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発行：富山県民ボランティア総合支援センター

支援センターでは、
「富山型デイサービス」を始め、福祉・保健、環境保全、まちづくり等を行うボ
ランティア団体、ＮＰＯ法人の自主的な活動を支援するため、引き続き「交流の促進と活動の支援」
等の事業をより効率的に展開してまいりたいと考えております。
特に、昨年度から募集いたしました「富山県民ＮＰＯ活動支援ファンド」に
は、県民の皆様からたくさんのご芳志をいただき、これをもとに県内ボランテ
ィア団体・ＮＰＯ法人に助成金の募集をしており、この支援をさらに進めてま
いりたいと考えております。
１．ＮＰＯに関する基礎・設立・運営・会計等講座や相談会
を、募集、講座内容、開催日時等の見直しを図り、より効
果的な講座等の開催を図ります。
２．情報誌、ホームページ、メルマガによる情報発信を強化
するとともに、ボランティア参画団体ネットワーク活用の
ため、再構築を進めます。

３．助成金関係では、ＮＰＯファンドへの寄付金募集とこれ
によるＮＰＯの事業・活動へ助成を行うとともに他団体の
助成金情報の提供も進めます。
４．県民にボランティア団体、ＮＰＯ法人の活動が身近に感
じられるよう、優良団体の表彰やフェスティバルを開催し
ます。

昨年９月より、県内のＮＰＯ法人、ボランティア団体の活動を支援するための原資として、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。
３月２９日現在、当支援センターにお寄せいただいた寄付金については次のとおりです。
今年度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、皆様のご芳志をお願いいたします。
平成２8 年３月２９日現在 ●寄付金申込件数
１３９件
●寄付金総額
６３７，０００円
この資金を活用しまして、次のとおり助成金事業・活動の募集を実施しました。

当支援センターでは、ファンド資金により助成するＮＰＯ・ボランティア団体の地域課題の解決や緩和等を図
る事業・活動を次のとおり募集しています。
◆対象団体
◆対象活動

富山県内で活動するＮＰＯ法人又は５人以上のボランティア団体
次の２つのタイプについて募集します。
新規・チャレンジ支援型

・設立３年未満のＮＰＯ法人が行う事業・活動
・３年以上継続のＮＰＯ法人・ボランティア団体で、
新たに実施する事業・活動

◆助成率
◆募集期間
◆申請方法
◆ＵＲＬ
◆特徴

改善・リフレッシュ型
・３年以上継続のＮＰＯ法人・ボランティア団体で、
既存事業をより効果的に実施・定着できるよう改善
等を行う事業・活動

事業費の５分の４以内、限度額１０万円（ＮＰＯ法人でない場合
５万円）
平成２８年３月１５日（火）～平成２８年 5 月１6 日（月）
必要書類を支援センターまで郵送または持参
http://www.toyamav.net/npo/fund.html
※ 詳細は助成金募集要領をご確認ください。
決定後助成金は前払いできます。また、決定・実績はセンターＨＰで掲載する予定です。

支援センター事務局では、第２８回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会を次の日程で開催する予定としてお
りますので、大会参加をご検討の皆様は、早めにご準備いただきますよう、ご案内いたします。なお、参加団
体の募集、及び表彰候補者の推薦は、５月中・下旬に開始し、７月上旬を締切とすることを考えております。
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助成団体要覧２０１６

