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特集 ろうきん安心社会づくり助成金
申請団体提案要旨紹介
長野県みらい基金の助成金で
こんな事業ができました
長野県みらい基金登録団体紹介

「おふろがついたよ。ありがとう」
（詳しくは、３ページをご覧ください。）

シリーズ 「協働デスク便り」
「認定ＮＰＯ法人制度習得セミナー」受講者募集のお知らせ
ＮＰＯ法人設立講座・個別相談開催案内
新ＮＰＯ法人紹介

お知らせ 定款を変更する手続について

ろうきん安心社会づくり助成金

申請団体提案要旨

○長野県みらい基金の「ろうきん安心社会づくり助成金」に、50 団体から応募がありました。その内容をご紹介します。
○審査委員会の審議を経て、2014 年２月に交付となる団体が発表されます。

（順不同）

１

「障がい者・高齢者等、要支援者の命を守る防災のあり
方を考える」シンポジウム開催

29

知的障がいのあるアスリートたちにナショナルゲーム
＝競技会へ参加する費用等を援助したい

2

宅幼老所において、介護度の高い車イス利用の方のた
め、トイレ、手洗い場の改修

30

障がい者が畑等の作物を生産・販売するための器具、
什器、消耗品が必要

３

歴史、馬術、山野草などの講演会、馬術体験、歴史に
登場する鍋の試食会、世代間交流の野外活動

31
32

障がい者の農業を通した就労支援に、ビニールハウス
４
を作って安定した仕事を確保したい

子どもを理解する学びの場を作り、子どもの育ち環境
の整備に保護者が能動的に関わることをめざす

スマートフォン等のインターネット利用上トラブルが
33 発生する原因を理解する講座、また、シニア向けタブレッ
ト講座の実施

障がいのある方の地域の居場所、一階から二階への階
5
段を使いやすく改修する

34

高齢者、一人暮らし、障がい者のための居場所活動を
６ 充実、発展させ情報を発信し、ネットワークを組みなが
ら地域における諸課題に対し解決力を高めていく
７

認知症高齢者の介護家族への支援、相談窓口の強化

35

県内４カ所でフィットネスヨガまつりを開催

タブレット端末講演会と講習会の開催
障がい者が作る味や品質にこだわった、パン販売店舗
のリニューアルをしたい

シルバーカフェで年金・相続勉強会やおやつづくり、
36
旧中山道・追分にてブキニスト（アート・クラフト・
歌声、麻雀を実施
８ 古本などの露天市、パリセーヌ川のほとりが有名）を開
自立した生活を送ることが困難な人、支援があれば目
37
催する
的を達成できる人へ多角的な支援をする
９
県内ダンスチームの交流
がん患者・家族・遺族（一般の遺族を含む）が前向き
38
放課後居場所づくり事業で使う太鼓を購入したい
に生きる支援
10
11

一年を通じ、森を管理する知識・技術、木材の活用法、
地域に伝わる民話を紙人形劇に仕立て、学校、福祉施
39
森での遊び方などの「森と暮らしの講座」を開催
設等で公演するためのアンプ、和太鼓等が必要です

専門家によるシカの生態についての講座開催（座学・
障がい者の社会参加と雇用の拡大をめざし、辛味大根
40 の栽培と、山林の間伐による薪と原木きのこのほだ木の
屋外での観察）
生産を行う
13
精神障がい者共同住宅の環境改善
家庭を補完する障がい児の療育施設、学校や家庭以外 41 「子ども」をキーワードに、『子育てを考える集い』を
14
開催する
で障がい者が過ごせる居場所づくり
12

