
 

 

                         
 

 

     「地域を支えるサービスを総合的に提供する法人」について 
  先日、日経新聞に「地方創生へ新法人制度住民サービスを一体運営」との記事が出て、新しい法人制度の創設が 

 検討されていると伝えられた。 

  政府は、地方の人口減少に伴い、鉄道・バスの不採算路線の撤退など地域を支える基本的なサービスが、なくなり 

 つつあることを問題とし、地方自治体が、柔軟に地域の公共交通、小売り・生活関連サービス、介護、保育などを 

 総合的・効率的に提供する新しい法人組織「ローカルマネジメント法人（ＬＭ法人）」を考えている。 

  「ローカルマネジメント法人」 

    地方創生に向けた新法人制度として、早ければ２０１６年にも法律策定。 

   ＬＭ法人は非営利目的のＮＰＯと、営利目的の株式会社のそれぞれの良さをあわせ持つ仕組みにする。 

     ＮＰＯ 

      税制優遇を受けられる。 利益を投資家に分配できない。 

      資金集めは寄付金に頼らざるを得ない。 

     株式会社 

      介護など非営利事業の運営に制約がある。 

    具体的な特徴は以下３点。 

     ＜ローカルマネジメント法人の特徴＞ 

      ① 公益事業だけでなく、収益事業も拡大可 

      ② 投資家への利益配当可 

      ③ 税制上の優遇措置あり 

  公益サービスに関心があっても配当規制などが障壁となって参入できなかった地域密着型の企業がＬＭ法人移行 

 するに可能性も見込んでいる。広く投資家から資金を募って外部人材を登用。鉄道や温泉などの観光事業で収益を 

 あげ、採算が取りにくい福祉サービスなどと一体で運営するといった姿を想定している。 

 

 
       

   平成２６年度 登録団体名 

1 (一社) 南相馬観光協会 2 南相馬市ｸ゙ﾗｳﾝﾄ゙・ｺ゙ﾙﾌ協会 3 NPO法人 相双NPOｾﾝﾀー 4 (一社) みんな未来ｾﾝﾀー 

5 NPO法人 みんな共和国 6 ARTS FOR HOPE 福島支局 7 ｱｸ゙ﾘｻｲｴﾝｽｶﾌｪ実行委員会 8 南相馬市国際交流協会 

9 ﾍ゙ﾃﾗﾝﾏﾏの会 10 NPO法人 浮船の里 11 いとつむぎ新聞 12 朝日座を楽しむ会 

13 CTVC原町ﾍ゙ ｽー（東京ｶﾄﾘｯｸ

ﾎ゙ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀー） 

14 NPO法人 福島県環境ｴﾈﾙｷ゙  ー

共生機構 

15 (一社) いちばん星 

南相馬ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ 

16 (一社) えこえね南相馬 

研究機構 

17 (一社) 南相馬希望の 

まちづくりﾌｫーﾗﾑ 

18 (一社) 

 南相馬農地再生協議会 

19 (一社) 

 南相馬除染研究所 

20 NPO法人 

 実践まちづくり 

21 折り紙伝承会 22 絆の会 23 きまぐれ大学 24 国際ｿﾛﾌ゚ﾁﾐｽﾄ 原町 

25 南相馬ｻｲｴﾝｽﾗﾎ゙ 26 ｱｸ゙ﾘ・ｳｫﾂﾁｬー・ｸﾗﾌ゙ 27 玉ノ井一俵会 28 ちゅうりっぷ文庫 

29 子どもと一緒の会 30 夢たびと 31 はらまち九条の会 32 ひまわりﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ南相馬 

33 特定非営利活動法人 

 いのち・環境再生機構 

34 特定非営利活動法人 

 きぼう 

35 特定非営利活動法人 

 さぽーとｾﾝﾀーぴあ 

36 特定非営利活動法人 

 日本国際ﾎ゙ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀー 

37 特定非営利活動法人 

 虹の架け橋 

38 特定非営利活動法人 

 ﾊﾏﾅｽの集い 

39 特定非営利活動法人 

 ほっと悠 

40 特定非営利活動法人 

 南相馬ﾌｧｸﾄﾘー 

41 原町あけぼの会 42 原町歩こう会 43 原町絵本と童話の会 44 原町おやこ劇場 

45 原町子どもﾈｯﾄﾜーｸ 46 原町ｻｲｸﾘﾝｸ゙協会 47 原町手話ｻーｸﾙ 耳通口 48 原町赤十字奉仕団 

49 福島県青少年赤十字賛助

奉仕団 相双地区 

50 福島県退職公務員連盟 

 相馬支部 

51 福島県俳句連盟 

 相双支部 

52 特定非営利活動法人 

 あさがお 

53 認定特定非営利活動法人 

ﾌﾛﾝﾃｨｱ南相馬 

54 南相馬幸福の 

黄色いそろばんﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ 

55 （社）認知症の人と 

家族の会 相双地区会 

56 NPO法人  

みんなのとなり組 

57 としょかんのTOMO 

みなみそうま 

58 放射能測定ｾﾝﾀー・南相馬 

（とどけ鳥） 

59 新老人の会 福島支部 

 相双ﾌ゙ﾗﾝﾁ 

60 特定非営利活動法人 

 ﾊｯﾋ゚ ｱーｲﾗﾝﾄ゙ｻーﾌﾂーﾘｽ゙ﾑ 

61 NPO法人相双に新しい精神科医療保険福祉ｼｽﾃﾑをつくる会 62 特定非営利活動法人 コミュニティ再生復興南相馬 

                                                順不同 
       

     蔵書案内 
タイトル サブタイトル 著 者 出版社 

ＮＰＯの資金づくりがわかる本！ リーダーが知っておくべき成功のポイント 田中 尚輝 学陽書房 

実践！ＮＰＯマネジメント ＮＰＯ運営の“戦略”教えます。 田中 尚輝 学陽書房 

 

