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　盛岡市「プラザおでって」で、「もっ
たいない」精神のもと、衣食住からラ
イフスタイルを考える「もりおかエコ
ライフ2013」が開催されました。当
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ちゃ病院は毎月、盛岡市内で定期的に
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●事業内容
1．総務・会計支援事業
　現在、ＮＰＯ法人55団体に、総務・会計・財
務の相談業務を行っています。
2．相談会の開催
　平成19年より、無料相談会を月1回、盛岡市の
「プラザおでって」で開催しています。
　また昨年度に引き続き、沿岸4地区のＮＰＯを対
象とした「なんでも無料相談会」を開催しています。
3．講師派遣・講座開催
　各団体に講師の派遣を行ったり、県委託事業
による会計支援講習会などを行っています。

●みなさんへメッセージ
　ＮＰＯの中には、本来の事業活動が多忙なこ
とから、総務や経理などに十分な時間を割けな
いところや、スタッフを養成することが難しい団
体も見受けられます。そのような団体には、月１
回の無料相談会の利用をお勧めします。また、会
計処理がスムーズにいっていない団体があれば、
ご相談に応じますのでご一報願います。
	 	

【NPO法人シニアパワーいわて】
〒020-0863 盛岡市松園２丁目８－２
TEL･FAX：019-626-0098
Ｅmail：zensyo.n@gmail.com

NPO 法人 シニアパワーいわて

●事業内容
1．地域活性化事業
　地域活性化のため、地域行事への参加・支援
を行っています。
　また、「地域の総合力で、活性化は成り立つ」と
の考えから、NPO法人だけではなく、任意団体、
各種法人、民間企業のCSRの連携・協働を行って
います。
2．中間支援事業
　盛岡市中の橋通の公共施設プラザおでって内
「もりおか市民活動支援室」の運営を行い、様々
な地域活動のサポートを行っています。
　また、盛岡市中高年齢者勤労福祉センター内
では、社会起業家・起業家支援やキャリア支援
を行っており、各種情報収集・発信や相談業務を
行っています。

3．活動拠点管理運営事業
　盛岡市中高年齢者勤労福祉センター余暇やス
ポーツなどの社会活動を通じて、地域社会とのつ
ながりを目指しています。
●みなさんへメッセージ
　アイディングは「地域の連携を図り、行政、企
業、団体、地域住民と力を合わせ、取り組むこと」
を目的としています。また、市民に「開かれた場」、
「共に成長する場」、「集まりやすく居心地の良い
場」の提供を行い、多様なニーズに対応し、これか
らも地域を応援していきます。
	

【NPO法人 アイディング】
住所：020-0861 岩手県盛岡市仙北三丁目21-6
TEL：019-635-1200　FAX：019-635-9601
Ｅmail：info@iding.org

特 集 新しい可能性
中間 支 援 ネット ワ ー クと の 協 働

中間支援とは？
　中間支援とは、「行政と地域」「地域と地域」「行
政と企業」などをつなぐパイプ役となって、支援
を行うこと。また情報発信や自分たちの知識や技
術を活用し、他の市民団体やボランティア団体そ
してNPOなどをサポートするため活動します。

いわてNPO中間支援ネットワーク！！！
　岩手県の中間支援組織が、みなさんの活動をサポー
トとしたいと考え、平成20年に結集したものが「いわ
てNPO中間支援ネットワーク」です。現在14団体で構
成されており、今後、さらに中間支援機能を高め、協働
を推進する役割が期待されています。
■県央地区（4団体）
　NPO法人 アイディング（盛岡市）
　NPO法人 いわてNPOフォーラム21（盛岡市）
　NPO法人 政策21（盛岡市）

