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ボ ラン テ ィ ア を は じ め よ う！
問は
疑
な
？
こん せんか
ま
あり

「ボランティアってどうやって始めたら
いいんだろう？」
「まとまった時間がないと活動できな
いのかな？」
「私にも参加できる活動はあるのかな？」

ボランティアに興味はあるけど、なかなか活動を始めること
ができない、そんなことはありませんか？

花いっぱい運動

ボランティア活動にはいろいろな
種類があります。自分が得意な分野

に
！
気軽 みよう
て
始め

で空いている時間に少しだけ、そん
な参加の仕方も可能です。できること、興味を持っていること

国体の広報ボランティア

から少しずつ活動を始めてみませんか？

センターでは、県内のボランティア

ア
ティ そう！
ン
ボラ 報を探
情
募集

募集情報をたくさん紹介しています。
どんな活動があるのか、まずは募集
情報を探すところから始めましょう。

国体ボランティアも
募集しています

海岸清掃ボランティア
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福井県社会貢献活動支援ネットを活用しよう！
「福井県社会貢献活動支援ネット」では、自宅のパソコンで気軽にボランティア情報を検索すること
ができます。また、会員登録をすることで、ネット上でボランティア活動への参加申込みができるよ
うになります。https://www.navi-fukui.jp/

福井県支援ネット

検索

ここをクリック！

メールマガジンも配信中！
ふくい県民活動・ボランティアセンターでは、
メールマガジンの配信を行っています。
[配信日] 毎月第2・4木曜日
[内 容] ボランティア募集情報、イベント情報、お知らせなど
[登 録] 「eマガふくい(福井県メールマガジン)」のＨＰ

(https://www2.pref.fukui.lg.jp/melma/)
※「登録はこちらから」で「その他」を選択し、
「ふくい県民活動センターメールマガジン」にチェック

運営ボランティアを
募集中です！

／

福井しあわせ元気国体の開・閉会式、福井しあわせ元気大会のプレ大会や開・閉会式、競
技会などで業務を行います。( 例）受付・案内、会場美化、会場サービスなど

※各市町でも国体競技会の運営ボランティアを募集中です。

●申込書で登録する場合
「ボランティア登録申込書」に必要事項を記入
の上、「福井しあわせ元気」国体・障害者スポー
ツ大会実行委員会事務局へお申込みください。
※申込書は県施設、市町、県市町社協、県・市町ボラ
ンティアセンター等でお求めいただけます。

【問い合わせ先】福井県国体推進局大会推進課
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●ホームページで登録する場合

http://fukui2018.pref.fukui.lg.jp/
福井

国体

障スポ

ボランティア

検索

※運営ボランティアに応募される 18 歳未満の方は、
登録申込書によりお申込みください。

TEL:0776-20-0726

FAX:0776-20-0664

NPO 法人のみなさんへ

改正個人情 報保護法が施行されました
平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法では、個人情報を扱う

の
すべ て
法 人に
ＮＰＯ
す！
れ
適用さ

ま

すべての事業者が法の適用対象となりました。もちろん、ＮＰＯ法人は社員名
簿という個人情報を必ず持っているので、すべてのＮＰＯ法人に同法が適用
されることになります。
個人情報の取得、利用、保管について、法律に則した運営となるよう注意し
ましょう。

個人情報とは・・・
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの。
そもそも
個人情 報って
何 だっけ？

《例》氏名、生年月日と氏名の組み合せ、顔写真、免許番号、マイナンバーなど

◆個人情報保 護法の５つ の基本チェックリスト
( 個人情報保護委員会「個人情報保護法の５つの基本チェックリスト」より一部抜粋 )

１

その

その

2

その

3

個人情報を取得する際、

取得した個人情報を目的

取得した個人情報を安全

何の目的で利用するか伝

外のことに使っていませ

に保管していますか？

えていますか？

んか？

⇒個人情報を何に利用する
のか、明確に伝える必要が
あります。

その

4

取得した個人情報を無断

⇒本人に伝えた目的以外の
ことに個人情報を利用する
ことはできません。

その

5

「自分の個人情報を開示

で他人に渡していません

してほしい」と言われて、

か？

断っていませんか？

⇒個人情報を他人（本人以
外の第三者）に渡す場合は、
原則、本人の同意が必要に
なります。

⇒保有している個人情報に
ついて本人から開示や訂正
等を請求されたら、応じる
必要があります。

⇒漏えいしたり紛失したり
することがないよう、取得
した個人情報は安全に管理
しましょう。
《例》電子ファイルにパスワードを設
定する、名簿ファイルを金庫に保管す
る、など

