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ＮＰＯについて分かりやすく解説！新作ガイドブック発行しました。
協働推進課からのお知らせ
ＮＰＯ訪問記
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
専門相談員にきく ＮＰＯマネジメント
新着助成金情報
Ｈ２１年１１月〜Ｈ２２年１月センター主催の講座・イベント

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 03-3880-5020

ＮＰＯについて分かりやすく解説！新作ガイドブック発行しました。
「ＮＰＯって何？」「ＮＰＯ法人を立ち上げたい」「運営する中での困り事の解決」など、当センターで
は、ＮＰＯの基礎編から運営編まで分かりやすく解説したガイドブックを発行しています。今月、新し
いガイドブックも加わり、さらに充実しました。そこで、センターにあるガイドブックをご紹介します！

ＮＰＯコミュニティビジネスガイドブック
■内容：「ＮＰＯとは？」「ＮＰＯとボランティアの違い」「ＮＰＯ法人のメリットデメリット」「コミュニ
ティビジネスとは？」 など
■対象：ＮＰＯに関心がある方やこれから活動に参加してみたいと思っている方

ＮＰＯ法人設立ガイドブック
■内容： 「ＮＰＯ法人格の取得について」「ＮＰＯ法人の設立要件」「設立申請に関すること」など
■対象：ＮＰＯ法人を立ち上げを考えている方

ＮＰＯ法人運営ガイドブック
■内容：「基本的な事務業務」（決算・総会・納税・定款変更など）
■対象：活動開始１年以上のＮＰＯ法人むけ

専門相談員に聞く 教えて先生！ＮＰＯマネジメント
本機関紙で掲載しているコーナーの一つで、団体運営にあたり出てくる具体的な質問に専門
相談員が回答するものを冊子化しました。
※専門相談員とは？・・税理士、中小企業診断士、行政書士、社会保険労務士等の資格を有する各分野の専門
家で区主催のフォローアップ研修に参加しＮＰＯについての知識を有しています。

当センターのパソコンコーナーに常時置いてあります。センターでの
閲覧はもちろん、無料配布もしています。また、足立区のホームペー
ジからのダウンロードも出来ます。（トップページ＞区民参加＞ＮＰＯ）
ぜひ、センターへご来館ください！ご利用お待ちしております。

団体活動をＰＲできる「協働パートナーサイト」 がオープン！⇒詳細は２面へ

協働推進課より

パワーアップ助成団体決定しました

９月に募集しました「足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業」には、３件の応
募があり、審査の結果下記の２点が採択されました。助成金は①は80万円、②
は20万円です。
申 請 事 業 名

事 業 内 容

①福祉NPO人材養成講座実施事業
申請者
特定非営利活動法人足立在宅支援
サービスハンド・イン・ハンド
すこやか

介護保険や障害者の自立支援事業を実施する福
祉系ＮＰＯ会員のスキルアップを図るとともに
、区内福祉系ＮＰＯ等に就労または有償ボラン
ティアとして活動する有資格人材を育成する。

②足立コンシェルジェ養成講座
申請者
足立ほがらかネットワーク（任）

区民のために、地域の困りごと支援・相談ごと
対応案内人の養成講座。行政や介護事業者では
対応できない高齢者身のまわり支援事業を実施
し、安全・安心の地域社会を築いていく。

また、協働パートナー基金を活用した「げんき応援事業」には11件の応募があ
りました。審査会の審議の結果、10件の事業が採択されました。
今後は、協働パートナーサイトにて、登録団体の情報や助成事業の内容を公
表していきます。なお、今年度の助成金は1団体あたりの上限は3万円でした。
区民の皆さんからのご寄付が、団体活動の支援につながります。どうか、協働
パートナー基金へのご寄付も、お願いいたします。

Ｖｏｌ．１０

★お知らせ★
協働をＰＲするための、新規サイトをオー
プンします。名称は「協働パートナーサイト」
特徴は団体活動をＰＲできること。団体の
ホームページにもリンクが張れます。
この新規サイトの立ち上げ情報や、会員
団体の募集は12月にNPO活動支援セン
ターメルマガやチラシで広報します。ぜひ、
センター登録団体は協働パートナーサイト
にも登録してください。ボランティア会員募
集や、イベントへの参加者募集、活動報告
など足立区のＮＰＯ活動の活性化のための
最強の情報ツールに育つよう、サイト内容
の充実に努めていきます。ご期待ください。
げんき応援助成事業に応募するためには、
事前の団体登録が必要です。センター利用
登録と同様、必要書類を提出するだけです。
ぜひ登録し、げんき応援事業に応募してく
ださい。

