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   NPOや社会貢献をする企業と県民を結ぶ

NPOって何をやっているの？私にとっての社会貢献って？って何をやっているの？私にとっての社会貢献って？って何をやっているの？私にとっての社会貢献って？って何をやっているの？私にとっての社会貢献って？

私のために、そしてみんなのために考える私のために、そしてみんなのために考える私のために、そしてみんなのために考える私のために、そしてみんなのために考える One Day

沖縄県では、「新しい公共支援事業」の一環として、県内で活動するＮＰＯ

等を県民へ紹介し、県民が積極的に社会貢献活動に参加ができる機会

の提供を目的に、ＮＰＯ団体等を対象として企画提案募集を行ったところ、

「ＮＰＯ法人アートリンク」が企画提案した事業を採択することとなりました。

■イベント会場でのパネル展示紹介イベント会場でのパネル展示紹介イベント会場でのパネル展示紹介イベント会場でのパネル展示紹介

NPOの皆様にご記入いただいたアンケートをパネルにして展示し、県民の皆様に私達NPOの日々の活

動や熱い思いを広く知ってもらいたいと思います。

日時日時日時日時 ： 平成２５２５２５２５年 ３３３３月 １７１７１７１７日 （日曜日日曜日日曜日日曜日） PM１２：００１２：００１２：００１２：００～PM１８：００１８：００１８：００１８：００

開催場所開催場所開催場所開催場所 ： イオン南風原ショッピングセンターイオン南風原ショッピングセンターイオン南風原ショッピングセンターイオン南風原ショッピングセンター １階１階１階１階 イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場

（ジャスコ南風原店 ／沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４）

費用費用費用費用 ： 無料

■「社会貢献活動実感集」無償配付「社会貢献活動実感集」無償配付「社会貢献活動実感集」無償配付「社会貢献活動実感集」無償配付

皆様から頂いたアンケートをもとに編集・印刷し、来場者、企業、行政の方々へ無償配付する予定です。

■ラジオ放送ラジオ放送ラジオ放送ラジオ放送

ラジオ沖縄ラジオ沖縄ラジオ沖縄ラジオ沖縄 ： チャットステーション（１４：００～１０：００）

※ 毎週木曜日 １５：３０分前後で放送中

■相談相談相談相談

社会貢献に関するマッチング相談

NPO等の税務・会計相談

NPOと企業、県民のマッチング相談

お問合せ先 ：NPO法人アートリンク

TEL ：050-1561-6478

E-mail ：artlink.okinawa@gmail.com

ＮＰＯ法人の皆様も、また一般の方々も、ぜひこのイベントに足を運んで頂き、
参加を呼び掛けて頂きたいと思います。



特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

パチンコ・パチスロの依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に活動する非営利の相談機関です。パチンコ・パチスロの依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に活動する非営利の相談機関です。パチンコ・パチスロの依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に活動する非営利の相談機関です。パチンコ・パチスロの依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に活動する非営利の相談機関です。

