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「子どもの健全育成を図る活動」分野で活躍する県内NPO法人の紹介
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特集
　特定非営利活動促進法で定められた20の特定非営利活動のうち、福井県のＮＰＯ法人が最も多く活動

しているのが「子どもの健全育成を図る活動」の分野です。その割合は、県内NPO法人の49.6%（平成29

年3月31日現在）！活動分野が同じでも、その事業内容にはさまざまなものがあります。今回は、その中か

ら5団体をご紹介します。

子どもはそのまま未来です。
◇認定特定非営利活動法人福井県子どもＮＰＯセンター◇

　私たちは設立以来、子どもにとって最善の利益の実現を目指し、子どもの権利

条約に謳われた「新しい子ども観」に立った事業を展開しています。子どもの育ち

には家庭や学校だけではなく、地域やNPOの力が必要とされています。今を生き

る子どもたちの未来は、共に生きる私たち大人の責任です。これからも社会の課

題に向かって、真摯な活動を続けていきます。

■主な事業内容
○子どもの権利条約の推進および子どもの諸活動に関する支援事業

　ふくいチャイルドライン（子ども専用電話）

　みんなのあそび（あべこべ学校・グリーンボランティア事業）

　子どもフェスティバル（子どもフリーマーケットなど）

○子どもと文化に関する活動の交流、サポートおよび人材育成事業

　うめだ演劇工房（演劇キッズ・表現あそび・適応指導教室）

○子どもと文化に関する事業の企画、調査および連絡調整事業

　子どもと文化企画事業（人形劇の紹介など）

○出版および広報事業

　広報誌「こどもChannel」発行

認証：平成11年9月／理事長：齋藤万世／住所：福井市木田町36番1号／TEL：0776-97-8460
E-mail：childnpo@muse.ocn.ne.jp　　※ホームページもご覧ください。URL:http://childnpo.com/
　「認定特定非営利活動法人」へのご寄附や正会員以外の年会費等は、税制上の優遇措置（寄附金控除）が受けられます。
ぜひ福井県子どもNPOセンターをご支援ください。
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「子どもの健全育成を図る活動」

　例えば、ボランティア・NPO団体の一員となって活動する、イベントに行ってみる、興味を持った団体に寄付をす

るなど、社会貢献のかたちはさまざまです。まずは、どのような活動をしている人たちがいるのか、知るところから

はじめてみませんか？

子どもたちと保護者のための保育の場を
◇特定非営利活動法人子育てサポートセンターきらきらくらぶ◇

　私たちは、地域の未就園児とその保護者を対象に、子どもたちの心と体

の健やかな発達を図る保育の場を運営するとともに、子育てに関する相

談事業などを行い、地域における子どもたちの健全な発達に寄与するこ

とを目指します。

■主な事業内容
○子育てサポートセンター

　託児、小規模保育園、子育て広場の運営などを行っています。

○子育て相談

　子育て広場や保育園での相談に加え、メールでの相談なども行ってい

　ます。

○スポーツや文化イベントの開催・支援など

認証：平成14年3月／理事長：林恵子／住所：敦賀市市野 1々3号6番地の9，敦賀市若葉町1丁目1610
電話：0770-22-6447　　子育てに困ったときは、いつでもご相談ください。

4

障がいがあってもなくても、自分らしく生きられる社会を目指して
◇特定非営利活動法人ゆめのたまごプロジェクト◇

　私たちは、主に発達障がいの理解のための啓発をしています。障がいを

持っていることで、いろいろなことを制限されてしまう子どもたちとその

家族が、自分たちの住み慣れた地域の中で、その人らしく安心して豊かに

暮らしていけるように、みんなで手をつなぎ支えていける地域づくりを目

指します。

■主な事業内容
○啓発事業

　ゆめのたまごの音楽会、発達障害の理解授業、

　世界自閉症啓発デー～みんながともに生きるために～、他

○おはなしくれよん

　毎月第4土曜日11時～丸岡図書館

認証：平成28年9月／代表理事：松本美樹／住所：坂井市丸岡町長畝70-6／電話：090-5170-0464
正会員・賛助会員募集しています！詳しくはこちらから→http://www.yumenotamago.org

