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● 新着助成金情報 ...............................................４面
● Ｈ２１年１月〜３月センター主催の講座・イベント ...............４面

発行・編集 足立区ＮＰＯ活動支援センター
〒123-0851 足立区梅田7-13-1
ＴＥＬ：3840-2331 ＦＡＸ：3840-2333
Ｅmail： npo-sc@adachi.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.city.adachi.tokyo.jp
開館：火曜日から土曜日
午前９時〜午後８時（月末は５時まで）
（祝日・年末年始は休館）
担当所管 足立区 協働推進課
電話 03-3880-5111（代）

★
★ ３月２８日開催
３月２８日開催 ★
★ ＮＰＯ入門講座、センターの事業報告会＆交流会のお知らせ
ＮＰＯ入門講座、センターの事業報告会＆交流会のお知らせ
平成２１年３月２８日（土）に、センターをご利用いただいたみなさまに今年度のセンターの事業について
ご報告をする事業報告会を実施します。
また、ＮＰＯについてよく分かるＮＰＯ入門講座、センターの講座の受講生と区内で活動する団体を対
象としたＮＰＯ活動支援センター大同窓会を同時開催いたします。
今年のセンター・来年のセンターについて知りたい方、ＮＰＯについて知りたい方、センターの利用者
に活動をＰＲしたい団体の方々、来年度に向けて今一度センタースタッフに活動について質問をしたい
方や団体の方々、新たな仲間づくりがしたい方、みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
みなさまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

日 時： 平成２１年３月２８日（土） 第１部 １１時〜正午 第２部 １時３０分〜４時

内 容： 第１部：よく分かる「ＮＰＯ入門講座」
第２部：センター事業報告と大同窓会
参加費： 無料

昨年の事業報告会
＆交流会の様子←

会 場： ＮＰＯ活動支援センター会議室

申込み：住所・氏名・（あれば所属団体名）・年齢・電話番号・（あれば）ＦＡＸ・メールアド
レスをセンターまでご連絡ください（電話、ＦＡＸ、メールにて） 。
※ 団体、個人の方問わず、現在困っていること、相談したいこと、分からないことをセンター
スタッフに相談できます。ご意見、ご要望も大募集！
※ 参加団体は、活動を紹介するチラシやパンフレットを事前にセンターにご郵送ください。
※内容が変更になる場合もございますので、お申込いただいた方、講座をご受講された方やセ
ンターご利用団体様には後日詳しいお知らせをさせていただきます 。
★新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。★

足立区ＮＰＯ活動支援センターは、区内のＮＰＯの皆様、地域で何か始めたいと思っている方の

平成２１年度「足立区提案型協働推進事業」説明会を開催します
平成２１年度「足立区提案型協働推進事業」説明会を開催します
足立区は、区民・ＮＰＯ・企業などの皆さん
と共に区政を考え実践する「協働」を進めて
います。
提案型協働推進事業は、ＮＰＯ団体や企業・
大学などの皆様から、区民生活を向上させる
ための様々なご提案をいただき、区と協働で
事業を実施していくものです。皆様の視点で
足立区を見つめ直していただき、「活力ある
あだち、幸せが感じられるまちあだち」にす
るために力をお貸しください。
ＮＰＯの皆さん、どうぞ
〇開催日時
ご参加下さい
平成２１年２月１７日（火）
〇会場東京芸術センター
〇時間（説明は約１時間）
第１回目午前１０時、第２回目午後２時
〇申込方法 電話・ＦＡＸ・Ｅメールで団体
名、出席者名、出席人数、連絡先を連絡
〇 申 込 先 ＝ 足 立 区 協 働 推 進 課 ℡ 03-38805020 fax03-3880-5613
eﾒｰﾙ kyodo@city.adachi.tokyo.jp
〇事前相談について
事業提案をされる場合は、事前に、関係各
課との調整が必要です。くわしくは、事前説
明会でお知らせします。なお提案の受付は４
月上旬、採択決定は５月中旬以降の予定です。