　NPO法人 シニアパワーいわて（盛岡市）
■県南地区（5団体）
　NPO法人 いわてNPO－NETサポート（北上市）
　NPO法人 いわて地域づくり支援センター（花巻市）
　NPO法人 奥州・いわてNPOネット（奥州市）
　NPO法人 花巻市民活動支援センター（花巻市）
　NPO法人 レスパイトハウス・ハンズ（一関市）
■県北地区（2団体）
　NPO法人 カシオペア連邦地域づくりサポーターズ（二戸市）
　NPO法人 やませデザイン会議（久慈市）
■沿岸地区（3団体）
　NPO法人 いわて連携復興センター（釜石市）
　NPO法人 夢ネット大船渡（大船渡）
　NPO法人 ＠リアスNPOサポートセンター（釜石市）
　今号では、この中の5団体を紹介いたします。
　各団体からの自己紹介です。

●団体紹介
　「自分たちの地域は、自分たちの手で」をスロー
ガンに、久慈市・洋野町・野田村・普代村を中
心に、様々な地域づくり活動を行っています。
●「久慈地域市民活動支援室」
　11月からは、県北広域振興局との協働により
「久慈地域市民活動支援室」を開設しました。
「NPOやボランティアなどの市民活動に関する
各種相談」「助成金に関する相談」「各種講座
の開講」「NPO・ボランティア・市民活動に関す
る情報提供」など各種サポートを行っています。
　市民活動でお困りの方、これから市民活動を始
めたい方など、どうぞお気軽にご利用ください。
●みなさんへメッセージ
　NPOや市民活動の始まりは、身近な「気づき」
や「困りごと」です。また、「ほっとけない！」「ど
うにかしたい！」という想いから始まることもあ
ります。

　小さな想いやきっかけを大切に、まずは、そ
の想いを語るところから始めてみませんか？きっ
と同じ想いを持つ仲間が見つかるはずです。
　NPO法人やませデザイン会議は、がんばるあ
なたを応援しています！

	
【NPO法人やませデザイン会議】
〒028-0051　岩手県久慈市川崎町13-1
TEL：0194-61-3229　FAX：0194-61-3230
Email：info@i-yamase.net

【久慈地域市民活動支援室】
運営主体：NPO法人 やませデザイン会議
開設期間：平成25年11月1日～平成26年2月28日
開所時間：平時10時～16時
連絡先：上記のとおり

NPO 法人 やませデザイン会議

NPO 法人 アイディング



PIN Vol.3  2013.114 5

岩手県からのお知らせ

●事業内容
１．被災者いきいき支援事業
（１）手芸講習の開催　手芸講習を毎月10ヶ
所前後の仮設住宅集会所等で開催しています。
（２）傾聴活動　高齢者宅を訪問し話し相手と
なっています。
2．被災者支援情報誌の発行
　平成23年4月から発行している「復興ニュー
ス」、現在は毎月2回各5千部を発行し、仮設住
宅配布や公共施設・ショッピングセンター等に
置いています。
３．三陸鉄道盛駅ふれあい待合室の運営
　岩手県から盛駅舎利活用と三陸鉄道（株）
から駅業務の委託を受け、街の賑わいと三
鉄経営向上へ努力しています。合わせて被災
者の内職支援として手芸品の販売を行ってい
ます。

4．パソコン教室の開催
　初心者向けにチラシの作り方などを指導して
います。
5．県内外支援団体のコーディネート
　中間支援団体として大船渡市・陸前高田市
のネットワーク活動や県内外支援団体からの照
会に対応しています。
●みなさんへメッセージ
　皆様の団体と協力し合いながら、被災者支
援と被災地復興へ努力いたしますので、今後と
もよろしくご指導・ご協力をお願いします。
	

【NPO法人 夢ネット大船渡】
住所：022-0003大船渡市盛町字内ノ目14－15
TEL：0192-47-3271
URL:http://www.geocities.jp/npoyumenet/NPO.html
e-mail：npoyumenet@bz01.plala.or.jp

