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　団体の種類としては、「保健、医療または福祉の増進を図る活動」や「子どもの健全育成」など福
祉関連の活動分野については、社会福祉法人が多くなっていますが、ＮＰＯ法人や法人格を持たない
団体もあります。また、「まちづくりの推進を図る活動」については、ＮＰＯ法人が多くなっています。
　このような多様な団体から、自分に合った活動をしている団体を見つけ、その活動に参加してみま
せんか。
　次ページ以降は、希望するボランティア募集団体を見つける方法についてご紹介します。

　県は、平成24年度、「県民社会貢献活動推進計画」を策定しました。その内容を 4回にわたり紹介
しています。
　 3回目の今回は、『ボランティアと募集団体とのマッチングの仕組みづくり』です。
　町内の清掃活動等のような身近な社会貢献活動への県民の参加を促進するため、ボランティアに参
加したい県民の方とボランティアを求めている団体とのマッチングを推進しています。
　では、ボランティアを求めている団体には、どのような団体があるのでしょうか。下表は、ボラン
ティア希望者と募集団体との橋渡しを行う「福井県社会貢献活動支援ネット」に登録されている団体
を活動分野別に分類したものです。
　なかでも、最も多いのは「保健、医療または福祉の増進を図る活動」、次いで、「子どもの健全育成」、
「社会教育の推進を図る活動」、「まちづくりの推進を図る活動」となっています。

ボランティアと募集団体とのマッチング

福井県民社会貢献活動推進計画の紹介（第３回）

☆社会貢献活動支援ネットにおける活動分野別の登録団体数（Ｈ25.12.10日現在）
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☆ボランティアを募集したい団体の方へ☆
　ボランティアの協力を得たいと考えているグループ・団体の皆さんも、ボランティア募集を行う際
には、「福井県社会貢献活動支援ネット」をご活用ください。支援ネットに団体登録すると、次のよ
うなことができるようになります。
　○支援ネットに、ボランティア募集情報やイベント情報を掲載することができます。
　○ふくい県民活動・ボランティアセンターにメールでボランティア募集情報の発信を依頼すると、
センターから「支援ネット」登録メンバーの方に募集情報がメール配信されるようになります。

　ボランティアをしたい人、ボランティアを求めている団体は、「福井県社会貢献活動支援ネット」
への会員登録をお勧めします。

☆ボランティア募集団体をお探しの方へ☆
　何か社会の役に立ちたい、ボランティアに参加したいという方は、まずは、「福井県社会貢献活動
支援ネット」をご利用ください。自宅のパソコンで気軽に、ボランティア募集情報を「活動分野やキ
ーワード」、「活動できる地域」で検索ができます。
　また、ボランティア会員登録をすると、ネット上で、ボランティアの参加申込ができるようになり
ます。また、ご自身が登録した「参加したい分野」のボランティア情報がメールで配信されますので、
常に最新の募集情報を入手することができます。

https://www.navi-fukui.jp/　　　　　　　　

「福井県社会貢献活動支援ネット」でのマッチング

ボランティア募集団体の探し方

ここをクリック！

福井県支援ネット 検索⇦

「ボランティアを募集する団体」は
こちらから登録を

「ボランティア活動に参加したい方」は
こちらから登録を
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☆「ふくい県民活動・ボランティアセンター」ではボランティア相談を受けています！☆
　「ふくい県民活動・ボランティアセンター」は、福祉や環境、観光やまちづくりなど様々なボラン
ティア情報を収集しています。収集した情報や「福井県社会貢献活動支援ネット」を使って、スタッ
フが、ご希望にあった活動をご紹介しています。
　インターネットを利用することが困難な方や支援ネットの使い方がわからない方など、いろいろ相
談したい場合は、お気軽にセンターにお問合せください。

