
 

 

 

 

 

ながの協働ねっと 

平成２８年度通常総会 

― 議  案  書 ― 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２８年７月６日（水）１７：３０から 

長野県ＮＰＯセンターセミナールーム 

 



ながの協働ねっと 

― 平成２８年度通常総会次第 ― 

 

 

 １ 開 会  

 

２ 議長選出 

 

３ 審議事項 

 

 第１号議案 平成２７年度事業報告の承認について 

 第２号議案 平成２７年度決算報告の承認について 

 第３号議案 平成２７年度監査報告の承認について 

 第４号議案 平成２８年度事業計画の承認について 

 第５号議案 平成２８年度予算の承認について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 
 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

「ながのの未来を創る、皆さんの新しいコミュニティです。」 

 

＜ミッション＞ 

 市民の自主性が活かされ、ＮＰＯが活躍する地域、多様な人々が結び合い、共に生き

る未来志向の新しいコミュニティを創る 



 

役 員 名 簿 

区  分 

 

役 員 名 所属団体 任   期 

 

代表理事 

 
三田今朝光 

夢空間松代のまちと心を育

てる会 

平成27年７月１日から 

平成29年６月30日まで 

副代表理事 中澤 聖子 エリアネット更埴 〃 

副代表理事 宮下 晃 
こども忍者スクールながの

忍法武術会 
〃 

理  事 飯島 美香 食育体験教室・コラボ 〃 

理  事 山田千代子 長野県ＮＰＯセンター 〃 

理  事 小笠原憲子 
ながのこどもの城いきいき

プロジェクト 
〃 

監 事 松岡 正幸 長野県みらい基金 〃 



 

 ながの協働ねっと 設立趣意書 

＜キャッチフレーズ＞ 

「ながのの未来を創る、皆さんの新しいコミュニティです。」 

 

＜ミッション＞ 

 市民の自主性が活かされ、ＮＰＯが活躍する地域、多様な人々が結び合い、共に生きる

未来志向の新しいコミュニティを創る 

 

 １ 設立までの経過 

   市民公益活動センター（現・市民協働サポートセンター）設立から 10年、「長野市

に NPOのネットワークが欲しい!」というが声が高まっていました。 

   設立の背景として、一つは２４年４月より発起メンバーの NPO法人が毎月長野市民

新聞「市民と NPOのひろば」編集委員会を開催してきたことです。交流が深まり、運

営の悩みや地域問題を議論する場ができました。二つ目はセンター主催「NPO カフェ

まんまる」の交流がきっかけで市民や企業経営者らとの協働事業「忍者をふやそう大

作戦」「食育劇団えぇ～っこ」が生まれてきたこと。三つ目は 25年７月に開催したセ

ンター10 周年記念フォーラム開催を通して協働することの大切さを実感したことで

す。NPOの中からネットワーク設立を訴える声があがり、25年 11月から 10回に渡っ

て検討を重ね、設立に至りました。 

 

２ 設立趣旨 

   ながの協働ねっとは「ながのの未来を創る、みんなの新しいコミュニティ」です。

NPO がコーディネート役となって、NPO 同士はもちろん、市民・企業・行政・起業家

ら多様な方々が集います。そして、市民が自主的につながり、未来志向で議論し、共

に地域・社会の課題解決に向けた事業を企画実行することで、新しいコミュニティが

ここ長野に育つことを目指します。 

   具体的には二本の柱をミッションにしています。一本目は「NPOの自立と成長、ネ

ッワークの拡大」として、定期的な交流会や相互支援プロジェクトを考えています。

二本目は「NPO と市民・地縁団体・企業・社会起業家・行政との対話交流の促進と協

働の創出」として、テーマを決めた交流会の開催や企業見学、商品・サービスの協働

開発、プレゼンの場の設定などをニーズに合わせて企画する予定です。 

 

 

    平成２６年７月１１日 

 

 長野市新田町１４８５—１ 

  ながの協働ねっと 
  （長野市市民協働サポートセンター） 

 



【第１号議案】 

平成２７年度 ながの協働ねっと事業報告書 

《総 括》 

○ 当団体の事業を通じて、交流・対話から多くの協働が創られている。特に今まではつ

ながりがなかった企業とのコラボレーションが大きな規模で実現している。一方、新

規会員の入会が少なく、今後は事業内容等を個別にＰＲするなどして、組織の拡大に

努める必要がある。  

○ 協働プロジェクトでは大きな成果が得られており、当団体の認知度・評価も高まって

いる。 

 