※個人情報保護法について
詳細 は「個人情 報保 護 委 員 会」の
ホームページをご覧ください。

個人情 報 保 護 委員 会 検 索
質問は下記窓口にお問い合わせく
ださい。
■個人情報保護法質問ダイヤル

０３−６４５７−９８４９
受付時間

土日祝日および年末年始を除く
9：30 〜 17：30

NaVi No.68

3

特集／数字で見る福井県のNPO法人
市民の自由な社会貢献活動が健全に発展することを目指し、平成10年12月に特定非営利活動促進
法（NPO法）が施行されてから、18年が経過しました。今回は、県内のＮＰＯ法人に関するさまざまな
数字をご紹介します。
（平成29年3月31日現在）

1

N P O法人認 証数の推移
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県内には244のＮＰＯ法人が存在しています。平成28年度は9法人の認証を行いましたが、年
度ごとの認証数は、平成15年度をピークに減少傾向にあります。反対に、年度ごとの解散数は増加
傾向にあり、平成28年度は10法人が解散しました。

2

市町別ＮＰＯ法人数

県内のすべての市町にＮＰＯ
法人が存在しています。法人が

市

町

法人数

市

町

法人数

福井市

94

永平寺町

5

敦 賀市

17

池田町

2

です。県内のおよそ4割の法人

小浜市

10

南 越前 町

3

が福井市に集中していることが

大 野市

11

越前 町

2

勝山市

7

美浜町

3

鯖 江市

21

高浜 町

3

おおい 町

5
7

最も多く事務所を設置している
のは福井市で、その数は94法人

わかります。

あわら市
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越前 市

19

若狭町

坂井市

28

合

計

24 4

3

活動分野別のＮＰＯ法人の割合
（※１法人が複数の分野の活動を行う場合があるため、合計は 100% になりません。）

福井県

全国

1位 子どもの健全育成を図る活動 (49.6%)

1位 保健・医療または福祉の増進を図る活動 (58.8%)

2位 保健・医療または福祉の増進を図る活動(47.1%)

2位 社会教育の推進を図る活動

3位 まちづくりの推進を図る活動 (44.7%)

3位 前各号の団体の活動に関する連絡、助言(47.1%)

※一法人あたりの活動分野数：平均3.6分野

※一法人あたりの活動分野数：平均4.5分野

(48.3%)

県内のＮＰＯ法人では、子どもの健全育成の分野で活動する法人が49.6%と最も多くなってい
ます。全国的には、保険・医療または福祉の増進を図る活動を行う法人が58.8%と最も多いため、
子どもの健全育成に関心が高いことが福井県の特徴であると言えます。

4

社員(正会員)数
50人以上
14.8％
30人以上
50人未満
13.5％
20人以上
30人未満
13.5％

10人
22.5％

ＮＰＯ法人の設立には最低10人の社員が必要ですが、県
内ではおよそ2割の法人が社員数10人で活動しています。さ
らに、社員数が20人未満の法人の割合となると、6割近くに

11人以上
20人未満
35.7％

達します。少ない人数で運営している法人の数が多いことが
わかります。

県内のＮＰＯ法人の情報をもっと知りたいときは ．．．
今回ご紹介したデータは、ふくい県民活
動・ボランティアセンターのホームページ
にも掲載しています。また、内閣府ＮＰＯ
法人ポータルサイトでは、キーワードから
全国のＮＰＯ法人を検索できるだけでな
く、法改正についての情報など、法人運営
に役立つ情報をご覧いただくことができ
ます。ぜひ、ご活用ください。
内閣府 NPO 法人ポータルサイト 検索
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県内社会貢献活動紹介

