
平成 23 年度千葉県県民活動促進事業 ｢県民活動基盤強化事業｣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

■内容 

★講習会 千葉市会場（千葉市民会館４Ｆ会議室 13:30～16:30 但し、10/28 のみ 10：30～16:30 の 2 コマ） 

★講習会  柏市会場(さわやかちば県民プラザ３Ｆ中研修室 2 13:30～16:30 但し、10/25 のみ 10：30～16:30 の 2 ｺﾏ) 

★個別相談会  

 講習を受けた団体を対象に、座学だけでは解決しない各団体の個別の課題に対応するために、千葉市・

柏市・山武市または大網白里町の 3か所で、専門家による個別相談会を開催します。 

★専門家派遣 

 講習を受けた団体を対象に､個別相談会をふまえた具体的な課題解決のために目的に応じた専門家を派遣し支援します。 

■参加対象者：①千葉県内の NPO 等 1 会場につき 25団体程度。各団体､複数でご参加ください。 

②市町村の市民活動センター及び中間支援ＮＰＯの職員 

 ①のＮＰＯ等からの参加は「基盤強化」に参加意欲がある。あるいは市町村市民活動センターまたは

中間支援ＮＰＯから推薦を受けた団体が対象です。 

■資料代：1団体 1回 630 円（消費税込み）(別途会計基準のテキストを新規購入または持ち込み可とします。) 

5 回の講習会に参加することが基本ですが､不可能な場合ご相談ください。資料代は講習会当日支払い。 

 

 
 

回数 日にち 講習会の内容 講師名 
第１回 10 月 18 日(火) 情報開示・発信「正確で信頼できる情報開示（公開）・情報発信は NPO のいのち」 丁 理恵さん 

第２回 10 月 28 日(金) 税務・会計基準「NPO 会計基準の原則を学び使いこなそう！」 脇坂誠也さん 

第３回 10 月 28 日(金) 税務・会計基準実践編 ｢ＮＰＯ会計の実際を学ぼう！｣ 脇坂誠也さん 

第 4回 11 月 9 日(水) リスク管理「NPO運営のリスク対応の力をつける-具体的な事例を通じて-」 石井敏則さん 

第 5回 11 月 18 日(金) ＮＰＯ組織マネジメント「フレキシブルで体力のあるＮＰＯにしよう！」 粉川一郎さん 

回数 日にち 講習会の内容 講師名 
第１回 10 月 19 日(水) 情報開示・発信「正確で信頼できる情報開示（公開）・情報発信は NPO のいのち」 丁 理恵さん 
第２回 10 月 25 日(火) 税務・会計基準「NPO 会計基準の原則を学び使いこなそう！」 矢崎芽生さん 

第３回 10 月 25 日(火) 税務・会計基準実践編｢ＮＰＯ会計の実際を学ぼう！｣ 矢崎芽生さん 

第 4回 11 月１0 日(木) リスク管理「NPO運営のリスク対応の力をつける-具体的な事例を通じて-」 石井敏則さん 

第 5回 11 月 11 日(金)  ＮＰＯ組織マネジメント「フレキシブルで体力のあるＮＰＯにしよう！」 粉川一郎さん 

問い合わせ先・申し込み先：特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター 

〒260-0031 千葉市中央区新千葉 2-17-6 ｻﾝｺｰﾄ新千葉102 号 

TEL:043-301-7262 FAX:043-301-7263  E-mail:kidchiba@lily.ocn.ne.jp URLhttp://chiba.gekijou.org/ 

 

