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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。概要は以下のとおりです。 

現在、大会に参加していただける団体等を募集中です！多くの団体の参加をお待ちしております。 

■対象団体    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               （６）研修室を使用したワークショップ 
 

■応募締切  ７月 10日（月）     ※詳細は、募集チラシ、支援センターＨＰをご覧ください。 

去る６月９日（金）、富山県民会館で平成２９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２９回富山県民ボランティア・ＮＰＯ

大会を 10月１３日（金）富山県総合福祉会館、２１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継続等を

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２８年度事業

報告・収支決算、平成２９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。 

・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 松倉 悦郎さん 

（善教寺 19代住職、 

元フジテレビアナウンサー） 

・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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊右ページに続く 

区 分 概     要 推 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 

※寄付金額は複数年の累計でかまいません。 

寄付を受けた団体代表者 

団体名 代表者 住 所 活動内容 （概要） 認証日 

halea 
福原 渉太 

 

富山市 

堀端町４番

30 号 

 

この法人は、広く一般市民を対象として、学童保育利用者や学童保

育所を地域に開放し、集まった人々が多様な個性に触れ、お互いを

認め合えるような豊かな社会性を育み、共生社会を実現させていく

こと、及び、大人の元気が子どもの元気につながるようリラクゼー

ション事業等を通して、保護者や地域住民が気軽に交流をすること

ができる憩いの場を創出することで、地域全体で子どもを育成して

いく基盤づくりと地域住民交流の活性化に寄与することを目的とす

る。 

29.3.29 

白木峰を 

愛する会 
奥田 初雄 

富山市 

八尾町庵谷

10 番地 

この法人は、白木峰登山者や観光客及び地元住民に対して、森林保

全及び観光に関する事業を行い、環境の保全、利用客の利便性と安

全、中山間地域の振興に寄与することを目的とする。 

29.4.13 

 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ください。 

なお、10 月 13 日（金）第 29 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２９年７月１４日（金）／ 推薦先 富山県民ボランティア総合支援センター 

※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。 

✿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。 
 
✿作品展示：10 月 13 日の県総合福祉会館、21 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。 

  また両日とも、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。 
 
✿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。 



 

 

 

 

 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊左ページから続く（ＮＰＯ法人新規設立団体（平成 29 年 3 月末～）） 

団体名 代表者 住 所 活動内容 （概要） 認証日 

共同生活型 

自立支援機構 
川又 直 

黒部市 

宇奈月温泉

5509 番地

16 

この法人は、不登校児童・生徒並びに生活困窮者に対して、不登校

やひきこもり等の青少年問題並びに生活困窮者に関する支援事業

活動を行うと共に、支援者個人や支援団体をも支援し、子どもたち

の健全育成、社会的自立及び生活困窮者への社会的自立支援に寄与

することを目的とする。 

29.5.17 

まなびや 北島眞由美 

富山市旭町

３番３号旭

町ビル 

この法人は、小学校等に就学している児童に対して、発達段階に応

じた主体的な学習、遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主

性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図る事

業を行い、当該児童の健全な育成に寄与することを目的とする。 

29.6.8 

とやま糖尿病 

療養支援機構 
戸邊 一之 

富山市杉谷

2630 番地 

この法人は、主に富山県で糖尿病診療に携わる医師やコメディカル

などの医療従事者、糖尿病患者及び家族に対して、糖尿病診療に関

する正しい知識の普及・啓発等に関する事業を行い、もって保健・

医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。 

29.6.9 

 

お申込・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) 

 TEL：076-432-2987 FAX：076-432-2988  Email: info@toyamav.net 

 

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。今年度第 1 回目の募集として、総額 80 万円の助成金に係る事業・
活動を募集します。 

 
◆対象団体： 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 
◆対象活動： 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 改善・リフレッシュ型 

●NPO 法人（設立年数を問わず）が行う新た
な事業・活動 
●ボランティア団体（3 年以上継続）が行う
新たに実施する事業・活動 

●ＮＰＯ法人・ボランティア団体（いずれも
３年以上継続）が、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 

