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チャレンジインターンシップ
ウェブサイトに活動レポートを
掲載中です。

インターン活動のようすを
紹介した動画はこちらから。

令和元年度ＮＰＯ強化による復興創生事業

　今年度のチャレンジインターンシップ事業は、県内24のＮＰＯ法人で
55名のインターン生が活動に取り組みました。各インターン生は、夏休
みの一週間から10日程度、それぞれの受入ＮＰＯ法人で農作業や障
がいのある子どもたちへの支援、フィールドワーク等、様 な々活動に取り
組みました。

　活動取材でインターン生に感じたことを伺ったところ、「活動を支える影の
努力に感銘を受けた」「子どもの未来を考えることが復興へつながるのだと
思った」「強い志と想いが感動を生みさらなる活動の広がりにつながることを
知った」などの感想があり、ＮＰＯ法人が真剣に活動に取り組む姿を肌で感じ
ているようでした。
　また、今後はこんな自分になりたいという言葉もたくさん聞くことができまし
た。「自分からいろいろなことにチャレンジできるような人になりたい」「自分は
何をなすべきか考えたい」「素敵な大人に出会い自分も素敵な大人になりた
いと思った」など、今回のインターン活動が今後の自分のあり方を考える貴重
な時間となったことが伺えました。

「チャレンジインターンシップ事業」活動報告

サッカー

スクールで一緒に

練習する様子

カヤックツアーで

パドルの使い方の説明を

する様子

地域交流会で

地域の方と農作業を

行う様子

児童発達支援で

児童と一緒に工作へ

取り組む様子
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Pick up 
地域に根ざし、  NPO

飯舘村認定特定非営利活動法人

ふくしま再生の会
飯舘村から地域を、世界を再生する‼
　認定特定非営利活動法人ふくしま再生の会は、東日本大
震災による福島第一原子力発電所の事故により計画的避
難区域に指定された飯舘村を再生すべく、平成23年6月に
設立されました。
　飯舘村は平成29年3月31日に避難指示が解除されまし
たが、今なお経験したことのない不安に晒される飯舘村の
村民たちが安心して生活ができるよう、放射能のモニタリン
グや自分自身で農作物などの線量を測ることができる線量
小屋を建てるなどの「農業の再生」と、震災で傷ついた人々

線量を測る機械

「風と土の家」
宿泊者が自由に
使える食堂

の心を癒し、元の生活に戻れるようにするための「人間の再
生」に総合的に取り組んでいます。
　また、使われなくなった仮設住宅を再利用して建てられ
た、村外の人も利用できる宿泊施設「風と土の家」*1の運営
を、佐須行政区地域活性化協議会の一員として準備してお
り、特に週末には国内外問わず様 な々利用者が訪れます。
　4年ほど前からは飯舘村の現状を知ってもらう取り組みと
して関東の高校生を受け入れ、農業体験などの機会を提供
しています。福島の事故は1つの分野の問題に留まりません。
様 な々学部・学科の若者に現状を知ってもらうことは、次世
代の農業・人間の再生に繋がっていきます。
　「再生とは支援する・されるではなく互いに共感、協働す
ること」と菅野副理事長はおっしゃいます。再生に終わりは
ありません。再生に何が必要かを考え自発的にアイディアを
出し、次世代に繋がる若者に放射能による動植物への影響
の学びを深める等、何らかの形で再生の道に繋がるものを
見出すことが、二度と同じことを起こさないためには必要な
のです。

協働で作って
いるハウス

＊1 飯舘村佐須字55

 NewsLetter Vol.2 ❸

   様々な社会的課題を解決するために元気に活動しているNPO法人をご紹介します

北塩原村

地域の魅力を発信し、自然と人をつなげていきます!!

　ＮＰＯ法人裏磐梯エコツーリズム協会は、北塩原村とそ
の周辺地域の自然・文化・歴史などを守り、持続可能な地
域づくりを推進するために2017年9月に北塩原村で設立さ
れた村唯一のＮＰＯ法人です。
　法人格を有する前から団体の活動は始まっており、おもて
なしの心を忘れず10年以上、観光を通して村を訪れるたくさ
んの方に自然や文化などの地域資源の良さを伝える工夫を
行ってきました。
　村には毎年多くの観光客が、裏磐梯地域の自然に魅か
れて訪れますが、活動をはじめたころとは観光の形態も団
体から個人へと変化してきています。
　現在、さまざまな地域で外来の動植物が生態系を壊して
います。裏磐梯も例外ではありません。そのため団体では
生態系を維持するための駆除活動に力をいれてきました。
　また、それだけではなくその駆除した植物をつかって草木
染めを行ったり、歴史や文化など地域の宝を発見していくよ
うな体験型の講座やイベントを実施してきました。