ふくい県民活動・ボランティアセンター
　　　　　　　　　　　　　　（アオッサ７階）

開館時間　（ボランティア相談受付時間）
　火～金　9：00～21：00（10：00～18：30）
　土・日　9：00～17：00（10：00～16：00）

<連絡先>
　ＴＥＬ：0776－29－2522
　ＦＡＸ：0776－29－2523

　センターでよくある質問をまとめてみました。

☆ボランティアについてよくある質問☆

「ふくい県民活動・ボランティアセンター」でのマッチング

ボランティア募集団体の探し方

（答）　自分の都合のいい時刻に合わせてできるボランティア活動や、施設や作業所などのイベ
ントの手伝いなど１日だけの活動もあります。

（答）　資格や経験がなくてもできるボランティア活動はあります。例えば､ 児童館での子ども
の見守り、デイサービスでのイベントのお手伝い、海岸清掃などがあります。

（答）　ふくい県民活動・ボランティアセンターでは、ボランティアが初めてで不安に感じる方
には、これまでに受け入れ実績が多い団体を中心にご紹介します。

（答）　活動に関わる報酬は無償であり、交通費をはじめ、弁当代、ボランティア保険料等の費
用も、各自の負担になります。ただし、交通費などの経費を出す団体もありますので、
その都度、団体の募集情報でご確認ください。

［問１］　ボランティア活動ができる時間が一定しないのですが？

［問２］　資格や経験がなくてもボランティア活動はできますか？

［問３］　知らない団体へボランティアに行くのは不安なのですが。

［問４］　交通費は出ますか。
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☆中間支援ＮＰＯ法人に紹介してもらおう！☆
　中間支援ＮＰＯ法人と呼ばれる、ＮＰＯ法人などの社会貢献活動団体の活動を支援するＮＰＯ法
人があります。ＮＰＯの活動情報やボランティア募集情報のＨＰでの発信、ＮＰＯ交流会の開催な
どを行っています。ボランティアを希望される方は、次の中間支援ＮＰＯ法人に、募集している団
体を紹介してもらうことができます。

中間支援ＮＰＯ法人を通じたマッチング等

ボランティア募集団体の探し方

　これら中間支援ＮＰＯ法人は、本年度、県と協働で、県内 3か所で、アクティブシニアを対象に、
県内ＮＰＯの活動を紹介する事業を実施しました。

☆「ふくい県民活動・ボランティアセンター」メルマガで情報をゲット☆
　ふくい県民活動・ボランティアセンターでは、月 2回、メールマガジンで、ボランティア募集情
報やＮＰＯに関する情報を提供しています。
　メールマガジンは、福井県のホームページ（ｅマガふくい）から登録できますので、ご活用くだ
さい。

特定非営利活動法人
WACおばま
代表者　鳥居 直也
〒917－0078
小浜市大手町5-13
TEL  0770－53－2456
E-mail  wac@oba-volun.net

特定非営利活動法人
コラボNPO福井
代表者　牧野 安雄
〒918－8046
福井市運動公園1－604
TEL  0776－34－5264
E-mail  m291487@beige.plala.or.jp

特定非営利活動法人
さばえNPOサポート
代表者　八田 登師男
〒916－0024
鯖江市長泉寺町1－9－20
TEL  0778－54－7055
E-mail  info@sabae-npo.org

①ジャンル分野は、
　「その他」です。

③メールアドレスを
　記入！

②ここを
　チェック！
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☆「ふくい県民活動・ボランティアセンター」ホームページでNPO法人情報をチェック☆
　ボランティアを募集している団体が、ＮＰＯ法人の場合、「ふくい県民活動・ボランティアセンター」
のホームページの「ＮＰＯ法人一覧」で事業内容や決算状況などを確認することができます。

　去る11月18日に、平成25年度の「福井県社会貢献活動知事表彰」の表彰式を開催しました。平成25
年度は、県民社会貢献活動功労者知事表彰の 1団体、知事奨励賞の 3団体が受賞しました。