《各事業》 

１ ＮＰＯの対話・交流、相互支援に関する事業  

（１）「ＮＰＯの語り場」などの開催 

ＮＰＯ同士の交流・つながりの機会を企画開催した。自己紹介、情報交換、課題

の共有・アドバイス・学びの場などを通じて、相互支援のきっかけづくりができた。

また理事者だけでなく、他のスタッフ・ボランティアも参加することで、ＮＰＯ活

動に対する仲間意識をさらに高めることができた。 

・ ＴＡＬＫ＆ＴＡＬＫ ６月１２日 

（参加者 １６名・市民協働サポートセンター） 

・ お月見会 １０月２１日 （参加者 ６名・篠ノ井駅前丸十） 

・ ＴＡＬＫ＆ＴＡＬＫ １１月２７日 （参加者 ９名・市民交流センター） 

・ 時代を変える大作戦会議 ２月２日 （参加者１７名・もんぜんぷら座） 

 

２ ＮＰＯのネットワークの拡大に関する事業  

（１）会員の拡大、協働プロジェクト等の検討・実施 

・ エイリアンミーツや協働サポートセンター事業 SCCの参加者や、NPO法人申請

予定の団体などに声をかけ、入会を促した。 

 

 

３ ＮＰＯと協働先（市民・地縁団体・企業・社会的起業家・行政等）の対話・交流に関

する事業  

（１）協働先との交流会等の開催 

   他に企画・行事での交流が図られてことから、単独での開催はしなかった。 

 

（２）フォーラム（定期）の開催検討 

  「ながのこどもわくわくフェスタ」開催に向けた検討を行い、ＮＰＯ法人ながの

こどもの城いきいきプロジェクト等とともに実行委員会を組織し、実施準備を開始

した。 

 

（３）オンラインコミュニティの運営  



メーリングリストやファイスブックを活用して、オンライン上で様々な方々との

情報交換をおこない、ネットワークの拡大を図った。 

・  メールでの情報提供は、イベントに限り案内した。 

・  フェイスブックグループ「ＮＰＯながの協働ねっと」でイベントや情報案

内を行った。約 120 記事の投稿を行った。現在メンバーは 131 名に伸び、メ

ンバーからの情報投稿もあった。「ながの忍者をふやそう大作戦」「一杯のみ

そ汁プロジェクト」「市民と NPOのひろば」「ながのこどもわくわくフェスタ」

等のプロジェクト別公式ページと連携した情報提供も行った。 

・  新たに Facebook会員独自のスレッドでの連絡や意見交換を行った。 

 

（４）ＮＰＯと企業、行政、地縁団体、市民の交流  

 ① 企業との交流 

ア 「エイリアンミーツ」の開催 

長野県中小企業家同友会、B-cipとの協働により、コミュニティ・ビジネ

スをテーマに中小企業経営者らとソーシャルビジネスのアイデア出しのワ

ークショップを年間 6 回に渡って行った。場所:もんぜんぷら座会議室、出

席者毎回約 30名 

1. プレミーティング 6月 15日講演:タイラーリンチ氏、SB妄想  

2. 10月 28日 高山(高齢者・障害者)、草間(インバウンド)、堀内(地

域コミュニティ)、荒井(環境)  

3. 11月 17日 高山(高齢者・障害者)、草間(インバウンド)、水野(高

齢者)、福島(環境)、酒井(子育て)  

4. １月 26 日 酒井(子育て)、中村(観光)、宮下(インバウンド)、佐

藤(雇用)  

5. 2 月 23 日 輿石(まちづくり)、堀内(障害者)、竹内(人材育成)、

桜井(女性の仕事)  

6. 4月 5日 北村(女性の生き方)、臼井(まちづくり)  

 

イ 「大人の社会見学」の開催 

       諸般の事情により開催できなかった。 

 

 ② 行政との交流 

特に依頼、企画実施はなかった。 

 

 

（５）ＮＰＯインフォメーションのまちなかへの設置検討 寺澤 

新長野駅ビル「りんごひろば」では、一杯の味噌汁プロジェクト事業での利用の

実績ができたが、日常的なチラシ設置にはいたらなかった。まちなかの設置場所開

拓に関しては取り掛かれなかった。 

 

４ ＮＰＯと協働先との協働の創出に関する事業 



４つの協働プロジェクトの設置及び運営を行った。会員団体のメンバーがリーダーシ

ップを発揮し、協働先とのコーディネートを行った。市民協働サポートセンターが事務

局を担当し、プロジェクトの事業運営・組織化・資金調達面でのサポートをした。 

 

□ 協働プロジェクト別 事業報告 

 