パチンコ・パチスロは、身近で気軽な大衆娯楽として多くの人たちに利用されています。しかし、残念なことに育児

放棄、依存や抑うつ、自殺などの精神医学的問題、借金などを契機に引き起こされる犯罪などがパチンコ・パチス

ロの周囲で起き社会問題となっています。１千万人以上の利用者の中には、娯楽のレベルでは済まない段階に踏

み込んでしまう人たちが存在しながらも、相談介入窓口が無いために問題が深刻化し、痛ましい事件や事故につ

ながっています。私たちは、問題の背景の一つである、パチンコ・パチスロへの過度ののめりこみ（パチンコ・パチ

スロ依存問題）に焦点を当て、早期介入システムの必要性を提唱し、その第一歩として無料電話相談による早期

介入窓口を開設し相談サービスを提供しています。

設立の経過設立の経過設立の経過設立の経過

車内放置事故や多重債務などのパチンコに関連した問題が社会問題化し、パチンコホールの組合である全日本

遊技事業協同組合連合会が2003年4月に「ぱちんこ依存問題研究会」発足させました。その成果として 2006 年4 

月に第三者機関として「ぱちんこ依存問題相談機関リカバリーサポート・ネットワーク」が誕生しました。任意団体

から始めた活動は、2009 年10 月に特定非営利活動法人となりました。

活動と運営活動と運営活動と運営活動と運営

活動は、パチンコ・パチスロ産業21 世紀会による活動支援、会費、寄付によって支えられています。遊技産業と

NPO法人が協同し、依存問題の解決支援を図る民間プロジェクトは、世界でも珍しく、日本でも私たちの法人のみ

が行っています。現在、300名を超える賛助会員・寄付者が活動を支援しています。

電話相談事業を中心に、広報・啓発、相談員の育成、介入・回復支援プログラムの開発、研究協力、情報共有拠

点の構築などに取り組んでいます。電話相談の件数は、開設以来8,000件を超え、現在は月200～300件が日本全

国から寄せられています。電話相談の内容は、データベース化し報告書として毎年発行しています。活動の広報と

して、主にパチンコホールに貼付してもらうポスターを年約15万枚配布し、ニュースレターは毎月1,000カ所以上に

送っています。厚生労働省などの調査・研究への参加・協力や相談員や人材育成のために、全国で年に数回セミ

ナーを開催しています。

今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望

パチンコ・パチスロの関連した問題の実態もその適切な対策もあまり分かっていません。娯楽を無くせば問題が

なくなるものでもありません。何が起こっているのかを、より早く把握し対応するために、相談技術の地域への定着、

人材育成を積極的に進めていきたいと考えています。組織が大きくなるのではなく、小さな組織を通して多くの人が

育ち、大きなネットワークが地域を支え、地域同士を結びつける一助となることを目指しています。依存問題のよう

な日の当たりにくい負の問題に、産業団体が向き合う土俵を作り、業のなすべき社会貢献を地域に届ける橋渡しを

していきたいと思います。

電話相談電話相談電話相談電話相談 月～金（平日）月～金（平日）月～金（平日）月～金（平日） 10：：：：00～～～～16：：：：00（通話料は相談者負担）（通話料は相談者負担）（通話料は相談者負担）（通話料は相談者負担）