賞

平成２８年度

活動拠点

県民社会貢献活動功労者知事奨励賞

越前地域福祉センター

くら うち

とおる

倉内 徹さん

（越前町社会福祉協議会越前支所）

ラジオ体操から広がるボランティアの輪
きっかけは健康のためのラジオ体操
越前町梅浦、越前地域福祉センターは海のすぐ近く

それぞれができることを
2人から始まったラジオ体操の輪も広がっていき、

にあります。倉内徹さんは、センター周辺のごみ拾い

毎朝20人ほどが集まるようになりました。年齢は60

などの環境美化活動を、もう18年以上も続けていま

代から70代。家に引きこもりがちだった一人暮らしの

す。お休みは日曜日だけ。台風など天気が荒れている

人が参加してくれたり、遠くから歩いて参加してくれ

時を除けば、雨の日も冬場も関係なく活動していま

たり、退職を機に参加するようになった人も。メンバー

す。その活動のきっかけは、ラジオ体操でした。

はまだまだ増え続けています。
「目の前にごみが落ちているから拾う、それくらい
なんてことはない。当たり前のことをしているだけで
す。」と語る倉内さん。ラジオ体操の他のメンバーたち
も、広場の草刈りや植木の剪定、プランターの花植え
など、それぞれができることで活動しています。そん
なメンバーで地域のボランティア活動をするときのた
めに、グループの名前を付けました。
「ラジオ体操で出会ったから『出会い青空』にしまし
た。特別なことをしているつもりはないですが、毎日、

毎朝6時半からのラジオ体操

早寝早起きをして、朝から運動をする。そのおかげで
還暦を過ぎてもどんどん健康になっていますよ。」笑顔

「健康のため、とにかく家の外に出て体を動かそう

で語る倉内さんたちの活動は、これからも続きます。

と、知人と2人で地域福祉センター前に集まってラジ
オ体操を始めました。体操が終わった後、センター周
辺を歩いてみたんです。すると、たくさんのごみが捨
てられているのが目に入った。それから、ラジオ体操
が終わるとごみ袋を持って、ごみを拾いながら歩くよ
うになりました。」
そんなきっかけで始まった活動も、最初は誤解を受
けることがありました。お金をもらって、仕事として
やっているんだろう、そんな風に見られるときもあっ
たそうです。それでも、毎日ごみ袋を持って歩き続け
ることで、次第に周囲の理解を得られるようになりま
した。センター周辺のごみが減ると同時に、ごみを捨
てる人も自然と減っていきました。ごみに気が付くと、
自主的に拾ってくれる人も増えました。今では、セン
ター周辺にごみはほとんどありません。
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センター周辺の緑化活動

企業から始めるボランティア!!

Vol.1

ボランティア応援企業（団体）認証制度
福井県企業等ボランティア・社会貢献連絡会（通称「Ｆパネット」）
では、ボランティア活動に積極的な企業等を認証し、公表することで
企業（団体）の自発的な取組みを後押しています。
さらに、認証企業等の中から功績が顕著な企業を毎年表彰してい
ます。今年度は特別賞として福井窯業株式会社様を6月20日に表彰
福井県ボランティア応援企業（団体）認証制度

しました。

認証ロゴマーク

認証企業数35社（平成29年度4月1日現在）

平成29年度特別賞受賞企業

福井窯業株式会社

福井窯業株式会社は福井市にある創業82年の屋根瓦
工事会社ですが、少しでも地域の皆様に恩返しができれ
ばと、創業者の命日にあたる8月28日を「ボランティアの
日」と定め、平成7年から、高齢者宅の屋根を無償で修繕
する活動を始めました。この活動は、今年で23年目を迎
えこれまでの実績は218件になります。
地元の民生委員さんの協力のもと、屋根の雨漏りなど
で困っている一人暮らしのお年寄りの住宅をリストアップ
し、屋根瓦の点検、修繕を実施しています。昨年は、福井市

表彰状の授与

内4件の住宅の修繕を行いました。
活動後、
「ありがとう」と感謝されることが何よりの喜
びであり、活動の励みとなっています。

これまでの22年間、活動日
に雨が降ったことは１度も
ないそうです！

ボ ラ ン ティア 活 動 に
積 極 的 な 企 業 を 募 集！
下記のいずれかの取組みを行っていることを要件とし、随時、新規申込みを募集しています。
①【活動企業】…企業としてボランティア活動を実施
例１ 広域的なボランティア活動…………………………河川・海岸等の環境美化活動等
例２ 地域や社内での継続したボランティア活動………福祉施設への慰問、地域イベントへの参加等
例３ 従業員のボランティア活動に対する支援 …………ボランティア休暇制度の導入等
②【協賛企業・店舗サポーター企業】………ボランティア活動への支援を実施
例１ ボランティアポイント制度への協賛………………独自の特典・割引の設定
例２ ボランティア活動等への寄付（物品を含む）
③【その他】…ボランティア活動促進に資する活動を実施

