
 

講
座
の
開
催 

団体や活動の広報に関する講座 

ネットを活用した寄付獲得のための講座 

金融機関からの資金融資に関する講座 

「認定ＮＰＯ」についての講座・相談会 

ファンドレイジング（資金調達）講座 

団体や活動のマネジメントに関する講座 

ＮＰＯの会計に関する講座 

ホームページを開設するための講座 

情
報
発
信 

ニュースレターの発行（偶数月） 

ネット・携帯サイトでの情報発信 

「福島県 NPOアクセスページ」の発行 

「NPO運営 Q and A」の発行 

そ
の
他 

会計や経営に関する専門家の出張相談 

地域課題解決に向けた意見交換会の開催 

ＮＰＯなどの地域活動に関する相談対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動団体の応援団 

～ふくしま地域活動団体サポートセンター～ 

 チーフリーダー  早川 哲郎 

 

のっぽの手 
（認定 NPO）NPO法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター通信 No.43 ◆◆◆◆◆ 注 目 記 事 ◆◆◆◆◆   

ふくしま地域活動団体サポートセンター 

    各事業からの進捗状況報告 

    第 6回 のっぽアカデミー報告 

 2012年 7月発行 

福島県が実施する今年度の地域活動団体等の活

動基盤支援事業をネットワークセンターが受託するこ

とになり、５月７日から自治会館の７階にある、ふくしま

地域活動団体サポートセンターを拠点に事業がスタ

ートしました。 

“基盤支援事業”は新“うつくしま、ふくしま。”県民

運動の理念－地域のきずなを強め、互いに支え合う

良好な地域社会の形成－と内閣府が示す「新しい公

共支援事業」の趣旨に合った活動を行う団体を支援

する事業です。その支援対象はＮＰＯ法人だけでな

く、社会福祉法人や学校法人、協同組合なども含ん

だ民間非営利組織ですが、最も支援を必要としてい 

るのは組織基盤が脆弱なＮＰＯ法人やボランティア団 

体であると考えられるので、そのニーズ沿った事業展

開になります。 

ＮＰＯ法人については新会計基準の制定やＮＰＯ法

改正、認定ＮＰＯの制度改正など矢継ぎ早に周辺制

度が変わり、各団体に戸惑いが見られるほか、震災

からの復興や被災者支援活動分野での資金獲得、

ファンドレイジングへの関心の高まりもあり、サポートニ

ーズは増えています。 

事業の内容は各種講座の開催など盛りだくさんで、

新しく２名のスタッフを加え、総勢５名で事業を推進し

ていきます。震災以降、支援や復興に向けた活動団

体が新たに誕生しており、新しい団体から継続してい

る団体まで幅広い支援を行っていけるよう、スタッフ

全員、息を合わせてがんばっていきます。 

▲ニュースレターは助成金情報満載！ 

「広報戦略」講座の参加者募集中!!▲ 

私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
が

地
域
活
動
団
体
を

応
援
し
ま
す
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◀開催予定のプログラム 



 
～2012 年度 各事業からの進捗状況報告～ 

   

●福島市市民活動サポートセンター● 

  

                           昨年度のふくサポは１１，８２１人の来館者、会議室等の利用

団体は５９３団体。前年度に比べ共に約３倍の利用があった。こ

れは昨年の震災による影響も大きな理由となっている。 

昨年、１３年ぶりにＮＰＯ法が改正され、今年４月より所轄庁

の変更に伴い手続きなどが変更された。これによってＮＰＯをと

りまく環境が大きく変化している今、こういった変化に対応できる

ような相談窓口の強化を念頭においている。また、夏から秋に

かけて助成金の公募が増加する時期だ。常時、助成金情報の

発信に努めていきたい。 

                           なお、秋からのふくサポ主催講座は実践したワークショップ型

講座を中心に企画している。是非、ご活用いただきますようお

願いいたします。 

（チーフ：内山 愛美） 

 

 

●チョコラボ● 

 