Ⅰ 市民と NPOの広場編集委員会 寺澤 

１ 毎月第１火曜日長野市民新聞に、市民協働サポートセンターや長野市ボランティアセ

ンターから情報提供を受け、NPOのイベント情報を掲載した。 

・ 27年 4月〜28年 3月 約 250イベント掲載 

 

２ 28年１月正月特集「まちづくり座談会」を企画。まちづくりに寄与する 4団体の長同

士がつながり面でイベントを開催したらどうかとの意見がかわされた。 

   このシリーズを受けて市民協働サポートセンターのまんまるシリーズ(年4回)へ繋

がった。 

 

３ 計 4回の編集委員会を開催した。フェイスブック「市民と NPO のひろば」で編集委員

会の様子や、情報提供を行った。８月から３月は事情により開催できず、メールでの情

報提供などを中心に事務局で進めた。 

 

Ⅱ 信州発！一杯のみそ汁プロジェクト／食育劇団えぇ〜っこ 

 ＜信州発！一杯のみそ汁プロジェクト＞  

１ 「味噌」をテーマとする交流・学習の促進に関する活動 

  食育等に関心のある市民間の交流会、学習会の企画・運営を行った。 

 （１） 「みそフェスタ２０１５ｉｎ長野」の開催 

年１回の主催フォーラムとして、「味噌」というキーワードで、様々な企業・

ＮＰＯ・市民ボランティアが集い開催した、それぞれの持ち味を生かした役割を

担いながら協働したことで、互いの強み・弱みを共感し、今後の活動継続に向け

た組織づくりの基盤ができた。 

また、県内外多方面からの反響が大きく、次回以降の開催に期待が寄せられ

ている。協賛団体からの評価も高く、継続的な支援が見込めそうな手応えを得て

いる。 

開催日時／平成２７年７月２５日（土）１０：００～１５：３０ 

開催場所／長野市生涯学習センター４階・ＴＯｉＧＯ広場 

参加者数／４５０名（内、ボランティア ８０名） 

  （２） 「みそボールちゃん体験ワークショップ」の実施 

実施回数／全９回【参加者総数】６６５名 

・６／１９ すや亀「みそ蔵開き」【参加者数】６０名 

・７／２５ 主催イベント「みそフェスタ２０１５ｉｎ長野」 

【参加者数】４８名 

・８／ ６ すや亀「工場見学」【参加者数】２０名 



・９／ ５ 長野県長寿社会開発センター「２０１５信州ねんりんピック」 

【参加者数】２２名 

・１０／１７ 松代寮「虹寮祭」【参加者数】２０名 

・１０／２２ すや亀「工場見学」【参加者数】２０名 

・１１／２９ ながの子育てネット「子育てフリーマーケット」 

【参加者数】２５名 

・ １／ ９ 長野グランドシネマズ「映画はなちゃんのみそ汁協賛企画」 

【参加者】１５０名 

・ １／１１ 主催イベント「忍者フェスタ２０１６」【参加者数】５０名 

・ ２／１３ 主催イベント「みそ駅フェスタ」【参加者数】２５０名 

（３） 味噌仕込み体験イベントの開催 

実施回数／全２回【参加者総数】２２名（１７組） 

・ ２／１８（木） 信里地域交流センター 

【参加者】６名（６組） 

・ ２／２８（日） 信里地域交流センター 

【参加者】１６名（１１組） 

 

 ＜食育劇団えぇ～っこ＞ 

２ 創作劇、民族芸能等を通じての食育の推進に関する活動 

（１） 伝統食・行事食を引き継ぐためのイベント等への参加 

 平成 27 年度 長野市食の文化祭 「発酵食品から見た食文化」 

  日時／ 平成 28 年１月 19 日（火）午後１時～４時 

  場所／ 長野市ふれあい福祉センター 

     演題／ 「味噌騒動記～塩分の巻～」 

     （あらすじ） 農村で暮らす、えぇ～っこ家族のおばあちゃんは味噌汁が大好

きな田舎のおばあちゃんと塩分が気になるおばあちゃん。そんな

対照的なふたりのおばあちゃんの暮らしから、味噌汁と塩分の関

係をわかりやすく伝える。 

 

３ 食・農・農村文化体験イベントの広報に関する活動 

  ブログ、ファイスブック等を利用した構成団体の活動の広報を行った。 

 

 

Ⅲ ながの忍者をふやそう大作戦  

１ 「五つのつとめ」に励む「忍者」をふやす活動 

  「五つのつとめ」を励行するとともに、お互いが情報交換・交流を行うことができる

よう、人類・未来のために生きる「忍者隊」を募集する。 

 