・社会を変えたい！  
・安心で住みよいまちをつくりた
い！  

・自然環境を守り景観を保存した
い！ 

・子どもや子育て、高齢者にやさ
しい生活環境をつくりたい！ 
千葉県内の NPO は、様々な夢とミ
ッションを掲げて活動していま
す。 

でも最近･･･ 

ＮＰＯの時代というけれど手ごたえが感じられない、社

会からの理解を得られない、何だかしんどい、人も集ま

らなくなった、後継者がいない、夢がもてない etc･･･、

あきらめ感のような声も聞こえてきます。千葉県内の分

野を越えた NPO 同士の交流を図りながら、情報開示やＮ

ＰＯ会計をマスターし、ズバリ！組織問題の解決を見つ

け合い、行動に移しましょう。ふるってご参加ください。 



●事業趣旨 

本事業は、ＮＰＯ等が社会から認知され自立･定着していくことを支援するために、特定非営利活動法人子ども
劇場千葉県センターが千葉県からの委託を受けて行うものです。ＮＰＯ等の活動の透明性や健全性を確保し､
団体の活動基盤を強化するために､中間支援のＮＰＯや市町村の市民活動センターと連携を図りながら、ＮＰＯ
等の情報開示の促進、ＮＰＯ会計の習得､組織運営能力や事業力の向上のための講習会の開催や、専門家に
よる個別相談会､専門家派遣を実施します。 
 
●講師プロフィール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●会場地図 

 
 

 

   
 

 

 

●申し込み方法 

 

  FAX:043-301-7263  E-mail:kidchiba@lily.ocn.ne.jp 

「県民活動基盤強化事業」講習会 参加申し込み書 

                               月    日 
お名前 
 

 所属団体  

連絡先住所  連絡先 
ＴＥＬ・携帯 

 

❉丁 理恵さん（テイ リエ） 
立命館大学文学部哲学科心理学専攻卒。 

特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会。プ

ログラムディレクター。2009 年よりＮＰＯ法人会計基準策定プロジ
ェクトを担当。ＮＰＯ法人会計基準協議会の事務局を務め、2010年

７月 20 日に「ＮＰＯ法人会計基準」の策定を実現。その後、全国

の支援センターと協力し、普及学習会を展開する一方で、ＮＰＯ法
への導入等、制度面を整える活動を多角的に推進している。                

❉矢崎芽生さん(ヤザキ メイ) 
公認会計士・税理士 昭和 52年 5月 1日 山梨県富士吉田市生まれ。 

慶応義塾大学商学部卒 平成 19 年 矢崎公認会計士事務所開設 
NPO 支援東京会議運営委員 NPO 法人会計基準専門委員 

NPO 法人ワールドランナーズ・ジャパン他理事監事 

❉脇坂誠也さん（ワキサカ セイヤ） 
税理士 昭和 41 年 9月 9 日 東京都目黒区生まれ。  
早稲田大学政治経済学部経済学科卒 平成 11 年 4 月より脇坂誠也

税務会計事務所所長 NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク理 

 

申し込み締め切り 9月２０日(火) このまま切らずにＦＡＸかメールで申し込んでください。 

〒２６０－００１７ 千葉市中央区要町１－１ ＪＲ千葉駅から徒歩 7 分 
（Ｔ）０４３－２２４－２４３１ （Ｆ）０４３－２２４－２４３９  

事長代理 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

理事  NPO 法人日本ファンドレイジング協会他監事 NPO 法人
会計基準策定委員会副委員長 NPO支援東京会議副代表 

❉石井敏則さん(イシイ トシノリ)  
社会保険労務士 1964 年千葉県生まれ。 民間ソフトウェア会

社、精神障害者の小規模作業所職員を経て、社会保険労務士事務
所に勤務。 2001年千葉年金労務管理事務所開設。 

現在、精神障害者を支援する NPO法人の労務管理及び支援を行う

ほか、NPO クラブ専門家相談ネットワークメンバーとして NPO の
労務・リスク管理講座を担当。NPO 法人ちば市民活動・市民事業

サポートクラブ（NPOクラブ）理事。   

❉粉川一郎さん(コガワ イチロウ) 
1971 年神戸生まれ。 筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修
了 三重県生活部市民プロデューサー等を経て、現在武蔵大学社

会学部メディア社会学科教授。専門は NPO評価、市民と行政のパ

ートナーシップ。千葉県協働アドバイザリー委員も務め、近著に
『社会を変える NPO評価』北樹出版がある。 

               

柏駅「柏の葉公園経由バス国立がんセンター」行き又は「柏の葉公園」行き
約２０分、または柏の葉キャンパス駅 西口 東武バス①番乗り場 「柏
の葉公園循環」約１０分、それぞれ「柏の葉公園」下車徒歩１分  
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉４丁目３番１号 
TEL 04-7140-8600（代表） FAX 04-7140-8601 