NPO 法人 夢ネット大船渡

NPO 法人 奥州・いわて NPO ネット

1労務・税務・会計支援講習会

〈開催日・会場〉
●平成25年12月6日（金）10：00～17：00
　宮古地区合同庁舎（宮古市）
●平成25年12月13日（金）10：00～17：00
　釜石地区合同庁舎（釜石市）
●平成26年1月22日（水）10：00～17：00
　大船渡地区合同庁舎（大船渡市）
●平成26年1月29日（水）10：00～17：00
　北上地区合同庁舎（北上市）
●平成26年2月26日（水）10：00～17：00
　一関地区合同庁舎（一関市）
●平成26年3月5日（水）10：00～17：00
　いわて県民情報交流センター（アイーナ）（盛岡市）

2認定ＮＰＯ法人取得セミナー

〈開催日・会場〉
●平成25年11月27日（水）13：30～16：30
　カシオペアメッセなにゃーと（二戸市）
●平成25年11月28日（木）13：30～16：30
　岩手県公会堂（盛岡市）
●平成25年12月３日（火）13：30～16：30
　なのはなプラザ（一関市）
●平成25年12月4日（水）13：30～16：30
　大槌中央公民館（大槌町）

3寄附募集セミナー・交流会

〈開催日・会場〉
●平成26年1月16日（木）13：30～19：30
　あえりあ遠野（遠野市）
●平成26年1月17日（金）13：30～19：30
　宮古市民総合体育館（宮古市）
●平成26年1月27日（月）13：30～19：30	
　いわて県民情報交流センター（アイーナ）（盛岡市）
●平成26年1月28日（火）13：30～19：30
　やませ土風館（久慈市）

4協働のまちづくりフォーラム 
　～復興、そして未来へ～

〈開催日・会場〉
●平成25年11月26日（火）13：15～16：00
　シビックセンター（二戸市）
●平成25年12月15日（日）13：15～16：00
　宮古市役所（宮古市）
●平成26年2月1日（土）13：15～16：00
　盛岡市中央公民館（盛岡市）
●平成26年2月15日（土）13：15～16：00
　花巻市交流会館（花巻市）

　「復興支援の担い手の基礎的能力強化事業」の一環として、ＮＰＯ等を対象とした各種研修
会を開催しますので、ふるってご参加ください。お問い合わせ及び参加申込みは、各運営法人
までどうぞ。

運営：ＮＰＯ法人シニアパワーいわて
　　　019-626-0098
　ＮＰＯ法人の総務、労務、税務、会計など総合的
な基礎知識を学ぶ講習会です。設立して間もない団
体や、担当者が新たに変わった団体などはぜひご参
加ください。個別相談会あり。

運営：ＮＰＯ法人いわて連携復興センター
　　　0197-72-6200
　認定ＮＰＯ法人制度の概要や取得プロセスを分か
りやすく説明。県内の認定ＮＰＯ法人の事例紹介も
予定しています。

運営：ＮＰＯ法人いわて連携復興センター
　　　0197-72-6200
　共感を得たり、寄附を集めるためのノウハウ習得
セミナー。交流会では企業や一般も方も交え、寄附
税制について知識を高めながら交流、情報交換を行
います。

運営：ＮＰＯ法人いわてＮＰＯフォーラム21
　　　019-605-8271
　住民やＮＰＯ、企業、行政等による協働のまちづく
りを考えるフォーラム。基調講演やパネルディスカッ
ションのほか、市民活動団体の活動紹介パネル展示
も行います。

つながれつながれつながれひとの輪
自分やみんなの

困っていることを解決
したい

活動上の
悩みを話せる
ところがほしい

活動の資金を
得たい

出前講座　開催中
NPO・市民活動講座
居場所づくりが得意です

ＮＰＯを
つくりたい

団体相互の
交流の場をつくり
コーディネートします

奥州市民活動
支援センターを運営して

います

ＮＰＯ・市民活動を
支援します

NPOの活動をわかりやすくお伝えする
出前講座「NPOってなに？」開催中

―ご連絡はこちらまで―
【NPO法人 奥州・いわてNPOネット】
住所：023-0801 奥州市水沢区横町2番地１メイプル地下１F
TEL・FAX：0197-22-4200
e-mail：oshu－iwate@able.ocn.ne.jp