相談電話の番号相談電話の番号相談電話の番号相談電話の番号 050-3541-6420

仮認定ＮＰＯ法人仮認定ＮＰＯ法人仮認定ＮＰＯ法人仮認定ＮＰＯ法人

平成２４年４月に仮認定制度も創設されました。

設立間もないＮＰＯ法人では、認定を受けるた

めの寄付の実績を達成出来ない法人が多い

などの問題があるため、認定要件が緩和され

ています。

原則として設立後５年以内の法人が対象です

が、平成２７年３月末までは５年を越える法人

でも申請が可能です。

認定ＮＰＯ法人認定ＮＰＯ法人認定ＮＰＯ法人認定ＮＰＯ法人

公益活動を行う市民団体は、都道府県の「認証」を受

けることでＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）として活

動することができます。そして、ＮＰＯ法人のうち、一定

の要件を満たすものとして国税庁長官（平成２４年度

からは沖縄県知事）の「認定」をうけたものを認定ＮＰＯ

法人といいます。認定ＮＰＯ法人には、寄附金控除な

ど税の優遇措置が講じられています。平成２３年６月

の税制改正によって、認定ＮＰＯ法人の認定要件が緩

和されましたので、今後、沖縄県内にも認定ＮＰＯ法人

が増えていくことが予想されます。



profile ★設立：２００４年 ３月 ★代表者： 通事（とおじ） 安夫

★会員：７５名

★住所：石垣市大川５５２

★HP http://yaehoshi.littlestar.jp/html/

総務省から１０日に地域づくり総務大臣表彰の発表がありました。Ｈ２５年２月９日に茨城県

で表彰されます。

NPO法人八重山星の会は八重山地域に住む天文愛好家が集まり、２００４年３月設立。

「VERA石垣島観測局」を管理運営し、市内の小学校や観光客、修学旅行生を対象に星空観

察会などで星の魅力をアピールを行っているほか、毎年開催される「南の島の星まつり」で全

島一斉のライトダウンを実施し天の川を見る演出や地域の特性を生かして官民挙げて取り組

んでいる姿勢が「夢のある活動」と天文愛好家のみならず「どうしても行ってみたい」の「夢」を

育てる希少性の高いプログラムづくりが重ねられていると高く評価されました。

【受賞歴】

・第２３回「星空の街・あおぞらの街」全国大会団体部門 環境大臣賞受賞

24年度地域年度地域年度地域年度地域づくりづくりづくりづくり

総務大臣表彰総務大臣表彰総務大臣表彰総務大臣表彰

profile ★設立：２００５年９月 ★代表者：納戸 義彦

★会員：正会員１６名、賛助会会員８５名（H23.4）

★住所：伊是名村字勢理客１５４２

★HP http://www.shimanokaze.jp

全国の地方新聞社と共同通信社が合同で設けた「地域再生大賞」の第３回受賞を受けまし

た。

ＮＰＯ法人島の風は２００５年９月設立「島のこしが島おこし」を理念に掲げ、空き屋となった

古民家再生を足掛かりに、地域を次世代につなぐ持続可能な島づくりを目指し活動してきま

した。持ち主が島を離れて老朽化した空き家を会員らで修復し、島の暮らしを体験できる宿

泊施設として、旅行者に貸す事業を開始。清掃業務や出張料理、メンテナンスの仕事も島

の人々で行うことによって古民家再生事業を中心に自立型ビジネスを展開している。

【主な表彰・受賞歴】

・美の里づくりコンクール農村振興局長賞 平成２３年

・「島おこし奨励賞」（離島フェア開催実行委員） 平成２２年

・「ソーシャル・ビジネス５５選」（経済産業省） 平成２１年

・「オーライ!ニッポン」フレンドシィップ賞 平成２１年

・eco japancup  2008 奨励賞 平成２０年

・沖縄振興功績者表彰（内閣府沖縄総合事務局） 平成２０年

地域再生大賞地域再生大賞地域再生大賞地域再生大賞



＜＜＜＜運営のヒント＞運営のヒント＞運営のヒント＞運営のヒント＞  

  

届出書類 
提出 

部数 

新任（新た

に就任した

とき） 

再任・任期満

了・死亡・辞

任・解任の時 

住所の異動、

改姓又は改名

のとき 

役員変更等届出書 1 部    

変更後の役員名簿 2 部    

就任承諾書及び宣誓書の写し 

（原本は団体保管） 
1 部 

  
 

住民票の原本 

（6 か月以内のもの） 
1 部 

  
 

役員変更役員変更役員変更役員変更についてについてについてについて    

2 年ごとの役員改選年ごとの役員改選年ごとの役員改選年ごとの役員改選があったとき。（全員再任でも提出）そ

のほかにも、役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、

住所又は居所の住所又は居所の住所又は居所の住所又は居所の変更変更変更変更、改姓又は改名、改姓又は改名、改姓又は改名、改姓又は改名の場合、その都度提出です。

また、代表者については、法務局で変更登記をしなければいけ

ません。 

どんなときに届けるの？ 

変更日から遅滞なく 

変更日から２週間以内 

NPO 法人 
沖縄県(県民生活課) 

(所轄庁と言います) 

総会又は理事会総会又は理事会総会又は理事会総会又は理事会 
（定款の定めによる） 

法務局 

※代表権を持つ理事の変更があ

った時は、登記が必要 

※再任でも届出が必要 

※詳しくは手引きの P104～ご覧下さい。 



那覇市那覇市那覇市那覇市NPO活動支援活動支援活動支援活動支援センターセンターセンターセンター

会計講座会計講座会計講座会計講座のののの

おおおお知知知知らせらせらせらせ

NPO・市民活動団体のためのマネジメント講座・市民活動団体のためのマネジメント講座・市民活動団体のためのマネジメント講座・市民活動団体のためのマネジメント講座

会計・税務講座

日時：２月２３日（土） １３：３０～１６：００

１部 １３：３０～１５：００

「NPOの会計・税務について」

２部 １５：００～１６：００

「会計ソフトを活用した会計実践講座」

場所：那覇市NPO活動支援センター内会議室

講師：井口税理士事務所 金城 祐太 氏

参加費：１人５００円 （定員３０名）

お問合せお問合せお問合せお問合せ

那覇市ＮＰＯ活動支援センター

那覇市牧志３－２－１０ ぶんかテンブス館３階

ｔｅｌ０９８－８６１－５０２４ ｆａｘ０９８－８６１－５０２９

スキルアップ講座スキルアップ講座スキルアップ講座スキルアップ講座

「認定ＮＰＯ法人になろう」「認定ＮＰＯ法人になろう」「認定ＮＰＯ法人になろう」「認定ＮＰＯ法人になろう」

日時：２月７日２月７日２月７日２月７日 （木）（木）（木）（木） １４：００～１５：００１４：００～１５：００１４：００～１５：００１４：００～１５：００

（ 要予約 ：人数制限有り ）

場所：沖縄市市民活動交流センター

料金：１人５００円

講師：沖縄市市民活動交流センター

森 雅裕

内容：認定ＮＰＯ法人とは？

認定ＮＰＯ法人要件

申請書類の書き方

スキルアップ講座スキルアップ講座スキルアップ講座スキルアップ講座

「ＮＰＯってなんだろう？」「ＮＰＯってなんだろう？」「ＮＰＯってなんだろう？」「ＮＰＯってなんだろう？」

初級講座初級講座初級講座初級講座

日時：３月７日３月７日３月７日３月７日 （木）（木）（木）（木） １４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０

