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本年もどうぞよろしくお願いいたします。
当センターが平成９年にスタートしてから１６回目の新年を迎えました。この間、少子
高齢化、福祉、環境、国際協力、文化、スポーツ、まちづくり、地域の安全や災害救援な
ど様々な分野でボランティアやＮＰＯの評価が高まってまいりました。
また、一昨年３月に発生した東日本大震災や各地で発生した集中豪雨被害などにより、ボランティア・ＮＰＯに
対する関心や期待が大変大きくなってきており、今や、私たちの生活になくてはならない存在になっております。
当センターはこれからもボランティア・ＮＰＯの運営・事業等に支援を行うとともに、皆様の声を一層取り入
れながら、県民総ボランティアの輪を広げ、心豊かでふれあいのある地域社会の実現を目指して取り組んでいき
たいと思います。皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。本年がこれまで以上に良い年となります
よう皆さまのご繁栄をお祈りいたします。

「第２４回ボランティア
「第２４回ボ
「第
回ボランティア・ＮＰＯ大会」
大会」
を開催しました
を開催
！
前回に引き続き、10月20日（土）はグランドプラザで、26日(金)は富山県総
合福祉会館（サンシップとやま）の２会場で開催しました。
１日目は、グランドプラザに会場を設け，ボランティア団体・ＮＰＯ等のステー
ジ発表や作品展示・販売、活動紹介パネル展示を行い62団体が参加しました。また、
県内のＮＰＯ・ボランティア団体の活動や県の「新しい公共事業」への取組みを紹
介するコーナーやメッセージ記入コーナーを設けました。
子どもから大人までの多彩なステージ発表や、各ブースでの体験、物品販売など、
多くの来場者でにぎわいを見せていました。来場者や、参加団体からは「いろいろ
な分野のボランティアを知り参加したくなった。」「団体間の交流が深まっただけ
でなく、一般の方にＰＲ出来た。」と満足の声が聞かれました。
２日目の式典では、犬島伸一郎大会長の挨拶、知事祝辞のあと、厚生労働大臣表
彰、知事表彰、ボランティア活動推進富山県民会議会長表彰、団体奨励賞、寄付感
謝状の授与が行われ、最後に参加者全員で大会アピールを採択しました。また、式
典終了後には、「次の世代へのメッセージ 今 私にできること」と題して、住田
裕子さん（弁護士、ＮＰＯ法人長寿安心会代表）から
ご講演いただきました。
東日本大震災の被災者に対する支援の取り組みや、高齢化社会の急速な進展の中で、
老人が健康寿命を維持し元気で長生きするための知恵や心構え、健康体操の実演な
ど講師の話を会場いっぱいの出席者が熱心に聞いていました。
お陰様で、無事２日間を終えることができました。大会に参加いただいた皆さん、
出展・出演いただいた皆さん、運営協力いただいた皆さん、本当にありがとうござ
いました。
大会開催結果概要
○来場者数（２日間）
約６,５００名
○発表・出展参加団体数
○ボランティア「一言メッセージ」投票者数
１１９名

７７団体

１

助成財団シンポジウムin富山

「パートナーとして助成財団と話をしよう」
を開催しました！
１１月１０日（土）県教育文化会館において、助成財団シンポジウムを開催
しました。第１部では日本ＮＰＯセンター顧問の山岡義典氏から、「地域社会
のために助成金をどう活かすか」と題してご講演いただき、助成金を活かして
組織の基盤を強化し、寄付、自主事業、受託事業収入など財源の拡充を図るこ
とが大切であるとのお話がありました。第２部では助成事例報告として、県内
の３事例（ＮＰＯ法人愛和報恩会−損保ジャパン記念財団、ＮＰＯ法人アート
ＮＰＯヒミング−日本財団、とやまチャイルドライン愛ランド−北陸労働金庫）
について、事業を実施したＮＰＯ及び助成金を交付した財団から説明がありま
した。続く第３部のパネルディスカッションでは、第１部、第２部についての
質問に対する回答や、参加者と助成財団との意見交換が活発に行われました。
また、会議後の名刺交換交流会では、参加した多くのＮＰＯが各財団の担当
者に熱心に質問したり、意見交換する姿が見られました。