「公益活動サポートコース」（補助金事業）
地域の課題解決は地域の力で。公益的な活動を区
が積極的にサポートする補助金事業・補助内容＝
区内に活動拠点を有するＮＰＯや企業などの社会
貢献活動を行う団体が、地域課題を解決するため
に区内で継続的に実施する先進的で公益的な事業
に対し、事業費の一部を補助
・補助額＝１事業２５０万円以下（補助対象とし
て認められた経費の４分の３を上限）、最長３年
間の継続が可能。（※１）
「公益事業委託コース」（委託事業）
ＮＰＯ団体や企業・大学などの専門性やノウハウ
等を生かした提案を受け、区民生活を向上させる
ために実施する委託事業。・公共的課題を解決す
るため、民間の柔軟な発想に基づく提案を、区と
協働して行う委託事業。
・民間提案は、テーマの設定から、事業の企画か
ら実施までの全てを提案をいただくもの。
・行政提案は、区がテーマ設定を行い、事業の企
画から実施までを提案いただくもの。（※２）
※１ 補助率は、２年目が２分の１、３年目が４
分の１になります。（但し、選考委員会での審査
が必要）
※２ 区が提示するテーマは、①「早寝早起き朝
ごはん推進事業」、②「レンタサイクルのモデル
実施事業」です。
詳しくは、担当までお問い合わせください。

次年度に向けたセンター利用のお手続きのお知らせ
次年度に向けたセンター利用のお手続きのお知らせ
次年度のセンターのご利用にあたり、団体紹介シートの内容の更新のお願いとロッカーとメー
ルボックスの利用更新の有無の確認のための書類など一式を２月に各団体に郵送いたします。
センターからの郵送物が届きましたら至急開封して、必要なお手続きを各自取って下さい。
■同封物の内容

※一部変更になる場合もあります。

●団体紹介シート
※３月末までにセンターへ提出。提出がない団体は、原則印刷室、会議室を利用いただけませんのでご注意下さい
※ センターをあまりお使いでない団体の皆様も、団体紹介シートをご提出いただくことで、広く区民のみなさま
に活動をＰＲすることができますので、ぜひご提出下さい！

●団体紹介シートの記入方法
●ロッカーとメールボックスの更新の有無の確認書（左記ご利用団体のみ）
●団体の活動状況についてのアンケート

センターサービスメニュー:「何でも相談できる」ワンストップ相談窓口、会議や講座などに

強い味方です。お気軽にご連絡ください。TEL 3840-2331

区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
■２月４日■お料理 １日教室
【講師】眞鍋那美子氏（パレ・フローラクッキングサロン主宰）
【日時】平成２１年２月４日（水）午前１１時〜午後２時
【会場】エル・ソフィア２階 料理室
（足立区梅田７−３３−１ TEL：03-3880-5322）
【参加費】ACT会員：無料 一般の方：５００円
【定員】２５名
【主催】足立たすけあいワーカーズ「つみき」
【共催】NPO法人 アビリティクラブたすけあい
【申込・問合せ】足立たすけあいワーカーズ「つみき」
TEL：03-3852-3117 FAX：03-3852-3119
※参加希望の方は１月末までに電話・FAXでご連絡ください

■２月７日■薬膳入門講座３「春の薬膳」肝の気を整える
【内容】講義と実習（エプロンと三角巾をご用意ください）
【講師】管理栄養士・国際薬膳師 河本寿恵乃氏
【日時】平成２１年２月７日（土）午後１時３０分〜４時
【会場】エル・ソフィア２階 料理室
（足立区梅田７−３３−１ TEL：03-3880-5322）
【参加費】１，５００円 【定員】２５名
【主催】サザンさわやか倶楽部
【申込・問合せ】サザンさわやか倶楽部 中村
TEL/FAX 03-3896-1070 Eメール：nakamuraa@coda.ocn.ne.jp

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

■３月３日■フリーステージ 参加説明会
【内容】フリーステージVol,13 出演参加者・スタッフ募集
【日時】平成２１年３月３日（火）午後７時〜
【会場】竹ノ塚区民ホール
※参加希望者は必ず事前申込の上、ご来場ください
【問合せ】フリーステージ実行委員会事務局 文化課内
TEL：03-3880-5986
＝合同舞台参加者も募集！＝
足立区演劇連盟 山下 TEL:03-3897-3090
-------------------------------------------■フリーステージVol,13■
平成２１年１２月１２日（土）、１３日（日） 時間未定
ギャラクシティ西新井文化ホールにて

