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ボランティア交流サロン ワークルーム 
印刷機印刷枚数 利用団体 利用者 ロッカー貸出団体数 複写機コピー枚数 音訳ルーム 

５８２団体 2,145人 ４５団体 1,832枚数 0.25時間 309,900枚 

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。 

令和３年度は、この寄附金を財源に引き続き次の助成事業を実施します。 

●寄付金・賛助会員費 727 件 7,500,150 円  ●助成金決定 28 件 1,876,000 円 

 

 

 

 

支援センターでは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を適切に講じながら、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、次の事業などに重点的に取り組みます。 
 
１．ボランティア・ＮＰＯ団体等の交流促進及び活動支援の推進 

２．ＮＰＯの活動基盤強化や設立に関する研修・相談会の充実 

３．フェスティバルの開催等によるボランティア・ＮＰＯ活動のより一層の普及・啓発の促進 

 

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等に取り組む事業・活動を助成します。 
◆対象団体： ＮＰＯ法人及び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 金： 限度額１０万円（ＮＰＯ法人でない団体は５万円） 
◆助 成 率： 事業費の 10 分の 7 以内（学生ボランティア団体は 10 分の 10 以内） 
◆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： 令和３年３月２３日（火）～５月２４日（月） 
◆申請方法： 申請書類を支援センターまで郵送または持参 

募集要項・申請書は当支援センターのホームページよりダウンロードできます。 

 

ボランティア交流サロン利用実績（令和２年３月～令和３年２月） 

http://www.toyamav.net 

 

◆対象団体： ボランティア団体、ＮＰＯ法人、企業、自治会等 
◆対象活動： 公園・道路・海岸等公共の場所、まつりやイベント会場で行う地域清掃活動 
       参加人数は年間延べ 100 人以上 
◆助 成 金： 限度額５万円 参加者のお茶等飲料を購入する経費（1 人 150 円を上限） 
◆事業期間： 令和 3 年 4 月 1 日から当該年度の 3 月末日まで 
◆募集期間： 令和３年３月２３日（火）から、予算が終了するまでの間 
◆申請方法： 申請書を支援センターまでＦＡＸ、メール又は郵送 
 
 
 
 
 
  
 
 



◆マネジメント力向上講座「CM を作ってみよう！」を開催しました！！【１月１７日（日）】 

コミニュケーションツールとして、また情報収集・情報発信のツールとしても欠かせないものとなってい

る SNS。NPO、ボランティア団体の SNSの活用も活発化しています。そこで、HPや SNSで活用できる団

体活動紹介の動画制作を学ぶ講座を開催しました。株式会社カルデックスエンターテインメントから講師を

お招きし、動画制作のポイントを学び、実際に動画の構成を考えました。その後、 

動画ソフトを使用し各自で団体紹介動画を製作しました。文字入れ、音楽、画像 

加工、動画の時間配分を細かく設定するなど、効果的に団体を紹介できるよう思 

い思いに製作していました。参加者からは、「誰に伝えるかの再確認ができた」、 

「普段学ぶことが少ない動画編集が基礎から学べ、勉強になった」など、大変好 

評でした。  参加者 １３名 

 

 

 

  

団体名・代表者 住 所 活動内容 （概要） 認証日 

コクリエ 

善田 洋一郎 

朝日町南保

1845 番地 

この法人は朝日町を起点に、地域に暮らす人々及び地域に関心

がある人々に対し、移住定住の促進、関係人口の創出、地域振

興、住環境などの整備に関する事業を行い、持続可能な社会を

共創する地域社会の実現に寄与することを目的とします。 

R03.01.25 

いいね 

大井 陽司 

富山市岩瀬幸

町 505 番地 

この法人は、障害者に対して、日常生活や社会生活を支援する

事業を行い、障害を抱える人たちの福祉の増進に寄与すること

を目的とします。 

R03.03.08 

第 33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、早めにご検

討、ご準備いただきますよう、お願いいたします。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  令和 3 年 10 月 7 日（木）14 時から 14 時 30 分 
２ グ ラ ン ド プ ラ ザ（富山市総曲輪）会場  令和 3 年 10 月 16 日（土）10 時から 15 時 
 

★今回グランドプラザでは、大型ビジョンを利用して団体活動 CM 動画の放映を企画中です。詳細は、ホ

ームページ・Facebook 等でお知らせします！★ 

 