（特活）ＴＨＡＰ（敦賀市）
　　　・赤煉瓦ネットワーク敦賀大会など、まちづくり事業の企画・運営や「敦賀歴史少年探

偵団」の開催など、敦賀の歴史文化を伝える活動を13年以上にわたり実施

福井市歴史ボランティアグループ「語り部」（福井市）
　　　・養浩館や一乗朝倉氏遺跡など、市内にある史跡のボランティアガイドや市の歴史に係

る校外学習などを15年以上にわたり実施

平成25年度福井県県民社会貢献活動知事表彰

知事表彰受賞団体紹介

■功労者知事表彰 （１団体）
越前こぶし組（大野市）

　　　・人力車により、春から秋までの土・日・祝日に、寺町通りなど大野市内の観光案内を
17年間にわたり実施

■知事奨励賞 （３団体）
大鳥羽老人クラブ（若狭町）
・ＪＲ大鳥羽駅周辺の美化活動や小学生の見守り隊活動などを21年以上にわたり実施
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　舞鶴若狭自動車道全線開通、北陸新幹線の金沢開業を間近に控えて、関連するまちづくりや観光の
推進に取り組んでいる県内のＮＰＯ活動団体を紹介します。

　「敦賀の鉄道と港の歴史を生かしたまちづくりを目指したい。」
　そのような思いから、鉄道友の会、国鉄ＯＢ会、気比史学会などの民間団体により、「敦賀・鉄道と港」
まちづくり実行委員会は平成23年12月に設立されました。
　平成24年は、敦賀－長浜間鉄道開通130年、敦賀－ウラジオストクの定期航路開設110周年、さらに、
欧亜国際連絡列車運行100周年でした。この機会に、敦賀の「鉄道と港」の歴史を広く情報発信しようと、
同実行委員会で、市や商工会議所、地元商店街の参加を得て、同年 7月から10月にかけて『つるが「鉄
道と港」フェスティバル』を開催しました。
　金ヶ崎緑地周辺等でのライトアップ、欧亜国際
列車の食堂車をイメージした「欧亜食堂」の開店、
写真ギャラリーなどを実施したフェスティバルに
は、 4万 3千人を越える観光客が訪れました。
　また、フェスティバルは、市民の方々に敦賀の
歴史を再認識してもらう目的もあり、鉄道開通
130年にちなんで130名の市民の方々によるイルミ
ネーション製作、約60名の市民の方々による公園
のＳＬ清掃も行いました。
　フェスティバル以外にも、市民参加で、明治後期～昭和初期当時の金ヶ崎周辺の地形の測量を行い、
「金ヶ崎周辺復元測量図」を作成しました。第二次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れるため、敦賀
港に多くのユダヤ人難民が上陸しましたが、そのユダヤ人難民の敦賀初上陸地点も、測量により特定
しています。平成25年12月18日には、その地点に記念プレートを設置しました。

　また、現在、敦賀市が、測量図を活用して、ユダ
ヤ人上陸の地を盛り込んだ観光ルートの開発を進め
ています。今後、敦賀市観光協会が紹介する観光ル
ートや観光ボランティアによる案内などにも活用さ
れることを期待しています。
　最後に、田中完一会長さんに、今後の展開を伺い
ました。「この事業を通して、『鉄道と港』というコ
ンテンツにより、多くの人が敦賀に来てくれること
が実証されました。敦賀には、北陸線開通当時に利
用されていた眼鏡橋、国際連絡列車発着当時に列車
等の灯りに使用する燃料を保管したランプ小屋な

ど、敦賀ならではの鉄道遺産をはじめとする豊富な観光資源があります。今後も、それらを生かした
まちづくりを提案していきたいと考えています。敦賀に多くの人が訪れるようになり、敦賀の観光に
貢献できれば」と熱く語ってくれました。

