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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、福祉・保健、芸術・文化、環境、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し、もって県民総ボランティアの輪を広げるため、
「交流の促進と活動の支援」等の事
業をより効果的に展開してまいりたいと考えております。
また、昨年度から認定取得に向け「富山県民ＮＰＯ活動支援ファンド」への寄付を募集してまいりました。
今年度、その成果をもって認定申請することとしております。これまでいただいたご芳志については、より
効果が上がるよう助成金審査等を見直したうえで、県内ボランティア団体・ＮＰＯ法人の活動支援として、
助成金の募集・交付を進めてまいりたいと考えております。
１． ＮＰＯに関する会計等各種講座や相談会について、県や他の団体等と連携を図り、内容や開催日時
等の見直しを進め、より効果的な講座開催に努めます。
２． 情報紙、ホームページ等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推進のため、参画団体加入の促進を進めます。

３． 助成金関係では、ＮＰＯ活動支援ファンドを活用した助成金を見直して実施
する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・ＮＰＯ活動を浸透させるため、優良団体・個人の表彰を
広く実施するとともにその活動が身近に感じられるようフェスティバル開催等
を実施します。

平成２８年６月に改正されたＮＰＯ法の一部が 4 月１日から施行されました。
（主なもの）
１ 認証申請時の書類の縦覧期間の短縮
NPO 法人の設立認証申請や定款変更認証申請時の縦覧期間が現行の２ヵ月間から１か月間に短縮
２ 事業報告書等の備置期間の延長
事業報告書等を事務所に据え置く期間が、３年間から５年間に延長
平成３０年１０月１日に施行が見込まれる次の改正については、同日までに定款の変更が必要となります。
※ 貸借対照表の公告の義務化
事業年度後、貸借対照表の公告義務。公告の方法を定款に記載（要定款変更）
公告の方法：① 官報に掲載、② 日刊新聞掲載、③ 電子公告、④ 法人事務所で公衆の見やすい場所
（詳細は、内閣府ＮＰＯホームページで https://www.npo-homepage.go.jp）

県内のＮＰＯ法人、ボランティア団体の活動を支援のため、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日現在の状況（これまでの累計）は次のとおりです。
２９年度は、より効果の上がる助成金となるよう見直しを図り、引き続き助成を実施してまいります。
なお、平成２９年 4 月から当支援センターの特例認定（旧仮認定）の期限が切れることから、再度認定を受けるま
での間、寄付金の所得控除等が適用されません。このため、認定を受けるまでの間、寄付金募集を休止させていただ
きます。認定後、再度寄付金の募集を始めますので、よろしくお願いいたします。
●寄付金・賛助会員費
２７９件
３，５４５千円
●助成金決定
１１件
７７１千円
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✿ＮＰＯ会計税務基礎講座（1 月 13 日（金）～２７日（金）計 5 回）
：13 名受講。具体的な事例をもとに記帳や
決算書表を作成、また、帳簿記入の手順から税の申告書作成までの流れを例題をもとに学びました。
✿ＮＰＯ法人設立基礎講座（2 月 8 日（水））
：9 名受講。設立の基礎知識を学ぶとともに、ＮＰＯ法人ここらいふ
理事長の松本純子さんに、法人設立、管理運営など多角的な観点から、体験談を共有いただきました。
✿その他、助成金等・公募事業及び NPO 法改正説明会（3 月 16 日）
、決算資料報告書等説明会（3 月 17 日）を実
施しました。

