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『協働デスク便り』

第２回「信州協働大賞」の受賞団体が決定しました

第 2 回『信州協働大賞』受賞団体のみなさん

特集 長野県みらい基金からのお知らせ
資金調達は大丈夫ですか？？
県内の認定、仮認定 NPO 法人紹介
新 NPO 法人紹介
平成 27 年４月の県組織改正について

保存版 事業報告書の様式の記載例をわかりやすくしました！

協働デスク便り

第２回「信州協働大賞」

の受賞団体が決定しました

■ 信州協働大賞とは
県の総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン」推進の基本姿勢である「県民参加と協働」
及び、信州における協働推進のあるべき姿を示した「信州協働推進ビジョン」（平成 25 年３
月策定）に基づいて、優れた協働事業を実施している県内の組織に対して知事表彰を行うも
のです。
昨年に引き続いて２回目の実施となる今回は、大賞１団体、特別賞１団体、優秀賞２団体
の計４団体の受賞が決定し、３月 23 日に県庁において、阿部知事から受賞団体に賞状を授
与しました。

受賞団体紹介
特定非営利活動法人長野県セルプセンター協議会（長野市）

大賞 『障がい者の就労支援及び社会参加支援事業』
＜協働事業の概要＞
障がい者が地域で自立した生活を目指すための就労や社会参加を支援するため様々な活動を実施
しています。
・ 共同受注（県庁舎清掃 等）
・ 共同販売会

出店

・ 県庁等ワゴン販売
・「福祉就労強化事業」受託
（事業所の商品開発・販路拡大支援、
人材育成セミナーの実施など）

＜協働の体制＞
県の「福祉就労強化事業」を長野県セル
プセンターが受託
（担当課の障がい者支援課と月１回の会議
で進歩状況確認・課題の整理検討）

＜事業の効果＞
平成 25 年度に障がい者就労施設を利用する者に支払われた工賃の総額は 622 百万円余（平成 18
年度比 2.5 倍）となっており、着実に就労の場が拡大するとともに社会参加の機会が増大しています。
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特別賞

特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構（諏訪市）

『諏訪圏工業メッセ事業』

＜協働事業の概要＞
諏訪圏域６市町村（諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村）・商工団体、県、関
係支援機関が諏訪圏内企業と協働して地方では国内最大級の展示会を過去 13 回実施し、諏訪圏の
精密機械をはじめとした優れた産業技術を発信しています。

＜協働の体制＞
●県、市町村、商工団体
補助金支出、実行委員会運営支援
●諏訪圏内企業
実行委員会運営、メッセ開催支援
●ＮＰＯ法人諏訪圏ものづくり推進機構
実行委員会事務局

＜事業の効果＞
第１回～第１３回累計
・ 参加企業数
・ 来場者数
・ 経済効果

優秀賞

3,445 社
298,343 人
50.8 億円

特定非営利活動法人ふるさとづくり・やらまいか（中川村）

『中川村における生活交通確保のための取り組み』

中川村において交通不便者の足の確保が地域課題となっ
ている中、行政主体で構築していた地域交通にＮＰＯ法人
が参画。村営巡回バスと併せて過疎地有償運送事業サービ
ス（ＮＰＯタクシー）を運行することにより、地域に密着
した形での公共交通システムを構築しました。

特定非営利活動法人戸隠森林植物園ボランティアの会（長野市）

優秀賞 『戸隠森林植物園・森林学習館管理事業』
国と県が国立公園内に設置した「戸隠森林植物園」の
管理・運営を行う協議会にＮＰＯ法人が参画し、自然
観察会やネイチャーウォークといった森林系のイベン
トを開催しており、参加者は年間で千人規模にのぼり、
植物園の有効活用に貢献しています。
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事業報告書の様式の記載例をわかりやすくしました！
毎事業年度終了後３か月以内に提出していただく事業報告書類ですが、提出後に修正をお願いすることが
多い箇所についてわかりやすいよう様式の記載例を修正しました。事業報告書の作成にご活用ください。

○様式ダウンロード箇所
①長野県のホームページにアクセスし、
「暮らし・環境」から「県民協働・
ＮＰＯ」をクリック
②「県民協働・ＮＰＯ・ボランティア情報コー
ナー」をクリック