福島駅前にビジネス型のフリーサロンをオープ

ンして３ヵ月半となります。オープンして間もない３

月から４月にかけては、ほとんど来訪者はありま

せんでしたが、この間、のっぽの手の関係団体を

はじめ、新聞、ＦＭポコなどのマスコミ、チラシ配布

などの協力を得て告知活動を進めてきた結果、

５月の連休明けから目に見えてチョコラボの利用

者が増えてきました。チョコラボの視察や起業活

動中の方、ビジネスマン、大学生のサークル活動

グループなど利用者は様々であり、セミナーや会

合、仕事場にと利用形態も様々です。現在は、

当ＮＰＯによる内閣府雇用創造事業の研修講座

が開催中である他、市民による「コラボ作品展」

（ギャラリーとしての利用）や「福島の街歩きと動

画の撮り方・撮影基礎講座」等のイベントが予定

されています。 

 今後は、避難住民の会合や生活再建のための

活動等への利用促進に向けての告知・ＰＲ活動

やチョコラボ主催のセミナー開催を進めてまいりま

す。 

(担当理事：深田 俊雄) 

●情報ステーション● 

「まちの駅ネットワークふくしま設立に向けて」 

 

まちの駅は「ヒューマンステーション」という言

い方もされ、たくさんの人が集まり、人と人が出

会い、自分のまちやよそのまちのいろいろな情

報を手に入れることができ、まちづくりの拠点と

なる、そんな施設をめざして全国各地で取り組

まれています。（まちの駅パンフレット２０１１年

全国共通簡略版より） 

2003 年にコラッセふくしまのオープン以来 9

年間、ふくしま情報ステーションは“まちの駅”の

看板を掲げてきました。先月、5月 28日に第 1

回まちの駅ネットワークふくしま実行委員会（実

行委員長／㈱仲見世代表取締役福地雅人

氏）がようやく設置されました。ゆるやかなネット

ワークづくりを実現し、ＮＰＯが運営するふくしま 

情報ステーションならで 

はの復興のまちづくり に、

微力ながらお役に立ちた

いと考えております。 

 

（担当理事：齋藤 美佐） 

↑
交
流
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↑
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●新たな一歩プロジェクト● 

―「社会的企業実践の研修講座」受講者募集中― 

 

内閣府は、平成２３年度一年に限定して、福島・宮城・岩手三県で復興支援型雇用創造事業を展開し

ています。当 NPOに（社）北海道総合研究調査会（通称 HIT札幌市）様から連携要請があり、4月 18日

から HITの「新たな一歩プロジェクト」事業実施団体として取り組んでいます。分室のチョコラボに同居して、

以下の事業を実施していました。 

＜１＞ 人材育成のインターンシップ事業を「約３２日間１８０単位で 3 コース」実施します。 

参加費無料、生活支援金１５万円支給の制度あり。 

① 起業家スキルアップ A コース（5月２４日～７月５日）では、５名程修了見込。 

② 社会的企業実践コース（７月 23日～8月３１日）現在２０名を大募集中。 

③ 起業家スキルアップ B コース（９月１８日～１１月９日） 

＜２＞ 社会的企業を個人で起ち上げたい方に「２５０万円の起業支援金」を支給するインキュベーション

事業実施中。申請済み者と相談継続中の方を合わせると３０名を超えています。 

(担当：半田 節彦) 

