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【連絡先】 富山県民ボランティア総合支援センターまで 
TEL: 076-432-2987   FAX：076-432-2988  http://www.toyamav.net/   Email: info@toyamav.net 

昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、「３密」を避ける意識が広まっ

たほか、「密接」な関わりの大切さを再認識し、私たちの生活様式や行動も大きく

変わりました。 

当支援センターでも、交流サロンの利用制限やボランティア・ＮＰＯ大会の規模

縮小、各種講座の定数制限など感染症予防対策を講じながら、活動の継続に努め

ました。 

 

皆様には、つつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 
旧年中は、格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございました。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

また、多くのＮＰＯ法人やボランティア団体においても、自粛要請に伴う事業の休止や縮小を余

儀なくされ、事業継続や職員確保など運営面で深刻な影響がありました。 

今年は、引き続き、感染症リスクを考慮しながらも、医療福祉や環境保全、まちづくり、災害救

援など様々な分野において、ボランティア・ＮＰＯ活動に対する社会的ニーズが一層高まり、その

活動を支えるための組織の基盤強化が増々重要となると感じています。 

このため、今後も、当支援センターでは、ＮＰＯ中間支援組織として、多くの県民の皆様にボラ

ンティア・ＮＰＯ活動に参加していただく環境づくりを進め、活動の輪を広げ、心豊かでふれあい

のある地域社会の実現に向け貢献していきたいと考えています。 

 

令和２年度に、当センターにお寄せいただいた寄付金は次のとおりです。（令和 2年 12月 21日現在）    

✿寄付金申込件数 108件    ✿寄付金総額  984,000円 
多くの皆さまから、あたたかいお気持ちをお寄せいただき誠にありがとうございました。この資金を

活用しまして、今後もさらに拡大して支援を行ってまいりたいと思いますので、皆さまのご芳志をお願

いいたします。（本ファンドの寄付は、寄付金控除の対象となっています。） 

 

 

 

登録内容（郵送先、HP掲載内容など）に変更がありましたら、下記支援センターまでご連絡下さい。 

富山県民ボランティアネットワークはボランティア・ＮＰＯ活動に関係しているグループ・団体の交流促進を図る

もので、登録された団体へは、支援センターから情報誌や各種講座開催等の情報を提供させていただいていま

す。そのほか、富山県総合福祉会館（サンシップ）利用に関する特典もありますので、未参画の団体の皆様はぜひ

登録をお願いします。なお、登録費用は不要です。下記支援センターまでご連絡下さい。 

 

http://www.toyamav.net/


 ＮＰＯ法人設立団体一覧 （令和２年１０月～） 

2020 年 10 月、ボランティア・ＮＰＯ活動の発信・参加・連携・交流を目
的に、8日（木）県総合福祉会館、17日（土）富山市総曲輪グランドプラザ
で開催しました。 

8 日の式典では、髙木大会長、山崎副知事から挨拶をいただいた後、ボラン
ティア活動に貢献された方々の表彰を行いました。 
  17 日のフェスティバルでは、18 のボランティア団体やＮＰＯ法人に参加
をいただきました。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を
縮小し、パネル展示による団体・活動紹介 18ブースを設けて開催しました。
参加団体からは、「展示のみであったが、来場者がゆっくり観覧出来て良かっ
たと思う。」「活動内容をしっかり伝えることができたので良かった」「コロナ
禍でやむなく中止した大会も多い中、今回の開催には感謝している。」などの
感想をいただきました。 
おかげをもちまして無事 2 日間を終えることができました。ご来場の皆様、
参加や運営協力をいただいた皆様、誠にありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 代表者 住 所 活動内容 （概要） 認証日 

とやま水土里支援

センター 
永森 雅之 

富山市黒崎 17

番地 

 

この法人は、富山県内の農山村が有する農地や農業

水利施設及び土地改良施設等の施設機能や生態系・

環境の保全、農業用水路等への転落事故防止に係る

安全・安心の確保に関する地域の多様な主体による

取り組みの推進を図ることを目的とします。 

R2.10.27 

日本道徳道標協会 林 孝樹 
高岡市宮脇町

1003 番地 

この法人は、地域社会に対して、道徳学の普及に関

する事業を行い、子どもの健全育成、地域社会への

貢献に寄与することを目的とします。 
Ｒ2.10.29 
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講 座 開 催 報 告 