③「ＮＰＯ法人の申請・報告・届出等の各種申請」をクリック

主な変更点
○「 記 載 上の 注 意事 項 」の内
容をわかりやすい言葉に修正し
ました
○活動計算書に値の記載例を
追加しました
○役員名簿など複数の種類が
ある様 式は、上部に様 式の使
途を記載しました

④「・事業報告」をクリックし、様式へジャンプ！
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資 金 調 達 は大丈夫ですか？？
【ＮＰＯ向け融資】
一般社団法人ムトス

「ＮＰＯ法人ＮＰＯ夢バンク」

飯田市民ファンド

貸金業登録：長野県知事（長Ｔ４）第 01112 号

貸金業登録：長野県知事（下伊Ｔ３）第 01141 号

●融資対象 ：主たる事務所が長野県にある NPO
●融 資 額 ：500 万円以内
●利
息：年利 2.0 ～ 3.0％（融資条件による）
●保 証 人：代表者を含め連帯保証金２人以上が 必要
●返済期間：５年以内
●そ の 他：申込みは随時受付け、審査会を経て
理事会で融資を決定

●融資対象：主たる事務所が飯田市にある NPO 法人
●融 資 額 ：200 万円までは返済期間１年以内、
100 万円までは返済期間２年以内で
据置期間３ヶ月
●利
息：ありません（ただし申込団体の事業以外の
社会貢献活動の実施）
●保 証 人：法人代表者を含めた連帯保証人２人が必要
●返済期間：一括返済・分割返済が可能
●そ の 他：随時受付、審査会の審査を経て融資を決定

【お問い合わせ先】
電話 /FAX：026-223-4321
アドレス：yume@npo-yumebank.org
URL:http://www.npo-yumebank.org/

【お問い合わせ先】
飯田市役所ムトスまちづくり推進課内
電話：0265-22-4511（内線 5431）
メール：mutosu@city.iida.nagano.jp

日本政策金融公庫

長野県労働金庫

●融資資金：事業に必要な設備資金及び運転資金
●融 資 額：7,200 万円以内
（運転資金は 4,800 万円以内）
●利率（年）
：基準利率、条件により特別利率
●担保・保証人：相談により決定（NPO 法人は利率を
上乗せしたうえで、代表者保証を免除
することが可）
●返済期間：
・設備資金：15 年以内（うち据置期間３年以内）
・運転資金：６年以内（うち据置期間６ヶ月以内）

●商 品 名：ＮＰＯサポートローン
●融資対象：長野県内に主たる事務所がある NPO 法人
その他条件有
●融 資 額 ：
・（無担保 ）最高 500 万円（ただし、つなぎ資金を
ご利用の場合は必要額の最高 90％まで）
・（有担保）最高 3,000 万円
●融資期間：
・証書貸付：（無担保）最長５年、
（有担保）最長 10 年
・手形貸付：（無担保）最長１年（ただし、補助金・
助成金受領までの期間）
●金
利：金庫所定の金利

【お問い合わせ先】
■長野支店：026-233-2141
■松本支店：0263-33-7070
■伊那支店：0265-72-5195
■小諸支店：0267-22-2591
URL：http://www.jfc.go.jp/

【お問い合わせ先】
■ローンセンター長野東：026-263-3688
■ローンセンター上田：0268-29-8800
■ローンセンター松本：0263-28-1822
■ローンセンター伊那：0265-77-0023

上田信用金庫

長野信用金庫

●商 品 名：上田しんきんＮＰＯローン
●融資対象：主たる事務所が上田信用金庫の営業
地域内に ある NPO 法人
●融 資 額：500 万円以内
●返済期間：５年以内（期日一括返済の場合は１年
以内）
○返済方法：期日一括返済・元金均等返済
○金利：当庫所定の金利
○保証人：原則代表者
○担保：必要に応じて不動産（NPO 法人所有・法人代
表者個人所有）に設定

●商 品 名：しんきんＮＰＯローン
●融資対象：主たる事務所が長野信用金庫の取引エリ
アにある NPO 法人
●融 資 額：300 万円以内
●返済期間：５年以内
●返済方法：期日一括返済・元金均等返済
●金
利：当庫所定の金利
●担保・保証人：当金庫所定の方式
【お問い合わせ先】
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市の各支店
の窓口、坂城支店、小布施支店、山ノ内支店、飯綱
支店の窓口へお気軽にどうぞ。

