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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、心豊かでふれあいのある地域社会の実現に向けて、関係機関とも協働し、ボランテ
ィア・ＮＰＯ活動の一層の普及・推進を図るための各種事業を展開します。
また、今年度も引き続き、認定特定非営利活動法人として税制上の優遇措置を活用し、
「富山県民ＮＰ
Ｏ活動支援ファンド」の寄付金募集を進め、学生をはじめとするボランティア団体・ＮＰＯ法人等の活動
支援に取り組んでいきます。
１． ＮＰＯ法人の基盤強化のための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図り、より効果的な講座の開催に努めます。
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
団体のネットワーク推進のため、参画団体の加入を促進します。
３． 「富山県民ＮＰＯ活動支援ファンド」を活用し、ボランティア団体・ＮＰＯ等に
対し助成を行うとともに、他団体の助成金情報の提供を進めます。
４．県民にボランティア・ＮＰＯ活動に参加する意識が一層高まるよう、優良団体・
個人、企業に対する表彰やフェスティバルを開催します。

支援センターでは、ＮＰＯやボランティア団体等が地域課題の解決や緩和等に取り組む事業・活動を募
集しています。今回から、大学や高校の学生ボランティア団体も助成対象に加わりました。
◆対象団体： ＮＰＯ法人又は５人以上のボランティア団体等
◆対象分野： 福祉、保健、文化、芸術、スポーツ、環境、国際交流、災害救援 等
◆助 成 率： 事業費の 10 分の 7 以内（ただし、学生ボランティア団体は 10 分の 10 以内）
◆助 成 金： 限度額１０万円（ＮＰＯ法人でない場合 ５万円）
◆事業期間： 助成金交付申請書を受け付けた日から当該年度の 3 月末日まで
◆募集期間： 平成３１年３月２０日（水）～平成 3１年 5 月 2４日（金）
◆申請方法： 必要書類を支援センターまで郵送または持参
※ 詳細は助成金募集要領を支援センターＨＰでご確認ください。

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。
平成 31 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。
●寄付金・賛助会員費
558 件
6,014,150 円 ●助成金決定
20 件
1,394,000 円

支援センター事務局では、第３１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月中旬を締切とする予定です。
１ 富山県総合福祉会館（サ ン シ ッ プ）会場
2019 年 10 月 9 日（水） 14 時から 16 時半
２ グ ラ ン ド プ ラ ザ（富山市総曲輪）会場
2019 年 10 月１９日（土） 10 時から 16 時

決算資料説明会

助成金・公募事業説明会

2 月 19 日（火）
、
「決算資料作成説明会」
を開催しました。県少子化対策・県民活躍
課の職員から、事業報告書等の提出につい
て、提出書類の作成の仕方や、注意点など、
分かりやすく説明していただきました。参
加者からは、
「提出書類の確認等がわかりや
すかった。」「それぞれの報告書などの意味
を説明いただきよ
く理解できた。
」
など、好評でした。

開
催
し
ま
し
た

参加者 １４名

書

名

未来を変える目標
SDGｓアイデアブック

3 月 14 日（木）、
「ＮＰＯ法人等への助成金等・公募
事業説明会」を開催しました。労働金庫の田川さんか
ら労金の助成制度について、日本政策金融公庫の新井
さんからは、ＮＰＯ法人向け融資制度について、県少
子化対策・県民活躍課の職員からは、県市町村の助成
金について説明していただきました。
「労金の助成金制
度について備品購入なども交付対象になる場合もある
こと」や「融資制度について
」、「県市町村の助成金の対象
期間」などに参加者の関心が
集まりました。
参加者 ５０名

概

要

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）についてわかりやすく、楽しく学べる
本。国連で決まった１７個の目標と「未来を変えたアイデア」を、インフォ
グラフィックとテキストで解説しています。
『SDGs とは何か?』
『2030 年の望ましい未来は、どのようなものか?』
『なぜ、SDGs は新事業の開発に役立つのか?』

SDGｓの基礎

経営者・経営企画・CSR 担当者から、新社会人、学生まで、SDGs に

著 者 等
(一社)Think the Earth
蟹江

憲史

監修

発行：Think the Earth
沖

大幹

他

発行：事業構想大学院大学
出版部

取り組む全ての方に向けた必読書。
小さな会社の総務・労

1 人でしっかりこなせる！毎日に業務から不定期の業務までていねい

池田

務・経理

に解説。書類の書き方も掲載。最新の法改正に対応しています！

発行：㈱ナツメ社

働き方改革関連法への
実務対応と規定例

「働き方改革関連法」が 2019 年 4 月から順次施行されます。本書は、 荻原
改正・創設にどのように対応したらよいかを、人事・労務管理の実務に

編著

陽介

勝

監修

著

発行：㈱産労総合研究所

即して具体的に解説しています。

出版部

経営書院

『NPO 法人会計基準[完全収録版第 2 版]』
（2012 年刊行）を改定し発
NPO 法人会計基準

行。
「NPO 法人会計基準」の一部改正は、現物寄付の換金化、Web サ

[完全収録版

イトからのクレジット寄付、クラウドファンディング、遺贈寄付など、 発行：㈱八月書館

第 3 版]

