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去る６月 8 日（水）『令和４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月の「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❞をスローガンに
広報・啓発キャンペーンを展開するこことし、県民やボランティア・ＮＰＯ関係者が一堂に集う「第
３４回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会」を開催することを決議しました。
『ボランティア総合支援センター通常総会』では、令和３年度事業報告・決算や、令和４年
度事業計画・予算について承認されました。

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、標記大会を開催します。
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典：ボランティア活動に貢献した個
人・企業等または団体の表彰

活動事例紹介：過去の受賞者による特色ある活
動事例発表

・パネル展示による団体・活動紹介
・作品等の展示・販売
・団体活動体験コーナー
・活動紹介ステージ発表
・大型ビジョンによる団体 PR 動画放映

大会について

・ボランティア「一言メッセージ・川柳」投票

は、こちらを

・スタンプラリー

ご覧ください

団体ＰＲ動画について

団体 PR 動画の作成講座を開催します！

各団体が作成したＰＲ動画を大会事務局で１

団体 PR 動画での参加を希望する団体で、PR 動画（最

本の DVD にとりまとめ、グランドプラザの大型

大３分までの団体紹介動画）がなく、これから作りたい団

ビジョンで繰り返し放映します。

体向けに無料の作成講座を開催します。
※詳しくは 4 ページをご覧ください。

ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア・NPO 活動に永年にわたって尽力しその功績が顕著
である個人、企業等（企業又は従業員組織をいう。以下同じ。）又は団体へ表彰状を、また一定額以上の寄付を
された個人、企業等又は団体へ感謝状を贈呈しています。令和４年度は、10 月６日（木）「第 3４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。
優良な活動を継続している個人、企業等又は団体の関係団体、寄付金を受けた団体等には、是非、候補者のご
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ください。なお、ホームページにも掲載しておりますのでご
覧ください。

区 分
会長表彰

概
要
推 薦 者
現にボランティア活動や社会貢献活動の実践者で 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個人、企 ※関係団体の代表者
業等又は団体

奨励賞

現にボランティア活動や社会貢献活動の実践者で 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企業等又 ※関係団体の代表者
は団体

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
寄付を受けた団体等の代
・５万円以上の寄付を行った個人
表者
・10 万円以上の寄付を行った企業等又は団体
※寄付金額は複数年の累計でかまいません。

※企業の社会貢献活動に関する会長表彰、奨励賞については、商工会議所・商工会等関係団体を経由することを条件に、自ら
応募することができます。
※NPO 法人に対する会長表彰、奨励賞については、自ら団体調書（様式４）を作成し、応募することができます。

個人：２１人
企業：３企業

団体：１８団体
北陸電気工業株式会社（富山市）、ハリタ金属株式会社（高岡市）、株式会社牧田組（射水市）

✿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）、
「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 15 日のグランドプラザで開催するボランティア・NPO 大会で、応募作品を展示し、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。
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県民の皆さんからの寄付金を原資に、NPO 法人・ボランティア団体等の地域課題の解決や緩和の
ために実施する事業・活動に対して助成します。
◆対象団体： ＮＰＯ法人及び５人以上のボランティア団体等
◆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４年６月２０日（月）～７月２９日（金）
◆申請方法： 申請書類を支援センターまで郵送または持参

県内の NPO 法人、ボランティア団体の活動支援のため、多くの皆さまから、あたたかいお気持ちをお寄せい
ただきありがとうございました。今年度もさらに拡大して支援を行ってまいりたいと思いますので、皆様のご芳志
をお願いいたします。
✿本ファンドの寄付は、寄付控除の対象となっています✿
特定非営利活動法人ここらいふ
理事長