15
16

中信地域の小中学校で、学校と環境学習支援を実施す
42 る団体のコーディネートを行い、環境学習の質の向上を
目指す

介護保険ではカバーできないサービスを提供（特に送
迎サービス）
「野外保育」の保育者を志す人材を育成する

知的障がい者のためのグループホーム・ケアホームの
床材張替と電磁調理器を購入したい

17

こども広場の遊具を更新

43

18

乳幼児専門保育所を開所したい

スマートフォン等を使った「遠隔操作システム」を構
44 築することで、文字による情報支援を希望する聴覚障が
い児・学生に情報保障サービスを提供する

障がい者、高齢者向けパソコン講師を障がい者、高齢
19
者から雇用したい
20

不登校の子どもたちに、新たに学習する場所と講師を
45 確保し、子どもたちの学習意欲にそった能力を伸ばして
いきたい

地域観光の新たな楽しみ方を、スポーツを通して提案
するための指導員育成、体験会開催

身近な生活に潜む有害化学物質や環境ホルモンが、私
21 達にどのような影響を及ぼすのかを知る情報交流会、講
演会、イベント等を行う
22
23
24
25
26

東日本大震災の被災地より小・中学生を受け入れる寮
46 を開所し、地域交流を図りながら、子どもの健全育成を
目指す

地域の関係者や専門家とともに、地域に根ざしたエン
ディングノートを作り、記入のための講座を開催する

県内の湖の湖底に捨てられているごみの回収を行うた
47
め、スキューバダイバーを募集し、回収にかかる経費を
宅幼老所において、事業を行なっていない日を利用し、
確保したい
介護予防サロンや若い人が集えるサロン事業を行いたい。
ホームレスの人を支援するため、公的扶助が作動する
親子で一緒に参加できるイベントを開催
48 までの数日を過ごす一時避難所（シェルター）の運営費
高齢者の出会いの場、仲間づくりの場づくり
を確保したい
女性や子供でも扱える耕耘機を購入し、会員が自分達
「いのちと死」についての学びの学習講座とシンポジウ
で畑管理できるようにしたい
49 ムを行う、また、看取りに取り組んでいる . 福祉施設へ行っ
て職員の皆さんと交流

身障者用の特別仕様のバスを借り上げる費用を助成して
27 もらい、夏の収穫祭、秋の収穫祭の参加費を低減したい

50

重度の障がい者の療育や教育が何もない時代に、地域
28 の療育、訪問教育・施設内学級を立ち上げた人々の記録
を本にする

県下各地の支援団体の連携を強化、ネットワークの構
築・拡充を図り、不登校を考えるつどいの開催
長野県みらいベース

検

索

＊審査は各団体から送付いただきました申請書で行います＊
◎詳しい提案内容は公共的活動応援サイト「長野県みらいベース」ろうきん安心社会づくり助成金をご覧ください。
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事業指定プログラム活用団体の喜びの声

長野県みらい基金の助成金でこんな事業ができました。
14名のインタープリター養成

冬になる前に…お風呂ができました

（霧ヶ峰ビジターセンター連絡会）

（手をつなぐ 3.11 信州）

冬になる前にはと焦っていた
「シェアハウス浅間の家」（福島
第一原発事故避難者が利用する
施設）のお風呂工事ができまし
た。壊れたボイラーが追いだき
機能付きになり、配管も取り替えました。試運転では、
排水管が詰まってあわてて洗浄作業を頼みました。あと
は備品をそろえるだけです。
ネットや銀行振り込み、現金書留、支援団体からの寄
付、ガレージセールなど、皆さんのおかげでできたいろ
んな意味で温かいお風呂に入れます。みなさんありがと
うございました。

長野県みらいベースを通じて募金の応援を頂き、あり
がとうございました。講座では 14 名のインタープリター
を新たに養成することができました。当日は３日間すべ
て快晴となり、霧ヶ峰の魅力に浸りながら気持ち良く実
技体験ができました。彼らは来年度から実地研修後、ア
シスタント経験を積み、ガイドデビューを目指して本格
的に活動していきます。
将来的には、来訪者とともに共感する霧ヶ峰インター
プリターとしての活躍を期待しています。

長野県みらい基金登録申請団体紹介（36団体）
特定非営利活動法人 小諸町並み研究会
○まちづくり（小諸市）
特定非営利活動法人
諏訪圏ものづくり推進機構
○経済活動 職業能力開発・雇用機会拡充
（諏訪市）
霧ヶ峰ビジターセンター連絡会
○環境（茅野市）
手をつなぐ 3.11 信州
○子どもの健全育成（松本市）
認定特定非営利活動法人 ACT
○地域安全 災害救援（白馬村）