２ 多世代交流活動 

  老若男女が世代を超えて参加・交流し、忍者としての「元気」、「生きがい」、「笑顔」、

「感動」をともに感じる行事、祭りを開催する。 



（１） 忍者ウォーク２０１５inながの街なか美術館 

開催日／ ５月 ２日（土） 

開催場所／長野中央通り（北石堂町～善光寺） 

参加者数／１６４名 

（２） 忍者フェスタ２０１６ 

開催日／ １月１１日（月） 

開催場所／もんぜんぷら座地下 

参加者数／４００名 

 

３ ボランティア・寄付活動 

  忍者として、未来のために先頭に立ってボランティアや寄付活動を行う。 

（１）忍者グッズ販売 

Ｔシャツ、マグカップ、文房具などの寄付つき商品の販売を行う。 

（２）ハート手裏剣寄付の募集及び寄付 

忍者グッズの収益金を原資として、長野地域でこどもを対象に活動する団体に対し

て公募による寄付を行った。 

ながの子育てネット         ３５，０００円 

長野スポーツコミュニティクラブ東北 ３５，０００円 

 

Ⅳ キャリアプロジェクト  

 

１ キャリアプロジェクト実施に関する企画会議の開催 

  前年度の企画会議の中で、求職者と企業とが率直に意見交換できるワークショップを

行いたいとのを受け、6月開催を決定した。ＮＰＯ、社会保険労務士等の専門家、学生、

離職者、中小企業家同友会などの企画会議を６回ほど行った。 

 

２ 「企業オーナー＆学生・若者のための働くことについて本音で語るワークショップ」 

  企業が求める人材と就職希望者が必要だと考える能力にギャップがあることに、学生

と企業双方が気が付くことを目的として、就職活動に備えて、企業のオーナーと学生や

若者が本音で語ることで、思いの違いを実感した。概ね高評価を得た。 

   開催日 ６月 26日（金） 

   参加者 ３３名（若者 11 名、参加企業オーナー７名、スタッフボランティア：

９名、取材・見学者６名） 

 

３ ワークショップ開催後も６回意見交換会を行ったが、プロジェクトメンバーそれぞれ

の事情により、継続が難しいと判断し、事業を休止することとした。 

 

Ⅴ Project X 

 

１ 指定管理事業の検討 

 長野市設置の権堂イーストプラザ市民交流センターが２９年度４月からの新たな指



定管理者を募集することに伴い、応募の検討をするためプロジェクトを立ち上げた。 

 

２ 出前講座開催とワークショップの開催 

 （１） 出前講座「指定管理申請について」 

      開催日：２月２日 

      内容：長野市行政管理課職員を講師に招き、長野市における制度概要を勉強

した。 

 （２） ワークショップの開催 

    ・ プレワークショップ ２月２日 

      出前講座に引き続き、会員の方々からアイデア・意見を募った。 

  

    ・ 第１回 ProjectX（ワークショップ）３月２３日 

 これまでの経緯や指定管理申請の主体をどうするかについての疑義があり、

長野県 NPO センター、協働ねっと理事会で再度方向性等について決めることと

された。 

      協働ねっと理事会、長野県 NPOセンター常任理事会の議事を経て、長野県 NPO

センターが指定管理者として申請することを了承し、協働ねっとして積極的に

協力していくことに決定した。 

 

 



ながの協働ねっと
　（単位：円）

区分 一般会計
「市民とＮＰＯ

のひろば」
編集委員会

一杯の味噌
汁

ながの忍者を
ふやそう大作

戦

キャリア
プロジェクト

計

前期繰越正味財産額 61,738 143,839 96,227 22,613 0 324,417

　経常収益 77,004 607,690 1,092,931 290,292 2,740 2,070,657

　経常費用 49,705 665,944 975,616 295,115 2,740 1,989,120

当期正味財産増減額 27,299 △ 58,254 117,315 △ 4,823 0 81,537

次期繰越正味財産額 89,037 85,585 213,542 17,790 0 405,954

平成２７年度　決算書＜総括用＞
平成27年4月１日から28年3月31日まで



平成27年4月１日から28年3月31日まで
ながの協働ねっと

　（単位：円）

科　　　　目 決算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取会費
　　　正会員受取会費 72,000 3,000円☓２４団体
　　　個人賛助会員受取会費 4,000 1,000円☓4団体
　　　団体賛助会員受取会費 1,000 1,000円☓1団体
　2　受取寄付金
　　　受取寄付金 0
　3　受取助成金等
　　　受取助成金 0
　4　事業収益　
　　　受取参加費 0
　5　雑収入
　　 雑収益 4 利息