 
◆助 成 率： 事業費の 10 分の 7 以内、限度額 10 万円（ＮＰＯ法人でない場合５万円） 
◆募集期間： 平成 29 年 7 月 10 日（火）～ 8 月 21 日（月） 
◆申請方法： 必要書類を支援センターまで郵送または持参 
◆Ｕ Ｒ Ｌ： 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。 
◆特    徴： 決定後助成金は、必要があれば前払いできます。決定・実績はセンターＨＰで掲載する予定です。 
 

 
○ＮＰＯ・県民協働未来創生事業 

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】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。 

 
○ＮＰＯと企業との協働推進事業 

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】平成 29 年７月３日（月）～９月１日（金） 

お申込・問合せ先  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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

●「第 2 回ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会」を開催します● 

日 時：９月 5 日（火） １３：３０～１５：３０ 

講 師：富山県少子化対策・県民活躍課職員、NPO 法人自然環境ネットワーク・射水市ビオトープ協会 

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：１０名（先着順）       申込締切：８月 28 日（月）      参加費：無 料 

●「第 3 回ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会」（個別相談会）を開催します● 

日 時：9 月 7 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 30 日（水）      参加費：無 料 

 

【お申込・お問合せ先】 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/  Email：info@toyamav.net 

 

＊団体の活動情報・イベント情報、また、ボランティア募集情報を支援センターまでお寄せ下さい。
イベント開催・募集の時期などに合わせ、センター便り、支援センターホームページ、メルマガに
掲載します。なお、センター便り次号は 10 月 1 日発行予定です。 

 

■日時 平成 29 年８月 8 日（火） 

    １４：００～１６：００ 

■場所 富山県総合福祉会館７０３ 

    富山市安住町 5-21 

■日時 平成 29 年８月３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 

富山地区 高岡地区 

ボランティア・ＮＰＯと支援センターとの地区別意見交換＆交流会を開催します。

●定員 各２０名（先着順）            ●募集締切 7 月 27 日（木） 

 

毎月・第一水曜日、第三日曜日 

呉羽丘陵 

「きんたろうの森 整備活動」 

4 月初めの「森開き」～11 月末の「森じまい」まで 

※8 月の作業はお休みです。 
 

集 合：きんたろうの森（ファミリーパーク・ 
みはらしの丘で、作業前の準備体操） 

時 間：9:30～12:00 

主 催：NPO 法人きんたろう倶楽部 

問合せなど：TEL 076-434-1316 

8 月 6 日(日) 9:30～17:00 

富山 CAP 人材育成研修・講演『性暴力・DV の 

 被害児・加害児へのケアとエンパワメント』 
 
講 師：森田 ゆり（元立命館大学客員教授） 

会 場：富山大学五福ｷｬﾝﾊﾟｽ黒田講堂１階会議室  

対 象：児童養護施設職員、DV 虐待相談員、教員、 

養護教諭、その他支援に関わる人 

定 員：40 名     参加費：2,000 円 

主 催：富山ＣＡＰ（キャップ） 

申込先：toyamacap@gmail.com 

8 月 8 日（火）9:30～11:00 

赤ちゃん広場 

『助産師さんに聞いてみよう』 
 
対 象：０～１歳児   定 員：15 組 

参加費：親子で 400 円（保険代＋オイル代） 

講 師：助産師 亀谷 栞里子 

主 催：NPO 法人どんぐり山共同保育園 

申込先：TEL 076-436-7590 
＊9 月 25 日(月)も開催。その他、１～5 歳児を 
対象とした「わんぱく広場」も開催中 

7 月 13 日（木）10:00～11:30 

スコーレ家庭教育セミナー 

『家庭は子どもの「心の安全基地」』 
 
講 師：高嶋 みさ子（主催団体講師） 

会 場：サンフォルテ ３階 306 号室 

定 員：20 人（申込み順、要・予約） 

受講料：無 料 （保育あり・保育料 300 円） 

主 催：（公社）スコーレ家庭教育振興協会 

申込先：090-5172-6984（酒田）・090-6813- 

1982（村上）・090-2093-8589（浅野） 

 

mailto:toyamacap@gmail.com