長野県ボブスレー・リュージュ・スケルト
ン連盟
○スポーツ・レクリエーション 子どもの
健全育成（長野市）
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
○子どもの健全育成 環境（塩尻市）
認定特定非営利活動法人
長野犯罪被害者支援センター
○犯罪被害者支援（長野市）
特定非営利活動法人
フォレスト工房もくり
○子どもの健全育成 環境（上田市）

NPO 地域づくり工房
○環境 観光振興 農山漁村又は中山間地
振興（大町市）
やなぎらんの会
○環境 観光振興（山ノ内町）
特定非営利活動法人
○子どもの健全育成

みどりの市民
環境（長野市）

特定非営利活動法人 CFM 実行委員会
○スポーツ・レクリエーション（松本市）
特定非営利活動法人 くらり net
○市民活動支援 まちづくり（飯田市）

特定非営利活動法人
子どもサポートチームすわ
○人権・平和 子どもの健全育成（諏訪市）

特定非営利活動法人
情報ネットワーク・自然所
○まちづくり 市民活動支援（安曇野市）

NPO ホットライン信州
○生活・就労困窮者支援（松本市）

特定非営利活動法人
長野サマライズ・センター
○福祉 保険・医療（塩尻市）

特定非営利活動法人
生物多様性研究所うるわしの里
○環境 福祉（上田市）

認定特定非営利活動法人 びすけっと
○高齢者支援、宅幼老所（高森町）

Team こどもみらい
○市民活動支援 災害救援（松本市）

特定非営利活動法人 あーすわーむ
○環境 生涯学習・社会教育（軽井沢町）

認定特定非営利活動法人
侍学園スクオーラ・今人
○子どもの健全育成 生涯学習・社会教育
（上田市）

特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・長野
○スポーツ・レクリエーション 福祉（長
野市）

特定非営利活動法人 上田図書館倶楽部
○生涯学習・社会教育 文化・芸術（上田市）

長野県子ども劇場おやこ劇場協議会
○子どもの健全育成 文化・芸術（長野市）

長野県ピアサポートネットワーク
○保険・医療 福祉（長野市）

特定非営利活動法人
みんなの居場所未来スペース
○保険・医療 子どもの健全育成（坂城町）

特定非営利活動法人 ポプラの会
○保健・医療 福祉（長野市）

認定特定非営利活動法人
日本チェルノブイリ連帯基金
○地域安全 災害救援（松本市）

特定非営利活動法人 みのわ芸術文化協会
○文化・芸術（箕輪町）
特定非営利活動法人 森林環境
○環境 生涯学習・社会教育（駒ケ根市）

特定非営利活動法人
全佐久スピードスケートクラブ
○スポーツ・レクリエーション 子どもの
健全育成（佐久市）
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特定非営利活動法人 腹話術の会
○生涯学習・社会教育 福祉（岡谷市）
特定非営利活動法人
信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
○観光振興（松本市）
特定非営利活動法人
辰野自立生活支援の会あかり
○保健・医療 福祉（辰野町）

定款を変更する手続について
前回９月に発行した「ＮＰＯ通信第 43 号」において、「定款変更認証申請の手続」について説明
しましたが、今回は、認証の必要のない「定款変更届出の手続」について説明します。
ＮＰＯ法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、総会の議決を経なければな
りません。
また、県への手続を行うほか、変更内容によっては法務局への変更登記も必要となります。
●県への手続については、下記一覧表に示したとおり、変更する定款の内容により「知事の認証が必
要な場合」と、「認証を必要としない（届出のみを行う）場合」があります。
○定款変更の認証又は届出が必要となる「定款の内容一覧表」
番号

