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協働の手引き

協働のすすめ方ガイド

なは市民協働プラザ 2 階
（2022 年 2 月発行）

那覇市は「協働によるまちづくり」を推進し、20年余が経過しました。
地域や環境の変化、市民一人ひとりの暮らしの変化に順応できるよう、まちづ
くり協働推進課では「協働の手引き」「協働のすすめ方ガイド（協働の手引き
概要版）」の作成に取り組んできました。
新型コロナの収束が見通せず、経済的困窮などさまざまな困難が増えるなか、
これまでの活動の継続や、緊急的な支援など、今後も続くであろう困難に市民や
地域が立ち向かっていけるよう連携を取り、市民力、地域力を高めるためのもの
となっています。
協働を進めるためにどうぞ、手にとってご活用ください。

応援サイトからも見られるよ！
◆配布場所：
なは市民活動支援センター、那覇市役所本庁舎、各支所、那覇市立公民館・図書館他

去った 2/6 に手引書の完成報告として、協働シンポジウム「那覇
の協働をみんなで進めるために」を開催しました。
手引き作成アドバイザーの櫻井常矢教授による基調講演では「パ

ートナーにだけ、変化を求める事は協働ではない『共にかわる=対
等になる』ということが、協働の本義ではないか」と述べられ、そ

櫻井常矢教授

れぞれの立場で感じる事があったように思います。
パネルディスカッションでは、多岐にわたる分野のパネリストの方々が参加さ
れました。様々な活動における協働の事例を含めた発表では、それぞれの立場、役
割を超えて地域や課題解決のために柔軟に対応されていることに加えて「解決した
い」と感じる仲間づくりの大切さも感じました。

仲程大輔氏

稲嶺安洋氏

山崎新氏

添石幸伸氏

1/18・1/25 の 2 週連続で開催したセンター講座「はじめての NPO 会計に挑戦！～NPO 会計基礎＆実践～」
が無事終了しました。
受講生はこれから NPO を立ち上げたいという方や、初めてＮPO 法人の会計に携わる方など様々でしたが、
科目や用語の意味だけでなく「そもそもＮPO 法人とは」や「NPO 法人会計基準の目的」など、NPO 会計基準の
出来た経緯や、基礎的な事から丁寧に教えていただき、一般法人で会計に携わって来られた方は、ＮPO 会計基
準の意味にも納得され「とても有意義な講座でした」という観想をいただきました。
対面での開催を予定していた本講座ですが、新型コロナの急速な感染状況からオンライン開催に変更し、進行
する事務局としても不安はありましたが、画面上やチャットでも多くの質問があり、受講された皆さまの学び
に繋がったと実感しています。

講師の國吉先生

オンライン記念撮影

会計講座を終えて、ＮPO 法人の公益性、活動の透明性を証明
する為にも会計資料の重要性を改めて知る事が出来ました。
NPO 法人の会計について、過去の相談や講座内での質問を抜粋
して掲載します。

Q1.NPO 法人でも法人税はかかるのか？
→A.

事業の中で法人税法上の収益事業は課税対象となる場合があります。 っ の 参 会
て
考計な
法人税法上の「収益事業（物品販売業など政令で定める事業（34 種））」 お 貸
し
り出と資は
と NPO 法に基づく「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」
料セ
ましな
る作ン
す
の区分は違います。
も書成で
。
は
収益事業に該当するかどうかわからない場合は、税務署にご確認下さい。 行 籍 の 、

Q2.役員が事業も行っている場合の人件費は、事業費と管理費でどのように分けるのか？
→A.

NPO 法人の実態に合った「按分割合」を決めます。
従事割合（※家賃の場合は面積割合）を算定し、按分表を作成。按分表も公益性、透明性を示す重要な書
類となります。