（ 要予約 ： 人数制限有り ）

場所：沖縄市市民活動交流センター

料金：１人５００円

講師：沖縄市市民活動交流センター

高江洲 由布子

内容：ＮＰＯとは？

設立するには？

基礎知識～設立までの一連の流れ

お問合せ

沖縄市市民活動交流センター

〒904－0004 沖縄市中央１－３－１７

コザ・ゲートアパートメント ３Ｆ

ＴＥＬ／ＦＡＸ 098-989－8362

ＭＡＩＬ info@npo-oca.org

ＨＰ http://www.npo-oca.org



ドコモ市民活動団体への助成募集案内ドコモ市民活動団体への助成募集案内ドコモ市民活動団体への助成募集案内ドコモ市民活動団体への助成募集案内

◆助成対象

①日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体で

NPO法人 などの法人格を有するもの、活動実績が２年以上

であること（法人格を有する以前の活動実績を含む）。

◆対象団体

「子どもを守る」をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援

する活動①不登校・引きこもり、社会的自立支援活動②被害

児童・生徒を保護・支援する活動③非行や地域犯罪などから

子ともを守る支援活動④子どもの居場所づくり⑤発達障害を

持つ児童の支援活動⑥１～５以外で「子どもを守る」という視

点に立った活動テーマに相応しい活動

◆助成金額

１団体５０万円（助成総額２，５００万円（上限）予定）

◆助成期間 ２０１３年１０月１日～２０１４年９月３０日

◆募集締切 ２０１３年２月１日(金）～３月２９日(金）必着

◆申請書送付先およびお問合せ先

ＭＣＦ ＮＰＯ法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド

〒100-6150 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタ

ワー29階

ＴＥＬ：03-3509-7651（平日10時～18時 土日祝日除く）

詳しくはhttp://www.ｍｃｆｕｎｄ.ｏｒ.ｊｐ/

（社）全互協（社）全互協（社）全互協（社）全互協 第１４回社会貢献基金助成第１４回社会貢献基金助成第１４回社会貢献基金助成第１４回社会貢献基金助成

◆対象団体

非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、ＮＰＯ

法人、その他任意団体、市民ボランティアグループ又は大

学、研究機関（個人も可）

◆対象事業

（1）高齢者福祉事業 （2）障害者福祉事業 （3）児童福祉

事業（4）環境・文化財保全事業（5）国際協力・交流事業

（6）研究助成事業（婚礼、葬式など儀式文化の調査研究）

◆助成金額

１件当たりの助成上限 ２００万円。ただし、研究助成事業

においては、１００万円（助成総額１，０００万円）

◆応募締切 平成２５年２月末日（必着）

◆問合せ： （社）全日本冠婚葬祭互助協会

社会貢献金助成 運営事務局 担当 山村

〒105-0004

東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル9Ｆ

ＴＥＬ：０３－３５９６－００６１

http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html

「那覇青果社会貢献基金」「那覇青果社会貢献基金」「那覇青果社会貢献基金」「那覇青果社会貢献基金」

那覇青果物卸商事業協同組合では、企業の社会貢献の

一環としてバナナ売上金の一部で基金を造成し、沖縄県内

の自然環境保全などの活動に取り組んでいる非営利団体

へ助成金を交付する事業を行っております。

＜応募対象＞＜応募対象＞＜応募対象＞＜応募対象＞

沖縄県内に所在し、①自然環境保全、②希少生物の保護・

育成 ③児童生徒の食生活教育の事業を行っている民間

の非営利団体（団体の法人格は問いません）であること。

※但し① ② ③のどちらかの活動を行っている団体に限

る。

＜応募期間＞＜応募期間＞＜応募期間＞＜応募期間＞ 平成24年12月1日～平成25年2月28日まで

＜助成金申込書の提出先＞＜助成金申込書の提出先＞＜助成金申込書の提出先＞＜助成金申込書の提出先＞

〒900-0001 那覇市港町4丁目3番1号

那覇青果物卸商事業協同組合 総務部

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞詳しい応募要領はこちらです。

http://www.nahaseika.or.jp/

電話：098-863-4171 FAX：098-863-4175

赤い羽根「災害ボランティア・赤い羽根「災害ボランティア・赤い羽根「災害ボランティア・赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」活動サポート募金」活動サポート募金」活動サポート募金」