金ヶ崎緑地周辺のライトアップ

測量イベント

〈概要〉事務所 ： 敦賀市本町2－12－3（敦賀ＦＭ内）
　　　　ＴＥＬ ： 0770－23－3370
　　　　ＵＲＬ ： https://www.facebook.com/t.tetsudou.
　　　　　　　 　to.minato

ＮＰＯ活動紹介

「敦賀・鉄道と港」
まちづくり実行委員会
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　「私達は福井のリビングを目指します！」
　リビングは家族皆が集まり居心地の良いところ。福井市の「どまんなか」にある片町、呉服町、上
呉服町商店街をそんな場所にしようと、地元の商店街の役員やふくい片町青年会らでつくるのが「ど
まんなか協議会」です。同協議会では、まちの歴史や魅力を知ってもらうための事業や、それぞれの
商店街の特色を活かしたイベントを行っています。
　その活動内容を紹介します。
　まずは、これらの 3つの商店街を巡る「ま
ち歩き」です。このエリアには、一乗谷に
居た商人が移り住んで商売を始めたとされ
る場所や、江戸時代に魚市場があったなご
りで今も魚屋が多いという歴史文化がある
ため、同協議会メンバーがまちの歴史や町
名の由来、その土地の小話等を説明しなが
らまち歩きを実施しています。平成25年 8
月には、ふくい若者チャレンジクラブのつ
ながりで福井を訪れた山形の若者達が、同
協議会役員の西尾佳敬さんの案内の下、片
町のまち歩きを楽しみました。
　また、平成25年 3 月に、江戸後期、昭和
初期、現在の地図を見ながら商店街を散策できるアプリ「ふくいどまＭＡＰ」を製作しました。この
アプリでは、それぞれの時代を指定すると利用者が立っている場所が地図上に示され、各時代の周辺
の様子が一目で分かる仕組みになっています。
　同協議会では、これらの活動以外にも、まちの活性化と若者の出会いの場をつくるためのまちコン
「どまコン」や、子供も大人も楽しめる食のイベントとして、丼ぶりの食べ比べや農家の朝採れ野菜
を販売する「どまんなか祭り」等も開催しています。

　同協議会会長の森永克彦さんは、「私の店も、
江戸中期創業で300年を迎えるなど、この街には、
歴史のある店が多く残っています。アプリ「ふ
くいどまＭＡＰ」で江戸後期、昭和初期を再現
しましたが、これからも長老の方々にいろいろ
な話を聞いて、この街の歴史を伝えていきたい
と思っています。商店街を巡る「まち歩き」で、
観光客が増えました。工夫を重ねていき、さらに、
人々で賑わう街にしていきたい」と笑顔で語っ
てくれました。

片町でのまち歩き

どまんなか祭り

〈概要〉事務所 ： 福井市順化2－6－18  泉谷ビル１Fどまんな館内
　　　　ＴＥＬ ： 0776－97－8298
　　　　E-mail ： info@domannakan.com
　　　　ＵＲＬ ： http://domannakan.com/

ＮＰＯ活動紹介

どまんなか協議会
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　身体障害者や高齢者の世帯で、近隣に親族・親戚
等がなく、自力での雪かきが困難な方々のお手伝い
をしていただけるボランティアを募集しています。
活動期間：平成26年３月15日まで（予定）
活動場所：福井市内
応募条件：高校生以上で「雪かき」作業ができる方
詳細は、ホームページまたは電話で
　http://www.fukuic-shakyo.jp
☆申込み・問合せ先
　福井市ボランティアセンター
　（（社福） 福井市社会福祉協議会）
　TEL　０７７６－２２－００２２ 
　FAX　０７７６－２６－９１０９
　E-mail ：info@fukuic-shakyo.jp

