新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
NPO POP NEWS！

社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします。

NPO活動には事業の企画・運営、資金、広報など悩みが尽きません。そんな時に身近で支えてくれて、問題
の解決を助けてくれる応援団体が存在します。今号では、応援団体が集まって12月19日(土)に開催した「NPO
と応援団体の交流会」の内容をご紹介します。

◆応援団体活動紹介①
加藤 俊也（かとう としや）氏：認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 理事
NPO会計税務専門家ネットワーク(以下“＠PRO”)は、NPOが人々から支持され、
自主的な活動ができる社会を目指しています。 “＠PRO”の会員は全国約500人の
税理士・公認会計士などの専門家で、NPOを対象に会計・税務の支援を行ってい
ます。また2010年に全国のNPO支援センターや会計士等の民間が集まり、NPO
法人の会計報告の統一ルールとしての「NPO会計基準」を策定しました。そして、
その普及とメンテナンスのためにNPO法人会計基準協議会を設立、 “＠PRO”も運
営に携わっています。
具体的な“＠PRO”の支援活動は次の通りです。
加藤氏
①“＠PRO”のWEB「NPOの税務・認定相談室」に寄せられた相談への回答、及び （NPO会計税務専門家
ネットワーク）
NPO法人会計基準協議会のWEB「会計の質問掲示板」への回答
②会員名簿（会計税務のプロ）を公開しての個別相談対応
③初心者向け会計税務Q&AのWEB上での公開
④NPO会計マニュアル、監査のための業務チェックリスト等のツールの提供
⑤専門家向けの会計税務の解説書「NPO法人実務ハンドブック」の出版 等
さらに、複雑な障害者福祉サービスの法人税課税に対応する検討委員会を立ち
上げて調査研究を行い、近く調査報告を公表する予定です。

◆応援団体活動紹介②
長瀬 愼治（ながせ しんじ）氏：認定NPO法人 日本NPOセンター TechSoup Japan 事務局
日本NPOセンターは、NPO法人が活動しやすくなるように、様々な環境整備や、
経営基盤の強化をするための支援などを行っています。今回はその支援サービス
の1つとしてTechSoupを紹介します。
TechSoupはIT、いわゆるテクノロジーを使った仕事の効率化を推進するため
に展開しているプログラムです。世界的なネットワークによるプログラムで、日
本NPOセンターは日本のTechSoup Japanを運営しています。
世界的なIT企業や日本のIT企業とパートナーシップを組んで、企業が提供して
いるソフトウェアやサービスを特別価格もしくは寄贈というかたちで、NPO団体
や非営利団体に提供しています。TechSoupを通じて、NPO団体や非営利団体と、
社会貢献をしたいIT企業とを結びつけています。
長瀬氏
TechSoupに登録できる団体は、NPO法人、社会福祉法人、公益財団法人、公
（日本NPOセンター）
益社団法人、一般社団法人（非営利徹底型）です。また、寄贈対象団体の条件は
ソフトウェア提供企業によって異なります。団体登録をして申請するかたちです。
新型コロナウィルス感染拡大により、今までのような活動ができず、ITを利用
した活動をせざるを得ない状況のなか、このプログラムを是非活用いただきたい
と思います。
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◆応援団体活動紹介③
篠崎 研一（しのざき けんいち）氏：第一勧業信用組合 連携企画部 部長
第一勧業信用組合（以下“かんしん”）は、“地域とのふれあいを大切に”を経営理
念に、本来の金融機関の業務だけではなく、地域の祭礼や町会行事に参加するなど、
地域社会の発展に貢献することを目指して事業を展開しています。
“かんしん”は、他の金融機関に先立って、2年前に「SDGs」宣言をしました。
「SDGs」を掲げ、地域課題に取り組む人たちを支援することが本分と考え、ソー
シャルビジネス支援に積極的に取り組んでいます。主な支援サービスは以下の4点
です。
①資金調達の相談（特に融資）
篠崎氏
新規事業等の運転資金や設備資金、また助成金の入金までのつなぎ資金等様々な
（第一勧業信用組合）
用途に対しての融資を行います。
②専門家・協力者の紹介
士業団体、寄付関連、ファンドレイジング関連団体との繋がりを持っており、お
客様に対して必要な協力者を紹介します。
③イベント・セミナー等の開催
応募の中から数社のプログラムに絞って、3ヶ月間集中的に支援を行う“東京
ソーシャルビジネス・アクセラレータープログラムや、日本政策金融公庫との共
催で「ロジックモデルの作成」セミナーを開催しています。
④伴走支援
“東京ソーシャルビジネス・アクセラレーター・プログラム”で、支援者の紹介、
発信面のサポート、セミナーの開催等、それぞれの団体に必要な支援を行ってい
ます。