経常収益合計 77,004

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) その他経費

諸謝金

印刷製本費
旅費交通費
使用料

        　   通信運搬費

消耗品費
賃借料
保険料
諸会費 14,000

支払手数料 2,010

支払寄付金
プロジェクト事業繰出金 32,740 15,000円×2プロジェクト

2,740円×１プロジェクト

雑費
その他経費合計 48,750

　　　事業費合計 48,750
　2　管理費
　　(1) その他経費

印刷製本費
旅費交通費
使用料
通信運搬費
消耗品費 955

保険料
諸会費
支払手数料
雑費

その他経費合計 955
　　　管理費合計 955

　経常費用合計 49,705
　　　当期経常増減額 27,299

　　　　　前期繰越正味財産額 61,738
　　　　　次期繰越正味財産額 89,037

平成２７年度　一般会計　決算書



平成27年4月1日から28年3月31日まで
　（単位：円）

科　　　　目 決算額 備　考

Ⅰ　経常収益
　1　受取寄付金
　　　受取寄付金
　2　受取助成金等
　　　受取助成金
　3　事業収益　
　　　　広告掲載料 557,280
　　　　原稿料 49,390 4,490円×11回
　　　　営業手数料 1,000 １名購読紹介
　4　雑収入
　　　雑収益 20 利子

経常収益合計 607,690

Ⅱ　経常費用
　1　事業費
　　(1) その他経費

諸謝金
印刷製本費 298,080 市民新聞
旅費交通費
使用料
通信運搬費
消耗品費
賃借料
保険料
諸会費
支払手数料 5,184 振込
支払寄付金
雑費
編集委託料 240,000 寺澤委託費(内20,000円未払)

原稿料 36,000 コラム執筆料
広告手数料 76,680 ナルク
広告デザイン料 10,000 JANIS取材

その他経費合計 665,944
　　　事業費合計 665,944
　経常費用合計 665,944
　　　当期経上増減額 △ 58,254
　　　　　前期繰越正味財産額 143,839
　　　　　次期繰越正味財産額 85,585

平成２７年度　ながの協働ねっと「市民とNPOのひろば」編集委員会
決算書



平成27年4月1日から28年3月31日まで
ながの協働ねっと

　（単位：円）

科　　　　目 決算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取寄付金
　　　受取寄付金・協賛金 236,702 長野味噌組合等
　2　受取助成金等
　　　受取助成金 635,000 元気づくり支援金
　3　事業収益　
　　　受取参加費 46,200 味噌ワークショップ、みそ造り
　　　売上・企画費 139,000 すや亀、長野市　他
　　　書籍売上 21,000 味噌力売上
　4　雑収入
　　　一般会計繰入金 15,000
　　　利息 29

経常収益合計 1,092,931

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) みそフォーラム

謝金・賃金 133,644

旅費交通費 98,060

消耗品費 21,791

通信運搬費 6,290

印刷製本費 181,830

広告宣伝費 38,880
使用料 45,960

保険料 1,400

　　　　　　　　　小計 527,855

　　(2)味噌ボールちゃんＷＳ
消耗品費 269,200

印刷製本費 38,000

使用料 9,600

旅費交通費 7,600

通信運搬費 82

手数料 324

　　　　　　　　　小計 324,806

　　(3)味噌仕込み体験イベント
謝金・賃金 20,000

消耗品費 22,500

使用料 20,000

保険料 1,932

　　　　　　　　　小計 64,432

　　(4)味噌汁を飲む習慣に
　　　 関するアンケート

印刷製本費 5,000

　　　　　　　　　小計 5,000

　　(5)その他
本仕入れ代金 16,848

夢バンク返済利息 4,191

手数料 2,484

謝金・賃金 30,000 食の文化祭脚本料

　　　　　　　　　小計 53,523
　　事業費合計 975,616
　　　当期経常増減額 117,315

　　　　　前期繰越正味財産額 96,227
　　　　　次期繰越正味財産額 213,542

平成27年度　信州発！一杯の味噌汁プロジェクト　決算書



平成27年4月1日から28年3月31日まで
ながの協働ねっと

　（単位：円）

科　　　　目 決算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取寄付金
　　 受取協賛金 13,000 1,000円×10団体,3,000円×1団体
　　　受取寄付金 20,890 18団体
　2　受取助成金等
　　　受取助成金
　3　事業収益　
 （1）多世代交流活動
　　　受取参加費 73,000 忍者ウォーク