■認知症ケアに意欲のある方、募集中■
【職種】介護職（常勤）
【給与】基本給１７５，０００円
※2ヶ月間は試用期間で、時給となります。
※2級ヘルパー９００円、無資格８５０円
【資格】認知症ケアに意欲のある方 資格は特に問いません
【夜勤】月４回から５回 夜勤手当５，０００円
【休日】４週８休
【待遇】社会保険加入、通勤手当支給
【問合せ】NPO法人 くまハウス
〒123-0864 東京都足立区鹿浜３−１７−２３
TEL：03-3854-4121 FAX：03-3854-4124 大久保まで

Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ 教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
Ｑ．質 問：高齢者向けの配食サービスを行うため、調理と配送のスタッフを募集します。週に３回程度の活動な
ので、「有償ボランティア」としてお願いしようと考えています。このような場合、ボランティアとは言え、その謝礼は
最低賃金を守らなければならないでしょうか？教えてください。
Ａ．回 答：足立区ＮＰＯ専門相談員 社会保険労務士 冨田 正隆 先生
ボランティアとは「自ら進んで社会奉仕等に参加する人」です。その事業に自ら進んで参加した共同事業者に対する謝金は原
則として自由に決められ、最低賃金も必要ありません。
謝金支払のとき誤解によるトラブルにならないように、ボランティアを募集するとき「事業に自ら進んで参加した共同事業者
△△さんに対して謝金○○円を支払う」事を説明する必要があると思います（事前説明義務）。
同じような状況でも、事業主（ＮＰＯ法人を含む）が使用者としてこの事業を発展させるためスタッフを雇う（雇用契約）場合は、
このスタッフは「職業の種類を問わず事業または事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者」となり労働基準法により「労
働者」になります。この場合、例え雇用契約等がなくても、実態として上記の労働基準法の条文のようになっていれば「労働者」
になります。そして、労働者には最低賃金（東京都＝７６６円／時間；１０月より改定）が決められていて、賃金の支払方法等も労
働基準法で定められています。
事業主（ＮＰＯ法人を含む）の仕事を請け負った場合や事務委託を受けて仕事をした場合は、その人の仕事は労働者の仕事
ではありません。事業主は原則として自由にその料金を決められます。この場合「労働者」であるかどうかは、請負契約や委託契
約の内容に依らず、個別の場合について実態として労働者であるかどうかにより判断され、「労働者」であれば最低賃金が必要
で労働基準法が適用されます。
労働者の賃金、雇用契約や労働契約については労働基準法に規定があります。
賃金については労働基準法等に「原則として通貨で、直接(労働者の同意があれば銀行振り込みも出来ます。）労働者に、その
全額（税金などは天引きできます）を毎月一回（退職金や賞与などは例外です。）以上、一定の期日を定めて支払わなければな
らない」と規定されています。
労働者であるかどうかについて争いがある場合は、裁判で決められます。これまで裁判所で労働者と認められた裁判例の主なも
のは、下記の通りです。
①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾、否の自由がないか ②業務の内容及び遂行方法について使用者の具体的な指示
を受けているか ③勤務場所や時間が指定され管理されているか ④報酬が時間給で計算されているか欠勤控除や、残業手
当があるか ⑤給与所得として源泉徴収、労働保険の適用（労災保険；労働者の保険、雇用保険；労働者の失業等の保険）が
あるか等です。
ご不明な点は、足立区ＮＰＯ活動支援センターへご相談の上、ぜひ専門相談をご利用ください。