杉田 由美

特定非営利活動法人ここらいふは、設立者の共感的傾聴により、こころが楽になった経験を持つ有志が
集まり 2016 年に設立されました。
わたしたちのＨＰ「明るい暮らしは心の健康から」に紹介している活動内容『♪人の心に「すっきり」
を♪ここらいふは元気になりたいあなたを応援します』の言葉にもあるように、社会的孤立感から誰にも
話せず、何処にも居場所もないという、精神不調や生活困窮から生きづらさを抱える多くの方々に、安全
で安心して話ができる「居場所」を提供する活動をしています。
「ハッピーサロン」（居場所）は、生きづらい今だからこそ「少しでも笑顔になって欲しいな」との思い
から、年齢、性別、障がいの有無を問わず誰もが参加できる場です。不定期でゲストスピーカーに来てい
ただいて、気になること！聞いてみたいこと！のミニセミナーや、フラワーセラピー、PC・スマホ教室、
折り紙教室等やおしゃべり会と称した雑談会をしています。もちろん参加する、しないは自由に決めて大
丈夫！ご希望により個別相談（要予約）も受け付けています。内容に応じてそれぞれのスタッフが個別相
談にのり、より専門的な事が必要な場合は相談者に確認し、連携先につなげています。
ハッピーサロン月 6 回の開催は、第一・第三土曜日は午前の部、午後の部。第二・第四水曜日は午前の
み。土曜日の開催は会場の都合により変更になる場合がありますので「ここらいふ」の HP 及び Facebook
をご確認の上ご来場下さい。
富山弁で「やわやわ」とありますが、
「こうあるべき」
「でなければ」等々からは、ちょっと抜け出して
「やわやわ」と、笑顔で生きて行きませんか？
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○

関係人口 1,000 万人協働促進事業を募集します

〇

【内

容】 富山県では、県内のボランティア団体等が県内外の団体、自治振興会、企業等と協働し、
新たな発想で実施する地域活性化を目的とした事業等に対して支援します。
【対象団体】 富山県内で活動している非営利団体（ＮＰＯ法人・ボランティア団体・市民活動団体・公
益法人等）
【対象区分】 （１）広域交流事業（富山県内の団体が県外の団体と協働で実施する事業）
（２）ワカモノ活動促進事業（富山県内の団体が若者グループと協働で実施する事業）
（３）県民協働活躍事業（富山県内の団体が県内の他の団体と協働で実施する事業）
【補 助 率】 （１）広域交流事業、
（３）県民協働活躍事業
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）
（２）ワカモノ活動促進事業
定額
【補 助 額】 （１）広域交流事業
１件あたり 30 万円以内
（２）ワカモノ活動促進事業
１件あたり 20 万円以内
（３）県民協働活躍事業
１件あたり 20 万円以内
【採択件数】 （１）２件程度 （２）５件程度 （３）14 件程度
【募集期間】 令和４年７月 25 日（月）～８月 19 日（金）（事前相談期間：7/25（月）～8/17（水））

★すべての講座で事前申し込みが必要です
●『PR 動画を作ってみよう！』●
PC でホームページや SNS などで活用できる「団体 PR 動画」を自分たちで作ってみませんか？
日 時：７月２３日（土） 時 間： １０時～１６時※休憩あり
詳細は
場 所： 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）６０１号室
こちら
対 象：ボランティア団体・NPO 法人（PC の基本的操作ができる方）
持ち物：PC（OS：Windows10 以上）、写真データまたは動画（団体の活動等がわかるもの）、充電コード
●『第３回・第４回 NPO 法人会計・税務事務相談会』●（相談は 1 法人 30 分から１時間程度）
NPO 法人の会計・税務事務の個別相談会です。
（富山会場）日 時：７月２１日（木）場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
（高岡会場）日 時：８月１８日（木）場 所：高岡市生涯学習センター（ウイング・ウイング高岡）
時 間：１３時３０分～ 対応者：北陸税理士会所属の税理士

●『NPO 法人設立説明会』●
日
時：毎月第４月曜日 13：30～15：00 ※ただし、12 月のみ第３月曜日
開催方法：オンライン（zoom）

詳細は
こちら

●『労務管理個別相談会』●（相談は 1 法人 30 分から 1 時間程度）
日 時：８月２４日（水）１３時 30 分～
講 師：社会保険労務士 岩峅
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）交流会議室
【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

４

勲さん

URL：http://www.toyamav.net/

Email：info@toyamav.net

