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信州創生
人を惹き付ける魅力ある長野県をつくるために…

長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略を
策定しました。詳しくはこちら！
Ｃ 長野県アルクマ
○

信州創生

総合戦略

検索

恊働デスク便り

恊働デスク便り

長野県プロボノベースの運用を開始します

協働デスク便り
第３回信州協働大賞の表彰を行いました
県では、「信州協働推進ビジョン」（平成25年3月策定）に基づき、様々な主体との協働を推進す
るため、優れた協働事業を実施している組織を「信州協働大賞」として知事表彰しています。３回目
となる今回は、大賞１事業、特別賞２事業、優秀賞２事業を選出し、受賞団体に対して、３月24日
に県庁で阿部知事から賞状が贈られました。

大

賞

長野県チャイルドライン推進協議会「チャイルドライン運営事業」

ルートインジャパン株式会社「飛び立て若者！奨学金給付事業」

企業からの寄附を原資に、県が児童養護施設への入所などによって就学の道が閉ざされがちな環境にある学
生を支援する奨学金制度を創設。
企業が資金協力し、県が奨学金制度を設計するという形態で、学ぶ意欲のある若者を支援する
協働の
ポイント ため継続的な就学支援策が講じられています。

優秀賞

家庭の省エネサポート事業者「家庭の省エネサポート制度」

県の認定を受けたエネルギー関連業者の社員が「省エネアドバイザー」として、業務で家庭を訪問した際に
省エネに関するアドバイスや簡易診断を実施。
各家庭を訪問して省エネを推進することは、住民と常に接している事業者ならではの取組みで
協働の
ポイント す。これは県の省エネに関する重要な施策の一つとなっています。

優秀賞

オファー
恊働オファー

相

談

相

談

プロボノ希望者・登録者

特別賞

システム配信先登録

閲覧・公開質問

登録者

塩分や野菜の量などに配慮した健康づくりを応援する弁当を、県内の多様
な食品関連業者と県とで開発・販売することで、県民の方々の健康に配慮し
た食事を推進。
世界一の健康長寿を目指す県の「信州ＡＣＥプロジェクト」
協働の
の方向性に沿った事業で、「中食」を提供している事業者の強
ポイント
みを活かした企画です。

募集依頼

システム配信

質問への公開回答

ＮＰＯ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 株式会社ツルヤ 株式会社荻野屋諏訪店
株式会社王滝 北沢商店 株式会社サークルＫサンクス
食事処しんしゅう 株式会社デリクックちくま

（サイトの活用）
確認・登録

「信州ＡＣＥプロジェクト
『健康づくり応援弁当』普及事業」

スキル保持者

特別賞

イメージ図
ＮＰＯ

子どものありのままの声を聞き、温かく寄り添う、18歳までの無料相談電話「チャイルド
ライン」の取組みを実施。
様々な困難を抱える子どもの支援に重点を置いている県の方向性に沿った事
業です。ＮＰＯの活動が子どもの心の拠りどころとなっている大切な取組み
協働の
ポイント で、県が資金面での支援や児童・生徒への周知を行うことにより認知度が高ま
り、一層効果が上がっています。

県では、平成28年４月から、専門的知識・技能を持つボランティア（プロボノ）とＮＰＯ等との
マッチングを支援するＷｅｂサイト「長野県プロボノベース」の運用を開始します。
例えば、「ホームページをリニューアルしたい」「経理に不安がある」「子どもが農業を体験する
事業を計画しているが、スタッフに農業経験者がいない」といった場合に、このＷｅｂサイトでプロ
ボノに協力を求めることが可能です。
また、社会貢献活動への協力のきっかけをお探しだったプロボノの皆様には、ご自分にあった活動
を選んでご参加いただけます。
このシステムは、県が、特定非営利活動法人長野県みらい基金に業務委託して構築したものです。
双方が利用しやすいシステムなっていますので、是非ご利用ください。

※システム配信先登録は必須ではありません。

運営主体
長野県及び特定非営利活動法人長野県みらい基金（予定）

利用料
●Ｎ Ｐ Ｏ Ｗｅｂサイトへの投稿は無料です。
●プロボノ Ｗｅｂサイトへの登録は無料です。
※プロボノへの謝礼の有無、交通費及びその他の実費等の負担については、ＮＰＯとプロボノの
話し合いにより決定していただきます。

ご利用いただける方
●Ｎ Ｐ Ｏ

特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、
自治会等の地縁組織など
なお、役員の中に暴力団関係者が含まれていないことなどの要件がありますので、
御利用の際に確認させていただきます。
●プロボノ 特に制限はありません。