綾瀬こども文庫

このコーナーはＮＰＯ活動支援センターのスタッフが、ＮＰＯ団体の皆様のところにお邪魔し、活動につ
いてインタビューしたものをまとめた【ＮＰＯ訪問記】です。団体の皆さんの熱い想いをとくとご覧あれ！
お話を聞かせてくれた方：綾瀬こども文庫のメンバーのみなさん

「おもな事業内容について教えてください。」
会員Ａさん：綾瀬のこども家庭支援センター別館風
の子ひろばにて水曜は14時〜17時、日曜は13時〜
17時本の貸し出しを行っています。条件は原則１人5
冊までの、2週間です。本全体の9割は幼児と小学生
が借りています。平成20年は1,773冊の本が貸し出さ
れました。多くの方が文庫に来館し、利用して頂ける
と良いと思っています。また、綾瀬の子どもたちが図
書館に行った時に気おくれしないで使いこなせるよう
に、先進的な文庫を見学し、参考にして蔵書整理を
頑張りました。1年間で見違えるようになりました。
「活動をはじめたきっかけはなんですか？」
会員Ｂさん：綾瀬は図書館空白地域です。綾瀬の子
どもたちのために、地域住民は、平成3年、9年、19
年の3回、区立図書館設置の要望を区に提出してき
ました。それと同時に、任意団体として、平成５年か
ら週１回、平成15年から週2回子どもたちに本の貸し
出しと季節ごとの文化的行事を催しています。運営
費は、主に年2回のバザーの収益金でまかなってお
り、スタッフはボランティアとして関わっています。
「活動をしていて嬉しかったことはありますか。」
会員Ｃさん：文庫に通ってくれていた子どもたちが大
きくなって、まちで私達に声をかけてくれたりするとと
ても嬉しいですね。

聞き手：センタースタッフ

増子

「今後の展望と、区民へのメッセージをお願いします」
会員Ｄさん：私達は綾瀬地域に図書館という「箱もの」を望
んでいるのではなく、図書館機能がどこかの施設にできる
事でも良いと思っています。それが叶うことで、文庫が役
目を終え、その新しい場所でボランティアとして活動して
いくことが夢です。その日まで、
地域の子どもたちに「本に親しむきっ
かけの場所」を提供していきます。
区民の皆さんには、ボランティアを
お願いしたいです。毎回でなくても、
貸し出しの手伝いや、パソコンなど
の得意分野を活かして運営をサポー
↑子どもたちに本を買っ
トをして下さる人を大募集！
また、子どもたちが希望している本を てあげるためにもバ
購入するための寄付・図書券の寄付 ザーに来てね！
などはとても助かります。綾瀬こども文庫でもたくさん本を
借りて、ご自宅で本を読む習慣をつけてくださいね。
※他にもたくさんお伺いしましたが、紙面の都合で一部の掲載となっております。
ご了承下さい。

〒120-0004 足立区東綾瀬1-5-17 足立区こども家庭支
援センター別館 風の子ひろば2階
TEL・FAX:03-3838-0209 （綾瀬こども文庫事務局 鈴木）
子どもたちが本に親しむための活動をみなさんで工夫して
実践している姿に感激しました。区民の皆さん、ぜひ綾瀬こ
ども文庫に一度足を運んでください。 ｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌ：増子

会議室の予約が増えています。利用したい日にちが決まったら、早めにセンターに連絡を！

団体イベント情報 センター登録団体の情報発信スペースです。掲載希望の方はご連絡下さい
■１１月２９日■手作りひろば 親子で楽しむ万華鏡

■１２月２３日■クリスマス市 ２００９ ♪

【日時】平成２１年１１月２９日（日） 午後１時〜３時
【会場】風の子ひろば２階（こども家庭支援センター別館）
【主催・共済】綾瀬こども文庫 だんだん（団塊綾瀬ネットワーク）
【問い合わせ】 TEL 090-1768-9334 担当：石原

■１２月５日■足立を楽しもう「和菓子教室」
食育と参加者交流♪松の雪（抹茶浮島）と柚子暦糖づくり。
【日時】平成２１年１２月５日（土） 午後３時〜５時
【会場】梅田地域学習センター（エルソフィア2階料理室）
【参加費】１，５００円
【申込・問合】コミュニティサロン・トゥギャザー 担当：友永
TEL 03-3898-1837 （午後６時〜９時）、080-5680-6940