【お問い合わせ先】
上田市、小諸市、佐久市の各支店、とうみ支店、
御代田支店、軽井沢支店の窓口へお気軽にどうぞ。

上記のほか、次の金融機関でも NPO 向け融資の相談を受け付けています。
詳しくは、直接金融機関の窓口へお問い合わせください。

八十二銀行

長野銀行

松本信用金庫

諏訪信用金庫
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飯田信用金庫

長野県信用組合

長野県みらい基金からのお知らせ
長野県 みらいベース

寄付総額1,000万円到達 登録団体は100団体へ
「長野県みらいベース」の累計寄付総額は、昨年 12 月 29 日に 1,000 万円を超えました。
平成 25 年４月 22 日に「長野県みらいベース」をオープンして以来、１年 11 か月。皆さんのご支援とご協力の賜物と感
謝申し上げます。
また、団体登録数も年度内に 100 を超える見通しです。
認定ＮＰＯ法人長野県みらい基金は、引き続き、「長野県みらいベース」を通じ地域の公共的活動を支援してまいります
ので、今後ともご支援、ご協力いただきますようお願いします。

子ども健全育成事業
『キッフィーからのおくりもの』助成５団体決定
長野県内の個人の方からいただいた 50 万円の寄付金を原資に、子ども健全育成分野の冠基金「キッフィーからのおくりもの」
を創設しました。
寄付されたご本人の意向に沿って、
子育て支援や子どもの体験活動を行っている県内５団体へ 3 月 10 日に助成いたしました。

寄付文化の醸成は子どもから ～「Kiffy Book」を作成しました～
子どもたちに、寄付の大切さや助け合いについて知ってもらいたい、自分にできることを考え、行動してもらうきっかけ
づくりとするための小冊子「Kiffy Book」を作成しました。
ポケットタイプのジャバラ折りリーフレットで、寄付の話を読みながら、自分の考えを書き込んでいくことができます。
今後、県内の５・６年生を対象に配付し、学校や家庭での活用を呼びかけていきます。

ＮＰＯに活動したい人とＮＰＯの橋渡しをしていきます
－ 人材不足に悩んでいるＮＰＯの皆さん 専門的な知識を持っている
人たちに情報を発信して ＮＰＯ活動に参加してもらいませんか －

長野県みらい基金では、県から受託した「キャリアを生かした市民活動応援事業」により、専門的な知識や経験を持った
人とＮＰＯの橋渡しをする仕組みを作っていきます。
どんな分野の専門的な知識を持った人がＮＰＯで必要なのか、どんな条件なら専門家にＮＰＯ活動に参加してもらえるか、
双方の要望を聞きながらマッチングシステムを構築していきます。
皆様の声をお寄せください。
マッチングのためのＮＰＯとの顔合わせイベント（お見合い会）は秋頃開催する予定です。

≪キャリアを生かした市民活動応援事業によるシステムのイメージ≫
◇

キャリアをもって
ＮＰＯ活動に参加
したいボランティ
ア ( プロボノ )

対象
・専門的な経験やスキル
のあるボランティア
社会人
主婦
学生
シニア層

登録

登録者間で相互に検索して
マッチング
◇ マッチングのフォローアップ
（お見合い会の実施等）
登録
◇ ＮＰＯ・プロボノから人材に
ついての相談受付、人材発掘、
双方引き合わせ
◇ ＮＰＯの運営に関する相談受
派遣
付、指導実施
（協働コーディネートデスク
と連携）

等

・税理士、建築士など
の有資格者

合

意
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キャリアをもった
人達に応援しても
らいたいＮＰＯ

対象
・ＮＰＯ法人
・ＮＰＯ法人以外
の公共的活動団体

県 内 の 認 定 、仮 認 定 N P O 法 人 紹 介
平成26年８月以降に、長野県が認定又は仮認定したＮＰＯ法人の紹介
認定特定非営利活動法人 フリーキッズ・ヴィレッジ
所 在 地
認定期間
電
話
ＵＲＬ

●キャッチフレーズ

伊那市高遠町山室 3009 番地
代表者 宇津 孝子
平成 26 年 11 月 13 日～平成 31 年 11 月 12 日（５年間）
0265-94-5028
メールアドレス office@freekids.jp
http://www.freekids.jp/