忍者フェスタ
 （2）ボランティア・寄付活動
　　　忍者グッズ売り上げ 168,400

　4　雑収入
　　　一般会計繰入金 15,000
　　　雑収益 2 利息

経常収益合計 290,292

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) その他経費

忍者Ｔシャツ仕入原価 139,525

印刷製本費 35,743 忍者ウォーク（チラシ・ルートＭＡＰ）　9,621円
のぼり旗11,122円
忍者フェスタ（チラシ）15,000円

旅費交通費 500

謝金 9,500

通信運搬費 5,466

消耗品費 31,318 忍者ウォーク　20,757円
忍者フェスタ　10,561円

保険料 2,240

出店料 500

使用料 259

支払手数料 64

支払寄付金 70,000 こども支援２団体へ寄付

雑費

その他経費合計 295,115
　　　事業費合計 295,115
　経常費用合計 295,115
　　　当期経常増減額 △ 4,823

　　　　　前期繰越正味財産額 22,613
　　　　　次期繰越正味財産額 17,790

平成２７年度　特別会計③：ながの忍者をふやそう大作戦　決算書



ながの協働ねっと
　（単位：円）

科　　　　目 決算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取会費
　　　正会員受取会費
　　　個人賛助会員受取会費
　　　団体賛助会員受取会費
　2　受取寄付金
　　　分担金・負担金・寄付金
　3　受取助成金等
　　　受取助成金等
　4　事業収益　
　　　　受取参加費
　5　雑収入
      一般会計繰入金 2,740
　　　雑収益

経常収益合計 2,740

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(１)ワークショップ

印刷製本費
消耗品 540
使用料 2,200

小計 2,740
　　　事業費合計 2,740
　　　当期経常増減額 0
       前期繰越正味財産額 0
　　　 次期繰越正味財産額 0

平成２７年度　特別会計④：キャリアプロジェクト　決算書
平成27年4月１日から28年3月31日まで



【第４号議案】 

平成２８年度 ながの協働ねっと事業計画 

《各事業》  

１ ＮＰＯの対話・交流、相互支援に関する事業 

（１）「ＮＰＯの語り場」などの開催 

・  年 5回の開催 （昼間：9月、11月、２月 懇親会：７月、１月） 

 会員のコラボによる開催の推進 千曲市、三才、松代を予定 

 （２）相互支援のきっかけづくり 

 

２ ＮＰＯのネットワークの拡大に関する事業  

（１）会員の拡大、協働プロジェクト等の検討・実施 

・  長野市ながのまちづくり活動補助金の交付団体に対する勧誘活動 

・  千曲市のまちづくり団体に対する勧誘活動 

・  多様な分野の活動団体、長期に活動しているＮＰＯ法人に対する勧誘活動 

 

３ ＮＰＯと協働先（市民・地縁団体・企業・社会的起業家・行政等）の対話・交流に関

する事業  

（１）協働先との交流会等の開催 

・  エイリアンミーツ事業と合わせた、講演会後の交流会を強化する。年 3回 

 

（２）フォーラム（定期）の開催準備及び実施 

・ ２７年度にＮＰＯ法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト等とともに実

行委員会を組織し、「ながのこどもわくわくフェスタ２０１６」の開催に向け

た準備と当日運営を行う。 

 「ながのこどもわくわくフェスタ２０１６」 

 〜育てよう 支えよう こどもたちの未来〜 

 開催日：２８年７月 24日（日） 

 場所 ：ビックハット 

     

    ・ ２９年度におけるフォーラムの開催内容の検討 

 

（３）オンラインコミュニティの運営  

・ メーリングリストやフェイスブックを活用しての情報交換 

・ メール、FAXでの情報提供の強化 

・  情報誌「まんまる」発送時に折込など強化 

・  フェイスブックグループの活用と他の公式ページとの連携 

・  ホームページ「ながの協働ねっと」の立ち上げ 

 

（４）ＮＰＯと企業、行政、地縁団体、市民の交流  

 ① 企業との交流 



「エイリアンミーツ」の開催 

      ・ 年６回開催(講演会３回、SB起案検討会 3回)予定 

      ・ 目標として実現性の高い「ソーシャル・ビジネスの繭（コクーン）」を

育て、専門家の講演でソーシャルビジネスの理解をさらに深める。 

 ② 行政との交流 

   行政からの参加者を促す。 

 

４ ＮＰＯと協働先との協働の創出に関する事業 

 

□ 協働プロジェクト別 事業計画 

 

Ⅰ 市民と NPOのひろば編集委員会  

１ 市民協働サポートセンターや長野市ボランティアセンターと連携して、イベント情報

の収集を行い、取材編集を行う。 

・ 編集委員会を毎月１回開催 

 