5

2 NaVi No.69

特集／県内のNPO法人紹介

　社会貢献活動は、特別な人たちの特別な活動ではありません。得意なこと、興味を持っていることについて、だれ

もが気軽に始めることができるものです。

子どもたちに音を楽しむ気持ち、音楽を感じる喜びを
◇特定非営利活動法人ふくい子どものための音楽教室◇

　私たちの音楽教室では、楽器や音楽の基礎知識を学ぶだけではなく、子ど

もたちが人間として豊かに成長し、自立することを目指しています。

　元は研究機関であった仁愛女子短大子どものための音楽教室の流れを汲

み、わらべうたから始まる音楽教育（コダーイメソッド）を実践しています。子

どもにはソルフェージュやコーラス、ピアノなど楽器のレッスン、音楽や保育

関係の指導者に対しては研修会、セミナーなどを開催し、学びの場を提供す

ることにより生涯学習の一端を担っています。

■主な事業内容
○音楽を通して子どもの豊かな心を育てる事業

　わらべうた、ソルフェージュ、コーラスの教室、わらべうたの交流会など

○子どもに対する音楽専門教育事業

　ピアノ、ヴァイオリン、フルート等、楽器のレッスン

○音楽指導者、保育関係者が学ぶ事業

　練木繁夫ピアノセミナー、土田英介課題曲研究講座（福井県音楽コンクール課題曲）、わらべうた研修会、愛

　宕坂「朗読と音楽」、講師コンサート

○子どもの直接体験事業

　ヴォルフガング・ダビッド（ヴァイオリン）と子どもたちの夢の共演、Xmasコンサート、演奏コース発表会など

認証：平成24年5月／理事長：寺尾敏幸／住所：福井市和田東2丁目1611／電話：0776-97-6833
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地域の教育力向上に貢献したいと考えています
◇特定非営利活動法人福井教育支援サークル◇

　私たちは、教員が立ち上げたＮＰＯ法人です。教職経験を生かして地域の

教育力向上に貢献していくことを目的にしています。

　教育に携わる方には教育技術を伝える研修会を、子どもたちには仲間づく

りを広げる体験活動の場を、保護者や地域の方には教育、子育てについての

講習会を企画しています。

■主な事業内容
○教員対象　教え方教室

○児童対象　子どもサマースクール（写真上）、五色百人一首大会

○一般対象　親守詩大会（写真下）、脳トレ教室

※１１月５日に第３回親守詩福井大会を開催します。家族の絆を深める楽し

　い会です。詳しくはホームページをごらん下さい。

認証：平成27年2月／理事長：上木信弘／住所：福井市若杉町28-10／電話・FAX：0776-36-6162
ホームページ　http://wiki.tossfukui.net/wiki.cgi/NPO　フェイスブックもあります
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NPO法人のみなさんへ

「内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト」で貸借対照表を
簡単に掲載できるようになります！

内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトとは．．．

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/◆内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト

2017年秋 開始予定

　平成28年6月1日に成立した改正ＮＰＯ法において、ＮＰO法人の登記事項から「資産の総額」が

削除され、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。

　この法改正に対応して、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトで、貸借対照表をＰＤＦファイル形式で

掲載できるようになります。ＮＰＯ法人による積極的な情報公開の手段の一つとして、ぜひご活用

ください。

　今までも「法人入力情報」の「財務情報」で貸借対照表を入力することはできましたが、各項

目の数値を一つ一つ入力しなければなりませんでした。今回の改修では、作成した貸借対照

表のＰＤＦファイルをアップロードするだけでよくなるため、貸借対照表の公告が簡単にでき

るようになります。詳細は、内閣府NPO法人ポータルサイトをご覧ください。

○ＮＰＯ法人に関する情報を、国民に向けて広く公開するサイトです。

○現在認証されている、すべてのＮＰＯ法人の情報が検索できます。

○各ＮＰＯ法人の情報は、「行政入力情報」と「法人入力情報」とで構成されています。

　　※行政入力情報：所轄庁（福井県）が入力する情報

　　　　基本情報（主たる事務所の所在地、代表者氏名、活動分野など）、

　　　　閲覧書類（定款、事業報告書等）

　　※法人入力情報：各ＮＰＯ法人が任意で入力する情報

　　　　組織情報（電話番号、メールアドレス、ホームページＵＲＬ、活動内容など）、

　　　　財務情報（活動計算書、貸借対照表など）

○ＮＰＯ法人が「法人入力情報」を入力するには、ユーザ登録が必要です。

○登録・利用に費用は一切かかりません。

※貸借対照表のＰＤＦファイル掲載イメージ

ポイント！
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ふくい県民活動・ボランティアセンターでできること　Vol.1