株式会社アズミ村田製作所「夏休みおもしろ技術と子どものふれあい教室」

小学生を対象に、地域のものづくりの現場での工場見学、体験教室を実施。
企業と県が、ものづくり産業を推進するという理念を共有し、10年間にわたり教室を開催して
協働の
ポイント います。企業が子どもたちにものづくりを体感する機会を提供し、県が参加者の募集などを行っ
ています。
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ｔｐ：//www.mirai-base.jp/probono
ＵＲＬ ｈｔ
お問い合わせ
長野県 県民文化部 県民協働課 協働・ＮＰＯ係
E-mail : kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

TEL : 026-235-7189
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FAX : 026-235-7258

恊働デスク便り

長野県みらい基金からのお知らせ

県の事業に協働していただける
ＮＰＯを募集しています

「信州プロボノフォーラム 2016」が開催されました
３月13日午後1時から長野市のNBSホールで「信州プロボノフォーラム
2016」が開催されました。これは、長野県から委託を受けた、「キャリアを
生かした市民活動応援事業」の一環で実施したものです。フォーラムでは、
現在開発中のプロボノとNPOなど市民活動団体をつなぐマッチングの仕組み
の説明の他、NPO団体からのプロボノに期待する支援業務や人材の話、プロ
ボノ経験者からの実際に支援した感想などの発表がありました。その後、経
済アナリスト森永卓郎氏を迎え「新幸福論社会貢献でつくる未来の信州」と
題した講演があり、森永氏は金融経済から働き方、イタリアの状況まで多岐
にわたり具体的事例を紹介しながら講演を展開され、みんなが支えあう社会
が重要、普通にちゃんと仕事をすることが大事、それが社会貢献の前提と話
されました。約90分の講演、210名の参加者は笑いと納得の渦に包まれまし
た。なお、ホワイエでは、NPO11団体の展示と交流も行われました。

県では、県民、ＮＰＯ、企業などの皆様との協働を進めてそれぞれの得意の分野や資源を生かし、連
携して地域のニーズに対応していくことにより、一層質の高いサービスの提供や地域課題の解決を図る
ことを目指しています。
現在、次の取組みに協働していただけるＮＰＯを募集しています。協働コーディネートデスクがＮＰ
Ｏと県担当課との連携をコーディネートします。ご連絡をお待ちしています。
県が協働を
希望する
ＮＰＯ

事業名

事業の内容・目的

ＮＰＯに取組みを 実施
お願いしたい事項 時期等

備

考

県担当課

子育て支援
に取組んで
いる団体

子育て家庭の経済的
支援を図るととも
ながの子育て
に、地域全体でこど
家庭優待パス
も・子育てを応援す
ポート事業
る機運を醸成するこ
とを目的とする。

ながの子育て家
庭優待パスポー
ト事業等の協賛
店としての登録

自然保育の普
及推進に関心
ある団体

信州の豊かな自然環
境や多様な地域資源
信州型自然保 を活用した保育・幼
育普及事業
児教育を保育園や幼
稚園と連携して普及
推進

県内外の保護者や
保育者等に向けた
自然保育のポータ
不定期
ルサイト「信州やま
ほいくの郷」のリン
ク掲載への協力

自然保育への関心
を高めつつ「みら
次世代
いベース」を活用 サポート課
した寄付集めも考
えます。

発達障がい
の子ども若
者を支援す
る団体

子どもの個性
を伸ばす教育
（ギフテッド
教育）研究モ
デル事業

長野翔和学園が進め
る「ギフテッド教
育」を、県内の教育
機関と連携し実証的
に研究するための
ネットワークを構築

ボランティアによ
る、同学園の運営の
手伝いや、発達障が
不定期
いの若者への文化
芸術・スポーツ・も
のづくり等の指導

ギフテッド教育へ
の関心を高めつつ
次世代
「みらいベース」 サポート課
を活用した寄付集
めも考えます。

連絡先

通年
募集

子育て家庭へ実施
している支援にお
次世代
いて、何らかの優 サポート課
待サービスの提供
をお願いします。

協働コーディネートデスク（県庁 東庁舎１F 県民協働課内）

ＴＥＬ：026-235-7190 ＦＡＸ：026-235-7258 Ｅ‐Mail：cocodesk@pref.nagano.lg.jp
※

ＦＡＸ、メールの場合は、件名を「協働希望」とし、本文中に連絡先を明記してください。
協働コーディネートデスクから連絡いたします。
個別の事情により、協働事業をお願いしないこともあります。