起業家支援＆芸術家の支援事業として開催
【日時】平成２１年１２月２３日（水） 午前１１時〜６時
【会場】 ＴＨＥＡＴＲＥ１０１０ アトリエ （北千住駅前丸井１０階）
【内容】 夢や想いをカタチにした起業家が自分らしい
生き方を物品等の販売・実演で表現、楽しいミニコンサート、
カフェブースで、おにぎりやケーキ、コーヒーで一服
【主催・問合せ】ＮＰＯ法人 アントレネットあだち
TEL/FAX ０３-５８１３-７８２５ メール： koike@spaceaid.jp

■１月１５日・２２日■傾聴講習会

■ １２月６日〜■足立コンシェルジュ養成講座
区や専門家集団と連携 し、地域の困り事・相談事の窓口へ橋
渡し、情報提供のお手伝いをする案内人を養成します。
①12／6（日）午後1時30分〜5時 於：郷土博物館
足立の成り立ちと地域特性博物館学芸員による講演
②1／16（土）午後1時30分〜5時 於：生涯学習センター
区のイメージと情報 マスコミ関係者によるシンポジウム
③２ ／１２（金）午後1時30分〜5時 於：ＮＰＯ活動支援センター
区の情報伝達と相談体制各部課担当者による解説
④３ ／２８（日）午前9時〜午後5時
バス視察 区内の各施設、機関、名所旧跡の見学
【参加費】全回5,000円 ・①〜③単発各1,000円④3,000円
【申込・問合】足立ほがらかネットワーク 担当：福田
TEL 03-5681-5920 fukuda-kenji@hotmail.co.jp

高齢者の良き聞き手に・・「聞き上手」になってみませんか。
【日時】平成２２年１月１５・２２日（金） 午後１時〜４時
※１日のみの参加も可能 ※要申込、先着
【会場】足立区生涯学習センター学びピア５階
【申込・問合】ＮＰＯ法人 NPOはなみずき 担当：近藤
TEL 03-5813-3323 FAX 03-5813-3324

■会員募集■スポーツ吹矢
血行がよくなったり健康づくりにも役立ちます！
【日時】毎月第２・４金曜日 午後７時〜９時
【会場】梅田住区センター
【参加費】月８００円 入会金５００円（入会時のみ）
【申込・問合せ】サザンさわやか倶楽部 担当：中村
TEL/FAX 03-3896-1070
メール：nakamuraa@coda.ocn.ne.jp
情報を掲載したい場合は、センターまでご連絡ください。

教えて先生！NPOマネジメント
Ｑ．質問：足立区内で活動しているＮＰＯ法人です。次年度、新たな事業として公共施設の業務を行政か
ら委託することが決定しました。業務の内容上、施設利用者の相談に対応する専門家が必要です。施設の
窓口で相談対応する曜日や時間は決まっています。団体として専門家を「雇用」すべきなのか、業務を
「委託」すべきか迷っています。どのようにすべきか教えてください。

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
１．契約のポイント：ＮＰＯ法人は、受託者の善良な管理者としての注意義務（知らなかったでは済まされない）、報
告義務等（民法６４４条〜６５２条）が発生します。受託契約は原則として自ら事務処理をしなければなりません（専
門家を雇う場合）。ただし当事者（行政、ＮＰＯ法人）の特約によってＮＰＯ法人の受託業務の一部を専門家に再委
託することが出来ます。
２．業務の専門家への再委託契約締結の場合：専門家と締結する委託契約・誓約書（当事者間で決めることがで
きる）を締結しその内容は委託業務の内容、業務の履行、委託期間、委託費、業務に関する個人情報の取り扱い、
違約金、損害賠償、委託契約の解除等を盛り込みます。専門家の業務の実態に労働者性が有る場合は労働基準
法により処理されます。
３．専門家を雇う場合：労働基準法で定められた項目について、書面、又は文書で労働条件を明示しなければなり
ません。事業主に指揮命令権があり専門家の業務を決められます。又週４０時間以上労働させると時間外賃金が
発生します。
①期間を定めない労働契約：解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で有ると認められない場合
は、その権利を乱用したものとして、無効」となります。
②期間の定めの有る労働契約：労働基準法で上限が定められています（原則３年）。契約期間の途中での契約解
除は「やむをえない事由」が必要（民法６２６条）です。「やむをえない事由」が過失によって生じた場合は損害賠償
を請求されることがあります。 一定の場合労働保険（労災、雇用）、社会保険（健保、厚生年金）の加入義務があり
ます。 以上から総額人件費は業務再委託契約を締結した場合が低額になると思います。

