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【開館日時】
火曜日～土曜日　 9:00 ～ 20:50
日曜日　　　　　 9:00 ～ 17:30
【休館日】月曜日・祝祭日・
　年末年始（12/29 ～ 1/3）

NPO のご相談は

 Twitter、facebook やってます！

橋本市から車で 1 時間、富貴（ふき）の集落へ
　橋本市から車で約 1 時間、奈良県と和歌山県の県境にある峠
道を越えた高野町の山間にその集落はあります。杉林と棚田に
囲まれ、音といえば虫や動物の鳴き声だけの静かな場所です。
　主に林業や農業が中心ですが、高齢化率 63％になり、棚田
を管理する人が少なくなってきています。

「田んぼつくりタイ」人が集合！
　そんなとき、高野町の事業で「富貴の里元気プロジェクト」
という事業が行われ、定住スタッフとして横浜から山田亜紀子
さんがやってきました。
　都会からやってきた山田さんには、一つしてみたい事があり
ました。
　「一度お米を作ってみたい！」・・・それを知った稲作農家の
西山さんが声をかけ、山田さんは稲刈り体験をすることに。そ
れをきっかけに平成 23 年 3月に地元の人たちと一緒に「富貴・
筒香（つつが）田んぼつくりタイ」を結成しました。
　山田さんの友人で、同じく横浜でシンガーソングライターを
していた Choji さんは、筒香の里の事を知り、1週間滞在し、家々
の田んぼ作業を手伝ってまわりました。現在は、三重県に引っ
越し、月に一度は筒香に滞在しているそう。
　和歌山市内で公務員をしている男性も子どもさんと共に、活
動に参加しています。
　このように、様々な動機で集まった会員は 40 人を超えます。

急ぐ事はない、長く続けていきたい
　地元の農家で会長の久保さんは「この郷は 1400 年の歴史が
あり、先祖代々里山を守りつづけていました。活動はまだ始まっ
たばかり、急ぐことはありません。続けていくことが大切だと
思っています。最近集落で若い人たちの声を聞けるようになり

ました。高齢化 63％といっても、住民票だけ置いて、街で暮
らしている人も少なくありません。本当はもっと高齢化が進
んでいるんです。若い人がこの場所に関心をもってくれ、手
伝ってくれている。それがとても嬉しいんです」と期待を寄
せています。
　そんななか、棚田の地主たちも休耕田の問題を所有者とし
て考えるようになり、今年「筒香さとやま保全会」を結成、「田
んぼつくりタイ」と共に休耕田となった棚田の復活を目指し
ています。
　　
　山田さんや Choji さん夫妻は言います。
　「地元のお父さん、お母さんたちとの関係がなによりも魅力
です。ここの魅力は来てみないとわかりません。」
　ゆっくりでいいから継続してゆく、集落の歴史の重さと共
にその言葉がとても印象に残りました。

　「富貴・筒香田んぼつくりタイ」では会員・賛助会員・体験
参加者を募集しています。
●正会員年会費　2000 円（１家族）※会員の今年度の受け付
けは終了しました。
●賛助会員　年会費 5000 円（筒香米 10 キロ付き）
●活動日ごとの体験参加：1回 500 円（ボランティア保険代他）

「お米をつくれナイ」「お米をつくりタイ」そんな思いが重なって

富貴・筒香田んぼつくりタイ
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富貴・筒香田んぼつくりタイ（事務局・西山さん）
　　電話・FAX：0736-53-2232　メール　ns2480-minoru@major.ocn.ne.jp　ブログ：http://fuki-tsutsuga.cocolog-nifty.com/blog/

NPO のための助成金講座

NPO法人の活動を発展させるための助成金。助成金の
性質や、活用のコツなどを学びます。簡単な助成金申
請書を作成するワークも実施予定！
　橋本会場
　　9月 21 日（土）10:00 ～ 11:30
　　橋本市市民活動サポートセンター
　和歌山会場
　　10 月 11 日（金）19:00 ～ 20:30
　　和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
　
　参加費　お一人につき 200 円（資料代）
　定　員　20 名（事前にお申し込み下さい）