　環境保全（エコロジー）と経済振興（エコノミー）の調和を
図ることがエコツーリズムの理念です。
　「関係する人たちと裏磐梯の情報や自然調和の価値観を
共有する必要を感じ、活動をすすめています。」と真野理事
長はおっしゃいます。
　「人と自然」「人と人」が理解しあいながら活動を進めるこ
とが豊かな自然を次世代へ引きつぐための基盤づくりになり
ます。これからも関係・交流人口の拡大を目指し、さらなる
裏磐梯の発展に貢献していきます。

NPO法人

裏磐梯エコツーリズム協会

森林講座の
様子

団体で開催した
組み木フェスティバルの様子

コカナダモの駆除活動の様子
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事業や組織が最終的に目指す変化・効果の実現に向けた道筋を体系的に図示
化したもの、事業（問題解決）の設計図のことをいいます。

ロジックモ
デルの例

・日本財団ロジックモデル作成ガイド　日本財団刊　

・2018年度休眠預金を活用するための社会的インパクト評価講座資料　山﨑庸貴著
  ふくしま地域活動団体サポートセンター

・2019年度第1回ロジックモデル作成講座資料　堤大介著
  ふくしま地域活動団体サポートセンター

ロジックモデル
　ふくしま地域活動団体サポートセンターでは「休眠預金を活用するための社会的イ
ンパクト講座」として2018年に、「ロジックモデル作成講座」として2019年に、講座
をとおしてロジックモデルを団体の皆さんに学んでいただきました。
　そこで、今後ますます地域活動や事業で必要になってくる、ロジックモデルについて
ニュースレターでも詳しくお伝えいたします。

学習支援事業におけるロジックモデル

Input
（投入資源）

Activity
（事業、活動）

Output
（結果）

Outcome
（短期成果）

Outcome
（長期成果）

Impact
（起きる効果）

大学生
ボランティア

相談支援
専門家

募集・選考

相談支援に
関する
研修実施

学習・進路
相談サービス

自己肯定感の
向上

将来への
意欲の向上

指導プログラム
の作成

学習指導
サービス

学習内容の
理解

目的：「貧困家庭向けの学力向上」
対象：「一般的な塾に通えない生徒」

学習意欲の
向上

学力（進学率）
の向上

学習習慣の
定着

行政と連携
した対象者の
抽出と
参加推奨 貧困が世代間

連鎖しない
社会

教員研修

教材・教室

教　員

ロジックモデルとは？

事業の手段と成果が定義できる。

事業の確認と振り返り（改善）がしやすくなる。

事業について関係者（会員、スタッフ、理事、受益者、
支援者等）と共通理解を深められる。

Input（投入資源）
作成するには以下のような流れで検討していく必要があります。

ロジック
モデルの
作り方

ロジック
モデルの
メリット

①

①
②
③

②

③

④

⑤

例）人（職員・ボランティア）、モノ、お金、情報など。

Activity（事業、活動）
①の資源をもとに、対象者に実施する事業や活動。

Output（結果）
②の事業や活動を行ったことによる直接の変化。

Outcome（短期成果・長期成果）
③の結果から起きた対象者の変化。

Impact（事業の目標を達成した時に起きる効果）
事業や活動を行った時の目標（最終アウトカム）。
実際それを行うことで、社会や地域に与えるインパクトのこと。

⑤の事業の目標を達成した時に起きる効果を一番初めに考えたうえで、
①の投入資源から順番に④の成果までをイメージして作成します。

　県内でも既にNPOの皆さんがロジックモデルを
使用しています。実際、ロジックモデルを作成し、
事業をすすめている団体の方にお話しを伺いました。

　ロジックモデルは、
活動の手段と成果の

因果関係を整理

でき、団体内部では
会員・スタッフ・役員

・受益者の立場を

超えて共通理解を深
め活動を円滑化する

こと、外部には団

体の活動の意義や成
果を伝え、協力や資金

の調達を増やす

ことに活かすことがで
きます。作成にあたっ

ては、ロジックモ

デルや事業評価の経
験者・専門家に相談

して見てください。

NPO法人 コースター
　

代表理事　岩崎　大
樹 氏

　ロジックモデルを作
成することで、団体と

して

向かっていく方向や状
況がわかるので確認

をし

たりするのにも役に立
つと思います。

NPO法人 しんせい　

石川　淳 氏

ロジックモデルを作成することで成果がちゃんと見える化できるの
で、みんなで共有できる良さや、自分が考えている以外の成果など
新たな気付きもでるので良かったです。

NPO法人 喜多方市民活動サポートネットワーク事務局長　渡部　美加 氏

自団体の事業を確認し、
成果をあげるために是非、
ロジックモデルを作成して
みてください！

① ② ③ ④ ④ ⑤

参考文献

※日本財団ロジックモデル
　作成ガイド QRコード→
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登記をしないでいると20万円以下の過料に処せられる場合がありますので、忘れずに登記するようにしましょう！

