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あだち協働パートナーサイト、機能追加しました！
新しく機能も追加し、便利になりました ＞＞＞＞＞

検索

あだち協働パートナーサイト

区・センターのお知らせ
区とセンターの最新情報
はこちら。区民や区内ＮＰ
Ｏを応援する講座やイベ
ント情報、報告をお知らせ
いたします。

カレンダーでチェック

施設の空き状況を確認

団体・区・センターのイベ
ント情報をカレンダーで一
覧できます。イベントに参
加してみましょう。

会議室・印刷室の2週間
分の空き状況を見ること
ができます。予約は、セン
ターにメールか電話でお
願いします。

助成金情報を調べる

区内ＮＰＯ発の情報こちら

助成金情報ならここ。最新
の情報をこちらで紹介しま
す。定期的にチェックする
と吉かも。

区内ＮＰＯが発信するペー
ジ。イベント、ボランティア
募集、活動報告を発信中。
写真がたくさん入った活動
報告は、とても楽しそう。

メールマガジンの登録

区内ＮＰＯを調べる
区内で活動しているＮＰＯ
のプロフィールを調べるこ
とが出来ます。気になる団
体はここでチェック！

ほぼ毎週発行している
メールマガジンの登録は
ここ。区内ＮＰＯに関する
情報が満載です。

団体ポスター掲示情報 【 区役所中央館２階「協働プラットフォーム」】
【７月（〜８/３）】 アジアレインボー、アイサポート
【８月（予定）】ライフリンク、サザンさわやか倶楽部

＜2面＞げんき応援事業助成金の第二期申請の事前相談は、8/16から！

足立区 区民課 ＮＰＯ活動支援係より
◆平成２２年度「公益活動げんき応援事業助成金」
第二期申請受付についてのご案内

あだち協働パートナー基金
新規登録団体のご紹介

■申請スケジュール

・特定非営利活動法人つばさの会

８月１６日（月）〜９月１７日（金） 事前相談
９月２７日（月）〜１０月８日（金） 申請書類提出
⇒１０月下旬 交付決定結果の通知・公表

・特定非営利活動法人ＡＤＭＳ

■コース概要

・あだち団塊ネット「サエラ」

（１）げんき応援コース助成
助成金額： 事業対象経費５万円以内
地域で実施されている公益活動の維持・増進・活性化を支援します。

・特定非営利活動法人ふぁいん

・特定非営利活動法人ＩＴネットワーク東京
・特定非営利活動法人五色桜の会

（２）ステップアップコース助成
助成金額： 事業対象経費５万円を超え５０万円以内（補助率２／３）
公益活動の促進及び発展を図ることを通じ、公益団体の自立と拡充を支援し
ます。

■助成を希望される団体の皆さまへ
募集要項及び申請用紙は、ＮＰＯ活動支援センターまたは区ホームページ
にございます。まずは事前相談にお越しください。
事前相談のご予約はＮＰＯ活動支援係まで ０３−３８８０−５０２０

・足立区演劇連盟
・足立区政の扉を開く区民の会
・特定非営利活動法人千住ウェスト
あだち虹色寄附制度（ふるさと納税）の
ひとつ「協働パートナー基金」への寄附
で登録団体の活動を応援できます。
５千円以上の寄附により税控除を受ける
ことができます。
寄附の申込み・問い合わせは
ＮＰＯ活動支援係まで

Ｖｏｌ．１３NPO法人足立障がい者相互支援ネットワーク会
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。今回の訪問では、地域と連携していくことが、活動を継
続させていくポイントであると実感しました。

お話を聞かせてくれた方：会長・橋本啓人さん

◎活動のきっかけについて教えてください。
橋本さん：平成１０年に足立区東部・西部障害福祉
総合センター（当時）が中心となり 「足立区障害者
授産施設ネットワーク会議」を立ち上げました。区
内の障害者施設が参加し、定期会合や活動の準備を
すすめ、平成１５年にＮＰＯ法人格を取得しまし
た。

◎おもな活動内容について教えてください。
橋本さん：現在、区内の３５ヶ所の施設が会員です。
データ入力や袋詰め、組立作業などを依頼されるお
客様と会員の仕事のコーディネートや、菓子や日用
雑貨、陶芸など自主製品の製造や販売先の確保を
行っています。
２０年以上のお付き合いがあるお客様もありますが、
新規の開拓は、年間１〜２件程度です。今後、ます
ます力を入れて連携先を拡大していく必要性があり
ます。各施設が計画的、継続的に協力し、連携する
ことができるよう、このネットワークが貴重な機会
を提供し続けています。

◎活動の中で嬉しかった事はありますか。
橋本さん：組織基盤があることで、会員の各施設と
は違う取り組みに機動性を持って挑戦できることで
す。職員の仕事に対するモチベーションも、変化