□は、認証が必要なもの
◆は、届出によるもの

定款に記載する事項

1

目的

□

2

名称

□

3

特定非営利活動の種類及び事業の種類

□

4

事務所の所在地

◆

5

〃

□

（所轄庁変更を伴うもの）

6

社員の資格の得喪に関する事項

□

7

役員に関する事項

□

8

〃

9

（役員の定数）

◆

会議に関する事項

□

10

その他の事業に関する事項

□

11

資産に関する事項

◆

12

会計に関する事項

◆

13

事業年度

◆

14

解散に関する事項

◆

15

〃

（残余財産の帰属）

□

16

定款の変更に関する事項

□

17

公告の方法

◆

ＮＰＯ法第 11 条第１項各号にない事項
18 （合併に関する事項、職員に関する事項
賛助会員・顧問等に関する事項等）

◆

●定款変更の届出に必要な書類
定款変更の届出が必要な事項は、
上記一覧表の◆で表示した事項で、
以下の書類の提出が必要です。
提

出

書

類

定 款 変 更 届 出 書
「議事録」のコピー
定

款

内

容

提出部数

様式第６号

１部

定款変更を議決した総会の議事録

１部

変更後の「定款」

２部
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●定款変更届出の手続

≪参考≫定款変更の届出のみが必要な場合のフロー
NPO 法人

所

①定款変更の届出
（以下の事項のみを含む定款の変更）
(1)  事務所の所在地の変更（所轄庁の変
更を伴わない場合に限る）
(2) 役員の定数の変更
(3) 資産に関する事項の変更
(4) 会計に関する事項の変更
(5) 事業年度の変更
(6)  解散に関する変更（残余財産の処分
に関する事項を除く）
(7) 公告の方法の変更
(8)  法 11 条第 1 項各号にない事項（合
併に関する事項、職員に関する事項、
賛助会員、顧問等に関する事項等）

⑴

轄

庁

届出の受理
[ 書類の確認 ]

届出

・閲覧書類の最新化
・変更後の定款

（２週間以内）
（３週間以内）

②主たる事務所の
所在地での登記
⑵

届出の受理
[ 書類の確認 ]

提出（届出）

③従 た る 事 務 所 の
所在地での登記

●定款変更認証又は届出後の手続について
定款変更の認証申請後、縦覧期間を経て、認証されたとき（前回９月に発行した「ＮＰＯ通信第
43 号」において、「定款変更認証申請の手続」をご覧ください。）又は定款変更の届出後、その変
更内容が登記すべき事項である場合は、２週間以内に法務局で変更登記を行ってください。（登記
事項：目的及び事業、名称、事務所の所在地など）
変更の登記完了後は、下記の書類を提出してください。
提

出

書

類

提出部数

定款変更に係る登記事項証明書提出書 （様式第７号）

１

部

登記事項証明書の原本

１

部

１

部

〃

の写し

閲覧書類

○

申請に必要な様式は、県の公式ホームページ「長野県県民協働・ＮＰＯ課・ボランティア情報コー
ナー」から手に入れることができます。
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協働デスク便り

「協働創出塾」 が始まりました

「協働創出塾」

平成 25 年３月に策定した「信州協働推進ビジョン」に基づき、県と様々な主体との協働を積極的に進めるため、
企業、NPO、市町村及び県の協働実践力を高めることを目的として協働創出塾を開催することになりました。協
働創出塾では、協働により公共的な課題を解決する方策をワークショップ形式により検討しています。

協働創出塾が、２つのテーマで４回づつ行われています。
【テーマ１】 若者の力で集落を元気にする（10 ～ 11 月開催）
県内外の若者の力を活用して、少子高齢化や過疎化に悩む集落（いわゆる「限界集落」等）の生産年齢人口増加、
コミュニティの維持、地域資源活用等を行うための施策を検討しました。
【テーマ２】食文化で地域を元気にする（12 ～１月開催予定）
各地の伝統的な食文化の継承や新たな食の創造とそれらの発信により、誘客、生産者の所得の増加、食育、郷土
愛を育むなど、食を活用した地域振興の施策を検討しています。
この様子は、県のホームページでご覧になれます。
テーマ１ 若者の力で集落を元気にする！
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/wakamononochikara.html