NPOのマナビ

“登記”Q＆A
前号では定款変更について説明しましたが、
変更内容によっては法務局への「登記」が必要となります。
また、登記している理事に住所等の変更があった場合も変更登記が必要です。
今号では、見過ごされがちな「登記」について説明します。

設立時の登記以外に、どのような時に登記が必要なのですか？

登記事項（法人の名称や事務所所在地、目的、活動の種類、
事業の内容、役員）を変更した場合と、解散・清算、合併の時です。

役員の2年の任期が満了となりましたが、全員再任となりました。
その際も登記が必要ですか？

はい、再任であっても登記の手続きが必要です。
※代表者のみを登記している場合には、その方だけの再任（重任）の登記で済みますが、
　理事全員を登記している（理事全員に代表権がある）場合には全員の登記が必要です。

なお、登記している理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、
これらに変更があった場合は、変更の登記をしなくてはいけません。

Q

A

自法人の定款では、主たる事務所の所在地を最小行政区画（市町村名まで）と
しています。同一行政区画内で事務所を移転した場合でも登記は必要ですか？

はい。設立等の際に法務局で発行した登記事項証明書を見るとわかるように、
「主たる事務所」の欄には「～〇丁目□番△号」等、詳細に記載が
ありますので、その部分が変更となれば移転登記が必要です。
また、その際は併せて任意の様式で所轄庁（事業報告書等を提出する窓口）へ
報告してください。

Q

A

いつまでに登記すれば良いですか？

主たる事務所の所在地では2週間以内、その他の事務所の所在地では3週間以内です。
※変更の内容により、「変更が生じた日から」、所轄庁からの「認証書到達後から」等、登記期間
　の開始日が異なります。また、福島県内には福島地方法務局の本局（福島市）と出張所、
　支局がありますが、出張所、支局では取り扱いのない手続きもありますので、
　詳しくはお近くの法務局へお問い合わせください。

福島地方法務局　管内法務局一覧
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日　時 ： 2019年12
月7日（土）13：30～

15：30　 

場　所 ： 田村市役所
201会議室（田村市船

引町船引畑添76-2）

講　師 ：山﨑　庸貴
 一般財団法人ふくしま

百年基金　代表理事

 日本ファンドレイジン
グ協会　認定ファンド

レイザー　認定講師

 東北チャプター共同代
表

 

これからの活動
資金

について学ぶ講
座

次回講座
案内

地域活動団体にとっ
ての活動資金集めは

、組織や事業を成長
させることであり、また

共に活動する

仲間を集めることでも
あります。この講座で

は寄付や助成金、事
業収入などの活動資

金について、そ

のポイントを解説して
いきます。皆さんの活

動が持続可能なもの
となるよう、一緒に学

びましょう！

～持続可能な活動を
支えるために～

参加費 

無料

ウェブサイトから
お申し込み
いただけます。
https://f-saposen.jp/20191207
 fundraising-koza/　

遺贈寄付って
ご存じですか？

個人が死亡した場合、遺言によって、財産の全部

または一部を法定相続人または法定相続人以外の

人（自然人または法人）に無償で譲渡（贈与）する

ことを「遺贈」といいます。 

　遺贈寄付は金額の多寡に関係なく意思（遺言）があれば
寄付ができ、またどのような団体であっても受遺者になること
ができるので、潜在的可能性が非常に大きいものです。
　2011年時点で40歳以上の男女の21％が、遺贈寄付に関
心があるとの調査結果があります。しかしながら、実際には
寄付を実行できていない人たちが多いのが現状です。その
要因は、遺贈者と受遺者相互の遺贈寄付に対する知識不
足・経験不足であると推測されます。

　遺贈寄付に限らず、寄付の仕方や資金集めに関しての知
識を得ることは、今後の団体活動における重要なファクター
となるのではないでしょうか。
　次回の講座では、こういった寄付や助成金・事業収入な
ど活動資金について学ぶことができます。自団体の今後の発
展・継続の学びに繋がる内容となっておりますので、是非ご
参加ください。