２ フェイスブック「市民と NPOのひろば」による情報提供、ホームページや他団体との

連携した情報提供を行う。 

 

３ 編集委員の強化、参加率の向上、広告営業の強化を行う。 

 

Ⅱ 信州発！一杯のみそ汁プロジェクト／食育劇団えぇ〜っこ  

 ＜信州発！一杯のみそ汁プロジェクト＞ 

１ 「味噌」をテーマとする交流・学習の促進に関する活動 

  食育等に関心のある市民間の交流会、学習会の企画・運営を行う。 

  昨年開催し、関係者から継続の声が多数あった「みそフェスタ」については、今年度

も開催する。将来巣立つ子どもたちが自分で食に対し自立できるよう、また、協働の場

としての確立の意も込め、来年度以降の継続も視野に入れての開催とする。 

 

   ・ みそフェスタ２０１６in 善光寺 ～すべては愛からはじまる～ 

     ２０１６年テーマ：つなぐ 

      開催日時／１１月１２日（土）１０：００～１５：３０ 

      開催場所／善光寺大勧進 

      定  員／１０００名  

  

 ＜食育劇団えぇ～っこ＞ 

２ 創作劇、民族芸能等を通じての食育の推進に関する活動 

  食育について、わかりやすく印象に残る発信をするため、プロ・アマ揃っての演劇講

演を行う。 

   ・ 「みそフェスタ２０１６in 善光寺」基調公演 

  出演日／１１月１２日（土） 



  出演会場／善光寺大勧進 

 

Ⅲ ながの忍者をふやそう大作戦  

１ 「五つのつとめ」に励む「忍者」をふやす活動 

  「五つのつとめ」を励行するとともに、お互いが情報交換・交流を行うことができる

よう、人類・未来のために生きる「忍者隊」を募集する。 

 

２ 多世代交流活動 

  老若男女が世代を超えて参加・交流し、忍者としての「元気」、「生きがい」、「笑顔」、

「感動」をともに感じる行事、祭りを開催する。 

（１） 忍者ウォーク２０１６ 

開催日／検討中 

開催場所／検討中 

（２） 忍者フェスタ２０１７ 

開催日／１月 

 

３ ボランティア・寄付活動 

  忍者として、未来のために先頭に立ってボランティアや寄付活動を行う。 

（１）忍者グッズ販売 

Ｔシャツ、マグカップ、文房具などの寄付つき商品の販売を行う。 

（２）ハート手裏剣寄付の募集及び寄付 

忍者グッズの収益金を原資として、長野地域でこどもを対象に活動する団体に対し

て公募による寄付を行う。 

 

Ⅳ Project X 

 長野県 NPO センターが指定管理者として単独で（共同体による申請をしない）申請を

行うことを了承したことをうけて、６月中旬の指定申請にむけて、会員各位の自主事業

のアイデアや施設運営に関する意見を募り、提案内容にできるだけ反映されるように協

働する。 

 

 

 

 



ながの協働ねっと
　（単位：円）

区分 一般会計

「市民とＮＰＯ
のひろば」

編集委員会
一杯の味噌汁
プロジェクト

ながの忍者を
ふやそう大作

戦
エイリアンミー

ツ 計

前期繰越正味財産額 89,037 85,585 213,542 17,790 0 405,954

　経常収益 86,000 836,500 0 162,000 232,400 1,316,900

　経常費用 80,466 728,640 213,542 68,000 232,400 1,323,048

当期正味財産増減額 5,534 107,860 △ 213,542 94,000 0 △ 6,148

前期繰越正味財産額 94,571 193,445 0 111,790 0 399,806

平成２８年度　予算書＜総括用＞
平成28年4月１日から29年3月31日まで



平成28年4月１日から29年3月31日まで
ながの協働ねっと

　（単位：円）

科　　　　目 予算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取会費
　　　正会員受取会費 60,000 3,000円☓20団体
　　　個人賛助会員受取会費 4,000 1,000円☓4名
　　　団体賛助会員受取会費 2,000 1,000円☓2団体
　2　受取寄付金
　　　受取寄付金 0
　3　受取助成金等
　　　受取助成金 0
　4　事業収益　
　　　　受取参加費 0
　5　雑収入
　　　雑収益 20,000

