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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 17 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、平成 23 年３月に発生した東日本大震災やその後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。

昨年に引き続き、10 月 19 日（土）はグランドプラザで、25 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、県内のボランティア・ＮＰＯ団体等
のステージ発表や作品展示・販売、活動を紹介するパネル展示を行い 61 団体が参
加しました。また、スタンプラリーに参加するとプレゼントがもらえる催しや一
言メッセージの投票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・ＮＰＯ活動に気軽にふれて知ることができた。
」
「いろい
ろな団体間と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、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
「運命を生きる～闘病が開けた人生の扉～」と題して、浅野史郎さん（神奈川大
学教授、元宮城県知事）からご講演いただきました。
ＡＴＬ（成人Ｔ細胞白血病）の発症を運命と受け止め、家族や多くの人々の支
援により生還した体験や病と闘う人々へのアドバイス、厚生省入省以来ライフワ
ークとしてきた福祉の改革にかけた熱き日々、現在の障害福祉行政をめぐる状況
などを語っていただき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。会場に来場いただいた皆様、
出展・出演団体や運営に協力いただいた皆様、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：７８団体

○ボランティア「一言メッセージ」
：９３名

１１月１２日（火）に「ＮＰＯ法人設立基礎講座」を開催しました。ＮＰＯ法人制度のあらましや設立
手続きなど基礎知識を学びました。任意団体とＮＰＯ法人との違いはどんなことなのか、法人格を取得す
るメリット、またはそれに伴う義務など、これから法人格を検討する団体にとって必要な基礎知識を共有
することができました。
参加者も、活動内容について具体的には考えていないが、と
にかく話だけでも聞いてみたいという方から、団体で活動して
いる中でそろそろ法人設立を目指しているという方まで様々で
したが、ＮＰＯへの関心の高さがうかがえました。
講義後の質疑では、実際に法人を立ち上げた時の活動につい
てや、具体的な書類の作り方など熱心な質問がありました。

１２月７日（土）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、
「具体的に例を挙げながらの説明で
わかりやすかった。」「幅広く具体的に知識が得ら
れ、基本的なことが確認できてよかった。
」等の感
想がありました。

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＜利用料無料＞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。
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 387.5mm （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２６年４月１日～平成２７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
＊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
無 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 26 年２月上旬
５ 利用団体の決定
平成 26 年 3 月上旬（応募者多数の場合は抽選を行います。）

収益事業に関する相談
Ｑ．新たに始めた事業で報酬を受けることになりました。これが収益事業に該当するのであれば、赤字でも
法人税の申告をすることになりますか？
Ａ．収益事業とは、事業場を設けて継続して行われ、34 業種（法人税法施行令）に該当するものをいいます
が、複雑な場合もあるので判断が難しいときは必ず税務署に確認してください。
また、県・市に前年度の決算書と今年度の収支見込みを持っていき、新たな事業（収益事業）を開始した
こと、赤字であることを説明し、引き続き減免をお願いしましょう。
会計処理に関する相談
Ｑ．支払したものについて勘定科目のわからないものがありますが、どうしたらいいですか。
Ａ．NPO 法人会計基準に勘定科目についての説明が記載されているので、参考にしてください。該当するもの
がない場合は自分たちで科目を設定するか、または「雑費」としておいてもよいと思います。
Ｑ．法人税の申告をしていないので減価償却はしなくてもいいですか？
Ａ．申告していない場合でも会計上、減価償却はしてください。法人税の申告ではないので計算は簡単な定
額法でよいでしょう。耐用年数は法定耐用年数を参考にしてください。
Ｑ．複数の事業活動をしています。会計処理で気を付けることはあります
か。
Ａ．複数の事業を行っている場合は、義務ではありませんが事業ごとに事
業費の内訳を表示できるように別々に集計するとよいでしょう。
Ｑ．会費が納入されましたが、次年度以降の会費も合わせて納入された場
合どのように処理したらよいでしょうか。
Ａ．次年度以降の会費のように期間が経過していないものは「前受金（前
受会費）
」としてください。

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各種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ございますので、参加についてご検討いた
だきますようお願いいたします。なお、登録費用は無料で、一度登録すると更新手続きは不要です。

・ボランティアに関する各種情報を支援センター等からお届けします。
・サンシップの会議室・ホール利用料金（マイク等付属設備利用料を除く。
）が半額になります。
・上記施設利用時のサンシップ駐車場料金が無料になります。

・ボランティアネットワーク参画申請書
・①会則等の写し、②役員名簿、③収支及び事業概要を記載した書面（NPO 法人は不要）

●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
・行政に対する要望、意見など
・貴団体の課題や悩みなど

富山地区

●交流しましょう!!
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
ＰＲ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！

高岡地区

■定員

●多くの団体の参加をお待ちしております。

日時

平成 26 年２月５日（水）

場所

１４：００～１６：００
富山県総合福祉会館 ７０１
富山市安住町 5-21

日時

平成 26 年２月６日（木）

場所

１４：００～１６：００
富山県高岡総合庁舎 １０２
高岡市赤祖父 211

各２０名（先着順）

●ＮＰＯの会計税務について、基礎から学びませんか！ 《ＮＰＯ会計税務基礎講座》●
公認会計士を講師に、具体的な事例をもとにして記帳や決算諸表などを作成していく計 5 回の連続講座です。
４月から消費税も変わります。この機会に是非受講ください。
第１回

１月２１日（火）

１

＊場

所：サンシップとやま７Ｆ
間：１８：３０～２０：３０
員：２０名（申込多数の場合は抽選）

簿記の基礎

第２回

１月２８日（火）

簿記の基礎

２

＊時

第３回

１月３１日（金）

簿記の基礎

３

＊定

第４回

２月

４日（火）

損益計算書等の作成

＊参 加 費：1 人 2,000 円

第５回

２月

７日（金）

納税について

＊申込締切：1 月 7 日（火）

●消費税引き上げに伴う対策・決算書類 etc…大丈夫？
～税理士による「ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会」開催～●
ＮＰＯ法人の会計及び税務事務全般に関する個別相談会です。
県西部の方も是非ご利用ください。
＊募集団体：各回３～４団体程度（先着順）

砺波会場

平成 26 年 1 月 15 日（水）
１３：３０～１６：００
富山県砺波総合庁舎 103 号室

富山会場

平成 26 年１月 16 日（木）
１３：３０～１６：００
富山県総合福祉会館 3F 交流会議室

＊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 7 日（火）

●助成金説明会・認定ＮＰＯ法人制度説明会●

●ＮＰＯ実務講座(マネジメント力向上講座)●

土曜日の開催です！
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認定を取得すると助成金・寄付金がもっと集まる！
～よくわかる認定ＮＰＯ法人制度～
ＮＰＯ法人シーズ 常務理事 関口宏聡 氏
２労働金庫の助成金、融資制度について
北陸労働金庫経営企画部 専任役 杉本浩章 氏
３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：２月２２日（土）１３：３０～１６：３０
場所：富山県総合福祉会館(サンシップとやま)６０２

土曜日の開催です！
「ＮＰＯ自立のポイントを事例から学ぶ
～「持ち出し」と「ただ働き」はもうやめる～」
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。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。
日時：３月８日（土）１４：００～１７：００
定員：４０名（先着順）
受講料：無 料
場所：富山県総合福祉会館(サンシップとやま)６０１
講師：ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター
代表理事 永 沢
映 氏

■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

富山県総合福祉会館内

TEL：076-432-2987
FAX：076-432-2988
URL：http://www.toyamav.net/
E-mail：info@toyamav.net