参考文献：遺贈寄付ハンドブック[改訂版]／特定非営利活動法人　日本ファンドレイジング協会
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チャレンジして
みよう！助成金情報 NPO関連の助成金情報については

当センターのホームページをご覧ください。
【URL】https://f-saposen.jp/category/subsidy/

運営委託：福島県企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課
運営受託：認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

〒960-8043　福島県福島市中町 8番 2号 福島県自治会館 7階
TEL.024-521-7333　FAX.024-523-2741
E-mail  saposen@f-npo.jp　 URL  https://f-saposen.jp/

◆県内の認証NPO法人団体／ 922 団体　　◆特例認定NPO法人団体／ 1団体
◆認定NPO法人団体／ 18 団体　　　　　　　　　　　　　                2019 年 9月30日現在

ふくしま地域活動団体サポートセンター

今後情報共有で「#ふくしまNPO」を使いませんか？【後藤】
秋も深まりもうすぐ冬。今年立てた目標は叶うかな？【野地】
学生の皆さんからいただいたパワーを元に頑張ります！【櫻井】
筋トレと菌活でこれからの寒さに備えます。【青柳】
寒さに負けない強い体を作りたいです。【宍戸】
まだまだ勉強中！！頑張ります。【梅宮】
これから冬本番がやってきます。今年の雪は・・・【石坂】

編 集 後 記

◇保健・医療又は福祉
障がい者福祉助成金【支援元／公益財団法人 ヤマト福祉財団】
●対象事業／会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・研究・スポーツ・文化の事業等。
●申込締切／2019年11月30日（土）　●上限金額／ 1件あたり100万円
●参考URL／https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/

◇環境保全
アウトドア環境保護基金（後期）【支援元／コンサベーション・アライアンス・ジャパン】
●対象事業／自然が残された特定の土地や水域を、野生生物の生息地、またはアウトドア・レクリエーションの機会を確保するために保全することを目的としているプロジェクト。
●申込締切／2020年2月15日（土）　●上限金額／ 1件あたり50万円
●参考URL／https://outdoorconservation.jp/promotion-support

◇災害救援、子どもの健全育成
FunD（ファンド）福島の子ども支援プログラム【支援元／株式会社ラッシュジャパン（LUSH）】
●対象事業／福島第一原発事故により影響を受けた子どもたちに「楽しみ」を届けるためのプロジェクト。
●申込締切／3か月に1回、3月末、6月末、9月末、12月末　●上限金額／ 1件あたり200万円
●参考URL／https://jn.lush.com/article/what-fund

◇学術・文化・芸術・スポーツ
文化、スポーツに関する各種団体への助成事業【支援元／公益財団法人 東邦銀行教育・文化財団】
●対象事業／県内文化団体で、地域における文化の向上発展に寄与すると認められる公演活動および成果発表事業、または地域におけるスポーツ水準の
 向上発展に寄与すると認められる各種競技会および講習会の実施。
●申込締切／2019年12月30日（月）　●上限金額／ 1件あたり10万円あるいは20万円
●参考URL／https://www.tohobankkyoikubunka.jp/

◇環境
2020年度地球環境基金つづける助成【支援元／独立行政法人 環境再生保全機構】
●助成対象／環境保全に資する活動を1年以上継続し、活動を持続的に続けることを目指す団体。
●申込締切／ 2019年12月3日（火）　●上限金額／ 1件あたり50～ 300万円
●参考URL ／ https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html

◇子どもの健全育成
児童の健全な成長を支援する事業の助成【支援元／公益財団法人 ヨークベニマル文化教育事業財団】
●助成対象／福島県内に活動拠点を置く、NPO等の法人格のある団体または4名以上のメンバーが活動している団体。
●申込締切／ 2019年12月31日（火）　●上限金額／ 1件あたり30万円
●参考URL ／ http://www.ybfoundation.or.jp/

◇災害救援、環境、保健・医療・福祉
第21回社会貢献基金助成【支援元／一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団】
●対象事業／地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業などの社会貢献活動及び社会貢献に資する調査・研究を目的とした事業。
●申込締切／ 2020年2月29日（土）　●上限金額／ 1件あたり200万円（研究助成は100万円）
●参考URL ／ http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/

◇学術・文化・芸術・スポーツ、子どもの健全育成
2019 年度　森村豊明会 助成金【支援元／公益財団法人 森村豊明会】
●対象事業／学術・文化の振興を目的とする事業や、児童または青少年の健全な育成を目的とする事業等。
●申込締切／ 2019年12月12日(木)　●上限金額／年間助成予想額8,500万円
●参考URL ／ http://morimura-houmeikai.jp/recruitment/