◆決算資料作成説明会を開催しました【2 月 12 日（金）】 

支援センターからは、NPO 法人の決算事務スケジュールについて、県の職員からは、提出書類（様式）

の取得方法や、書き方について説明していただきました。今年度はコロナ禍で書面表決、持続化給付金など

不安や疑問が多かったようですが、参加者からは、「直接聞けて、理解できた」など、不安解消に役立つこ

とができました。参加者９名 

●決算資料作成のおすすめポイント 

➀NPO 法人は、事業完了後３ヶ月以内に事業報告書を県へ提出しなければなりません。それまでに、理

事会・監査・総会を行い、資料等の作成が必要となります。そこで、事業完了１ヶ月前の時点で決算見

込みの資料を作成するのがおすすめです。事業完了後に修正していけば良いからです。時間がかかるの

で計画はしっかり立てた方が良いです。 

➁活動計算書、貸借対照表、財産目録は、それぞれ金額が一致する部分があります。そこをしっかりおさ

えるために事業単位の計算書を作成するのがおすすめです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 活動地域 一般県民や他団体への PR 

（特非）再生可能エネルギ
ープロジェクト 

朝日町内 再生可能エネルギーに関する情報交換しましょう。 

若者生きづらさ寄りそいネ
ットワーク協議会 

富山県 
県内における若者支援（ひきこもり・就労・精神保健・依存症回復等）
の団体は、ぜひお声かけください。 

（特非） 
高岡古城公園百年会議 

高岡市内 高岡古城公園を北陸で一番の公園にするために活動しています。 

富山県子ども読書推進活動
民間団体連絡協議会 

富山県内 
子供に本を手渡す活動を行う団体で、この協議会の主旨を理解される方
は加入をお願いします。 

（特非） 
富山県ダンススポーツ連盟 

富山県内 
生涯スポーツとして楽しめる社交ダンスの楽しさを、富山県ダンススポ
ーツ連盟事務局のあるＪＥＬダンススポーツクラブ内において定期的に 
無料講習会（ジュニアコース有り）を開催しております。 

■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 
TEL：076-432-2987  URL：http://www.toyamav.net/  E-mail：info@toyamav.net 

◆今年度から年間複数回開催する下記説明会・相談会について 

年間通してのお申込みを受け付けます。 
●NPO法人設立説明会 

  ・富山県におけるNPO法人設立・認証の状況、NPOの設立手続きに関する疑問にお答えします。（無料） 
  ・年間１０回（毎月第４金曜日予定）開催。 

・定員は１０名（先着順）少人数でも開催（内容変更有） 
・日程のご都合が合わない場合でも、随時、NPO法人設立に関する相談は受け付けます。 
 

●NPO法人会計・税務事務相談会 
  ・NPO法人の会計事務や税務申告などでわからない、あるいは心配な点にお答えするため、北陸税理士

会にご協力いただき開催する無料の個別相談会です。 
  ・年間９回（毎月第２木曜日予定）開催。 
  ・１団体の相談時間は３０分～１時間程度。  

◆交流サロン・ワークルームについて 
G・W 期間中（４／29（木）～５／５（水）は、通常通り利用できますが、５／６（木）は休館日に

なります。（なお、センター事務室は、５／１（土）～５／５（水）まで休ませていただきます。） 

◆ロッカーの追加募集をします！ 
●ロッカー規格 

  ➀Ｗ３９３mm×Ｄ４８２mm×Ｈ３９５mm（ダイヤル施錠式） 
  ②Ｗ４１０mm×Ｄ４１３mm×Ｈ３８７．５mm（ダイヤル施錠式、内棚あり） 
●ロッカー貸出個数 

  １団体１個（貸出総数：１１個  ①…６個  ②…５個） 
●利用・貸出期間 

  令和４年３月３１日（サロン利用可能時間内）まで 
●募集締切 

  先着順によりロッカーの空きがなくなり次第締切 

 

◆支援センター助成金情報について 
毎年３月に開催しておりました助成金説明会の資料をホームページに掲載しましたのでダウンロード
して、ご活用ください。 

 

チラシ・申込書は当支援センターのホームページよりダウンロードできます。 
 

http://www.toyamav.net/


 

 

 