聞き手：センタースタッフ

取材

佐藤

しているように感じます。例えば、開始したばかりです
が、当会が会員から買取りした品物を「A-BOX」という箱
に入れて、学校や企業などに設置してもらい、商品を無
人販売できる仕組みに挑戦しています。
また、他の会員と悩みを共有でき、普段出会えない人と
の出会いも共有できることは、とても貴重なことだと考
えています。

◎今後の展望と、区民へのメッセージをお願いします
橋本さん：ハンディを持った人たちのスキルなども考慮
いただきながら、障がいや私たちの商品をまずは知って
いただきたいと思います。
そして、率直な感想や対等の目を
向けてほしいと考えます。
みなさんに対して善意だけを求める
のではなく、組織の自立を強く意識
していきたいと思います。

連絡先

NPO法人足立障がい者相互支援ネットワーク会
(Ａふらんき)事務局（谷在家福祉作業所内）
TEL：090-7236-1403 メールアドレス：a̲furanki@yahoo.co.jp

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。
■ ８月１日（日）、２日（月）
■おいしい「ことば」にかぶりつけ！

■ ８月２８日（土）■ 夏の終わりのミニコンサート

サマーポエムレッスン。言葉と音を体で楽しむプログラム。
対象：小学生〜大人 両日とも14：00〜16：00
8/1（日）先着15名 8/2（月） 先着20名
会場：青少年センター 費用：無料（資料代100円）
持ち物：筆記用具・飲み物・浴用タオルまたは手ぬぐい
楽に動ける服装
申込み：足立区演劇連盟 山下 yamanaru@adachi.ne.jp
TEL/ＦＡＸ：03-3897-3090

リコーダーと鍵盤ハーモニカによる音楽ユニット。小さな楽器
とは思えない迫力満点の演奏です。
日時：8月28日（土）14：00〜16：00
場所：エルソフィア４階ホール
参加費：高校生以上500円（※収益の一部は寄附）
中学生以下無料
問合せ：NPO法人アイ・サポート 三谷
iris101eye@yahoo.co.jp
TEL/FAX：03−3899−0071

■ ８月１４日（土）■ 地域上映会「二十四の瞳」
①午前10時〜 ②午後2時〜（※） ③午後6時半〜
会場：竹の塚地域学習センター・ホール 定員：70名
参加費：800円（前売り）、1000円（当日） 後援：足立区
※2回目の上映後、深谷シネマ支配人竹石研二氏と懇談会
を開催（約1時間）。映画を見た人誰でも参加可。
申込み：和（かず）シネマ 岡井 090-1259-3930
掲載希望の情報募集中！
あなたの団体にも、発信したい情報はありませんか？イベ
ントや講座などの情報、ボランティアやスタッフの募集情
報など、センターまでご連絡下さい！

■ 会員募集 ■
「起業・文化芸術・教育・国際交流等」をご一緒に盛りたて
てくださる方を募集しております！
一人の力は小さくとも、皆様と一緒にイベントやセミナーを
成し遂げていきましょう！
問合せ：ＮＰＯ法人アントレネットあだち
antorenetadachi@kcd.biglobe.ne.jp
※団体の詳細は、「あだち協働パートナーサイト」で
ご確認ください！

教えて先生！ＮＰＯマネジメント
Ｑ．質問：環境活動に取り組むＮＰＯ法人です。事務をしてくれているスタッフには週５日９時から１８時まで働い
てもらっていますが、財務状況が厳しいので、９万円でお願いしています。最低賃金を守ることができて
いませんが、大丈夫でしょうか？または、給与ではなく「報酬」で出すことは可能ですか？
Ａ．回答： 足立区ＮＰＯ専門相談員 特定社会保険労務士 冨田 正隆先生
◎表面的な契約で委託や請負で報酬を謝金としても労働者性がある（指揮命令関係；一定時間に出勤して、仕事を
断る自由も無く、使用者に仕事を指示されていて時間を拘束される）場合は労働者とみなされます。

労働者であれば最低賃金法の定めに従うことになります。
◎民法（一般法）では契約自由が原則ですが、弱い立場にある労働者を保護する労働基準法は特別法で民法に
優先します。 労働基準法は実態で判断され、第９条に「労働者」とは職業の種類をとわず、事業又は事務所（以
下「事業」という。）に使用されている者で、賃金を支払われる者をいう。と規定されています。
◎労働基準法第１１条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償と
して使用者が労働者に支払う全てのものをいう。」と規定されています。従ってどのような名目でも賃金とみな