独身者の雑談の場
♡Koi 活ステーション♡

始めました
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【事業実施期間】
平成26年4月1日～平成27年3月31日

【助成対象団体】
地域の福祉向上を目的に活動する県内のボラン
ティア・NPO団体
※営利を目的としていない団体、企業・宗教団体
等から独立して運営・活動している団体を対象

※今年度岩手県共同募金会が実施または推薦す
るほか助成に決定および内定している団体は
対象となりません。

【助 成 額】　1万円～20万円
【対象経費】
●住民対象として行う地域活動に直接使用する
機器、用具の購入費

●地域で福祉活動を行う団体の活動拠点立ち上
げに必要な機器等の購入経費

（助成対象とならない経費もあります。詳細は確認ください。）

【申請期間】
平成25年10月15日（火）～平成25年11月29日（金）

【応募方法】
　次の書類を申請団体所在地の社会福祉協議会に
提出してください。
①助成申請書（岩手県共同募金会、市町村共同
募金会で配布またはＨＰからダウンロードくだ
さい。）
②定款・会則・規約
③平成24年度事業報告書、収支決算書
④平成25年度事業計画表、収支予算書
⑤見積書の写し

⑥会報、広報等の団体活動がわかる資料（ない
場合は不要）

【助成決定時期および交付時期】
●助成決定時期：平成26年3月下旬
●結果の通知：平成26年4月上旬
【詳細・問い合わせ先】
申請団体所在地の市町村社会福祉協議会または
岩手県共同募金会までお問い合わせください。
岩手県共同募金会HP
http://www.akaihane-iwate.or.jp

【ボランティアに関するお問い合わせ】
岩手県社会福祉協議会	ボランティア・市民活動
センター
TEL：019-637-9711　FAX：019-637-7592
E-mail：vc-1@iwate-shakyo.or.jp
※ボランティアに関する相談はこちらまでお気	
　軽にご相談ください。
「HP	ずっぱりボランティアいわて」
URL：http://iwate-volunteer.jp/

岩手県社会福祉協議会
ボランティア・活動センターからのお知らせ

産前＆産後の心と体の 
セルフケア講座 

【日時】
平成25年12月1日（日）
10：00～12：00

【場所・会場】プラザおでって	4階	リハーサル室	
（盛岡市中ノ橋1-11-10）
【参加費】 2,000円
【定員】12組（ただし、赤ちゃん同伴でのご参加は10
名まで）

【対象】産前＆産後の心と体のケアをしたい！学びた
い！女性ならどなたでも

【持ち物】運動ができるウェア（ジーンズやストッキン
グは不可）、お飲み物、タオル、赤ちゃんの着替えやオ
ムツなど

【お申込み・お問い合わせ先】	そらっこ
E-mail：wms.iwate.sora.2011@gmail.com
申込締め切りは11月30日（土）まで。
当日連絡先：080-5063-3084

マドレボニータより
『NECワーキングマザーサロン』開催！！ 
【日時】平成25年11月30日（土）14：00～16：00
【場所・会場】アイーナ　6階	和室　
（盛岡市盛岡駅前西通1-7-1）
【参加費】500円（資料として『マドレ式ワーキングマ
ザーの教科書』をお渡しします）

【定員】10名程度（定員になり次第締め切り）
【その他】赤ちゃんの同伴については、生後210日ま
での赤ちゃんは一緒にご参加いただけます。

【お申込み・お問い合わせ先】	マドレボニータ
URL：http://www.madrebonita.com
上記サイトからお申込みください。
（携帯も可能）

イベント
情報

《赤い羽根共同募金「平成26年度福祉のまちづくり支援事業」》
　岩手県共同募金会では、住民参加による福祉コミュニティーづくりの推進を目的に、
地域で身近な福祉課題に取組んでいる団体、また住民に向けた福祉サービスを行う団
体が実施する「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」事業を支援するため、次の
とおり助成事業を募集します。