団体名

代表者

住

所

Bio クラブ

川上

僚介

氷見市惣領
1927 番地

ポ エ ム

橋本

久詩

富山市月岡町
四丁目 171 番
地1

ガイア自然
学校とやま

守屋

謙

富山市五福
4926 番地
五月荘 17 号

立 山
クラフト舎

佐藤みどり

立山町上中
197 番地

ナメリカワ
デザイン

桶川

高明

滑川市柳原
30 番地 26

あすなろ
倶 楽 部

北村

憲幸

滑川市上小泉
1202 番地１

宇奈月自立塾

牟田

光夫

黒部市宇奈月
温泉 5509 番
地 16

寛

富山市綾田町
一丁目 27 番
19 号

アンビシャス
富山

佐藤

活動内容

（概要）

この法人は、ひみラボ水族館の管理・運営や淡水魚等の調査
研究に関わるや普及啓発に関する事業を行い、環境教育の一
端に寄与する事を目的とする。
この法人は、地域社会で暮らす高齢者・障害者等に対して、
在宅支援サービスに関する事業を行い、福祉の増進に寄与す
ることを目的とする。又、子供たちに対して、学童保育など
放課後の安全な生活の場を提供する事業を行い、子供たちの
健全育成を支援することを併せて目的とする。
この法人は、あらゆる世代に対して、自然体験及び心の教育
を中心とした様々な事業を行い、環境問題及び心の成長に関
心をもつ自立した人材を育成し、平和で心豊かな社会の創造
に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、もの作りを通して地域
の活性化に関する事業を行い、地域や人、想いを繋げ、調和
のとれた循環していく社会作りに寄与することを目的とす
る。
この法人は、滑川市周辺のマチとモノ、コトに対して、デザ
インに関する事業を行い、地域活性化に寄与することを目的
とする。
この法人は、障がい者に対して、就労継続支援に関する事業
を行い、福祉の増進に寄与する事を目的とする。
この法人は、さまざまな問題を抱えた若者およびその家族並
びに全ての生活困窮者に対して、総合的な社会的支援・養護
に関する事業を行い、社会的自立に寄与することを目的とす
る。
この法人は、一般県民を対象として、剣道の普及、選手・指
導者の育成に関する事業を行い、青少年の健全育成と武道・
スポーツの振興を図り、広く公益に寄与することを目的とす
る。

認証日
29.1.17

29.1.18

29.1.31

29.2.2

29.2.6
29.3.3

29.3.7

29.3.23

○ＮＰＯ・県民協働未来創生事業

○ＮＰＯと企業との協働推進事業

を募集します
【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）
【補 助 率】
2/3（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
ただし知事が特に認める場合は、50 万円以内
【採択件数】25 件程度
【募集期間】
第１回：平成 29 年４月３日（月）～５月 26 日（金）
第２回：平成 29 年７月３日（月）～９月１日（金）

を募集します
【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】１／４
【補 助 額】１件当たり、15 万円以内
【採択件数】４件程度
※ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合、補助
率１／３、補助額１件当たり、20 万円以内とする。
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
【募集期間】
第１回：平成 29 年４月３日（月）～５月 26 日（金）
第２回：平成 29 年７月３日（月）～９月１日（金）

※交付要綱・募集要領は、少子化対策・県民活躍課のホームページをご覧ください。

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、富山県少子化対策・県民活躍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）

□

収支計算書ではなく、活動計算書となっていますか？

□

④貸借対照表（２部）

□

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？

□

⑤財産目録（２部）

□

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

□

役員の人数は定款に定めたとおりですか？

（２部）

□

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

□

社員が 10 人以上記載されていますか？

10 人以上の者の名簿（２部）

□

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 少子化対策・県民活躍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 総合政策局 少子化対策・県民活躍課
〒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２５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
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
※次回は 7 月に開催を予定しています。

講 師：北陸税理士会所属の税理士
相談料：無 料

●センターでは、本年度も NPO 法人設立基礎講座・相談会、会計税務基礎講座などを始めとする各種講座、相談会
を開催します。詳細は、開催日の約 2 ヵ月前にホームページに掲載します。参画団体、NPO 法人の皆さま方にはチ
ラシを送付しますので、ぜひ内容をご確認のうえ、お申し込みください。

支援センター事務局では、第２９回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会を次の日程で開催することとして
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予定です。

●ボランティア交流サロンのロッカー（６個）利用の追加募集
今年度のロッカー（郵便受けなし）貸出団体を追加募集します。詳細は、支援センターホームページの「センター
からのお知らせ」に掲載しますので、ご覧ください。

●団体イベント、活動情報の募集
団体の活動情報、イベント開催などの情報を支援センターまでお寄せ下さい。支援センター
ホームページ上の団体からのお知らせコーナー、もしくはセンター情報紙に掲載します。
■お問合せ・お申込先■ 特定非営利活動法人 富山県民ボランティア総合支援センターまで
TEL：076-432-2987

URL：http://www.toyamav.net/

E-mail：info@toyamav.net

