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発行：富山県民ボランティア総合支援センター

平成28 年度ボランティア活動推進富山県民会議と第 16 回富山県民ボランティア総合支援セ
ンター通常総会が 6 月 14 日（火）
、富山県民会館で開催されました。会議では、10 月を「ボ
ランティア活動強調月間」とし、同月 14 日(金)、29 日（土）の２日間、ボランティア・ＮＰ
Ｏ大会を開催することとされました。また、寄付金の状況報告と、寄付金を原資に、ボランテ
ィア団体等へ支援していくこととされました。
また、総会では、前年度事業報告・決算、平成 28 年度事業計画・予算のほか、支援センタ
ーに資金協力を行う賛助会員について、年会費を 1 口 3 千円とすることが承認されました。

ＮＰＯ法人やボランティア団体の活動を支援する「富山県民ＮＰＯ活動支援ファンド」への寄付金につきまして
は、目標額を大幅に超え、個人や企業・団体から 137 件（637 千円）に及ぶご寄付をいただきました。ご賛同
いただき、ご寄付をいただいた個人や企業・団体の皆様には、誠にありがとうございました。改めて感謝申し上げ
ます。
いただいたご寄付を原資として、県内ＮＰＯ法人・ボランティア団体に支援助成金の募集を行ったところ、17
件、1,522 千円もの応募があり、今後速やかに、審査会を開催し、支援決定をすることとしています。
今年度も引き続き、ＮＰＯ法人やボランティア団体の活動等を支援する「富山県民ＮＰＯ活動支援ファンド」へ
の県民の皆さんからの寄付金を募集いたしますので、この趣旨をご理解いただき、寄付金募集に格別のご支援とご
協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

10 月の「ボランティア活動強調月間」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関係者が参集し、より一層の連携と意識の向上を図るため、
引き続き標記大会を開催します。
現在、大会に参加していただける団体等を募集中です！（次頁参照）

・式典：ボランティア活動に貢献した個人、団体の表彰
・講演会：講師「〓口 恵子 さん」
・県民サロン：活動紹介、体験、作品等販売
・研修室：ワークショップなど

・パネル展示による団体・活動紹介
・活動体験（ミニワークショップ等）
・ステージ発表
・作品等販売
・飲食コーナー

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
してそ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２8 年１０月１４日（金）10：00～1４：０0
富山県総合福祉会館（富山市安住町 5－21）
平成２８年１０月 29 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）パネル展示による団体・活動紹介
（２）活動体験（ミニワークショップ等）
（３）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）研修室を使用したワークショップなど≪富山県総合福祉会館のみ≫

■申込締切

７月 29 日（金）

※詳細は、募集チラシ、ＨＰをご覧ください。

☆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。
☆その他☆

☆作品の展示☆
10 月 14 日の県総合福祉会館、29 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、29 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を行います。この投
票で得票の多かった作品（３点程度）には、その
応募者に記念品として図書券（５千円）等をお贈
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）

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。

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

団体名

代表者

エコとやま

坂上 政子

金屋町元気プロジ
ェクト

加藤 昌宏

住 所
富山市婦中町塚原
141 番地１
高岡市金屋町 1 番
5号

FAX：076-432-2988

活動内容 （概要）
広く市民に対して、リサイクルの普及活動に関する事業を
行い、地球環境の保全に寄与する。
高岡市金屋町の地域住民や来町者に対して、まちづくりや
定住促進に関する事業を行い、金屋町の認知度向上と新
たな文化、ネットワーク及びコミュニティの構築に寄与する。

認証日
28.4.26
28. 5.17

ボランティア活動「会長表彰」
「奨励賞」
「寄付感謝状」
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、一定額以上の寄付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、寄付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 14 日（金）第 28 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
区

分

平成２８年７月１５日（金）／ 推薦先
概

富山県民ボランティア総合支援センター
推

要

薦

者

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
・５万円以上の寄付を行った個人
・10 万円以上の寄付を行った企業もしくは団体

寄付を受けた団体代表者

※寄付金額は複数年の累計でかまいません。

※奨励賞については、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。

【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）

【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】7 件程度（全体１６件程度）
【募集時期】第２回：平成２７年７月１日（金）～
８月１０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。

１．事業概要
【内
容】ＮＰＯが企業と協働して取り組む地域貢献事
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り組むＮＰＯ
【補助率等】
補助率：１／４

補助額：１件当たり、15 万円以内

ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合、
補助率：１／３

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

【採択件数】４件程度
【募集時期】平成２８年７月１日（金）～８月１０日（水）

補助額：１件当たり、20 万円以内

※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

●「ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会」を開催します●
日
講
場
定

時：９月 7 日（水） １３：３０～１５：３０
師：富山県男女参画・県民協働課職員、NPO 法人アポロン
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
員：１０名（先着順）
申込締切：８月３0 日（火）

参加費：無 料

●「ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会」（個別相談会）を開催します●
日
場
定

時：9 月８日（木） １３：３０～１６：3０
講 師：北陸税理士会所属の税理士
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
員：３～４団体程度（先着順）
申込締切：8 月３１日（水）
参加費：無 料

■日時 平成２８年８月２日（火）
１４：００～１６：００
富山地区
■場所 富山県総合福祉会館７０３
富山市安住町 5-21
■定員

各２０名（先着順）

高岡地区

■日時 平成２８年８月４日（木）
１４：００～１６：００
■場所 高岡市生涯学習センター５０２
高岡市末広町 1-7

■募集締切

７月２６日（火）

改正ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が去る 6 月 7 日に公布されました。主なものは次のとおり
です。また詳細は、今後情報が入り次第提供させていただきます。

（主な改正点）
１

ＮＰＯ法人認証申請添付書類の縦覧期間の短縮等（施行は公布の日から１年以内）
現行縦覧２カ月が１カ月に短縮されるとともに、その公告にインターネット利用が可能。

２

貸借対照表の公告（施行は公布の日から 2 年半以内）
資産の総額の登記に代え、各法人が定款で定める方法により貸借対照表の広告を実施。
公告は、①官報掲載、②日刊新聞掲載、③電子公告、④公衆の見やすい場所に掲示のいずれか。

３

事業報告書等の備置期間の延長等（施行は公布の日から１年以内）
法人事務所での事業報告書等の備置期間が、３年から５年に延長。

支援センターでは、新たに子どもや高齢者の見守りや地域道路の清掃など地道にボランティア
活動を行っていらっしゃる方、団体を当紙でご紹介していきたいとを考えております。
つきましては、このような情報がございましたら、是非、当支援センターまでご連絡いただき
ますようお願いいたします。

【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/

E-mail：info@toyamav.net