NPO 交流会 in 串本
10 月 12 日 ( 土 ) 13:30 ～ 15:00
　串本町立文化センター 会議室 B
参加費　100 円（お茶代）　　定員　20 名 
県内の NPO・ボランティア関係者ならどなたでも！

NPO おはなしサロン
橋本市市民活動サポートセンターで、NPO関係者をゲ
ストに招き、活動についての情報交換を実施します。
これを機会に交流を図りませんか。参加無料。

9月 28 日（土）13:00 ～　粉河のまちづくりについて
　ゲスト　楠 富晴さん（NPO法人粉河まちづくり塾 代表）
10 月 26 日（土）10:30 ～　団体の広報をブラッシュアップ！
　ゲスト　西浦 浩子（わかやまNPOセンタースタッフ）

NPO も使っている “チャットワーク” 徹底研究！

「メールを超えたコミュニケーション &タスク管理 &
ファイル共有ツール」としていま大注目のチャット
ワーク。複数人でプロジェクトを推進する際に便利な
ツールでNPO向け無償プログラムの提供もスタート！
機能や活用事例の紹介と利用体験をおこないます。
　10 月 18 日（金）19:00 ～ 20:45
　　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　参加費　無　料
　定　員　20 名（事前にお申し込み下さい）

■いずれも問い合わせ・お申し込みは、和歌山県NPOサポートセンターまで

T A K E  F R E E

サポートセンターでは、県内のNPO法人のみなさまの、運営や事務などへのご相談に対応するための様々な
メニューを用意しています。これから何か活動を始めたい、法人を設立したいという方もお気軽にどうぞ！

橋本市市民活動サポートセンター
■原則毎月第 2・第 4水曜日
■場所　橋本市東家 1丁目 3-1　橋本市保健福祉センター 2階
■予約　橋本市市民活動サポートセンター　
　TEL　0736-33-0088　FAX　0736-33-0095
■対象　原則として橋本市内に拠点を置く団体または、橋本市
で活動をおこなっていたり、おこなうことを検討している団体

田辺市市民活動センター
■原則毎月第 2・第 4金曜日
■場所　田辺市高雄 1丁目 23-1　田辺市民総合センター 2階
■予約　田辺市市民活動センター
　TEL/FAX　0739-26-9833
■対象　田辺市を中心とした紀南エリアで活動をおこなってい
たり、おこなうことを検討している団体

ご活用ください！サポセンの NPO 事務支援

サポートセンターでは、この秋も県内各地で事業を実施します。お気軽にご参加下さい。

サポートセンターの事業のご案内

■ 設立・運営・書類作成の相談（和歌山県 NPO サポートセンター）
　NPO法人設立や運営相談、事業報告書、定款変更書類等の作成相談をNPOサポートセンター内で受け付けています。ご来訪の際
は事前にご予約ください。ただし、税務に関することなど、お答えしかねることもあります。
　また、概ね 5名以上のグループや行政職員のみなさん等を対象にした出張NPO相談・講座も承っております。NPOサポートセン
ターまでお問い合わせください。

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約）
　和歌山県NPOサポートセンター・わかやまNPOセンタースタッフがご相談をお受けします。必ず事前にご予約ください。
　1件あたりの相談時間は 1時間以内とさせていただいています。