雪かきボランティア募集中！（福井市）

☆ＮＰＯ関連情報☆

☆ボランティア募集情報☆
ふくい食育ボランティア募集中！
　学校や地域において、例えば福井型食生活の学習
活動など、各種食育活動の協力･支援していただけ
る方を募集しています。
活動場所：学校や地域
要　　件：必要な知識・技術・経験を持つ方
　　　　　県内に居住あるいは勤務している方
　　　　　原則無償で対応できる方
詳細は、ホームページまたは電話で
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/nourin/bosyu.html

☆申込み・問合せ先
　ふくいの食育・地産地消推進県民会議
　（事務局：県農林水産振興課内）
　TEL　０７７６－２０－０４２１
　FAX　０７７６－２０－０６４９
　E-mail ：nousin@pref.fukui.lg.jp 雪かきボランティア募集中！（永平寺町）

　高齢者等の世帯で、自力での雪かきが困難な方々
のお手伝いをしていただける雪かきボランティア
「永平寺スノーバスターズ」メンバーを募集してい
ます（屋根除雪は除く。)
活動期間：平成26年２月28日まで概ね
　　　　　9：00～15：00
活動場所：永平寺町内
応募条件：「雪かき」作業ができる方
詳細は、ホームページまたは電話で
http://www.eiheijishakyo.jp/volunteer/index.
php?pid=recruit　

☆申込み・問合せ先
　永平寺町社会福祉協議会  本所・各支所
　本所（上志比） TEL　０７７６－６４－３０００
　永平寺支所　　TEL　０７７６－６３－３８６８
　松岡支所　　　TEL　０７７６－６１－０１１１
　E-mail ：vola@eiheijishakyo.jp

ＮＰＯと行政の交流会
　23、24年度に引き続き、ＮＰＯと行政またはＮ
ＰＯ同士の地域別情報交換会を開催します。日程な
どの詳細は後日、お知らせします。多くのＮＰＯ、
行政の方の参加をお待ちしています。
実施回数：福井坂井、奥越、丹南、嶺南の各地域で１回
内　　容：事例発表（各地域のＮＰＯの活動報告）、
　　　　　ワークショップ
参加団体：各地区30人程度（ＮＰＯ、行政）
☆問合せ先
　福井県男女参画・県民活動課 
　TEL：０７７６－２０－０２３７
　E-mail ：danjoken@pref.fukui.lg.jp

　認知症カフェ「心愛（ここあ）」でお茶を飲みながら
の歓談、散歩、悩み事相談、趣味活動などのお手伝
いをしていただけるボランティアを募集しています。
活動日時：毎週土曜日　9：30～15：30
活動場所：認知症カフェ「心愛（ここあ）」
活動内容：歓談、散歩、悩み事相談、趣味活動など
　　　　　のお手伝い
詳細は、電話でお問合せください。
☆申込み・問合せ先
　福井県立すこやかシルバー病院
　TEL　０７７６－９８－２７００（代） 
　E-mail：sukoyaka@fukui-sukoyaka-silver.or.jp 

「認知症カフェ」ボランティア募集中！

　ＮＰＯ法人は、法律により毎事業年度終了後３か
月以内に事業報告書を県に提出しなければなりませ
ん。まだ、事業報告書を提出していない法人は、速
やかに提出してください。
☆問合せ先
　ふくい県民活動・ボランティアセンター
　TEL：０７７６－２９－２５２２
　E-mail ： f-npo-c@ceres.ocn.ne.jp
　なお、ＮＰＯ法人の事業報告書は、ふくい県民活動・
ボランティアセンターで閲覧することができます。
また、内閣府のＨＰでも閲覧することができます。
https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html

事業報告書の提出はお済みですか？

《発行者》　ふくい県民活動・ボランティアセンター（福井県総務部男女参画・県民活動課）
　　　　　〒910－0858　福井県福井市手寄１丁目４－１　アオッサ７階
　　　　　TEL：0776－29－2522　　FAX：0776－29－2523　　E-mail：f-npo-c@ceres.ocn.ne.jp

お知らせ