要

国内民間助成団体（1,468 団体）の事業概要や最新の統計等

著

者

等

助成財団センター

を掲載
ＮＰＯ法人の会計や税務について、どのような特徴があり、 NPO 会計税務専門

ＮＰＯ法人実務ハンドブック

家ﾈｯﾄﾜｰｸ

企業会計との違いなどを含め、会計・税務の事例詳解

ＮＰＯ法人仕訳ハンドブック

ＮＰＯ法人の経理担当者向けに、日々の取引で不明経理処

林孝行／岩田聡子

理があるときの辞書代わりに引けるハンドブック

ひろがる協働
企業＆NPO

企業と NPO が協働して地域社会の問題解決を目指す「ﾊﾟｰﾄﾅ

272 事例のデータ分析

子どもＮＰＯ白書 2015

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ｻﾎﾟｰ
ﾄｾﾝﾀｰ

ｰｼｯﾌﾟ大賞」の過去の事例の内容と成果分析
子どもを取り巻く現代の課題に対して支援、サポートする

日本子ども NPO セ
ンター

NPO の活動実践を包括的にまとめたもの

地域社会の未来をひらく

岩手県遠野市と富士ゼロックスによる地域が主体的に産業

遠野・京都二都をつなぐ物語

や文化を創生する工夫など市民目線での実践事例紹介

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊の活動による地域住民の変化、自治体職

日本を元気にする 60 人の挑戦

員の進化の成功のポイントを実践者たちから現場報告

参加型アクションリサーチの理論と
実践

遠野みらい創りカ
レッジ

社会変革のための研究方法論

調査されるコミュニティが満足できる形で調査成果を還元

椎川忍・小田切徳
美・平井太郎ほか
武田 丈

するための参加型リサーチの方法を体系的にまとめた方法論

１

ＮＰＯ法人も中小企業と同様に信用保証制度を利用可能（平成 27 年 10 月から）
ＮＰＯ法人が一定の従業員規模を満たし、保証対象業種を行っている場合、信用保証が受けられ、銀行
等からの融資が受けやすくなりました。（※詳細は、富山県信用保証協会 (076)423－3171 まで）

２

マイナンバー制度実施（平成 28 年１月から）
ＮＰＯ法人が職員を雇用している場合、税や社会保障の手続きなどで、個人番号の取扱いが必要となり
ました。
（マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－0178（無料））

団体名

代表者

住 所

ジャパンスポーツ
デベロップメント

辻

比呂司

高岡市横田町
1-1-11-112

ハ サ ウ ェ イ 放課 後
クラブ

佐々木 成人

滑川市上小泉
2139-1

活動内容 （概要）
スポーツに親しむ全ての人々に対して、サポートを要するスポー
ツ事業プログラムの支援に関する事業を行い、スポーツの発展
に寄与する。
保育が必要とされる児童や地域住民に対して、豊かで安全な生
活の場を築くことに関する事業を行い、児童の心身ともに健やか
な発達を支援するとともに、健全で豊かな地域社会の確立に寄
与する。

認証日
28. 1.26

28. 2. 9

１．事業概要
【内
容】
富山県では、県内のボランティア団体等が、新たな発想
でとやまの未来を創生し、地域活性化を図るや魅力ある地
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）

１．事業概要
【内
容】ＮＰＯが企業と協働して取組む地域貢献事業
に対して支援します。
【対象団体】富山県内で活動し上記事業に取組むＮＰＯ
【補助率等】
補助率：１／４

補助額：１件当たり、15 万円以内

採択件数：２件程度

【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】１件当たり、30 万円以内
【採択件数】16 件程度
【募集時期】１回目：平成２８年３月２５日（水）～
４月２８日（木）
※交付要綱・募集要領は、男女参画・県民協働課のホーム
ページをご覧ください。

補助率：１／３

補助額：１件当たり、20 万円以内

採択件数：２件程度
①全県を対象に、地域活性化に繋がる活動を複数回実
施する事業
②交流人口の拡大が見込まれる事業
③富山県の魅力を県外に向けて発信する事業

【募集時期】平成２８年７月１日（金）～８月１０日（水）

ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合、

１．事業報告書等の提出
ＮＰＯ法人は、事業年度終了後３ヵ月以内（事業年度が４月１日～３月３１日の場合、６月３０日まで）に
事業報告書等を、富山県男女参画・県民協働課へ提出しなければなりません。
県への提出物の様式等については、
「e とやま.net（http://e-toyama.net/webapps/index.jsp）」
より最新のものをダウンロードの上、ご利用ください。
提出書類

