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発行：富山県民ボランティア総合支援センター

去る６月 10 日（水）
、富山県民会館で平成 27 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、10 月に「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」をスローガンとし
た啓発キャンペーン、県民やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う第 27 回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大
会を 10 月 10 日（土）富山県総合福祉会館、31 日（土）総曲輪グランドプラザの２日間実施のほか、基
盤の弱いボランティア・ＮＰＯの支援のため、寄附金による助成事業の開始等を決めました。
併せて開催したボランティア総合支援センター通常総会では、平成 26 年度事業報告・収支決算、平成
27 年度事業計画・収支予算のほか、理事全員の再任など役員の選任が承認されました。
なお、総会終了後開催されたセンター理事会では、髙木理事長が再任されました。

健康福祉、スポーツなどの分野で活動し、地域に必要な存在となっているＮＰＯ法人・ボランティア
団体は、県内では着実に増加しているものの、県民にその効果は十分行き渡っていません。
このため、ＮＰＯ法人等を活発化し、県民の暮らしを豊かにするため、県民の皆さんからの寄附金を
原資にＮＰＯ法人やボランティア団体の活動等を支援する助成事業に取り組むこととなりました。
つきましては、今後、寄附金募集の際には、この趣旨をご理解いただき、格別のご支援とご協力を賜
りますよう、お願い申し上げます。なお、詳細につきましては、別途ご連絡させていただきます。

この大会は、10 月の「ボランティア活動強調月間」期間中に、県民にボ
ランティア活動をより身近に感じてもらい、活動参加を促すとともに様々
な分野で活動しているボランティア・ＮＰＯ関係者が一同に集い、より一
層の連携と意識の向上を図ることなどを目的としています。
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。
（次頁参照）

今年も、
「サンシップとやま」と「グランドプラザ」で、１０月の土曜日、２日間開催します。
多くの県民の皆さんに、自分たちのボランティア・ＮＰＯ活動をＰＲ
して支援の輪を広げるとともに、ボランティア・ＮＰＯ間の交流の促進
を図る絶好のチャンスです。多くの団体の参加をお待ちしております。
■日時・会場

平成２７年１０月１0 日（土）10：00～16：３0
富山県総合福祉会館 サンシップとやま
（富山市安住町 5－21）
平成２7 年１０月３１日（土）10：00～16：00
グランドプラザ（富山市総曲輪３-8-39）

■参加団体

富山県内及び隣県に本拠地を持ち活動しているボランティア団体・ＮＰＯ法人、社会福
祉法人、その他ボランティア・ＮＰＯ活動普及推進団体（法人格の有無を問いません。）

■募集内容

（１）ブースでパネル展示による団体・活動紹介
（２）ブースで活動体験（ミニワークショップ等）
（３）ブースで作品などの販売（フリーマーケット）
（４）調理を必要とする飲食物の販売
（５）ステージでの活動発表≪グランドプラザのみ≫
（６）研修室を使用し、会員研修のワークショップなど≪サンシップのみ≫

■申込締切

７月１５日（水）

■参 加 料

無料（会場までの交通費や駐車場代等は除く）

■申込方法

参加申込書に記入の上、郵送、ＦＡＸ等により提出して
ください。 参加要綱、申込書様式等は支援センターの
ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

■申込み・問合せ先
第２7 回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会実行委員会
〒930-0094 富山市安住町５－２１ 富山県総合福祉会館３階
富山県民ボランティア総合支援センター内
TEL 076-432-2987
FAX 076-432-2988
URL http://www.toyamav.net/
E-Mail info@toyamav.net

ボランティア活動「会長表彰」
「奨励賞」
「寄附感謝状」
受賞候補をご推薦ください。
ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア活動で社会貢献している団体
及び個人の顕彰と、一定額以上の寄附をした個人や団体への感謝状の贈呈を行っていま
す。
優良な活動を継続している個人･団体の関係者、寄附金を受けた団体等におかれては、
この機会に是非、受賞候補者の推薦をお願いします。
推薦書等の詳細につきましては当センターへご連絡頂くか、ホームページに掲載して
おりますのでご覧下さい。
なお、10 月 10 日（土）第 27 回富山県民ボランティア・NPO 大会において表彰式を
行います。
推薦書 提出期限

平成２７年７月１７日（金）

会長表彰

現にボランティア活動の実践者で 10 年以上にわたり活動を続け、
その活動が優良で他の模範となる団体または個人

関係団体の代表者

※奨励賞

現にボランティア活動の実践者で 5 年以上にわたり活動を続け、そ
の活動が優良で他の模範となる団体

関係団体の代表者

感謝状

県内で非営利の社会貢献活動を行うボランティア団体、市民活動団
体およびＮＰＯ法人に対して
・５万円以上の寄附を行った個人
・10 万円以上の寄附を行った企業もしくは団体

寄附を受けた団体代表者

※寄附金額は複数年の累計でかまいません。
※奨励賞については、ボランティア・ＮＰＯ団体において、県内に上部団体や関係団体がなく他薦が困難な場合は、
活動内容のわかる資料を添付のうえ、自薦することも可能です。