されます。
◎使用者が「９時から１８時まで」決めた時間に決まった仕事を与えて働かせている事になりますので名目をどのように
しても労働基準法上の「労働者」になります。従って最低賃金法が適用されます。
◎最低賃金法４条で次のように規定されていますのでご注意下さい。
第４条 第１項で使用者は労働者に対して最低賃金以上に支払わなければならない。
第２項で例え労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めても、その部分については無効で、
無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
第３項、第４項は例外的なことが規定されています。
第４０条 第４条第１項の規定に違反した者は原則として５０万円以下の罰金に処する。
※東京都内の地域別最低賃金は平成２１年１０月１日より１時間当たり ７９１円です。

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
◆【足立区限定】まちづくり組織育成援助事業
まちづくり勉強会、まちづくりを調査研究する団体に活動費
などを援助。※NPO活動支援センターにチラシあり！
【援助要件】
活動金額の3／4(最大30万円)。 単年度会計で3年限度。
【問合せ】 財団法人足立区まちづくり公社 まちづくり事業
部 まちづくり事業課（中央本町1-17-1）
TEL 03-3880-5711 FAX 03-3880-5690

◆ 平成２２年度「チャリティプレート助成金」
アクティビティセンター（自立生活センタ、グループホーム）、
小規模作業所などに設備・備品・車両購入費を助成
【〆切】8月31日（火）
【掲載サイト】http://www.jcpa.net/jcpa/joseikin/index.htm
【申込・問合】
特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会
TEL 03-3381-4071 FAX03-3381-2289

センターイベントカレンダー・法人情報
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◆緑の環境デザイン賞
都市の環境共生や地球環境に寄与するプランを募集。
【掲載サイト】
http://www.urbangreen.or.jp/p̲activity/greendesign/guide.html

【申込・問合】 財団法人 都市緑化基金内 「緑の 環境デザ
イン賞」事務局
TEL 03-3235-8065 FAX 03-3235-8067

◆助成金お役立ちサイトの紹介
①ボラ市民ウェブ （東京ボランティア・市民活動センター）
http://www.tvac.or.jp/
②NPO WEB （ NPO法人シーズ・市民活動を支える制度を
つくる会） http://www.npoweb.jp/
③あだち協働パートナーサイト「助成金情報」（足立区）
http://adachi-kyodo.genki365.net/
助成金の詳細は、各募集先にお問合せください。
メールマガジンでも定期的に発信中！
★申込みは⇒⇒ E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

※申込・問合は、センターまでご連絡ください。

【１】あだちＮカレ
「公益活動げんき応援事業助成金準備講座」
●日時 ８月２６日、９月２日（全２回）
各木曜 １８時３０分〜２０時
●対象 区内ＮＰＯ団体
●内容 区の「公益活動げんき応援事業助成
金」の申請のポイントを伝授
●講師 区民課職員、センタースタッフ
●定員 １５名
【３】イベント〜ポスターセッション〜
「活動ポスター作成で区民へPR」
完成品は、本庁舎２階協働プラットフォーム
に展示。団体同士の交流会も実施！
●日時 ９月１日（水）午後６時〜８時
●内容 団体の活動を紹介するポスター
を作成。作成後にポスターを囲み
参加者同士の交流会を実施。
●対象 当センターに登録のＮＰＯ団体
※未登録団体は、受講前に手続きが必要
●定員 １５名（グループ参加可）

【２】あだちＮカレ「ＮＰＯ入門講座」
●日時 ９月４日（土）午前１０時〜正午
●対象 ＮＰＯに関心のある方
●内容 ＮＰＯについての基礎講座
●講師 センタースタッフ
●定員 １５名
【４】あだちＮカレ「区民レポーター募集」
ボランティアとしてＮＰＯ団体などを訪問し、
取材・記事を作成。（登録は３月末まで）
●条件 足立区在住で、①ＮＰＯに関心があ
る人②９月からの養成講座に参加できる人
（９月１８日、９月２５日、１０月２日、１０月９日
／全４回各土曜１０時〜正午）③パソコンの
メールアドレスを持っている人
●申込 Ｅメールで、住所・氏名・年
齢・電話番号・作文「足立区の魅力」(四百
字)を提出（８/１４必着）。書類選考後、面接
により９月初旬に決定。定員６名を予定。

◆講座は参加費無料。会場は、いずれもNPO活動支援センターとなります。
◆赤字は休館日、 □ 印は施設点検のため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２２年５月末現在）
●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 149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
6544団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
40112団体
編集後記
あだちＮカレの申込が毎回定員を上回っています。
足立区で何かを始めたい！という想いが形に繋げるといい
な、と感じます。8月9月もセンター主催の講座が目白押
し！ぜひ参加してください。また、講座報告を協働パート
ナーサイトに掲載しています。ぜひアクセスしてみてくだ
さいね。

【区内ＮＰＯ団体のみなさんへ】 ポスターセッションで団体活動ＰＲポスターを作ろう！