協働コーディネートデスクにご相談ください。
県と民間の皆様との協働に関するご相談やご提案がございましたら、協働コーディネートデスクへお気軽
にご相談ください。
協働コーディネートデスク（県庁 東庁舎１F 県民協働課内）
ＴＥＬ：026-235-7190 ＦＡＸ：026-235-7258 Ｅ‐Mail：cocodesk@pref.nagano.lg.jp
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ろうきん安心社会づくり助成金

贈呈式

サンプロおひさま基金

贈呈式

この助成金は、長野県労働金庫の理念に基づき、地
域で主体的に活動するNPO・ボランティア団体の活
動を支援することを目的に創設された冠基金プログラ
ムです。今回は、審査の結果、次の10団体に助成が
決定され、贈呈式が２月10日に行われました。

団 体 名
長野チャイルドライン推進協議会
南信州次世代会議
特定非営利活動法人
調和の響きエコツーリズムネットワーク

地 域
諏訪市
飯田市

特定非営利活動法人 信州協働会議
特定非営利活動法人 新田の風
そらいろのたね
特定非営利活動法人 八ヶ岳森林文化の会
サバイバル塾(サバ塾)
NPO法人 ホットラインながの
聞き書き隊こもろ

岡谷市
上田市
松本市
茅野市
飯田市
長野市
小諸市

「サンプロおひさま基金 平成27年度秋期助成」
が2月4日(株)サンプロ本社会議室において次の6団体
に贈呈されました。贈呈式後の懇親会では、各団体代
表者から喜びの言葉が述べられました。青栁社長から
は「団体から直接活動の状況を聞くことができて非常
にうれしい。」とコメントがありました。
団

茅野市

体

名

認定特定非営利活動法人
長野サマライズ・センター
認定特定非営利活動法人 ACT
特定非営利活動法人 腹話術友の会
あづみの国際化ネットワーク(AIN)
公益社団法人
スペシャルオリンピックス日本・長野
特定非営利活動法人 夢トライ

地

域

塩尻市
白馬村
岡谷市
安曇野市
長野市
松本市

長野県みらいベースで活動資金を集めませんか。
「長野県みらいベース」は寄付型のクラウドファンディングです。
ＮＰＯ法人、任意のボランティア団体、学校法人、自治会など、公共的活動を行う団体であれば、どなたでも利用
可能です。お気軽にお問合せください。
お問い合わせ
認定特定非営利活動法人 長野県みらい基金
TEL：026-217-2220 FAX：026-217-2221
E-Mail：info@mirai-kikin.or.jp

http://www.mirai-kikin.or.jp

[松本事務所]
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TEL／FAX：0263-50-5535

県からのお知らせ

県からのお知らせ

マイナンバー制度への対応

ＮＰＯ運営セミナーから

平成28年１月からマイナンバーの利用が開始されました。マイナンバー制度に関して、特に注意

平成28年１月に開催した「ＮＰＯ運営・登記・労務セミナー」のポイントをお伝えします。

すべき点をお伝えします。

◇

◇

登記実務より
ＮＰＯ法人では、代表権を持つ理事（理事長、代表理事、会長などの呼称は各法人の定款によります。ここ

本人確認について

では、以下「理事長」と表記します。）が登記事項とされています。

マイナンバーの提供を受ける際には、利用目的を明示するとともに、本人確認として身元確認と番号確認を

理事長の就任等の登記申請に際しては、任期の始期を正確に記載する必要があります。総会及び理事会を開

行ってください。

催した日により扱いが異なることがありますので注意してください。

本人確認には「身元確認」と「番号確認」が必要です
個人番号カードを持っている場合

●理事長の選任時期について（理事会で理事長を選任する場合）
理事長の選任は、理事の新たな任期がスタートしてから行うことができます

個人番号カードを持っていない場合

身元確認と番号確認が、カード1枚で可能です。

例：総会で理事を予選

以下のもので、身元確認と番号確認をしてください。
身元確認
運転免許証orパスポートなど

個人番号カード

番号

氏名

住所

花子

平成

年

月

→

新たな任期がスタートした後に理事会を開催して理事長を選任

理事全員が再任された場合は、新たな任期が始まる前でも理事長の予選が可能です

番号確認
通知カードor住民票（マイナンバー付き）など

例：総会で理事を予選、理事全員が再任

31

→

同日に開催された理事会で理事長を予選

○○県■■市△△町◇丁目○番地▽▽号

交付

平成 39 年 3 月 31 日まで有効 運
中型車は中型

免許の
条件等

に限る

優良

123456789000

番号

二種

平成 00 年 00 月 00 日
平成 00 年 00 月 00 日
平成 00 年 00 月 00 日

種

中
型

類

転
免
許
証
東京都
公安委員会

東京都
公安委
員会印

◇

労務管理より
ＮＰＯ法人のスタッフは、職員だけではなく理事やボランティアなど様々な形態の者が関わっており、雇用

◇

個人番号の提供を受けられない場合の対応について
法定調書作成などに際し、従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に