☆募集内容☆
ボランティア・ＮＰＯ活動に関することや、活動
されている方への「一言メッセージ」
（50 字以内）
や、
「川柳」
（5・7・5）を募集します。
☆応募対象☆
県内に在住の方又は通勤・通学あるいはボランテ
ィア活動をしている方。
☆応募方法☆
応募用紙に必要事項を記入の上、郵送または FAX
でご応募ください。応募用紙は支援センターホー
ムページに掲載しています。
※応募作品は未発表で自作のものに限ります。

☆作品の展示☆
10 月 10 日の県総合福祉会館、31 日のグランドプ
ラザで開催するボランティア・NPO 大会等で、ご応
募のあった作品を原則展示する予定です。
また、31 日のフェスティバルでは、会場で共感を
受けた、感銘した作品の投票も行います。この投
票で得票の多かった作品には、その応募者に記念
品をお送りします。
（なお、本県民会議の趣旨、フェスティバルの目的を
逸脱したものは展示しない場合があります）

☆その他☆
作品の著作権は、ボランティア活動推進富山県民
会議に帰属するものとします。
作品は、ボランティア・ＮＰＯ活動の普及啓発に
活用させていただきます。

表彰推薦・一言メッセージ等 お問合せ先
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 富山県総合福祉会館内 TEL：076-432-2987

FAX：076-432-2988

●ＮＰＯ実務講座

「ＮＰＯのリスクマネジメント～ＮＰＯ事業継続の鍵～」●

ＮＰＯにもリスクはつきもの。ＮＰＯにおける危機管理について多くの具体例を交えながら学びます。
日 時：７月３１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：２５名（先着順）
申込締切：７月２３日（木）
参加費：無 料
講 師：岩坂 健志さん （㈱未来思考代表取締役、専修大学・千葉工業大学非常勤講師）

●ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会●
ＮＰＯ法人の会計・税務事務の個別相談会です。事前に申込が必要です。
日 時：9 月１0 日（木） １３：３０～１６：3０
講 師：北陸税理士会所属の税理士
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）３階 交流会議室
定 員：３～４団体程度（先着順）
申込締切：8 月 3１日（月）
参加費：無 料

●「労務管理基礎講座」

受講者募集中！●

ＮＰＯ・ボランティアを含む団体等が人を雇うと雇用主としての義務や責任が発生します。また本年度からマイナ
ンバーの適用が始まりますが、雇用に係る労働保険や社会保険などをわかりやすくお話しします。
日 時：9 月１１日（金） １３：３０～１６：３０
講 師：岩峅 勲さん （社会保険労務士）
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）６階 ６０２号室
定 員：１５名（先着順）
申込締切：9 月 3 日（木）
参加費：無 料

◆交流しましょう!!
◆お聞かせください!!
今後のセンター運営の参考にさせていただきます。
・当センター・行政に対する要望・意見、貴団体の問題など
■定員

各２０名（先着順）

■募集締切

日時

富山
地区

他団体のことを知り、自分達の活動に活かしましょう。

８月２５日（火）

場所
日時

高岡
地区

場所

【お問合せ・お申込先】 富山県民ボランティア総合支援センター
TEL：076-432-2987
URL：http://www.toyamav.net/

【内
容】
北陸新幹線開業後に県内のボランティア団体等が、新た
な発想で実施する体験型・おもてなしイベント等、地域の
活性化や魅力ある地域づくりを図る事業に対して支援し
ます。
【対象団体】
富山県内の地域で活動している団体等（ボランティア団
体・サークル等）

平成２７年９月２日（水）
１４：００～１６：００
富山県総合福祉会館 ７０１
富山市安住町 5-21
平成２７年９月３日（木）
１４：００～１６：００
高岡市生涯学習センター ５０２
高岡市末広町 1-7
E-mail：info@toyamav.net

【補 助 率】
3/4（ＮＰＯ法人、ボランティア団体、市民活動団体）
1/2（上記以外の非営利団体）
【補 助 額】30 万円以内／件
【採択件数】８件程度（全体１６件程度）
【募集時期】２回目：平成２７年８月３日（月）～
９月３０日（水）

※交付要綱・募集要領等詳細については、男女参画・県民協働課にお問合せいただくか、同課のホームページをご確認ください。

○協働推進ミーティング会
【目

的】

※参加費は無料

ＮＰＯと企業が協働について学び合い、情報交換・交流に
より顔の見える関係を築くものです。

【内

容】ＮＰＯが企業と協働して、地域貢献に取組む事
業に対して支援します。

【対象団体】協働推進ミーティング会等により、企業とのマ

【開催日等】

ッチングが成立したＮＰＯ

平成 27 年７月２２日（水）新川文化ホール
平成 27 年７月２３日（木）高岡エクール

○補助事業概要

１０４

２０１、２０２

【補助率等】補助率：１／４

補助額：15 万円以内／件

※条件により補助率等の嵩上げ有り

（いずれも 13：00～17：00 開場 12：30）

【採択件数】６件程度

【内

【募集時期】平成２７年８月３日（月）～９月３０日（水）

容】

講演、NPO の活動発表や、企業との意見交換等
※内容・参加申込み等詳細については、男女参画・県民協働課にお問合せいただくか、同課のホームページをご確認ください。

【宛先、問合せ】富山県 生活環境文化部 男女参画・県民協働課
〒930-8501 富山市新総曲輪１－７
TEL：０７６－４４４－９０１２

FAX：０７６－４４４－３４７９