◆トークセッション
トークセッションでは、コロナ禍での各団体の活動の紹介や、会場やオンライン
参加者からの質問への回答などが行われました。
Q1：コロナ禍で各団体はどのような活動を行ってきましたか？
篠崎氏：お祭りなどの地域の活動はストップし、対面での活動は行えませんでした。
“かんしん”の非営利団体への支援活動で多かったのは、融資よりも、早急に助成金
を申請したらよい等のアドバイスをすることでした。今後の課題としては、落ち込
んでいる事業を元に戻すとともに、従来の活動形態を見直しビジネスモデルを変え
ることも必要だと思います。
加藤氏：レストランやカフェなど飲食に携わっているNPOからの持続化給付金や休
業補償金が支給されるのか等の問い合わせに対しての調査、回答が多かったです。
また、当団体を含め全国のNPO支援センターでネットワークを作り、オンライン会
トークセッションの
議を開き、寄付を中心に活動を行っているNPO法人に対して持続化給付金を支給す
様子①
る制度の提言をまとめ、この制度を実現させました。
長瀬氏：コロナ禍により、対面による活動は難しくなったため、様々な形でITを
使った活動が行われ、また、そのために組織内のIT化を進めるNPOも出てきました。
当団体でもセミナーやイベントをオンラインで行うことで、今まで参加できなかっ
た人たちも参加できるようになり、沖縄から北海道まで全国からの参加があり、支
援者の拡大に繋がりました。
Q2：非営利団体が支援してもらうためには何が必要ですか？
加藤氏：非営利団体は運営維持のために様々な努力を行っています。努力は必要で
すが、それ以上に自分達が提供しているサービスが本当に地域等のニーズに合って
トークセッションの
いるか、役立っているか意識して活動することが重要です。ただ実際にニーズに
様子②
合っているかは見えづらいので、積極的に活動していることを見せるために事業報
告書と会計報告書を公開することは大切です。これらの報告書は行政に提出するの
が目的ではなく、より多くの人に活動に共感してもらい。支援してもらうために必
要なものです。東京都の場合、提出後、書類をスキャンして、都のHPで公開してい
るので、自由に閲覧できます。

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 認定NPO法人 アトピッ子地球の子ネットワーク 》
“アレルギー患者の支援、人と自然が共生できる社会の実現をめざす！”
アトピッ子地球の子ネットワークは、アトピー・アレルギー性疾患をもつ患者とその家族を支援し、人と
自然が共生し多様な価値を認め合い、誰もが共に生きることができる社会をつくりたいと考えています。ア
トピー性皮膚炎、ぜんそく、食物アレルギー、花粉症などの疾患のある人も、元気な人も、みんなが身体と
こころのバランスが取れた健康を自分自身の手に取り戻すことをめざして活動しています。

♪当センターで行われる「第139回市民とNPOの交流サロン」にご登壇いただきます♪
開催日時：2021年2月12日（金）18時45分～20時45分
※是非ご参加ください。
参加方法：オンライン（詳細はhttps://snponet.net
語り手：認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク
参加費：無料

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
【電 話】03-5206-6527
【Email】hiroba@s-nponet.net

イベント情報は各団体のHP等に掲載されているものを紹介しています。コロナ禍のためイベントが延期や中止になるこ
とも考えられますので、詳細については各団体にお問い合わせください。

プラチナ美容塾

「オンラインボランティア活動報告会」
日 時：2021年2月6日（土） 13:30～15:30
場 所：港区介護予防センター ラクっちゃ
(港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦2F)
参加方法：会場参加・WEB参加共に可能
内 容：高齢者施設で実施した成果と課題について紹介
参加費：無料
定 員：会場参加：先着40名 WEB参加：先着100名
問合せ・申込：プラチナ美容塾
【HP】 https://platinabeauty.com/
【電話】070-2187-8066 (午前10時～午後5時）
東京自殺防止センター