賛

同

宣

言

○ 賛同宣言をいただいた団体（順不同。平成 25 年８月 23 日～ 11 月８日現在）
ＮＰＯ法人

ＧＲＥＥＮすくーる

ＮＰＯ法人

心の休憩所アトリエ虹

ＮＰＯ法人

上田図書館倶楽部

ＮＰＯ法人

プロ家庭教師のネットワークアイウィル

ＮＰＯ法人

ヒューマンネットながの

ＮＰＯ法人

長野県セルプセンター協議会

ＮＰＯ法人

ケ・セラ

公益財団法人

ＮＰＯ法人

メイト

ＮＰＯ法人

エリアネット更埴

ＮＰＯ法人

子どもサポートチームすわ

ＮＰＯ法人

ながのアートミーティング

ＮＰＯ法人

信州地域社会フォーラム

ＮＰＯ法人

あおぞら

ＮＰＯ法人

飯田ボランティア協会

在宅介護てまり

長野県緑の基金

以上 15 団体 （累計

団体）

○ 引き続き募集しています
 県のホームページの様式を出力して、電子メール又はファックスで、協働コーディネートデスクに申し込んで
ください。
賛同宣言
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/sengen.html
○ お気軽にご相談ください
協働コーディネートデスク
■〒 380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 長野県庁東庁舎１階（企画部県民協働・ＮＰＯ課内）
■利用時間：平日午前８時 30 分～午後５時 15 分 ■電話：026-235-7190 ■ＦＡＸ：026-235-7258
■ E-mail：cocodesk@pref.nagano.lg.jp
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新NPO法人紹介

新たに設立の届出があった13法人を紹介します。
ＮＰＯ法人名・目的（定款のとおり）・主たる事務所

信州古典研究所

絹の文化・蚕都常田館

この法人は、市民に対して、古典資料の調査・研究・保存・公
開に関する事業を行い、地域の歴史と文化の研究・保存に寄
与することを目的とする。
長野市大字上駒沢 51 番地 10

この法人は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 27
条第１項の規定により平成 24 年 12 月 28 日に重要文化財に
指定された「旧常田館製糸場施設」の維持管理を通じて繭倉
と製糸業の歴史と伝承の調査研究を行い、蚕都上田に関する
他施設と連携を図り、絹の文化の発信基地として上田市民をは
じめ蚕都上田を訪れる多くの人の観光拠点として寄与すること
を目的とする。
上田市常田１丁目 10 番３号

響つないで長野市民フェスティバル
この法人は、市民をはじめとするすべての人を対象に、文化芸
術を通じて交流を促し、文化力あふれるまちづくりに寄与する
ことを目的とする。
長野市栗田 202 番地 10 リーベ若里 101

ホープ
この法人は、高齢者に対して、介護に関する事業を行い、高
齢者福祉に寄与することを目的とする。
諏訪郡下諏訪町 5031 番地１

ＨＩＲＯ・３・ＣＯＰＡＩＮ
この法人は、広く一般市民、特に青少年に対して、各種スポー
ツ教室・スポーツクラブの企画・開催に関する事業、スポーツ
についての講演会・講習会の企画・開催に関する事業、地元
住民の親睦を目的とした交流会・イベントの企画・開催に関す
る事業等を行い、スポーツの振興と青少年の健全な育成を図
り、広く公益に寄与することを目的とする。
飯田市座光寺 4090-1

慈優の家
この法人は、障害者（知的、精神的、身体的を問わず）と高
齢者の介護、生活支援サービス、自立支援の為の軽作業（ハ
ウス栽培、水耕栽培、加工作業等）をつうじ自信と意欲を育て、
地域の方々との交流を密にし、健康で心ゆたかに暮らせる為の
事業を行う事を目的とする。
松本市寿北５丁目 33 番３号

重要文化財馬場家住宅を守る会
この法人は、松本市民及び文化財保護に関わる人々に対して、
国指定重要文化財である馬場家住宅の学術・文化的資産につ
いて調査・研究を行い、保存・承継、交流に努め、松本市及
び関連諸地域の文化の向上及び地域振興に寄与することを目
的とする。
松本市内田 357 番地

白馬総合型クラブ・まめった
この法人は、
「白馬村及び近隣地区の住民、また白馬村に来ら
れた観光客」に対して、
「子どもの健全育成を図ること及び学術、
文化、芸術又はスポーツの振興を図ること及び保健、医療又
は福祉の増進を図ること」に関する事業を行い、白馬村村民
の肉体的、精神的な健康を形成していくことに寄与することを
目的とする。
北安曇郡白馬村大字北城 2066 番地