次世代に自然とつながり、人とつながる村を伝えたい

●活動紹介

信州高遠の小さな山里で、海外からのボランティアも含む約 15 名の人たちが、共に耕し、共に頂くにぎやかな共同生活をしています。
寄宿生活自然塾として、不登校・山村留学の児童を受け入れ、広く一般の方々に昔ながらの山里の暮らしや体験をして頂けるように、イベ
ントやファームステイを行っています。
（子ども・若者・社会的養護が必要な子どもたちの自立支援 持続可能な循環型の暮らしを実践する）

●寄付金をこんな活動に生かします

社会的養護を必要とする子どもたちの学習支援、生きる力を育むプログラムのほか、放射能汚染地区からの移住支援や子どものみの短期、
長期保養の受け入れなどに役立たせていただきます。

仮認定特定非営利活動法人 長野サマライズ・センター
所 在 地
仮認定期間
電
話
ＵＲＬ

●キャッチフレーズ

塩尻市大門一番町 3-4 大越ビル２階
代表者 宮野 美晃
平成 26 年８月 22 日～平成 29 年８月 21 日（３年間）
0263-52-4148
メールアドレス sama4089@yahoo.co.jp
http://www.nagasama.net/

みんなと一緒に笑いたい学びたいを支えます

●活動紹介

iPhone などの最新の機器や技術を使って、主に聴覚障害や発達障害 ( 視覚優位 ) をお持ちのお子さんが参加する授業で、先生やお友達の
音声を文字に変えて提供する『パソコン文字通訳』サービスを行っています。長野県内はじめ、日本中どこへでも、文字支援が行える『遠
隔支援システム』の普及推進に取り組んでおり、全国 27 都道府県への普及を図ってきました。

●寄付金をこんな活動に生かします

「みんなと一緒に学びたい，笑いたい」耳からの音声情報が入りにくいために起こる、そんな、当たり前で、切ない気持ちに応える、最新
の情報技術や機器を活用した、文字による支援活動に役立たせていただきます。

仮認定特定非営利活動法人 ヒューマンネットながの
所 在 地
仮認定期間
電
話
ＵＲＬ

●キャッチフレーズ

長野市大字鶴賀七瀬中町 211-15
代表者氏名 島崎
潔
平成 27 年３月 10 日～平成 30 年３月９日（３年間）
026-268-0622
メールアドレス hynet@mw2.avis.ne.jp
http://w2.avis.ne.jp/~hynet/

サービス＆アドボカシー（権利擁護）

●活動紹介

障害者総合福祉法に基づく事業【居宅介護支援（長野、上田）
・グループホーム「じょんのび」
・生活介護「りあん」】、行政からの委託事業【障
害児自立サポート事業】、民間からの委託事業【透析患者送迎等】、独自事業【アテンダントサービス、UD（ユニバーサル・デザイン）観光
マップアプリ善光寺版の制作等及び権利擁護活動として法整備の啓発活動

●今後、寄付を活用する事業

① UD 観光マップアプリ制作事業
この事業はアプリ作成目的ではあるが、多くの市民の方に関わっていただき、UD の推進やアクセシビリティの向上、障害の理解や共生
社会の意識を高める事を目的としている。
②長野市障害福祉サービス活用ガイドアプリ制作事業
長野市で毎年発行される「長野市障害福祉サービスガイド」（冊子）を、スマホなどでも使えるアプリに変換する事業。

上記法人以外の認定・仮認定法人は次のとおりです
【認定ＮＰＯ法人】
長野犯罪被害者支援センター
日本チェルノブイリ連帯基金
ＡＣＴ
侍学園スクオーラ・今人
びすけっと
長野県みらい基金

長野市南長野幅下 692-2 県庁東庁舎
松本市浅間温泉 2-12-12
北安曇郡白馬村北城 2809-1
上田市本郷 1524-1
下伊那郡高森町下市田 280-1
長野市南長野幅下 692-2 県庁東庁舎

【仮認定法人】
長野県ＮＰＯセンター

長野市高田 1029-1
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認定期限
〃
〃
〃
〃
〃

H27. ６.30
H28. ４.30
H28. ６.30
H29. ３.31
H30. １.21
H31. ６.10

仮認定期限 H28.12.26

新NPO法人紹介

新たに設立の届出があった 9 法人を紹介します。
NPO法人名

特定非営利活動法人 千曲国際交流協会
千曲市大字稲荷山 245 番地
この法人は、地域を訪れるあるいは生活する全ての人々に対して、
国際交流活動の推進事業や多文化共生の推進事業等を行い、
世界に開かれた地域社会をつくることを目的とする。
NPO 法人 あや
天龍村平岡 588 番地７
この法人は、在宅で介護が必要な高齢者その他支援を必要とす
る人々に対して、地域に根ざし、まごころのこもった助け合い及
び居宅サービス事業を行い、すべての人々が健やかに暮らせる
地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