専門相談は、団体運営の強い味方です！お気軽にご相談ください。 ※完全予約制

新着助成金情報

区役所２階協働プラットフォーム情報

◆第52回リユースPC寄贈プログラム（11/30締切）

団体ポスター掲示情報
【１１月（~１２/１）】
NPO法人日本バトントワリング協会
NPO法人足立さくら会
【１２月（予定）】
NPO法人ライフデザイン研究所
足立たすけあいワーカーズつみき

NPO法人イーパーツでは、情報化支援を目的としたリユース
PC寄贈プロ グラムを行なっています。
通常業務においてPCが不足している又はPC増設によって
活動が活性化するとお考えの団体様は、申請をご検討ください。
※区役所中央館エスカレータ上がってすぐのスペースです。
皆様のご申請をお待ちしています。
寄贈予定PC：CPU1.3GHｚクラス以上のリユースノートPC計60台
寄贈ソフト：WindowsXpとOfficeXpおよびVirus Buster2010
応募期間：2009年10月23日〜11月30日（消印有効）

センターに登録している団体は、協働プラットフォームに
パンフレットやチラシを設置できます。センターにご持参、
ご郵送ください。※ご自分での設置はできません。

【お問合せ先】
特定非営利活動法人イーパーツ
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-55-8 パレグレイス501
TEL:03-5481-7369(平日13-18時）/FAX:03-6805-2728
URL: http://www.eparts-jp.org / E-mail: info@eparts-jp.org

年末年始のセンター休館のお知らせ
【年末年始の休館日１２月２７日（日）〜１月４日（月）
年内最後の開館日は、１２月２６日（土）
新年最初の開館日は、 １月 ５日（火）
よろしくお願いいたします。

センターイベントカレンダー・法人情報
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※申込は、センターまでご連絡ください。

【１】あだちＮカレ・入門講演会
『あなたもできる、いきがい見つかる、
ＮＰＯ・ＣＢ活動を応援しよう！』
●日時：１２月５日（土）午後２時〜４時
（終了後センターで交流会あり）
●定員：５０名
●内容：ボランティア・ＮＰＯ活動・コミュニ
ティビジネスを応援する団体の取組みを聞
き、市民ができるさまざまな活動の応援のし
かたについて一緒に考えましょう！
●会場：エル・ソフィア（梅田7-33-1）
●講師 ＮＰＯ法人市民活動情報センター・
ハンズオン埼玉、ＮＰＯ法人としまＮＰＯ推
進協議会、足立区総合ボランティアセン
ター、足立区ＮＰＯ活動支援センター
【２】あだちＮカレ団体運営お助け講座
『ＮＰＯの会計・税務と事業報告』
●日時：１２月１０日（木）午後６時〜８時
●対象：区内ＮＰＯ団体、これからＮＰＯ活
動を始める予定の方

●内容：日常業務にすぐに活かせる税
務・会計や事業報告書作成についての
ポイントを学ぶ講座。専門相談員に直
接質問できる時間もあり。
●講師：区ＮＰＯ専門相談員（税理士・
行政書士）
●定員：１５名（グループ参加可）
【３】あだちＮカレ・入門講座
『地域の課題を探せ！』
●日時：１月１６日（土）午前10時〜正午
●対象：地域の課題を解決するＮＰＯ
活動や市民による地域ビジネスに関
心のある方
●内容：福祉・環境・まちづくりなど、地
域の課題を解決し、地域を豊かにする
ＮＰＯ活動や、市民が主役の『コミュニテ
ィビジネス』について分かりやすく解説
する講座
●定員：１５名

◆講座は参加費無料。会場は、入門講演会を除き、いずれもＮＰＯ活動支援センターとなります。
◆赤字は休館日、 は施設点検のため１７時で閉館。 ○ 印は上記講座開催日。
◆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

ＮＰＯ法人情報

（平成２１年9月末現在）
●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 150団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人
162団体
（都認証 132 内閣府認証 30 ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数
6,358団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
38,405団体

編集後記
早いもので、今年も、あと１ヶ月ですね。紙面をできるだけ見
やすくと心がけておりますが、皆さんへお伝えしたい事が沢山
ありすぎて・・毎回思いがあふれてしまいます。伝えきれない
事は、ぜひセンターでお話できればと思います！！（さ）