チェックポイント

□

①事業報告書等提出書（１部） □

法人名及び代表者名の記載がありますか？

□

②事業報告書（２部）

□

事業費の金額の合計が、活動計算書の事業費計と一致していますか？

□
□
□

③活動計算書（２部）
④貸借対照表（２部）
⑤財産目録（２部）

□
□
□
□
□

収支計算書ではなく、活動計算書となっていますか？
前期繰越正味財産額が前年度の事業報告書等の次期繰越正味財産額と一致していますか？
各書類の正味財産は一致していますか？
活動計算書の前期繰越正味財産額と、前事業年度の次期繰越正味財産額が一致していますか？
貸借対照表の資産合計と負債及び正味財産合計とが一致していますか？

□

⑥前事業年度の役員名簿
（２部）

□
□

役員の人数は定款に定めたとおりですか？
役員の氏名、役職名、住所、就任期間及び報酬を受けた期間の記載がありますか？
報酬を受けていない場合は「無」と記入してください。
[役員に変更があった場合、２（１）の手続きが必要です。]

□

⑦前事業年度の社員のうち
10 人以上の者の名簿（２部）

□
□

社員が 10 人以上記載されていますか？
社員の氏名及び住所の記載がありますか？

２．その他の手続
（１）役員の変更があった場合、役員の変更等届出書、役員名簿（２部）、就任承諾及び誓約書のコピー（新
任分のみ）、住民票（新任分のみ）を、富山県 男女参画・県民協働課へ提出をお願いします。
（２）代表者の変更及び再任があった場合、法務局で代表者の変更の登記を行う必要があります。
（３）その他、毎年度行わなければならない手続として、法人の資産の総額の変更があります。
前事業年度に活動を行っていた場合、通常、法人の資産は変更していますので、法務局で資産の変更の
登記を行ってください。
【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

ボランティア・ＮＰＯ活動の
情報収集・情報発信にご活用
ください。
研修会や各種助成金情報
をリアルタイムで更新し、
お知らせします。
研修会や各種助成金情報
を、直接パソコンや携帯へ
お届けします。
富山県認証のＮＰＯ法人
の情報を検索できます。

団体のニュース提供もお
気軽にご連絡ください。
活動報告やイベント開催、
ボランティア募集などの
情報を投稿できます。

ＮＰＯファンドへの寄付
金募集とファンドからの
助成金募集の要領、様式が
あります。

●ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会（第 1 回）●
ＮＰＯ法人の会計・税務事務の今年度第 1 回の個別相談会です。
今回は、多くのＮＰＯ法人が決算を迎え、税申告を行う時期です。今回初めて決算等を迎えられるＮＰＯ法人は、
是非、相談をご検討ください。なお、事前に申し込みが必要です。
（1 団体１時間程度）
日 時：５月１2 日（木） １３：３０～１６：００
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
講 師：北陸税理士会所属の税理士
持参品：不明・疑問の内容がわかる資料等、団体の会計書類・電卓等
相談料：無 料
（詳細は同封のチラシや支援センターＨＰをご覧ください。
）＊次回の開催予定
富山会場 ７月

●プレゼン用機器などの無料貸出を始めます。申込みは支援センターまでご連絡下さい。
貸出団体：ボランティアネットワーク参画団体
物品名

メーカー等

貸出期間：1 週間以内
数量

液晶プロジェクター

EPSON

２

スクリーン

EPSON

1

レーザーポインター

KOKUYO

1

スキャナー

富士通

1

紙折機

ライオン事務機

1

備考

画面91cm×122ｃｍ 全体200cm×140ｃｍ
（携帯型ロールスクリーン、自立）

●ボランティア交流サロンのロッカー（2 個）使用の追加募集
今年度のロッカー貸出団体を 4 月 27 日（水）まで募集します。
詳細は、支援センターホームページの「支援センターからのお知らせ」をご覧願います。
■お問合せ・お申込先■ NPO 法人 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/

E-mail：info@toyamav.net