１１月５日（木）に、中山間地域における、

地域資源を活用した事業化や地域運営組織の

法人化を進めるためのセミナーを開催しまし

た。NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンターの

大滝さんから「中山間地域を動かす基盤づくり

とノウハウの構築」と題して、基調講演をして

頂きました。「地域づくりの進め方」から「中山

間地においての若者が育つ仕組みづくり」「効

果的な事業のポイント」まで、分かりやすい図

と中山間にある各地域の事例紹介を交え説明

いただきました。 

事例発表では、NPO 法人こばの平沢さんから

旧小羽小学校を拠点に地域活性化に取り組む

ため、小羽地区の自然や文化を活かした様々な

事業展開を発表していただきました。その後、

平沢さんの解説でカフェや団体事務所、ワーク

スペースなどに活用されている旧小羽小学校

内の見学をしました。 

新型コロナウイルスの影響から団体の活

動を休止したり、総会などの集まりが難し

くなっています。そこで、今話題の Web 会

議アプリケーション「Zoom」の使用方法を

学ぶ講座を１１月１８日（水）に、開催しま

した。株式会社 Asian Bridge から講師をお

招きし、Zoom の概要説明の後、２部屋に分

かれて、実際に Zoom をインストールする

ところから操作体験をし、ゲスト側の操作

体験だけでなく、スケージューリング、画面

共有などホスト側の操作体験もしました。

最後に参加者全員で模擬総会をしました。

参加者からは、「実際のミーティングを体験

し、分かりやすかった。」「模擬総会をしてみ

たのが良かった。」「総会や理事会で利用し

たい。」など、大変好評でした。 

【知っておきたいポイント】 

◎ミュート・・ミュートとは、自分のマイク

を OFF にすること。発言しないときはミ

ュートにしましょう。ミュートにしない

と発言者の声が聞きとれなかったり、画

面が変わってしまったりします。 

◎ビデオ・・ここでいうビデオとは、自分が

画面に映るカメラのこと。総会などは、ビ

デオを ON にしましょう。OFF だと主催

者から自分を確認してもらえません。 

◎パスコード・・自分が主催者となり、参加

者を招待する時、招待者以外に参加され

ないようにIDの他にパスコードを設定し

ましょう。 

◎名前の変更・・使っている端末名になって

いる場合があります。参加者は自分の名

前に変更しましょう。 

３ 

∞ 相 談 ∞ 

管理職の出勤簿に時間外の勤務記録は必要で

しょうか？ 

∴ 回 答 ∴ 

管理監督者は労働基準法上の「労働時間」「休

日」「休憩」に関する規定が適用されず、残業代

を支払わなくていいとされています。 

ただし、その他の規定は適用されますので、例

えば、午後 10 時～翌日の午前 5 時まで労働し

た場合に発生する深夜の割増賃金の支払いや、

年次有給休暇の付与は必要です。 

また、健康や安全面に配慮するという観点か

ら、過重労働の抑制のためにも管理監督者の勤

怠管理は必要です。タイムレコーダーなど勤怠

管理システムの導入を行い、無理な労働を抑制

することが重要です。 
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第 3回マネジメント力向上講座 

ボランティア団体・NPO法人のための CMを作ってみよう！  

日  時：１月１７日（日）10 時～16 時 

講  師：株式会社カルデックスエンターテインメイト 代表取締役 金尾光崇氏 

内  容：・CM 動画作成の入門編 ・30 秒程度の動画作成（実践） 

定  員：15 名（ボランティア団体・NPO 法人（PC などの端末の基本的操作ができる方） 参加費無料  

持 ち 物：PC・スマホ・タブレット（OS：Windows10、MacOS10.5 以降、iＯＳ 6.0 以降）、 

写真データ（10 枚程度） 

場  所：富山県総合福祉会館 7 階 701 号室 

 

あなたもつくれる NPO法人【NPO法人設立基礎講座・相談会】 

日  時：2 月１６日（火）13：30～15：０0 場  所：富山県総合福祉会館７階７０４号室 

講  師：富山県少子化対策・県民活躍課職員、NPO 法人キャリアネットワーク北陸理事長 

定  員：10 名  受 講 料：無料  申込締切：2 月 5 日（金） 

 

助成金情報提供について 

 支援センターの HP に掲載している助成金情報をまとめた冊子を無料でご提供します。 

２月中旬より申込受付します。詳細は、HP・チラシ・FB でお知らせします。  

                        

          
 

【お問い合わせ・お申し込み先】 富山県民ボランティア総合支援センターまで 
TEL: 076-432-2987   http://www.toyamav.net/   Email: info@toyamav.net 

 

NPO法人会計税務事務相談会 

日   時：1 月 21 日（木）13：30～16：30 

場   所：富山県総合福祉会館 3 階交流会議室 

講   師：北陸税理士会所属の税理士 

相談時間：1 団体 30 分～1 時間程度  

申込締切：1 月 13 日（水） 

※締切後相談時間等のご連絡をします 

 

NPO法人の「決算資料作成説明会」 

日   時：2 月 1２日（金）13：30～15：00 

場   所：富山県総合福祉会館 7 階 704 号室 

講   師：富山県少子化対策・県民活躍課職員 

対   象：ＮＰＯの事務担当者など  

定   員：15 名程度 申込締切：2 月４日（木） 

富山県総合福祉会館（サンシップとやま）のボランティア交流サロンに設置しているロッカーの利用団体を

募集します。印刷用の紙や文房具など、団体の活動に利用する物品の収納にぜひご活用ください。 

◆利用内容：サンシップとやま３階 ボランティア交流サロン内 ロッカー 

（1）規格  ①幅 393mm×奥行 482mm×高さ 395mm （ダイヤル施錠式）46 個 

 ②幅 410mm×奥行 413mm×高さ 387.5mm（ダイヤル施錠式） 7 個 

＊１団体につき１個に限ります 

＊②令和２年度から郵便物の取り扱いはありません。 

（2）利用期間  令和３年 4月 2日～令和４年 3月 31日 

◆応募資格：定期的にボランティア交流サロンを利用する団体で、県内で 

ボランティア・ＮＰＯ活動を行っている団体 

◆利 用 料：無 料  ◆申込方法：利用申込書・団体資料を FAX または郵送 

◆申込締切：令和３年 2 月５日（金） 

◆利用団体の決定：令和３年 3 月上旬（応募者多数の場合は抽選を行います） 

（無料） 

http://www.toyamav.net/