助成金 & 支援情報
JR西日本あんしん社会財団公募助成
【申請期間】10 月１日（火）～ 11 月 18 日（月）

【助成対象となる活動】

　「事故、災害に対する備えやその後のケア」に関する活動、また、

東日本大震災や平成 23 年台風 12 号に関する被災者支援活動に対

する助成です。

　※対象団体や申請方法など詳しくは

　http://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/katsudo.html

【問合せ】公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団

　TEL：06-6375-3202（平日 10:00 ～ 17:00）FAX：06-6375-3229

　メール：info@jrw-relief-f.or.jp

第 2回エクセレントNPO大賞
　国内外における社会貢献を目的とした市民による日本国内の

NPOやその他の非営利組織（法人格の有無不問）が応募できます。

他薦も可。

　※ 応募方法など詳しくは…

　https://www.mainichi-ks.co.jp/form/e-npo/

【締　切】10 月 16 日 ( 水 ) 23:59（郵送の場合は当日消印有効）

【賞】受賞団体には賞状、賞金を贈呈するほか、

毎日新聞紙上などにて受賞団体名や受賞内容などを掲載する予定

【問合せ】　エクセレントNPO大賞審査委員会事務局

　　　　　TEL：03-3548-0511（平日 9時半から 17 時半迄受付）

　　　　　FAX： 03-3548-0512（24 時間受付）

　　　　　メール：info@excellent-npo.net

花王ハートポケット倶楽部「和歌山地域活動貢献応援
基金・わかやまいきいきファンド」
　元気な和歌山を作る団体に対し、日々の活動費用を助成します。

【期　間】９月 16 日（月）～ 11 月 18 日（月）必着

【助成対象】

　（1）スタートアップ助成事業　5万円／ 1助成　

　　　和歌山県内でNPO活動を始めて 2年以内の団体

　（2）パワーアップ助成事業　10 万円／ 1助成

　　　和歌山県内でNPO活動を始めて 2年以上の団体

【問合せ】和歌山県NPOサポートセンター

　　TEL：073-435-5424　FAX：073-435-5425

　　URL：http://www.wakayama-npo.jp/

　NPO法人わかやまNPOセンター

　　TEL：073-424-2223　FAX：073-423-8355

　　URL：http://www.wnc.jp

ボランティア募集情報
精神障害者ソフトバレーボール和歌山県大会
ボランティア募集
【日　時】10 月 24 日（木）11:00 ～ 17:00

【場　所】和歌山ビッグホエール

【内　容】試合の得点係などのボランティア募集

　　　　　＊昼食及びお茶を用意しています。

【締　切】10 月 11 日（金）

【主　催】和歌山県精神保健福祉協会

【問合先】和歌山県精神保健福祉協会　TEL:073-435-5194

まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜
ボランティア募集
【日　時】10 月 19 日～ 20 日　16:00 ～ 22:00（予定）

【場　所】和歌山城と周辺のまちなか

【内　容】竹燈篭の設置、キャンドルの点灯・竹燈篭の片付けなど。

【主　催】竹燈夜実行委員会事務局　TEL:073-435-1234　

　http://www.taketouya.jp/　メール：kanko@city.wakayama.lg.jp

イベント情報
「つながる子育て」～子育て世代を応援し隊～
　子育ては女の仕事？孫が出来たら祖父母が手助けするのは当たり前？本

当にそうでしょうか。男女を問わず、高齢になっても子ども達の幸せとす

べての世代がつながる幸せをみんなで考えませんか。

【日　時】10 月６日（日）13:00 ～ 16:00

【場　所】和歌山市男女共生推進センター６階ホール

【定　員】100 人

【内　容】オープニングコンサート、リラクゼーションとトーク、基調講演「つ

ながる子育ては男女共同参画社会づくりを促す」

【締　切】10 月１日（火）

【問合せ】NPO法人WACわかやま

　　　　　TEL：073-414-1189　FAX：073-418-2289

　NPO法人では、所轄庁への事業報告や役員変更等の届出など以外に以下の事務が必要です。
　◆ 原則すべてのNPO法人に必要・・・(1) 会計、(2) 税務、(3) 登記　の事務
　◆ 有給職員を雇用するNPO法人に必要・・・労働保険、社会保険　の事務
　上記とは別に、介護保険や障害福祉サービス事業をおこなっている場合は所定の手続き、補助事業・助成事業・
受託事業を行っている場合は定められるところにより事業報告・会計報告などをおこなう必要があります。
　今回はすべてのNPO法人に必要な事務になる (1) から (3) の概略をご紹介します。

NPO 法人に必要な事務を知ろう

1. 会計
　NPO 法人の会計は「NPO 法第 27 条各号に掲げる
原則に従って行わなければならない」と定められてい
ます。
1）正規の簿記の原則…網羅性、立証性、秩序性の 3
つが挙げられていますが、大切なのは日頃から現金の
出入りを領収書や入金伝票など証拠となる書類ととも
にきちんとつけておき、こまめに会計をとりまとめる
ことです。簿記の方式は活動計算書作成を見越して複
式簿記を取り入れるのがよいでしょう。
2）真実性・明瞭性の原則…法人の収支・財政状態を
正確に、明瞭に伝えられるように会計を整えることが
必要です。
3）継続性の原則…いったん採用した会計方式は正当
な理由がない限り変更しないことが大切です。
　なお、NPO 法人は 2012 年 4 月の法改正で、活動計
算書の導入が義務付けられています。現在のところ導
入の期限は定められていないものの、早めの導入をお
すすめします。