助成金の
お知らせ

アンケート募集！！
NPO・ボランティア情報誌PINの内容について

アンケート調査を行います。
アンケートに答えてQUOカードをGetしましょう♪

応募者の中から抽選で10名様に
QUOカード（500円分）プレゼントいたします！

　右側のハガキに必要事項を記入し、
点線を切り取ってポストに投函してください。

当選者の発表は、
賞品の発送をもって代えさせていただきます。

また、ご記入された個人情報は、
アンケート集計・プレゼント発送のために利用し、

それ以外では利用いたしません。
【応募締切】

2013年12月20日(金)消印有効

今回役立った記事（複数回答可）
団体紹介　イベント・助成金情報　県からのお知らせ　

社会福祉協議会からのお知らせ　NPOお悩み相談室

N活からのお知らせ

取り上げて欲しい分野（複数回答可）
団体紹介　ボランティア活動　福祉　子ども　

男女共同参画　活動支援　相談

その他(          　　　　　　　　　　　　 　　  )

情報誌PINについてのご意見またご感想をお聞かせください



  【お問い合わせ】

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号
いわて県民情報交流センター「アイーナ」６Ｆ
NPO活動交流センター
TEL：019-606-1760　FAX：019-606-1765
メールアドレス：n-katsu＠aiina.jp

　今号は、中間支援を取り上げました。自分自身、
中間支援組織に属し、半年が経ち少しずつ周り
が見えてきたと思います。しかし、まだまだ勉
強不足。よく質問される会計基準などの財務問
題や登記を重点的に学び、皆さまに還元できる
ようがんばります！	（担当　イハタ）

ＮＰＯ活動交流センターからのお知らせ

　NPO活動交流センターの HP では、様々なイベント
情報や助成金情報を掲載しています。皆さまからの情
報もお寄せください！
http://www.aiina.jp/npo/index.html

編 集 後 記

Twitter フォローお願いします！！！
https://twitter.com/aiinaNPO
Facebook いいねお願いします！！！
https://www.facebook.com/aiinaNPO
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Q年末調整とは？

A給与の支払者は、給与を支払う際に所得税
及び復興特別所得税の源泉徴収を行ってい

ますが、一年間に源泉徴収した税額の合計額が、本
来納めるべき税額と一致しないことが通常です。こ
れを精算するため、その年に納めるべき税額を計算
し、一致させる手続きを年末調整といいます。

Q扶養控除とは？扶養親族の数が変わった
らどうするの？

A扶養控除とは、給与の支払いを受ける人に
扶養親族に該当する人がいるときは、所得

金額から一定額の控除を認めるというものです。本

年の中途で、「結婚をして控除対象配偶者を有する
ことになった。」また「子供が結婚して控除対象から
外れた」など人数に変動があった場合は、その年の
源泉徴収票を作成・交付するまでに本人から「給与
所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け
てください。

Q年の途中から働いた人はどうするの？

A年の中途で職員を採用した場合は、以前勤
めいていた勤務先から支払を受けた給与と

給与から控除された源泉徴収票及び社会保険料
等を含めて、年末調整を行う必要があります。した
がって、源泉徴収票などで前の勤務先の給与等が
確認できない場合は、年末調整を行うことができま
せんので、所得の精算はその人、本人が確定申告
により行うことになります。

          ＮＰＯお悩み相談室

アイーナ　N活 検索

今回は「年末調整」編です

岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1
アイーナ６Ｆ
NPO活動交流センター 
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アンケート係

お
名
前

職
　業

ご
住
所

年 

齢

0 2 0 8 7 9 0
盛岡中央局
承　認

1253

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成25年12月
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別 男・女
〒

NPO/NGO　福祉施設　社会福祉協議会　教育機関
官公庁研究機関　企業　学生　その他(          　　)