経常収益合計 86,000

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) その他経費

諸謝金

印刷製本費
旅費交通費
使用料

           通信運搬費 5,466
さくらインターネット
レンタルサーバ

消耗品費 〃

賃借料
保険料
諸会費
支払手数料
支払寄付金
プロジェクト事業等繰出金 45,000 15,000円×３特別会計

雑費
その他経費合計 50,466

　　　事業費合計 50,466
　2　管理費
　　(1) その他経費

印刷製本費
旅費交通費 30,000 理事会参加旅費

使用料
通信運搬費
消耗品費
保険料
諸会費
支払手数料
雑費

その他経費合計 30,000
　　　管理費合計 30,000
　経常費用合計 80,466
　　　当期経常増減額 5,534

平成２８年度　一般会計　予算書



平成28年4月1日から29年3月31日まで
　（単位：円）

科　　　　目
２８年度
予算額

備　考

Ⅰ　経常収益
　1　受取会費
　　　正会員受取会費
　　　個人賛助会員受取会費
　　　団体賛助会員受取会費
　2　受取寄付金
　　　受取寄付金
　3　受取助成金等
　　　受取助成金
　4　事業収益　
　　　　受取参加費
　　　　※広告掲載料 777,600 12ヶ月×64800円
　　　　※原稿料 53,880 4,490円×12回
　　　　※営業手数料 5,000 定期購読5名
　5　雑収入
　　　雑収益 20 利子

経常収益合計 836,500

Ⅱ　経常費用
　1　事業費
　　(1) その他経費

諸謝金 10,000 特集など
印刷製本費 300,000 市民新聞支払い分
旅費交通費
使用料
通信運搬費
消耗品費
賃借料
保険料
諸会費
支払手数料 6,000
支払寄付金
雑費
編集委託料 240,000 寺澤委託
原稿料 36,000 コラム12回
広告手数料 116,640 ナルク他3回分
広告デザイン料 20,000 寺澤委託

その他経費合計 728,640
　　　事業費合計 728,640
　経常費用合計 728,640
　　　当期経常増減額 107,860

平成２８年度　ながの協働ねっと「市民とNPOのひろば」編集委員会
予算書



ながの協働ねっと
　（単位：円）

科　　　　目 予算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取会費
　2　受取寄付金
　　　分担金・負担金・寄付金
　3　受取助成金等
　　　受取助成金等
　4　事業収益　
　　　　受取参加費
　5　雑収入
　　　雑収益

経常収益合計 0

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) 味噌みそフェスタ

   協賛金 213,542

　　　事業費合計 213,542
　　　当期経常増減額 △ 213,542

平成２８年度　特別会計②：信州発！一杯の味噌汁プロジェクト　予算書
平成28年4月１日から29年3月31日まで



平成28年4月1日から29年3月31日まで
ながの協働ねっと

　（単位：円）

科　　　　目 予算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取寄付金
　　　受取協賛金
　　　受取寄付金
　2　受取助成金等
　　　受取助成金
　3　事業収益　
 （1）多世代交流活動
　　　受取参加費 50,000 忍者ウォーク　未定

忍者フェスタ　50,000円
 （2）ボランティア・寄付活動
　　　忍者グッズ売り上げ 112,000 【在庫数】

忍者Ｔシャツ 43枚
忍者マグカップ 8個
忍者エコバック 4枚

　4　雑収入
　　　雑収益

経常収益合計 162,000

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　(1) その他経費

忍者Ｔシャツ仕入原価

印刷製本費 5,000 忍者ウォーク（チラシ・ルートＭＡＰ）　未定
忍者フェスタ（チラシ）5,000円

消耗品費 10,000 忍者ウォーク　未定
忍者フェスタ　10,000円

保険料 3,000

支払寄付金 50,000

雑費

その他経費合計 68,000
　　　事業費合計 68,000
　経常費用合計 68,000
　　　当期経常増減額 94,000

平成28年度　特別会計③：ながの忍者をふやそう大作戦　予算書



ながの協働ねっと
　（単位：円）

科　　　　目 予算額 備　考

Ⅰ　経常収益

　1　受取会費
　2　受取寄付金
　　　分担金・負担金・寄付金
　3　受取助成金等
　　　受取補助金 80,400
　4　事業収益　
　　　　受取参加費 150,000
　5　雑収入
　　　雑収益 2,000 一般会計繰入金

経常収益合計 232,400

Ⅱ　経常費用

　1　事業費
　　謝金 50,000 講師：永沢映氏（東京都）

交通費 30,400 新幹線、タクシー、宿泊
印刷費 62,000 チラシ印刷代
会場使用料 10,000 UFO

懇親会代 80,000

　　　事業費合計 232,400
　　　当期経常増減額 0

平成２８年度　特別会計④：エイリアンミーツ　予算書
平成28年4月１日から29年3月31日まで