2. 税務
　NPO 法人に対してかかる税金には以下のようなも
のがあります。
1）法人税・法人住民税法人税割・事業税…法人税法
上の収益事業をおこなっている場合（※別表参照）
2）法人住民税均等割…すべての NPO 法人が課税対象
になる。和歌山県 2 万円、市町村 5 万円。法人税法
上の収益事業を行っていない場合は申請により免除。
3）消費税…消費税法上の課税売り上げが 1000 万円
以上の場合（対象となる事業が法人税課税対象か否か
とは直接関係しないので注意）
4）所得税・復興税…支払った給与や報酬の金額から

控除（源泉徴収）
5）住民税…有給職員に
対して支払った給与から
控除
6）紀の国森づくり税…
法人県民税の 5％。
　このほか、一般に領収
書への収入印紙貼付は不
要。このほかの税金につ
いてはかかるものも多い
ですが、例外もあるので
よくお確かめ下さい。

◆ 法人税
　法人税法に定める 34 業種を、継続して、事業場を
設けて行われる場合、非営利事業であっても法人税法
上の収益事業とみなされ、法人税課税対象となります。
　なお、法人税法や政令・通達等に規定がなければ課
税対象外になりますが、逆に課税対象となる事業でも
例外も多いので確認が必要です。
　行政などからの事業受託も請負業にあたるケースが
多いのですが、剰余金が発生した場合は返還するなど
の「実費弁償」の場合は税務署への申請により除外に
なることがあります。また、介護保険や障害福祉サー
ビス事業も医療保険業などに当たる可能性がありま
す。

3. 登記
　いずれの NPO 法人も登記が必要な事項は以下の通
りです。
・目的及び業務（＝定款第 3条・第 4条・第 5条）
・法人名称（＝定款第 1条）
・事務所所在地（＝定款第 2条）
・代表権を有するもの（＝代表権を有する理事）
・資産の総額（前事業年度末日現在の資産総額）
・設立時期
　登記事項に変更があった場合は変更登記が必要で
す。前年度に資産の総額に変更がある場合は事業年度
終了後 2ヶ月以内の登記が、代表権を有する役員に変
更が生じた場合は 2 週間以内に役員変更登記が必要で
す（役員再任の場合も「重任」の登記が必要）。

　詳細は税務については税務署や県税事務所、市町村
役場税務課へ。登記は法務局でそれぞれご確認下さい。
　様々な事務がありますが、事務の記録を残しておき、
後任の担当者がわかるように工夫をなさってくださ
い。（参考文献：「自分たちで運営しよう！NPO法人」）

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2013 年 6 月～ 7月に
設立された団体です。

◎NPO法人　愛福会（和歌山市）
　2013 年 6月３日設立　代表　中西 俊五
　活動地域　和歌山市今福地区
　私達の街は幸か不幸か戦災に遭わず、約 70 年前のまま今日に
至りました。救急車や消防車は勿論お年寄りの買物や子供達の通
学には軽四が通ると逃げ惑っています。そんなまちを、何とか安
心で安全なまちにしようと立ち上がりました。どうか皆さんの仲
間に加えて下さい。
　TEL：073-424-4608　メール：kuukai@eco.zaq.jp

◎NPO法人　高田（新宮市）
　2013 年 7月 2日設立　代表　大嶋 邦嗣
　活動地域　新宮市高田
　過疎化により高齢化し、働ける場所がほとんどなくなりました。
そうした事から高田住民に対して農業や環境に関する事業を行
い、高田地区全体の活性化に寄与することを目的として設立いた
しました。多くの方々の御支援御協力よろしくお願い致します。
　TEL：090-7432-3762

いろいろあるのね…

◆ 法人税法上の収益事業（34業種）
　物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸
付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、
請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、
料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、
土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊
技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、
駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働
者派遣業
　（赤文字はNPO法人が関わる可能性が高い業種）