●お問い合わせ先
福井県企業等ボランティア・社会貢献連絡会（通称：Ｆパネット）事務局（福井県社会福祉協議会内）
TEL:0776-24-4987 FAX:0776-24-0041
NaVi No.68
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ふくい県民活動・ボランティアセンターからのお知らせ
ボランティア関連情報

N P O 関連情報

サマーボランティア体験2017参加者募集

新たに認証したNPO法人
認証日：5月23日

この夏休み、ボランティアに参加しよう！
福祉施設でのお手伝いや環境保護活動など、豊富なボラン

●特定非営利活動法人海の見える茶の間（越前町）

ティア活動プログラムから興味・関心のある活動を選んで

障がいのある人達が、地域で楽しく生きがいを持って暮ら

体験してみませんか。

せるよう、いろいろな体験活動を行っています。農業体験と
して、近くの畑で野菜の植え付けから収穫まで行っていま

【体験期間】

す。水産加工品作りとして、アジフライやカレイの干物など

７月21日（金）〜9月29日（金）

も作っています。これからもさまざまな体験活動を行いた

【参加対象】

いと思いますので、ぜひ、寄ってみてください。

福井県内に在住・在勤・在学する小学生高学年以上の方
【主な活動プログラム】

●特定非営利活動法人まちかど保健室you（福井市）

(1)福祉施設等での介助等の体験

地域や組織や超えて、情報を共有しながら、健康づくりや

(2)福祉施設等の利用者との交流、レクリエーションの手伝い

地域の活性化を応援しています。今、人生90年時代を迎え

(3)施設行事や地域で実施されるイベント等の運営協力

るにあたり、地域包括ケアシステムの推進、さらには地域の

(4)ＮＰＯやボランティアグループが行う活動への参加

すべての人が、一人ひとりの暮らしと生きがいをともに作

【参加費用】

り、高めあう社会の実現に向けて動きだしています。ぜひ

活動諸経費（ボランティア活動保険、交通費、食事代等）は

私たちと一緒に、健康寿命を延ばしましょう。

原則として参加者の自己負担
【申込み先】

無料の会計税務相談会を開催します

福井県社会福祉協議会、各市町社会福祉協議会、福井市総

計算書類の作成や税金の申告などの会計書類につい

合ボランティアセンター、ふくい県民活動・ボランティアセ

て、専門家(税理士)による個別相談会を開催します。

ンター
※体験できるボランティア活動の一覧（活動プログラムガ

【対

イド）と参加申込書は上記申込先の窓口にあります。活動プ

【開催日】８月２日(水)、９月６日(水)、１０月４日(水)

ログラムガイドはインターネット上でもご覧いただけます。

【時

（http://volunt.f-shakyo.or.jp/から「サマーボランティア

間】13:30〜16:30の間(完全予約制)
※1法人当たりの相談時間は45分程度

体験2017」をクリック）

【相談料】無料

【問合せ先】福井県ボランティアセンター
（社会福祉法人

象】NPO法人または社会貢献活動を行っている団体

【申込み】各相談日の前週の金曜日までに、電話かメールで

福井県社会福祉協議会）

お申込みください(先着順)

TEL：0776−24−4987

【協

FAX：0776−24−0041

力】北陸税理士会

福井支部

【申込み・問合せ】ふくい県民活動・ボランティアセンター

E-mail：voluｎt@f-shakyo.or.jp

TEL：0776−29−2522
E-mail：f-npo-c@pref.fukui.lg.jp

NPO・ボランティアに関するご相談は…
ホテルフジタ
●

市役所前

福井県庁
●

ふくい県民活動・ボランティアセンター
●
田中病院

●
福井市役所

AOSSA ７階

ふくい県民活動・
ボランティアセンター

北の庄城跡

北陸

本線

本町通り

福
井
駅

福井駅前

●
岩井病院

旭小

住

所 〒910-0858 福井県福井市手寄1丁目4-1（AOSSA7階）

T E L 0776-29-2522

F A X 0776-29-2523

E-mail f-npo-c@pref.fukui.lg.jp
開館時間 火曜日〜金曜日
土曜日・日曜日

9:00 〜 21:00
9:00 〜 17:00

休館日 月曜日、祝日（祝日でも土・日は開館）、年末年始
アクセス ＪＲ北陸本線「福井駅」より徒歩１分
えちぜん鉄道「福井駅」より徒歩１分
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発行／ふくい県民活動・ボランティアセンター
（福井県総合政策部ふるさと県民局

女性活躍推進課）