関係の有無が不明確になりがちです。ＮＰＯ法人のスタッフが労働者（法人に使用され労働し、賃金を支払わ
れる者）であるか否かは、職名ではなく実態で判断されます。ＮＰＯ法人の指揮命令下にあって働いた時間に
より報酬が支払われているスタッフは、有償ボランティアではなく、労働者性が強いものと考えられます。労

個人番号を記載をしないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律（国税通則法、所得税法等）で定められた

働者を雇用する法人は、以下の点に留意してください。

義務であることを伝え、提供を求めてください。

●法人の実態に合った就業規則を作成すること

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反で
ないことを明確にしておいてください。

（労働者が10人未満の場合でも就業規則に類する書類を作成しておくことが望ましい）
●雇用契約書などの書面により労働条件を明示すること

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判
別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らないため、個人番号の記載が

●最低賃金を遵守すること（長野県最低賃金

746円）

●各種保険への加入
社会保険（健康保険・厚生年金） 法人は従業員数にかかわらず適用事業所となる

ないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

雇用保険

労働者（週20時間以上かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者）を
雇用する事業は原則適用される

個人番号が記載された支払調書の控えの保管について

労災保険

労働者（パート・アルバイトを含む）を使用する事業は原則適用される

個人番号は、①個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合、かつ②所管法令において定められている

融資を受けたいと考えている法人の皆様は必見です！

（国税庁ホームページ「法定調書に関するＦＡＱ」より）

◇

時間額

保存期間を経過した場合は廃棄しなければなりませんが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の控えに

●中小企業庁が「事業計画書作成の手引き

は保存義務が課されていません。
支払調書の控えを保管する期間については、確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、各
法人が判断することとなりますが、税務における更正決定等の期間制限に鑑みると、保管できる期間は最長でも

事業者向け」を作成しました。

中小企業信用保険法の改正に伴い、昨年10月１日から特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）が信用保証制度の対象
となるなど、ＮＰＯ法人に対する融資の窓口が拡大しています。
中小企業庁では、地域課題の解決を目的としているＮＰＯ法人等の事業活動を促進するため、融資でも重要な審

７年が限度であると考えられます。

査書類となる事業計画書作成の手引きを作成しています。手引きには事業計画書の作成方法や金融機関から融資を
※

ＮＰＯ法人のマイナンバー制度への対応については、
内閣府ＮＰＯホームページの「トピックス」を参照して

受ける際に知っておくべき基礎的な情報などが掲載されています。融資を検討されているＮＰＯ法人は、是非、ご
覧ください。
なお、手引きは中小企業庁のホームページからダウンロードできます。

ください。

（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/151211chiikitebiki.htm）
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新NPO法人紹介
特定非営利活動法人

新たに設立の届出があった 18 法人を紹介します。
ＮＰＯ法人名・主たる事務所・目的（定款のとおり）

ともそだちプラネット

特定非営利活動法人

日本ロングトレイル協会

岡谷市湊五丁目13 番７号
小諸市大久保 1100 番地
この法人は、困難を抱える青少年に対して、地域に住む方々と共に、 この法人は、全国のトレイル運営機関・諸団体による多角的な広報
障害福祉、児童福祉に関わる事業を行うことにより、もって共に生き
活動と普及促進、
さらには情報交流などを行い、
海外からも多くの人々
る地域づくりの推進に寄与することを目的とする。
を惹きつける持続可能なトレイルの設置と整備を目的とする。
特定非営利活動法人

パウル会

NPO 法人

上高井郡小布施町大字小布施 851 番地の５
この法人は、ミスパウル（新生病院第二代看護師長）を象徴とする
カナダミッション（カナダ聖公会の宣教師団）の志に習い、高齢者
及びその他助けを必要としている人々に対して、介護・福祉・医療の
連携したサービスに関する事業を行うことにより、個人の尊厳を保
持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう福
祉の増進に寄与することを目的とする。
特定非営利活動法人

安曇野ふるさとづくり応援団

安曇野市穂高柏原 1132 番地２
この法人は、
広く一般市民を対象として、
ふるさと再発見による地域交流、
Ｉターン支援と情報発信、ネットワークによるまちづくり等に関する事
業を行い、Ｉターン者と地域住民との交流を深め、地域の自然、歴史、
文化、風土を大切にしたふるさとづくりに寄与することを目的とする。
特定非営利活動法人