第１０回助成応募受付

締切締切締切締切：随時

内容内容内容内容：「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」による助

成

◆対象団体

5人以上のボランティアグループからNPO法人等の団体ま

で

◆対象活動

①緊急支援活動②生活支援活動③復興支援活動等

◆助成金額 1ヶ月未満50万円まで、1ヶ月以上300万円ま

で

※応募は随時受付、2ヶ月に１回程度の間隔で助成決定予

定

お問合せお問合せお問合せお問合せ：

社会福祉法人 中央共同募金会企画広報部（ボラサポ担

当）

〒100-0013

東京都千代田区霞ヶ関3－3－2 新霞ヶ関ビル5階

TEL 03－3581－3846 FAX 03－3581－5755

E-mail support@c.akaihane.or.jp

助成金情報



その他助成金情報助成金情報助成金情報助成金情報は

助成金情報

おきぎんおきぎんおきぎんおきぎん ふるさと振興基金ふるさと振興基金ふるさと振興基金ふるさと振興基金

１．応募資格１．応募資格１．応募資格１．応募資格

下記において功績・実績があるか、又は研究中で将来性が

あると認められる個人、団体、企業商店会、事業組合等

表彰は、原則次の５部門に対し行う

（１）産業部門 （２）学術部門 （３）環境部門 （４）マルチメ

ディアコンテンツ部門 （５）コミュニティ部門

２．応募方法２．応募方法２．応募方法２．応募方法

下記の書類をご提出ください

①助成願書（各部門共通 １枚）

②助成候補先推薦書（各部門共通 １枚）

③添付資料（現物、図書・雑誌、新聞切り抜き等）

３．募集期間３．募集期間３．募集期間３．募集期間

平成２４年１２月１０日（月）～平成２５年２月２８日（木）

４．お問合せ先４．お問合せ先４．お問合せ先４．お問合せ先

〒900－8651沖縄県那覇市久茂地３丁目１０番１号

（株式会社 沖縄銀行 総合企画本部 経営企画グループ

内）財団法人財団法人財団法人財団法人 おきぎんふるさと振興基金おきぎんふるさと振興基金おきぎんふるさと振興基金おきぎんふるさと振興基金

ＴＥＬ098-869－1253

大竹財団助成金大竹財団助成金大竹財団助成金大竹財団助成金

大竹財団では、主旨､活動目的を共にし、社会問題解決に

取り組む個人､NGO、NPOに助成金を給付しています。

◆優先助成分野優先助成分野優先助成分野優先助成分野 ①平和 ②環境・資源エネルギー ③人

工・社会保障 ④国際協力

◆募集形態募集形態募集形態募集形態： 公募

◆助成上限額助成上限額助成上限額助成上限額： ５０万円

◆選考方法選考方法選考方法選考方法

理事会による選考

◆助成対象公益、社会問題の解決に取りくむ事業をおこ

ない、日本国内に事務所や連絡先をもつＮＰＯ、任意の市

民団体、ボランティアグループ、個人

◆募集期間募集期間募集期間募集期間： 通年。年間を通じて申請を受け付けていま

す。

 お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ

財団法人大竹財団（事務局／担当：関盛）

〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル11F

Tel 03-3272-3900 Fax 03-3274-1707

ＵＲＬhttp://ｏｈｄａｋｅ-ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ.ｏｒｇ/ｉｎｄｅｘ.ｐｈｐ/ｇｒａｎｔ

日本労働組合総合連合会日本労働組合総合連合会日本労働組合総合連合会日本労働組合総合連合会

◆「連合・愛のカンパ」助成 中央助成

◆対象対象対象対象

中央助成は、海外や国内で救援・支援活動に取り

組んでいるNGO・NPO団体等の具体的事業プログ

ラムとし、構成組織の推薦があるものとします構成組織の推薦があるものとします構成組織の推薦があるものとします構成組織の推薦があるものとします。

◆支援分野支援分野支援分野支援分野 災害・国際・環境

◆締切締切締切締切 平成２５年３月１日～３月３１日

◆お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先

藤沢市市民活動推進センター（開館時間9：00～

22：00火曜休館）

〒251－0052

神奈川県藤沢市藤沢1031 小島ビル２階

E-mail：ｆ-ｎｐｏｃ＠ｓｈｏｎａｎｆｕｊｉｓａｗａ.ｃｏｍ

ＵＲＬ：http://ｎｐｏｃａｆｅ.ｆ-ｎｐｏｎ.ｊｐ/

ＴＥＬ：０４６６－５４－４５１０

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のＨＰから

県民生活課県民生活課県民生活課県民生活課

ＮＰＯプラザＮＰＯプラザＮＰＯプラザＮＰＯプラザ

沖縄県ＮＰＯ法人データベース沖縄県ＮＰＯ法人データベース沖縄県ＮＰＯ法人データベース沖縄県ＮＰＯ法人データベース

（外部リンク）

からキーワードに「助成金情報」と入力

して下さい。