　「ふくい県民活動・ボランティアセンター」は、県民

のみなさんのさまざまな社会貢献活動を支援する施

設です。ボランティア・NPOについての情報を得た

い、社会貢献に関する知識を得たい、NPO法人につ

いて知りたい、そんなときはボランティアセンターを

利用しましょう！

　ボランティア募集情報

をまとめた掲示板がある

ので、インターネットが苦

手な方でもボランティア

情報を探すことができま

す。また、ボランティア・

NPO団体が発行している

チラシや情報誌も閲覧で

きます。

○ボランティア情報を探せます

　福井県が認証している

すべてのNPO法人につい

て、事業報告書等を閲覧・

謄写することができます。

（閲覧・謄写の際には申請

書の提出をお願いしてい

ます。）

○NPO法人について知ることができます

　情報・交流コーナーにある本棚には、ボランティアやNPOな

ど、社会貢献に関する本が充実しています。これらの本はセン

ターで閲覧できるだけでなく、貸出カードを作って借りることも

できます。ご利用は、１人１回３冊まで。貸出期間は２週間です。

○社会貢献に関する本が充実しています

お仕事が終わってから。お休みの日に。便利にご利用いただけます。
火曜日～金曜日　9：00～21：00　　　　　※休館日

土曜日・日曜日　  9：00～17：00　　　　　　月曜日、祝日(土日を除く)、年末年始

開館情報

入 

口

入 口

情報交流コーナー

事務室

印刷室

相談コーナー

本

　棚

PC・プリンタ

施 設 案 内
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●お問い合わせ先

ボランティア応援企業活躍中！

　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」）※１

では、ボランティア活動に積極的な企業（団体）を認証しています。

　この制度は、活動に積極的な企業（団体）を募集し、審査を経て認証

することにより、企業（団体）の自発的な取組みを後押しするものです。

　下記のいずれかの取組みを行っていることを条件としています。

　現在35企業（団体）が認証されています。いずれの企業もボランティア活動の実施・支援に熱意のある

企業（団体）ばかりです。なお、認証企業（団体）の中から功績が顕著な企業（団体）を特別に表彰してい

ます。

　新規の認証も随時行っています。ボランティア活動を実施・支援している企業（団体）の申請をお待ち

しています。

ボランティア活動に積極的な企業を募集！
　　　　　　　　～ボランティア応援企業（団体）認証制度～

福井県ボランティア応援企業（団体）認証制度

認証ロゴマーク

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

　※１…Ｆパネットは、会員企業（団体）と連携をとりながら、企業（団体）のボランティア活動や社会貢献活動を
　　　  推進していく連絡会です。

【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

【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※2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）

　例３　ボランティア基金等への寄付 

【その他】…ボランティア活動促進に資する活動を実施

県では、県民の皆さんにボランティア活動を始める
“きっかけ”や活動継続の“励み”にしてもらおうと
「福縁ボランティアポイント制度」を実施していま
す。１活動を１ポイントとし１０ポイントで活動証明
書が発行され、施設や協賛企業に活動証明書を持
参すると施設、協賛企業独自の特典・割引（施設利
用料金の割引、ドリンクのサービス等）を受けるこ
とができます。