「第7回 西原由記子記念事業講演会」
日 時：2021年2月11日（木・祝） 14:00～15:30
参加方法：WEB参加
参加費：無料 定 員：150名
内 容：自己否定感と向き合う…不登校・引きこもりを
経験して生きていく
申 込：
https://www.befrienders-jpn.org/cgi/mpmail3/form.cgi
問合せ：東京自殺防止センター
【電話】 03-3207-5040 (月から金10:00-17:30)
【FAX】 03-3207-5098
【HP】 https://www.befreinders-jpn.org/
新宿区民活動支援サイト“キラミラネット”をご利用ください
新宿 区を拠点 に行われ ている地域活 動や社会 貢献 活動 、

建築ネットワークセンター
2020年度 マンション連続講座 5回目

「管理会社とのつきあい方」
日 時：2021年2月10日（水） 18:15～20:30
場 所：建築ネットワークセンター事務所
(新宿区早稲田74 鱒渕ビル301)
参加費：一般500円 会員300円
事前申し込み必要
問合せ・申込：建築ネットワークセンター
【電話】 03-6457-3178
【Email】 kenchiku@d2.dion.ne.jp
【HP】 http://www.kenchikunet.org/access.html
日本ブラインドサッカー協会

「さいたま市ノーマライゼーションカップ2021」
埼玉T.Wings 対 buen cambio yokohama
開催日：2021年2月20日(土)
13:40 開会式 14:00 キックオフ 終了後表彰式
会 場：新型コロナウイルス拡大防止の為無観客試合
視聴方法：YoutubeLｉｖｅ 配信
問合せ：日本ブラインドサッカー協会 大会実行委員長 土屋
【電話】 03-6908-8907 【FAX】 03-6908-8908
【Email】 taikai@b-soccer.jp
【HP】 https://www.b-soccer.jp/
https://normalizationcup.b-soccer.jp/game
＜イベント情報/ボランティア募集など＞
◆対象期間：2021年2月25日(木)～3月31日(水）

趣味、サークル活動など、身近な地域活動の情報を一堂に集

◆募集締切：2021年2月5日(金）

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

す。（登録料は無料です）

◆掲載件数：最大5件（1団体1件まで掲載できます。応

URL：http://shinjuku.genki365.net/

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

問合せ：新宿区地域振興部

ト・登録団体のイベントを優先させていただきます。）

地域コミュニティ課
【電話】 03-5273-3872
【FAX】 03-3209-7455

◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合せ先
を、新宿NPO協働推進センターまで、FAX又はメールに
てご連絡ください。
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【ファシリテーション講座】
～明日から使えるファシリテーション実践講座～

【日 時】2月13日（土）13:00～17:00
【内 容】ファシリテーションとは何でしょう？「メンバーでの議論がまとまらない」「アイディアが出ない」と
お悩みの皆さん、多様な人々が参加する話し合いや組織運営のために安全安心な場を作り、自由な対話を生み
出しながら、協働を促進するファシリテーションの手法を学びましょう。オンラインでのコミュニケーション
についても考察します。
【講 師】長畑 誠 氏（明治大学 公共政策大学院 ガバナンス研究科長・ 教授）
【会 場】当センター501会議室
【参加費】2,000円（資料代等として）
【定 員】20名
※オンライン受講もできます。詳細はホームページでご確認ください。

【NPOのための会計講座 ①②③④】※オンライン受講のみ
【日

【内

～日常の仕訳・記帳から決算まで～
時】①② 2月20日（土）13:00～17:00
③ 2月23日（火・祝）18:45～20:45
④ 2月26日（金）18:45～20:45
容】NPO法人の会計の仕組みから決算まで4回集中講座で学びます。

①＜2/20＞NPO法人の会計の仕組みを知ろう
②＜2/20＞簡単なバランスシートを作ってみよう
③＜2/23＞決算の仕方をマスターしよう
④＜2/26＞NPO法人の決算書を作ってみよう
【講 師】田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援協会 理事長 公認会計士・税理士）
【参加費】4,000円（各回 1,000円）（資料代等として）
★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座・イベントを延期又は中止する場合がございます。
最新情報等につきましては、当センターＨＰをご参照ください。【URL：https://snponet.net/】

4