なは市民活動支援センターが入居する、なは市民協働プラザにて、１階~5 階まで入居する全施設、全職員
で自衛消防訓練を実施しました。

なは市民活動支援センターでは、自主的で営利を目的としない、協働によるまちづくりのための
社会貢献活動を行う市民団体の方が活動、連携を支援することを目的としております。
会議室、印刷室等をご利用いただくためには利用団体として登録を頂いており、今年度（1 月末現
在）は、21 団体が新規団体として登録頂きました。
既にご登録頂いている団体の皆さまにおかれましては、3 月は更新
月のため、更新案内をお送りいたします。
押印箇所もございますので、利用登録更新の手続きは窓口、または郵
送にて提出をお願いいたします。
◆必要書類について…（全団体）①利用登録申請書（第 1 号様式）
②会則（定款や規約等）
③会員名簿
④活動内容がわかるもの
（該当団体）⑤施設利用に関わる利用許可申請書（入居用施設や貸ロッカー等）
※②・③は変更がなければ不要

那覇市人材データバンク事業で
は「ボランティアを求める団体」
と「ボランティアを行いたい方
（個人・団体）」とのマッチングを
行っております。
コロナ禍において、感染症対策
のため活動に制限がされるなか、
ボランティアの内容や活動方法も、
コロナに対応した活動を模索する
団体も多くなっています。
ボランティアレポート
当センターではボランティアの 「ボラポ」もよろしくお願いします！
マッチングなど、皆さまの活動を支援しております。
ボランティアマッチ
ングに関心をお持ちの
方（団体）は、どうぞお
気軽にお問い合わせく
ださい。

当センターの「フードドライブ」にはこれま
でも皆様にご協力いただき、集まった食料品や日
用品は食糧支援を行っている団体へ直接お渡しす
るほか、フードバンクセカンドハーベストさん
を通して多くの団体へ提供することに繋がって
おります。
ご寄付いただける食料品がございましたら、
寄付くださいますようお願いいたします。
また、当センターではフードドライブ等の食
糧支援、食品ロス削減を目的
とした市民活動を始める上で
のご相談等承っております。

なは市民活動支援センターは、公式ホームページ、SNS で情報発信しております！
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インスタグラム

那覇青果物卸商事業協同組合 / 那覇青果社会貢献基金助成金
募集期間：2022 年 2 月 28 日（月）まで
内
容：1 団体あたり 50 万円を限度とします。
（総額 120 万円）
助成対象：沖縄県内の①自然環境保全、②希少生物の保護・育成、③児童生徒の食生活教育の事業で事業
期間は 1 年以内とします。
【お問合せ】那覇青果物卸商事業協同組合 管理部 総務課 TEL:098-863-4171

金城芳子基金運営委員会 / 金城芳子基金
募集期間：2022 年 3 月 31 日（木）当日消印有効
内
容：30 万円（助成件数 1 件）
助成対象：沖縄女性のため、社会的に意義のある活動や調査研究を行う個人、団体及びグループに資金
を助成する。
※原則として女性であること
【お問合せ】金城芳子基金運営委員会
TEL:098-944-5025 e-mail:urasaki22@yahoo.co.jp
※最新の情報や詳細は、各お問合せ先の応募要項を必ずご確認ください。

当センターは、新型コロナワクチンの集団接種会場として指定されているため、印刷室をご利用頂く際には事前に空き状況
を確認くださいますようお願いいたします。
また、地下駐車場が混みあっておりますので、消防署となりの立体駐車場「ナハメカルパーキング」もご利用ください。

会議室

料金一覧表

定員

室料

クーラー

会議室①

84 人

1,300 円/時間

400 円/時間

会議室②

36 人

650 円/時間

200 円/時間

会議室③

45 人

650 円/時間

200 円/時間

会議室④

18 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑤

15 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑥

15 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑦

12 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑧

24 人

250 円/時間

100 円/時間

感染症拡大予防ガイドラインにより、
収容人数は表示人数の概ね半分程度とさ
れています

研修室①（和室）
研修室②

会議室①～④、研修室①は、現在、ご予約
いただけません。ご了承ください。

16 人
200 円/時間
100 円/時間
現在、ご予約いただけません。ご了承ください。
17 人

印刷機
お問合わせ

なは市民活動支援センター

〒900-0004

那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ２階
TEL：098-861-5024 / FAX：098-861-5029
メール：C-KATU005@city.naha.lg.jp

200 円/時間

100 円/時間

使用料

白黒・A3 サイズ以下

1円 / 枚

カラー・A3 サイズ以下

4円 / 枚

※内容確認のため、原則として印刷物の一部提出をお願いしております。
※印刷用の用紙もお持ちください。
※USB 等のメディアからは直接印刷はできません。