※２…

6 NaVi No.69

県内社会貢献活動紹介

　南越前町今庄地区は、江戸時代には北国街道の宿

場町「今庄宿」として栄えました。町には古い建物が残

り、かつての宿場町の面影を残しています。しかし近

年、人口減少による空き家の増加などの影響で古い

建物が壊され、町の景観が失われる危機にあります。

　この地域で、今庄宿の町並みや文化を保存・継承す

べく活動しているのが、特定非営利活動法人今庄旅籠

塾です。その活動について、理事長の高嶋さん、理事

の北村さん、事務局の森崎さんにお話を伺いました。

　活動は、江戸時代後期に建てられた「旧旅籠若狭

屋」を、解体の危機から救おうと立ち上がったことか

ら始まりました。

　「話をすると、持ち主の方が『若狭屋を使ってくださ

い』と言ってくださった。そのおかげで、若狭屋を拠点

とする現在の活動が始まりました。」

　今庄旅籠塾が行っている活動で特徴的なものとし

て、古民家の利活用と教育支援事業があります。

　「古い建物を守り、保存するだけではなく、利活用す

ることが大切だと考えています。例えば若狭屋は、イ

ベントスペースとして、また、土日限定の蕎麦屋として

活用しています。他にも、私たちは昭和初期の町家で

ある『旧山田家』の維持管理を行っていますが、ここで

は『Coffee&Bread 木の芽』というカフェを営業し

ています。建物の歴史を残しつつ、みなさんに利用し

ていただける場とすることで、持ち主の方に『残してよ

かった』と思ってもらえるようにと考えています。」

　また、教育支援事業とは、古民家の改修に高校生も

参加する事業です。若狭屋や旧山田家の改修にも、複

数の生徒が参加しています。

　「歴史ある古民家の改修に参加し、一流の職人の仕

事を間近で学び実践するというのは、生徒にとってと

ても貴重な経験です。それと同時に、賑やかに働いて

いる若者の姿があるということは、今庄の町の活性化

にもつながります。卒業生の中には、ここに帰ってき

て高校生に指導してくれる子たちもでてきました。教

育支援は、次の時代を担う若者を育てるといった意味

でも、大切だと考えています。」

　取材の中で旧山田家のカフェを訪ねると、地域の

方々が賑やかにお喋りを楽しんでいました。このカ

フェができるまでは、みんなで集まってお茶をしたり

するような場所はなかったそうです。

　今庄旅籠塾は、町並み保存のための啓蒙活動など、

他にもさまざまな活動を行っています。また、次の古

民家改修計画では、地元野菜や駅弁などを扱う、地域

色を出したマーケットにする構想もあるそうです。古

民家を使った新たな取り組みは、今後も注目を集めそ

うです。

平成２８年度

県民社会貢献活動知事奨励賞

特定非営利活動法人 今庄旅籠塾

活動拠点

南条郡南越前町今庄75-13

旧旅籠若狭屋内
TEL：0778-45-0360

古民家を活用して地域の活性化を

賞
いまじょう はた   ご   じゅく

古民家の利活用と教育支援

古民家が地域の賑わいの場に旧旅籠若狭屋

Coffee&Bread木の芽

教育支援の様子

今庄旅籠塾のみなさん
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8 NaVi No.69 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）

ふくい県民活動・ボランティアセンターからのお知らせ

計算書類の作成や税金の申告などの会計書類について、専

門家(税理士)による個別相談会を開催します。

【対　象】NPO法人または社会貢献活動を行っている団体

【開催日】10月4日(水)、11月1日(水)、12月6日(水)

【時　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

【相談料】無料

【申込み】各相談日の前週の金曜日までに、電話かメールで

　　　　お申込みください(先着順)

【協　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

　　　　TEL：0776－29－2522

　　　　E-mail：f-npo-c@pref.fukui.lg.jp

※最新の助成金情報はボランティアセンターホームページ
　に掲載しています。
　（http://info.pref.fukui.jp/danken/npo/）

●2017年度　北陸労働金庫NPO助成金制度
【対　象】次に掲げる活動に要する費用
(1)特定非営利活動促進法に掲げる活動、または本制度の目
　 的に沿うと判断される活動
(2)自発的・非営利的活動で公共性のある活動
(3)北陸3県内の活動
(4)当金庫と共通の目的意識を有し、相互に協力・協調でき
　 るような活動
(5)2018年中(2018/1/1～12/31)に実施予定の活動
【助成金額(上限額)】30万円【募集締切】2017/10/30
【問合せ】北陸労働金庫　経営企画部
詳しくはこちら⇒http://hokuriku.rokin.or.jp/index.html

●2017年度　三谷市民文化振興財団
【対　象】ボランティア活動、スポーツ活動、市民文化活動
【助成金額(上限額)】30万円【募集締切】2017/11/30
【問合せ】一般財団法人三谷市民文化振興財団事務局
詳しくはこちら⇒http://www.mitene.or.jp/m-zaidan/

助成金情報無料の会計税務相談会を開催します

NPO・ボランティアに関するご相談は…

ボランティア関連情報

NPO関連情報

ボランティア関連情報

NPO関連情報

ふくい県民活動・ボランティアセンター
住　所

T E L

E-mail

開館時間

休館日

アクセス

F A X

〒910-0858 福井県福井市手寄1丁目4-1（AOSSA7階）

火曜日～金曜日　9:00 ～ 21:00
土曜日・日曜日　9:00 ～ 17:00

月曜日、祝日（祝日でも土・日は開館）、年末年始

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

0776-29-2522

f-npo-c@pref.fukui.lg.jp 

0776-29-2523

開館時間

福
井
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ボランティアセンター

／

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。

【問い合わせ先】福井県国体推進局大会推進課　TEL:0776-20-0726　FAX:0776-20-0664

●ホームページで登録する場合
http://fukui2018.pref.fukui.lg.jp/

※18歳未満の方は、保護者の承諾が必要となり
　ますので、必ず登録申込書によりお申込みください。

福井　国体　障スポ　ボランティア 検索

●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。

運営ボランティアを
募集中です！