子どもステーションいちにのさん

長野市妻科 962 番地有吉ビル３階
この法人は、児童養護施設で育つ子どもたちや、虐待・少年非行な
どの困難を抱える子どもたちのための自立援助ホームの運営、就労
環境が整うまでの生活支援などの自立生活援助事業、法的支援を
含む救済活動を行い、これらを通じて、社会の未来を担う子どもの
福祉と権利擁護に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
特定非営利活動法人

国際りんご・シードル振興会

特定非営利活動法人

働く女性を応援する会

生東森の会

特定非営利活動法人

下伊那郡松川町生田 8325 番地
この法人は、主として松川町生田地区住民が安心して末永く暮らし
ていける為に、里山整備・ボランティア活動・サロンに関する活動を
行なうと共に、幅広い年齢層の関係を大事にし、地域住民の支え合
いを目的とする。

飯田ブルーベリー振興会

特定非営利活動法人

ＡＣ長野パルセイロ・バドミントンクラブ

夢工房獏

上高井郡小布施町大字雁田 1258 番地２
この法人は、障害者の雇用を促進し日常生活の自立、経済的な自立
の支援事業を行い、誰もが地域で生活できるように、安心、安全な
地域社会づくりに寄与することを目的とする。

長野市大字西尾張部 290 番地２サーパス東長野第２-203 号
この法人は、長野県内のバドミントン愛好者に対して、競技力の向
上に関する事業を行い、バドミントン競技の振興と普及に寄与する
ことを目的とする。

特定非営利活動法人
特定非営利活動法人

信州里山プロジェクト

長野市大字茂菅 215 番地
この法人は、野生鳥獣と人間の共存できる環境を実現するため、野
生鳥獣の捕獲・保護等を行うとともに、それらの担い手を育成し、さ
らに捕獲した鳥獣を活用して、地域の活性化を図ることを目的とする。

飯田市川路 1843 番地１
この法人は、主に長野県飯田市地域を対象にして、ブルーベリー栽
培技術、品種選択に関する研究と講習を行い、ブルーベリー文化と
産業の振興を図ることを目的とする。
特定非営利活動法人

信州能力開発ネットワーク

須坂市墨坂南一丁目 20 番３号
この法人は、障がい者に対して、各種関係機関、地域住民との連
携を図りながら、就労・社会参加する機会の確保に関する事業を行
い、地域社会の福祉の向上に寄与することを目的とする。
特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

知恵と考働

松本市神田１丁目 27 番 34 号
この法人は、国・地方公共団体ならびに企業等に対して、行政等が
企画する地域活性化政策ならびに産業振興政策等を成果あるもの
に実現するための具体的な活動支援に関する事業を行い、地域経
済の活性化及び産業振興に寄与することを目的とする。

長野市南千歳町一丁目 20 番地２の１アンジェラックスビル４Ｆ
この法人は、働く女性に対しより働きやすい環境を作り出しより質の
高い生活が送れ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

長野県国際交流センター

長野市三輪７丁目８番 17 号
この法人は、長野市ならびに周辺の地域に居住する外国籍の人た
ちの自立支援と、一般市民・団体との交流・協力活動を推進し、豊
かな多文化共生社会の実現に寄与することを目的とする。

飯田市知久町１丁目10 番地
この法人は、シードル等りんごを原料とする飲料の普及、りんごの
生産及び消費の促進、りんごでつながる国内外の地域との交流を
はかることによって、りんごを育む地域全体の活力向上に寄与するこ
とを目的とする。
特定非営利活動法人

うえだミックスポーツクラブ

上田市本郷 752- ２
この法人は、〜スポーツで人と地域社会がしあわせになること〜を
目的とし、
「スポーツ振興」
、
「生涯スポーツ社会実現」
、
「健やかな心
身の育成」のため、様々な人や組織と連携し、共に考え行動しなが
ら社会の問題解決を目指していく。また、スポーツを通じて、人間性、
社会性、経済性の面で調和のとれた健全で豊かな生活を営み、更
には地域活性化の一助となる活動になることを目指す。

三風デザイン

ワンダイム

上高井郡小布施町大字小布施 851 番地の７の２
この法人は、カナダミッション（カナダ聖公会の宣教師団）の志に習い、
地域社会及びその他助けを必要としている人々に対して、歴史・理念伝承
事業、環境・交流事業、海外医療協力・被災地支援事業を行うことにより、
健やかに暮らせる地域づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

伊那市荒井 3672 番地
この法人は、美しい伊那谷の風景を守るための事業を行うことによ
り、郷土愛を醸成するとともに、三風（風景・風土・風格）を未来に
継承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。
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