NPO 法人会計基準協議会

編者

寄付の方法の多様化に対応するべく Q&A を追加しています。
災害ボランティアとして知るべきこと、活動のイメージ、さらに体験を

災害ボランティア入門

平常時の備えにどう活かすかについて具体的にまとめた本書は、災害ソ

山本

克彦

編著

ーシャルワークを専門とする編著者と、先駆的に学生による災害ボラン

発行：㈱ミネルヴァ書房

ティアを実践する共著者による実践知が満載です。
人が集まるボランティ
ア組織をどうつくるの
か

どうすればボランティアが生き生きと活躍し、多くの人が参加したくな
る魅力ある団体となれるのか、そのノウハウを教育機能に重点を置き分

長沼

かりやすく解説したもの。また、組織の運営だけでなく、異世代交流を

発行：㈱ミネルヴァ書房

豊

著

進める方法についても解説しています。
平成 28 年熊本地震を事例に、災害復興過程における被災者のニーズを

被災者と災害ボランテ

分類的に考察。「ニーズとは何か」という問いに応答し、ディアロギズ

﨑浜

公之

著

ィアの共生をめざして

ム支援への転向という方針の下に、新しい被災者支援のあり方の可能性

発行：㈱インプレス R&D

が広がっていくことを論じています。
NPO・市民活動のための
助成金応募ガイド 2019

民間財団の助成金に関するガイドブックの決定版。
助成財団センターのデータベースから NPO・市民活動向けの公募プロ
グラムを持つ助成財団 651 団体を紹介。

（公財）助成財団センター

編集

発行：東京官書普及㈱

団体名

村おこし隊

代表者

中野小百合

住

所

中新川郡舟橋
村舟橋 246 番
地

活動内容 （概要）

認証日

この法人は、子供からご高齢者まで地域に住み続ける
村づくりという課題に対して、伝統ある建物を後世に
残し、村の歴史を知ってもらう憩いの場とする事業を

H30.12.10

行い、地域の活性化に寄与する事を目的とします。
この法人は、富山県内外に在住する中途失聴者・難聴

富山中途失聴者・
福村 錦慶
難聴者友の会

富山市池多
778 番１
西造形研究所

者をはじめ、広く聴覚障害者全般に対して、その自立
を支援し、生活・文化・福祉の向上を図るとともに、

Ｈ31.1.10

社会参加のための方法を提供・支援することにより、
地域社会に寄与する事を目的とします。
この法人は、北陸の市民に良質な外科医療を提供する

北陸の外科医療
を向上させる会

山岸 文範

富山市杉谷
2630 番地

ために、外科医師の研修・修練及びキャリアプランの
支援に関する事業を行い、より良質な外科医療の発展

Ｈ31.1.23

に寄与する事を目的とします。
この法人は、医療過疎改善の為に医療機関の様々な問
題に対する調査・分析を行い、医療施設運営に関する

医療過疎を考え
る会

大野 利之

高岡市戸出町
3 丁目 21 番
39 号

総合的な適正情報の提供、求人に関する広報活動、国
内外の医師及び医療関係者に対する専門的知識・手技

Ｈ31.1.31

の研修・講習による人材育成の啓発活動を通じて、広
く一般市民へ安定した医療サービスの提供に寄与す
る事を目的とします。

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（〒930-8501 富山市新総曲輪１－７ TEL 076-444-9012）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。
□ ①事業報告書等提出書
１部 □ ②事業報告書
２部 □③活動計算書
２部
□ ④貸借対照表
２部
□ ⑤財産目録
２部
□⑥前事業年度の役員名簿
２部
□ ⑦前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿
２部

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）平成 28 年のＮＰＯ法の改正により、事業年度終了後、ＮＰＯ法人が自ら貸借対照表を公告する必要があ
ります。定款で定められた内容に従って、貸借対照表の公告を行ってください。
【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

③

ＮＰＯファンド
助成金情報等

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、助成先一覧があ
ります。

現在募集中の助成
金情報、助成金・
公募事業一覧があ
ります。

センターから
のお知らせ
会長表彰

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。

会長表彰募集（企業・
ボランティア・ＮＰ
Ｏ）の要領、様式と表
彰者一覧があります。

県内ＮＰＯ法人の検索
富山県認証のＮＰＯ法人の情
報を検索できます。

団体からのお知らせ
団体のニュースもお気軽
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。

富山県民ボランティア・NPO 大会
大会の情報はこちらから！

●ボランティア交流サロンのロッカー（8 個）利用の追加募集
今年度のロッカー（郵便受けあり：2 個、郵便受けなし：6 個）貸出団体を追加募集します。
●参加者募集中の講座・研修
〇NPO 法人会計・税務事務相談会（2019 年 5 月 23 日 13 時半から）
〇広報のコツ講座（2019 年 5 月 31 日 14 時から）
●交流サロン・ワークルームについて
4／29～5／6 は、午前 9 時から午後 5 時まで利用できます。
（センター事務室はお休みです。
）
■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
TEL：076-432-2987

URL：http://www.toyamav.net/

E-mail：info@toyamav.net