参加財団
キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、
日本財団、トヨタ財団、日本郵便㈱、
日立環境財団、北陸労働金庫

ＮＰＯのための資金融資制度及び団体支援制度
〜金融機関担当者による説明会と相談会〜 を開催！
１０月１１日（木）、日本政策金融公庫と北陸労働金庫の担当者を講師にお
招きし、ＮＰＯのための資金融資制度及び団体支援制度について各金融機関の
融資制度メニュー及び助成金制度について講演をいただきました。新規で事業
を始めたい方への融資など各種制度の説明や、具体的な融資の事例などについ
て説明がありました。
また、講演の後、個別の相談会を実施したところ、具体的な活動内容
や融資制度の適用について多くの団体が熱心に相談をしていました。
受講者からは「ＮＰＯに対する融資の全体像が分かった」、「他の
参加者と共に座談会形式で相談できてよかった」、「金融機関の担当
者とじかに意見交換ができてよかった。」、「活動助成金制度が分か
った。」など、大変好評でした。

「ＮＰＯ労務管理基礎講座」を開催しました
１２月７日（金）に｢ＮＰＯ労務管理基礎講座｣を開催しました。社会保険労
務士の岩峅勲さんを講師にお招きし、労働保険、健康保険、厚生年金等のしく
みや加入条件、労働時間や休暇等の労働基準法のポイントについて説明いただ
きました。受講者からは、「基本的なことが確認できてよかった」「知ってい
たつもりだったが、あらためて雇用契約や就業規則を再確認したい」等の感想
がありました。

２

平成25年度 ロッカー利用団体募集
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印刷用の紙や文房具などが収納できるロッカ
ーの利用団体を募集します。申込方法等詳細については、１月上旬にチラシ等でお知らせします。
１

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387mm
（ダイヤル施錠式） ８個
＊②は、郵便物（普通郵便）受付を希望される団体に貸出
＊１団体につき１個に限ります
(2) 利用期間 平成２５年４月１日〜平成２６年３月３１日

２

応募資格
富山県内でボランティア・ＮＰＯ活動を行っている団体（法人格の有無を問いません。）
＊定期的にボランティア交流サロンを利用する団体に限ります。

３

利 用 料

４

申込方法・締切
利用申込書を郵送または持参
申込締切：平成25年２月上旬

５

利用団体の決定
平成25年3月上旬（応募者多数の場合は抽選を行います。）

無料

ＮＰＯ法の概要をまとめたリーフレット
「ＮＰＯ法のあらまし」及び、平成２４年４月施行の改正ＮＰＯ法の改正事項を
織り込んだ
「設立及び管理・運営の手引き(改訂版)」
（県男女参画・ボランティア課）
を作成しました。
リーフレットは当センターやボランティア交流サロン等で配布しております。
「ＮＰＯ法のあら
まし」は当センターホームページ、
「設立及び管理・運営の手引き」
は県男女参画・ボランティア課
のホームページ(URL:http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1712/kj00004440-00301.html)に掲載されていますので、
ＮＰＯ法人格を取得するための資料としてご活用ください。
また、平成２４年４月以降に開始した事業年度の事業報告書等の提出の際には新法が適用さ
れますので、
事務の参考にして下さい。
当センターでは、NPO法人格取得についての相談も随時受け付けておりますので、お気軽に
お問い合わせください。

平成24年４月に施行された改正ＮＰＯ法第72条に規定する国民への情報提供
に必要な措置の一環として、内閣府が運用する「ＮＰＯ法人ポータルサイト」
において、全国のすべてのＮＰＯ法人の事業報告書等が閲覧できるようシステ
ム改修がされ、機能が拡充されました。ご活用ください。
URL: https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html
※内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトとは・・・
内閣府において、所轄庁の協力を得て、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）に係る
基本的な情報を一元的に管理し、市民・ＮＰＯ法人・企業等にインターネットにより
情報提供するために管理・運営するＮＰＯ法人情報のポータルサイトです。