書      名 概      要 著 者 等 

ボランタリズム研究 

VoL.１～４ 

ボランティア・ＮＰＯ：市民活動の理論と実践の対話をめざした「ボランタ

リズム研究所」が編集する研究雑誌。 

ボランタリズム研究所 

著 

ボランティア・市民活動実践

論 

日本のボランティアを牽引し続ける岡本榮一、その実践のなかから紡ぎ出さ

れた理論と、底流にある思想を多角的に考察し、次世代に伝える。自分を変

える、共に歩む、社会を変える力になる、という思いを強くする一冊。 

岡本榮一 監修 

ボランティアセンター支

援機構おおさか 編  

「参加の力」が創る共生社会 

「市民自治社会」の基盤となるボランティアの定義、ボランティアと自治体・

企業・NPO 等の各種団体との連携体制をどう構築すべきか等の基礎的知識を

はじめ、市民が主体的に社会を変えていくために必要な視点や考え方を、昨

今の事例を踏まえ、わかりやすく解説。より効果的・創造的に活動を進めた

いボランティア・NPO 関係者、住民がより主体的に地域活動に取り組むため

の支援をしたい自治体職員、市民活動との協働を進めたい企業 CSR 関係者に

読んでほしい一冊。 

 

 

早瀬 昇 著 

テキスト市民活動論 

ボランティア、NPO、ソーシャルビジネス、CSR、企業市民、市民協働・・・

広がり続ける「市民活動」をわかりやすく解説し、様々な分野、規模の 15

の市民団体の実践を掲載。くらしやすい社会を私たち自身がつくるために役

立つ知識や視点、仲間や関係者との連携を学ぶテキスト。大学での市民活動

論、ボランティア論などの 教科書にも最適です。 

 

 

早瀬昇・水谷綾・永井美

佳・岡村こず恵 他 著 

ボランティア・アラカルト 

ボランティア活動に関心があるという人のためのブックレットです。「ボラン

ティア活動とは？」といった考え方の基本から、福祉、環境、まちづくり、

教育、文化、国際協力、災害など、30 種類のボランティア活動を見開きで紹

介。これからボランティア活動をはじめようとする人や、ボランティア・コ

ーディネーター、また学校の授業でも活用できるおすすめの一冊です。 

東京ボランティア市民活

動センター 著 

ゼロから始める【マイクロソ

フトチームズ】基本＆便利技 

本書は急遽 Teams を使うことになった方に向けて，最低限必要な使い方をわ

かりやすく解説します。チームへの参加やメッセージのやり取り，ビデオ会

議などの基本的な操作からチームやチャネルの管理，モバイルでの利用や困

ったときの FAQ まで説明しています。 

リンクアップ 著 

Zoom 基本+活用ワザ 

本書は、テレワークを支えるツールとして注目されるビデオ会議ツール

「Zoom(ズーム)」の使い方を丁寧に解説した書籍です。Zoom の仕組みや

おすすめの機材といった基本的な知識にはじまり、スムーズにビデオ会議を

行うための基本操作、「画面共有」「ホワイトボード」といった便利な機能の

使い方も網羅しています。また、Zoom のアップデート方法やセキュリティ

の設定など、安心・安全に使う方法も詳しく紹介しているほか、Zoom を使

う上での注意点や、必要な回線速度などの豆知識も、紙面に散りばめられて

いる豊富なヒントやコラムで読むことができます。 

田口和裕, 森嶋良子, 毛

利勝久, できるシリーズ

編集部 著 

今 す ぐ 使 え る か ん た ん

Zoom 

Zoom をはじめて使う人でも迷わずビデオ会議やミーティングに参加できる

よう、基礎から学べる Zoom の解説書です。Zoom ではじめてミーティング

に参加する時や，自分でミーティングを開催する時のための基本操作や，よ

りスムーズなミーティングの進行を行いたい時に必要なテクニックなどをわ

かりやすく解説しています。ゼロからはじめたい人も，もっと活用したい人

も必携の 1 冊です！ 

マイカ 著 

Zoom１歩先のツボ 77 

Zoom を「使ってみよう」から「オンラインイベントのやり方は」「ウェビナ

ーのやり方は」「ミーティングはどうするの」などなど、もう 1 歩先のビジネ

スでZoomを徹底活用できるノウハウと実践テクニックと必要なノウハウの

すべてをまとめました! 

木村博史 著 

■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 

http://www.toyamav.net/