便利な会議室、同時２色でキレイ！印刷室

開館時間：朝９時〜夜８時（休：日月祝）

事業報告の季節がやってきました！何かありましたら、お気軽にセンターへご相談ください！！

新着助成金情報
新着助成金情報

◆民間助成金相談

◆社会貢献基金
◆マイクロソフトＮＰＯ協働プログラム

《対象》

《対象》

社会福祉事業、環境保全事業、国際協
力、災害の救済など社会貢献活動を行
う非営利団体

ＩＴの利活用の啓発・促進を他団体や・企業・
行政と協働し、その活動を発展させより良い
社会の実現を目指す非営利団体

《金額》

◆平成２１年２月７日・８日
◆事前申込 参加費１０００円

《金額》

上限 ２００万円

上限 300万円

《募集期間》

《募集期間》

平成２１年２月末日 必着

平成２１年２月１８日（水） 電子メール送付

《問合せ》

《問合せ》

社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
〒105-0001港区虎ノ門3-6-2
第２秋山ビル７Ｆ
TEL：03-3433-4415
FAX：03-3435-0880

マイクロソフトＮＰＯ協働プログラム事務局
msnpo2009@jcie.or.jp
http://www.microsoft.com/japan/npo

助成金応募書類は提出するけど助成団体の
人の話しを聞くことがなかなかできない・・・、
もっといろいろな団体の話を聞きたい・・・、
そんな民間助成団体と応募団体の交流、出会
いの場です。

《問合せ》
東京ボランティア・市民活動センター
〒162-0823新宿区神楽河岸1-1
ＴＥＬ：03-3235-1171
http://www.tvac.or.jp/vf2009

助成金の詳細については、各募集
先にお問合せください。

Ｈ２１年１月〜３月センター主催の講座・イベント
Ｈ２１年１月〜３月センター主催の講座・イベント（参加費無料）
（参加費無料）
日
11
18
25

2009年
月 火 水
12 13 14
19 20 21
26 27 28

１月
木 金
15 16
22 23
29 30

土
17
24
31

日
1
8
15
22

2009年
月 火 水
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25

２月
木 金
5 6
12 13
19 20
26 27

土
7
14
21
28

日
1
8
15
22
29

2009年
月 火 水
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

３月
木 金
5 6
12 13
19 20
26 27

○

○

土
7
14
21
28

○

◆赤字は休館日、

■講座「あだちＮＰＯカレッジ〜『お菓
子やパンを作っている区内作業所応
援プロジェクト』」

〈講座のお申込方法〉
①電話・ファクス・Ｅメールで、住所・氏名・
電話番号・Ｅメールアドレス・講座名を、ＮＰ
Ｏ活動支援センターまで連絡してください。

【対象】お菓子やパンを作っている区内作業
所の職員、障がい者支援に関心のある区民
の方
【内容】魅力的な商品づくりや多くの人に活動
を知ってもらうノウハウを学ぶ講座※区民の
方は作業所応援隊としてワークショップに参
加していただけます。
【日時】２月２４日（火）・３月３日（火）、午後２
時〜４時
【定員】１５名（先着順）

②講座情報は毎回「あだち広報」に掲載さ
れています。そちらもご覧下さい！

【お知らせ】
「あだちＮＰＯカレッジ〜
“身近なエコ”から始める環境ＮＰＯ」

講座延期のお知らせ
■事業報告会＆交流会
ＮＰＯ入門講座

1月17日、24日に予定しておりました
上記講座は、３月に延期します。詳細
は２月２５日号のあだち広報に掲載予
定です。お詫び申し上げます。

【日時】３月２８日（土）
※詳細は、１面をご覧下さい！

○ 印は上記講座開催日。

は施設点検のため１７時で閉館。

ＮＰＯ法人情報
◆センターアクセス→
●営業時間：
火曜日〜土曜日
９：００〜２０：００
●休館日： 日・月・祝
年末年始
施設点検日等
●早閉日は上記参照

お気軽にご連絡下さい。TEL 3840-2331

（平成２０年１１月末現在）

●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 １４１団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人 １５２団体
（都認証 １２５ 内閣府認証 ２７ ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数 ６，０７９団体
●全国のＮＰＯ法人認証数 ３６，０８９団体

編集後記
あけましておめでとうございます。今年は、みなさまにとって
も、センターにとっても飛躍の年となることを祈っております。
センターのますますのご利用をお待ちしております！（ま）

FAX 3840-2333

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