３

ボランティア・ＮＰＯミーティング 参加団体募集
≪ボランティア・ＮＰＯと支援センターとの地区別意見交換＆交流会を開催します！≫
お聞かせください!!
今後の事務運営の参考にさせていただきます。
・当センターに対する要望、意見など
富山地区
・行政に対する要望、意見など
・貴団体の課題や悩みなど
交流しましょう!!
高岡地区
他団体のことを知り、自団体の活動に活かしましょう。
・貴団体の活動内容、組織の運営方法、団体のＰ
Ｒ手法の紹介や他団体に言いたいこと、聞いて
みたいことなど、なんでもＯＫ！

日

時

場

所

平成25年２月６日
（水）

富山県総合福祉会館 ６０１

１４：００〜１６：００

富山市安住町５−２１

平成25年２月７日
（木）

富山県高岡総合庁舎 １０２

１４：００〜１６：００

高岡市赤祖父２１１
各先着20名

多くの団体の参加をお待ちしています。

講習会・相談会 情報
ＮＰＯ会計税務基礎講座開催

税理士さんによるＮＰＯ法人会計・税務事務相談会開催

ＮＰＯの会計税務について、基礎から学ぶ「ＮＰＯ会計
税務基礎講座」を行います。

北陸税理士会のご協力により、「ＮＰＯ法人会計・税務
事務相談会」を開催します。

日

日
場

時：１月２２日
（火）
、
２５日
（金）
、
２９日
（火）
、
２月１日
（金）
、
５日
（火）の５回連続講座 １８：３０〜２０：３０
場
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
７階７０３号室
内
容：簿記の基礎、損益計算書等の作成、
納税について（法人税など）
講
師：千田
篤 さん（公認会計士・税理士）
対
象：ＮＰＯの会計担当スタッフ又は
ＮＰＯの会計を学びたい方
定
員：２０名（申込多数の場合は抽選）
申込締切：１月１１日（金）

時：１月２４日（木）１３：３０〜１６：００
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
７階 ７０２号室
内
容：ＮＰＯ法人の会計及び税務事務全般に関する個別相談会
募集団体：各回３〜４団体程度（先着順）
講
師：北陸税理士会所属の税理士
相談時間：１団体１時間程度
持 参 品：団体の会計書類（決算書等）、電卓、筆記用具
申込締切：１月１４日（月）

ＮＰＯ実務講座（マネジメント力向上講座）
「ＮＰＯのためのコミュニティ・ビジネス入門〜地域貢献と組織の自立を目指して〜」

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、少人数での講習会を開催します。
日 時：２月５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）
５階５０１号室
定 員：１０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

コミュニティビジネスの手法を活用した地域活性化、組織運営
の方策などについて、全国のたくさんの事例を通して学びたい
と思います。コミュニティビジネスを活用して団体の活動を活
性化するヒントを学びたい方は、是非参加ください。
日
定
場
講

時：２月２３日（土） １４：００〜１７：００
員：４０名（先着順）
所：富山県総合福祉会館（サンシップ）６階６０１号室
師：ＮＰＯコミュニティビジネスサポートセンター
代表 永沢 映 さん

専門家から個別指導を受けてみませんか
公認会計士・税理士・社会保険労務士・
中小企業診断士を派遣します！

助成金説明会・企画力向上講座
助成金情報をはじめ、
ＮＰＯ等の資金調達について学びましょう。
１ ＮＰＯの経営〜資金調達から運営まで〜
立教大学准教授 坂本文武さん
２ 全国、県内助成金情報の提供。ボランティア総合支援セン
ター助成金の概要。
日 時：３月１２日(火) 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 ６０２号室

金は
相談料
無料！

日頃の活動での疑問、悩み、知りたいこと、学んでみた
いこと専門家から実際にアドバイスをうけてみませんか？
対

象
富山県内に事務所をおいて、県内で社会貢献活動に取り組む
ＮＰＯ等です。
相談の分野
会計・税務、労務管理、経営
申込方法等くわしくは、
チラシ、
当センターホームページをご覧ください。

お問い合せ先

富山県民ボランティア総合支援センター
〒 930-0094

富山市安住町5-21

TEL 076-432-2987
URL
４

富山県総合福祉会館内

FAX 076-432-2988

http://www.toyamav.net/

E-Mail info@toyamav.net