主たる事務所

目的（定款のとおり）

特定非営利活動法人 アスベスト平成 40 年問題ネット
長野市浅川西条 1014 番地 鵜飼照喜方
この法人は、アスベスト問題が国民の日常生活の健康と安全に
かかわることであることが国民に十分周知されず、一般的には
労災問題として限定的に認知されているに過ぎない状況である
こと、戦後の高度成長期に多数建設された建物が平成 40 年に
はその解体のピークを迎え、それに伴うアスベスト飛散問題が
広範かつ深刻になることを予見できる状況であること、東日本
大震災のガレキ処理にも存在する問題でもあることに鑑み、こ
のアスベスト問題の実態を明らかにすることに貢献するとともに、
アスベスト処理のために関係多方面と協力して健康で安全な日
常生活を確保することに貢献することを目的とする。
特定非営利活動法人 長野門前創造会議
長野市東町 142 番地２
この法人は、長野市民及び長野市を訪れる観光客に対し、伝
統文化、歴史的資産及び産業の観光への活用に関する事業並
びに広く一般市民に対する自然エネルギーの普及に関する事業
を行い、長野市を核とした中心市街地のにぎわいのある街づく
りの推進と自然環境と調和した経済活動の活性化に寄与するこ
とを目的とする。

特定非営利活動法人 屋代高等学校同窓会
千曲市大字屋代 1000 番地
この法人は、屋代高等学校及び広く地域社会に寄与することを
目的に、学術、文化、芸術、科学技術及びスポーツやボランティ
ア活動等の社会教育活動にかかわる特定非営利活動をおこなう
ものとする。
特定非営利活動法人 えんまる
長野市安茂里小市３丁目 30 番 19 号セピアコート安茂里 202
この法人は、子どもや母親達と触れ合う場を作り、そこから子ど
もたちの悩み相談、母親達の育児相談等を行い、地域社会に貢
献することを目的とする。
特定非営利活動法人 国際保健支援会
松本市筑摩三丁目 15 番 31 号
本法人は、地域を含め地球上に住む全ての人々に対して、身体的、
精神的、社会的、スピリチュアルな視野から総合的な支援を行い、
全人類が健康的な生活を送れる社会の建設に寄与することを目
的とする。

特定非営利活動法人 つづき
上田市保野 577 番地７
この法人は、障害を持つ人に対して、自立した日常生活に必要
な事業を行い、もって社会福祉の増進を図るとともに、地域で
安心して暮らしができる社会の実現に寄与することを目的とす
る。
特定非営利活動法人 介護サービス・しおざき
長野市篠ノ井塩崎 3591 番地
この法人は、地域の人材、産物を活用し、住民すべてが住み慣
れた地域において充実した人生を送ることのできるよう活気が
あり魅力のある地域社会作りに寄与することを目的とする。

県内の NPO 法人の情報については、県公式ホームページ「県民協働・NPO・ボランティア情報コーナー」でご覧いただけます。

平成 27 年４月の県組織の改正について
安全・安心なまちづくりの推進のため次のとおり県本庁の組織が改正されます。

【平成 27 年３月まで】

【平成 27 年４月から】

県民文化部

県民文化部

県民協働課

県民協働課
協働・ＮＰＯ係

協働・ＮＰＯ係

交通安全対策係

くらし安全・消費生活課（新設）
交通安全対策係

なお、ＮＰＯ担当業務は、これまでどおり県民協働課協働・ＮＰＯ係が担当します。
また、事務所の位置、係の電話・ＦＡＸ番号及びメールアドレスは次のとおりです。

〒 380-8570（県庁専用郵便番号。住所記載不要）長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県 県民文化部 県民協働課 協働 NPO 係
電話：026-235-7189、7190 ＦＡＸ：026-235-7258
E-mail：kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

（これまでの kyodo@pref.nagano.lg.jp は使用できなくなります。）
8