中信ヘルスケアネットワーク
この法人は、長野県の中信地域および周辺地域の住民に対し
て、疾病の予防と疾病の重症化を防ぐため、公共性、公益性
の高い保健・医療・介護福祉に関する情報ネットワークを構築
しその運営・管理を担当する。
個人情報の保護等に万全の体制を整備した上、行政機関や地
域の医療機関とこの情報ネットワークを共有して切れ目のない
連携を強めることで、地域住民が安心して継続的な医療を受
けられる基盤を整え、保健・医療・福祉の効率化を進め医療
費を減少させ、災害時の医療基盤を整備することを目的とする。
松本市本庄二丁目４番１号

小田切オアシス
この法人は小田切地区の住民に対して、耕作放棄地に関する
事業を行い、復元を計り、観光、空家の斡旋を通して都会か
らの呼び込み、さらに野生鳥獣対策を進め、猪の肉を活用し
た加工食品を開発するなどを行い小田切地区の活性化に寄与
することを目的とする。
長野市大字山田中字松木西沖 2488 番地１

日本の工芸と文化
チャイルドライン佐久

この法人は、国内外の人々に対して、工芸・芸術・文化に
関する幅広い分野で、日本の各地域に伝わる伝統的な技術
の継承、振興を促し、もって社会全体の利益に寄与するこ
とを目的とする。
長野市南千歳１丁目 10 番６号 藤栄ビル１Ｆ

この法人は、悩みをもつ子どもたちの声を受けとめ、自立を助
けるヘルプライン「子どものための電話」に関する事業を行い、
子どもの健全な成長に寄与することを目的とする。
佐久市岩村田 1180 － 10

クリオン虹の基金
この法人は、地域医療を志してフィリピン国立大学医学部レィ
テ分校に在学する学生に対して奨学金を付与する事業を行うと
ともに、日本の医学生や医療関係者と同校関係者の交流を深
めることで、医学医療の発展と、日本・フィリピン共和国の友
好親善に寄与することを目的とする。
上田市保野 618 番地６
県内のＮＰＯ法人の情報については、県公式ホームページ「長野県県民協働・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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認定ＮＰＯ法人制度習得セミナーの
受 講 者 募 集！
認定ＮＰＯ法人になるためのノウハウを学ぶセミナーを開催します。
参加費は無料です。中間支援組織からの派遣講師による講義にご期待ください。
１

対象者

２

開催日時・場所

認定又は仮認定を目指す県内ＮＰＯ法人の担当者、中間支援組織の担当者等

会場

日

時

場

１月 22 日 ( 水 )
13:00 ～ 17:00

松本

所

松本合同庁舎 502 会議室
（松本市大字島立 1020）

申込締切
１月 15 日（水）

３

内 容
◆認定ＮＰＯ法人制度の概要、認定取得のメリット、寄付の集め方・事務処理
（講師：特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 常務理事
◆寄付募集支援のしくみ
（講師：特定非営利活動法人長野県みらい基金 理事長 増田 綾子 氏）

関口 宏聡 氏）

４

申込方法
 ①法人（団体）名、②参加者氏名、③日中に連絡可能な電話番号を記載の上、１月 15 日（水）ま
でに下記へ郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかによりお申し込みください。
〒３８０－８５７０（住所は記載不要です。）
長野県企画部県民協働・ＮＰＯ課
TEL：026-235-7189 FAX：026-235-7258 E-mail： kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

ＮＰＯ法人設立講座・個別相談開催案内
ＮＰＯ法人を立ち上げて社会貢献活動を行いたい方を対象に、「ＮＰＯ法人設立講座・個別相談」を開
催しています。
開催日時・場所

13 時 30 分～ 15 時
開催日

会

１月 16 日（木）

長野県佐久合同庁舎

１月 14 日（火）

１月 20 日（月）

長野県飯田合同庁舎

１月 16 日（木）

毎週水曜日

場

長野県庁東庁舎１階
協働コーディネートデスク

「申込み・問合せ先」
長野県企画部県民協働・ＮＰＯ課
TEL 026-235-7189 FAX 026-235-7258
E メール kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp
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申込締切

開催日の前日

