ボランティア総合支援センター （URL http://www.toyamav.net/）  

〒930-0094 富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館内 

℡：076-432-2987  fax：076-432-2988  E-Mail：info@toyamav.net 

４ 

ＮＰＯ法人設立基礎講座開催 

ＮＰＯ法人の立ち上げなどについて、質問の時間をたっぷり取った、少人数での講座を開催します。 

日時 ９月２７日（火） １３：３０～１５：３０ 

   場所 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７階 ７０３号室 

定員 ６名（先着順）※１団体１名まで 

内容 ＮＰＯ法人の設立や認証手続きについて 

      ＮＰＯ法人の設立について質疑応答や相談 など 

講師 富山県男女参画・ボランティア課職員 

http://www.toyamav.net/


支援センター相談会・講習会情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ＮＰＯ法人会計税務事務相談会 
ＮＰＯ法人の会計、税務事務全般に関する個別相談会を下記のとおり開催する予定です。 
（事前に申込が必要です。相談時間は 30分または１時間程度。相談無料） 
開催が近づきましたら、ＮＰＯ法人あてに開催案内ちらし（申込書）を送付します。 

富山地区（会場：サンシップとやま）    9・11・12・1・2月 
魚津地区（会場：富山県魚津総合庁舎）  12月  
砺波地区（会場：富山県砺波総合庁舎）  1月                 是非、ご利用ください。 

ＮＰＯ実務講座 
「組織運営上のリスクとその対処～あなたの団体の危機管理は大丈夫ですか～」 

ＮＰＯにもリスクはつきもの。ＮＰＯにおける危機管理について学びます。 
日時：７月２２日（金） １３：３０～１６：００ 
場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） ６階６０１号室 
定員：４０名（先着順）（申込期限７月１８日）  参加費：無料 
講師：高橋 保雄さん（（社）日本損害保険協会） 
 

ＮＰＯ実務講座 
「ＮＰＯの組織に必要な力」 

ＮＰＯの組織運営に必要な力と組織力強化について学びます。 
日時：８月２５日（木） １３：３０～１６：３０ 
場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） ６階６０１号室 
定員：４０名（先着順）（申込期限７月１８日）  参加費：無料 
講師：川北 秀人さん（人と組織と地球のための国際研究所代表者） 
 
 
ＮＰＯ実務講座 

「企画力アップ・助成金申請のポイント」 
ＮＰＯが事業を継続していくには、資金が必要です。また、資金調達の方法の一つに助成金があります。そ

こでは、ＮＰＯの資金に関する基本事項及び助成金申請のポイントなどについて学びます。 
日時：９月９日（金） １３：３０～１６：３０ 
場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） ６０１号室 
定員４０名(先着順)、申込期限等は未定。   参加費：無料。 
講師：杉浦 ○○氏（日本財団日本財団海洋グループ海洋安全・教育チーム） 

お問い合せ先   富山県民ボランティア総合支援センター （URL http://www.toyamav.net/）  

〒930-0094 富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館内 

℡：076-432-2987  fax：076-432-2988  E-Mail：info@toyamav.net 

６ 

ＮＰＯ法人設立基礎講座開催 
ＮＰＯ法人の立ち上げなどについて、質問の時間をたっぷり取った、少人数での講座を開催します。 

日時 ７月２９日（金） １３：３０～１５：３０ 

   ９月２７日（火） １３：３０～１５：３０ 

             ※すべて同じ内容です 

場所 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７Ｆ ７０３号室 

定員 各回６名（先着順）※１団体１名まで 

内容 ＮＰＯ法人の設立や認証手続きについて 

   ＮＰＯ法人の設立について質疑応答や相談 など 

講師 富山県男女参画・ボランティア課職員 

※７月の回は定員間近となっております。希望される方は、お申し込みの前に支援センターまでご連絡くださ

い。 

http://www.toyamav.net/
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