        各団体イベント情報      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   地域のイベント情報 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
4月11日(土) 

ﾗｲﾌ゙ﾗﾘーｼｱﾀー「ローマの休日」 

 開場13：00 開演13：30 
情報交流センター 

マルチメディアホール 
無 料 

南相馬市中央図書館 

     0244－24－7789 

4月13日(月) 
たまちゃんるーむ 

 10：30～11:30 

原町子育て支援センター 

（あずま保育園内） 
無 料 

原町おやこ劇場 

 0244-23-1921 （岡田） 

4月 2､16日(木) 
「はらまち会議室」 

 2日18:00～20:00  6日10:00～12:00 
原町生涯学習センター 無 料 

いとつむぎ新聞 

 090－1559-0778 (國奥睦子) 

4月19日(日) 
「総会ウォーク！ 石神南コース」 

 9：00～ 
南相馬市労働福祉会館 

駐車場 
 

原町歩こう会 

 0244－25-4401 (佐藤潤正) 

4月21日(火) 

5月19日(火) 

フリースペース 遊び場・しゃべり場 

 10：30～12:00 

原町おやこ劇場 

事務所 
無 料 

原町おやこ劇場 

 0244-23-1921 （岡田） 

4月25日(土) 
「前に進もう MOVING FORWARD」 

 13：30～15：00 
野馬追通り銘醸館 

二番蔵 
無 料 

共催:CTVC原町ベース 

 090－9323-5547 (生田) 

              さぽせんニュースは偶数月に発行しています。皆様からのイベント情報の提供をお待ちしています。 

朝日座を楽しむ会 

≪ 朝日座見学会 ≫ 

 南相馬市の「朝日座」は、相双地方で初めての国登録有形

文化財です。 

 大正１２年、芝居小屋兼活動写真 

館として建てられた「朝日座」は、 

築９０年以上の木造建築物です。 

 平成３年に惜しまれつつ常設映画 

館として約７０年の歴史に幕を下ろ 

しました。 

 平成２０年「朝日座を楽しむ会」 

が発足しました。会では、朝日座が 

将来に渡り、地域に活かされていく 

ことにつなげようと活動を続けています。 

 この機会に朝日座を見直して、地域の文化財を再発見し 

てみせんか。 

 日 時 ： 平成２７年 ５月１０日（日） 

        １０：００～１５：００ 

 場 所 ： 朝日座 南相馬市原町区大町１－１２０ 

 ―――――――――――――――――――――   

 問い合せ： 朝日座を楽しむ会 （小畑） 

             ０２４４－２３－５４２０ 

      （南相馬市市民活動サポートセンター内） 
 ※ 毎月最終土曜日に13:30から「カフェで映画会」をしています。 

       参加費 ５００円 

南相馬サイエンスラボ 

 ＭＳＬ 「第５回 親子農業食育教室」 

 「野菜の苗を植えてみよう!」 

 日 時 ： 平成２７年 ４月１２日（日） 

         １０:００～１３:００ 

 参加締切 ：  ４月１０日（金） 

    ―――――――――――――――――――― 

 ＭＳＬ 「第６回 親子農業食育教室」 

 「田植えをやってみよう!」 

 日 時 ： 平成２７年 ５月１０日（日） 

         １０:００～１３:００ 

 参加締切 ：  ５月 ８日（金） 

    ―――――――――――――――――――― 

 場  所 ： 南相馬サイエンスラボ（原町第１小学校裏） 

 対  象 ： 幼児から大人まで 

           （幼児と小学生は保護者同伴） 

 参 加 費 ： １組５００円 

 定  員 ： 先着１０組 

    ―――――――――――――――――――― 

 問い合せ ： 南相馬サイエンスラボ （齋藤 実） 

             ０８０－３３４０―８４２６ 

 ＊ てんたん人形劇場による人形劇と 

     木のおもちゃのワークショップ ＊ 

 内 容 ： 人形劇「たったか たったか 

             たったかた」他 

       NPO日本グッドトイ委員会の 

       土屋さんが選んだ木のおもちゃ 

       で遊ぼう。 

 日 時 ： 平成２７年 ５月３１日（日） 

         開演 １１：００～ 

 場 所 ： 原町生涯学習センター (予 定) 

 参加費 ： ３００円 (３歳以下 無 料) 

  ―――――――――――――――――――   

 問 合 せ： 原町おやこ劇場 

       ０２４４―２３―４１０６ （岡田） 

活動団体支援情報 

原町おやこ劇場 

＊ほっと♡サロンと子どもの遊び場＊ 

「紙飛行機を飛ばそう！」 

 日 時 ： 平成２７年 ５月 ９日（土） 

         １３：１５～１６：００ 

 場 所 ： 南相馬市民文化会館 

           多目的ホール 

 参加費 ： １人 １００円 

         （大人・子ども共） 

  ―――――――――――――――――――   

 主 催 ： アグリ・ウォッチャー・クラブ 

 共 催 ： 関西・震災支援ネットワーク、 

       オレンジロード 

 問合せ ： アグリ・ウォッチャー・クラブ （岡田） 

          ０２４４―２３―１９２１ 

アグリ・ウォッチャー・クラブ 
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