
工B」卜亀れ凸LO Hニ
コモンズとは、■lPO、 企業、行政など様々な組織に関わる市民が、自由に情報交換 し

そこから新たな価値観や取組みを生み出す 「共有地」を意味しています

市民と社会をつな
仕組みづくり

〔0帯ONS   蜜 璽 三

NPO設立■運営支援

課題解決の支援

協働日連携の仲介

地域の担い手づくり

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズのご案内



JV P O康市民が社会をオだ

“

Bて道具であグ.こ ッションと市民の参加力
'原

動方です

JV P O"情つた″.信頼と情報をもとだJV ρ O"|』♂狗.資金や労力が流れる仕組みが不F72で方

σO"″OJV S″.JV ρ Oのスと組織の成長と。資源の″弁をだどτ.だ芋と変革
=こ
″グ組み声ナ

重点プロジェクト

NPOの 情報開示&資源提供の仕組みづくり
(NPOが選ばれ支援が届くシステム)

企業CSRの普及とNPOとの接点づくり
(企業・労組のSR推進のための組織づくり)

NPOの人材と資金の強化と戦略づくり
(理事のガバナンス能力とスタッフの
ファンドレイズと会計の力量を高める)

調査・研究事業

「NPOの 信頼性と職員の処遇を
どう高めるか」

NPO会計基準、事業報告、
労働規定の検討と普及

IS026000i SR(社 会的責任の規格)

への組織対応の仕方を研究・普及

ひきこもりがちな青年を
支援するNPO「 とらい」

市民大学を運営する
「ウエベ,レシタスつくば」

多文化共生に関する事業

NPO法の運営の適正化と法改正
公益法人制度改革の監視

認定NPOの資格取得促進
地方税でのnpo支援策の導入

自治体における協働環境づくり
(協働のルール、窓口づくり、
企画提案制度の実現など)

県内NPO法人紹介冊子の発行
NPO法人の財務データ公開

情報誌(隔月)の発行
マニュアルの発行・販売
NPO関連図書の貸し出し

市民メディアによる情報環境づくり

来所相談、出張相談に応じます

この事業はNPOで行えるか
法人化すべきか否か
理事の選び方、 責任は
スタッフや役員の探し方は
資金をどうつくるか
助成金の申請の仕方は
行政に働きかけるには
決算書類の作り方は
税金がかかる収益事業つて何
総会運営はどうすれば
法務局の変更登記は
給与や規則はどうきめる
保険に入るには
指定管理者に応募したい
解散するには など
一般社団法人とNPO法人の違いは

会計支援茨城
(NPOの会計支援を行う専門家組織)

茨城福祉移動サービス団体連絡会
(移動サービスを行う団体)

(仮称)障害者支援NPOの 情報交換会
(法対応での共通課題に取り組みます)

NPO対象の講座
運営セミナー

(マネジメント、会計・税務、
助成金申請、協働、広報
労務・組織運営など)

市民対象の講座

出前NPO講座
地域活動入門講座

地聯 γ琳 プ
企画道場

NPOアシスタント養成講座
(会計日Πなどのサポーター養成)

プロジェクト

社会事業の
立上げ支援

提携の可能性がある企業やNPO
の紹介・仲介

企業の中古事務機器などの
NPOへの仲介

CSRや社会貢献活動に関する
企画立案やコーディネート

助成金情報提供
助成金申請に関する助言

地域の
様々な
組織や
人と
NPO
の現場
をつな
ぎます

財団への助成先団体の紹介
助成先団体への研修実施

自治体職員向けの協働の研修

協働に関する指針や計画策定に
係る調査や会議の企画運営

学校等へのNPO情報提供

ボランティアやインターンを希望する
学生とNPOの仲介

公益法人・

宗教法人と

寄付や社会貢献に関する講座
大学の地域連携に関する支援

公益目的事業の企画運営

連携可能なNPOの紹介

会計サポーターや税理士の紹介

活動希望者とNPOとのマッチング
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特定,卜営利活動法人 茨 城 NPOセ ン タ ー ロコ モ ン ズ

310-0022 水戸市梅香2-1-39茨城県労働福祉会館

【TEL】 029-300-4321 【FAX】 029-300-4320

【URL】    http://www.npocommons,org

晴読会員
1電交姿宅想目藤

を受け取る

oす べて●全員に当と人の情報議を魅付しまつθ

●入とを希望さ4る 方は、会員の増尉!を 明記の上、

三授Fitt O0160‐ 7・ 46911

3.000円

用 存 宅 差壇NPOセ ンター コモンス

● if子 全員IA丼 にも、コモンズやNPOを まわりに知らせる 事奏手を:ち 問する

本 一正ニベージ|こ アクセスする、NPOへ の忌見や質出を寄せるという

'多

ての

参を1三 筆運 します。
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茨城でNPOに とりく0^tⅢ P9を応援する人を増やすこと

■ 中 茅 呻 転

∬
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0ご遍構くだ言い0韓 Fn4るス9fれて出 してく伸 ●

当法人 |よ 会員に支えられている組織です。