 研
修
講
座
受
講
の
様
子 

第 6回のっぽアカデミー（NPO研究会） 

～みなさん、定款変更はお済みですか!!～ 

ふくしま NPOネットワークセンター常務理事 牧田 実 

 
本年 4 月 1 日、改正非営利活動促進法が施行

となりました。「今回の改正で、ＮＰＯ法人は、定款の

定めによる理事の代表権の制限を第三者に対抗す

ることができるようになり、改正法及び改正組合等

登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限

に関する定めがある法人については、施行の日から

６ヶ月以内に理事の代表権の範囲又は制限に関す

る定めの登記、又は法人を代表する 特定の理事

（理事長等）以外の理事についての代表権喪失に

よる変更の登記をしなければなりません」(内閣府Ｈ

Ｐ）。引用が長くなりましたが、そして頭が痛くなって

きましたが、ことは法律に関すること、正確を期さね

ばなりません。 

 うちのＮＰＯは何も変わってないけど……そうで

す、けれども、日本は法治国家です。実は今回の 

法改正にともない、ほぼすべてのＮＰＯ法人で定

款(ないし登記）の変更が必要になっているので

す（えーっ、そんなこと聞いてない！とおっしゃる

方は、いますぐ、ふくしまＮＰＯネットワークセンタ

ーにお電話ください。法施行後 6 ヶ月以内に変

更を怠った場合は、20 万円以下の「過料」に処

せられることがあると、法には書かれていま

す）。 

 というわけで、第 6 回のっぽアカデミー（第 63

回ＮＰＯ研究会）は、当センターの星野理事長

を講師として、「ＮＰＯ法の改正のポイント」をテ

ーマに、6月 25日、チョコラボにて開催されまし

た。ＰＲ不足もあって、参加者が少なかったのが

残念でしたが、ＮＰＯ関係者にとって避けては通

れぬ法律の話をともに学ぶ機会となりました。 

 
※詳しくは内閣府のＮＰＯホームページをご覧ください→ https://www.npo-homepage.go.jp/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会員募集＆寄付のお願い◆ 

ふくしま NPO ネットワークセンターは、NPO・市民

活動団体の支援を目的に活動をすすめています。

地域社会の問題や課題に取り組んでいる市民活

動団体の“元気”と“勇気”を応援します。皆さんも、

私たちとともにより良い市民生活をつくりましょう。 

●入会  正会員・年間１口 10,000円 

準会員・年間１口 5,000円 

非営利団体…１口以上 

営利組織……５口以上 

行政組織……５口以上 

財団・社団その他公益法人…５口以上 

●寄付 

当法人は「認定 NPO 法人」です。寄付者の方の

所得税、法人税の課税について、寄付控除の特例

が認められた団体です。 

 

※入会希望の方は、入会申込書をご記入のうえ、

事務局まで郵送または FAX にてお申し込みくださ

い。詳しくは、ふくしま NPO ネットワークセンターまで

お問い合わせください。 

 

   梅雨も猛暑も苦手で

す。今更ですが、暑さに

負けない体力を付けて、

福島の夏を乗り切りたい 

と思っています。 

（事務局・大山亜紀子） 

決算が終わり、７月の

総会開催をひかえ、忙し

い日々が続いております。

皆様も体調に気を付けて

がんばりましょう！ 

（事務局・根本 靖子） 

    

（

事務局・根本 靖子） 

編 集 後 記  

●編集・発行 

特定非営利活動法人ふくしま NPOネットワークセンター 

〒960-8034 福島市置賜町 1-29 佐平ビル 8F 

TEL 024-528-1211  

FAX0２４-528-1218  

E-mail center@f-npo.jp  

URL http://www.f-npo.jp/ 

 

 

◆通常総会のお知らせ◆ 

２０１２年度（第１３回）の通常総会を下記のとお

り開催いたします。 

総会終了後には、講演会を予定しておりますの

で、是非ご参加ください。 

 

日時  ２０１２年７月２１日（土） 

     １３時３０分より 

場所  チェンバおおまち 

福島市市民活動団体サポート 

センター 会議室 

・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・ 

講演会について 

時間  １５時～１６時３０分 

講師  福島県生活協同組合連合会 

専務理事  佐藤 一夫 様 

講演内容 

福島の子ども保養プロジェクト活動の取り組みな

ど、福島の復興をテーマにお話をいただきます。 

 

一般の方も参加可能ですので、是非どうぞ！ 

 

 

●福島県より受託、運営している施設 

○ふくしま地域活動団体サポートセンター 

〒960-8043 福島市中町 8-2 福島県自治会館 7F 

TEL 024-521-7333  FAX 024-523-2741 

URL http://www.f-npo.jp/saposen/ 

E-mail saposen@f-npo.jp 

○チョコラボ 

〒960-8031 福島市栄町 7-33 錦ビル 4F 

TEL 024-573-1970  FAX 024-573-1971 

E-mail cholab@npo.-f.org 

●福島市より受託、運営している施設 

○福島市市民活動サポートセンター 

〒960-8041 福島市大町 4-15 チェンバおおまち ３F 

TEL 024-526-4533  FAX 024-526-4560 

URL http://www.f-ssc.jp  

E-mail f-ssc@bz01.plala.or.jp 

○まちの駅 ふくしま情報ステーション 

〒960-8053 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 1F 

TEL 024-525-4020  FAX 024-525-4027 

URL http://www.machi-fukushima.jp 

E-mail info@machi-fukushima.jp 


