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TEL：073-435-5424　
FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp
URL：http://www.wakayama-npo.jp

【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！

実績を積み重ねステップアップ！
　JR の特急電車に乗って和歌山駅から 3 時間。新宮駅前に出
るときれいに整備された花壇が出迎えてくれます。この花壇は
新宮市協働推進課が運営する「みんなの協議会」での協議を経
て、市民や観光客の憩いの場になればと、新宮ロータリークラ
ブの支援を受けて 2012 年春に整備されたものです。
　この花壇の整備をおこなっているのはボランティアグループ
「はなはなきっさこ」。新宮市内の住民約 10 名が交代で花の世
話をおこなっています。
　団体名の「きっさこ」は禅語の「喫茶去（きっさこ）」と、「来
てください」の意味を掛け合わせたものだそう。誰でも気軽に
花を通して友だちになりませんか、という想いが込められてい
ます。
　毎月 1 回の定例会議のほか、日頃から花壇の整備をおこなっ
ていて、今では駅前広場だけではなく新宮駅構内の花壇の世話
を JR から依頼されるようになったほか、冬に飾り付けるイル
ミネーションの資機材購入の計画を立てたところ街の方から寄

付をいただくなど、着実に活動が広がっています。

被災地に彩りを
　2011 年 9 月に発生した紀伊半島大水害では、新宮市でも大
きな被害が出ました。熊野川地区に仮設住宅が建設され、昨
年秋まで家を失われた方が暮らしていましたが、その仮設住
宅にもプランターを届ける活動をおこないました。地元の木
材協同組合からプランター、那智勝浦町の花グループの方か
ら苗を、遠く大阪からも花の種などの支援が届き、水害で色
を失った地域に彩りを添えることができました。多くの方が
仮設住宅を退去するときに花壇もいっしょに持っていったそ
うです。大きな被害を受けられた被災者のみなさんの心の癒
しにつながったのでしょう。

駅を拠点に花づくり活動を
　昨年、新宮駅は鉄道開通 100 周年の節目を迎えました。そ
の記念イベントでも「はなはなきっさこ」のみなさんが整備
した花壇が会場を華やかにしました。今後も新宮駅前を拠点
にしながら、花を植えるのに適した土の作り方や寄せ植えの
作り方などを広めるイベントを開催したり、学生など若い世
代にも花の魅力を伝える取り組みをしていきたい、とのこと。
「花に追われる毎
日です」と笑顔で
話されるみなさん
の見据える将来に
は、市民みんなが
花を囲んで和んで
いる街中の風景が
浮かんでいること
でしょう。

「みんなの協議会」から生まれた「みんなの花壇」をみんなで整備！

はなはなきっさこ
NO.11

はなはなきっさこ　新宮市佐野 979-8　　団体基本情報　http://fields.canpan.info/organization/detail/1073220392/
ブログ　http://blog.canpan.info/hanahanakkissako/　（「はなはなきっさこ」でweb 検索すると出てきます）

活動計算書の書き方講座 & NPO 交流会

　まだ活動計算書による会計処理をしていない、活動
計算書を導入したけれども作成ポイントについてしっ
かりと学びたい、と考えている方を対象とした講座で
す。終了後は交流会も！
【和歌山会場】3月 25 日（火）13:00 ～ 16:30
　和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
【田辺会場】3月 26 日（水）13:00 ～ 16:30
　和歌山県立情報交流センター Big・U研修室 2
【内　容（両会場共通）】
（1）13:00 ～ 15:30
　NPO会計と活動計算書の書き方のポイント
　講師：荻野俊子さん（NPO会計支援センター 代表）
（2）15:40 ～ 16:30
　 参加者による交流会（自由参加）
【参加費】無　料（事前申込み必要、1団体からは最大
　2名までとさせていただきます）
【持参物】筆記用具と電卓
【申込み先】法人名・参加者のお名前・連絡先、交流会
の参加の有無を以下までお知らせ下さい。
　和歌山県庁　NPO・県民活動推進室
　　TEL：073-441-2369　FAX：073-433-1771
　　E-mail：e0313002@pref.wakayama.lg.jp 

NPO 法人の事業報告セミナー

　今年 2月に和歌山県内 4会場でNPO法人年度末の
実務に関するセミナーを開催しましたが、4月～ 5月
に県内 4会場（和歌山・田辺・橋本・新宮を予定）で
NPO法人の事業報告に関するセミナーを開催する予定
です。
　詳細が決まりましたら「わかやまNPO広場」やメー
ルマガジン、NPO法人事務担当者メーリングリスト等
でご案内する予定です。

TA K E  F R E E

橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2・4水曜日の 10 時～ 16 時
■場所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX　0736-33-0095
■対象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活動
しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2・4金曜日の 10 時～ 16 時
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（田辺市市民活動センター）
■対　象：田辺市を中心に紀南で活動中または活動しようとす
る団体

サポートセンターからのお知らせ

多くのNPO法人は今年 3月が事業年度末。総会や事業報告等のご準備をお忘れなく！

サポートセンターからのご案内

■ NPO 法人の設立・運営・書類作成の相談を承っています
　ご予約の方優先となりますので、なるべく事前にご連絡ください。なお、税務関連などお答えしかねることもあります。
　また、田辺市と橋本市では定期的に（下記参照）、その他の地域でも概ね５名以上を対象に出張相談を実施しています（出張相談の
ご利用は無料です）。NPOサポートセンターまでお気軽に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。

https://www.facebook.com/wnposc/https://www.facebook.com/wnposc/

Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！
Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！

NPO 事務担当者のためのメーリングリスト

　和歌山県内のNPOで活動している事務担当者の方
と支える専門家のみなさんによるメーリングリストの
運営をスタートしました。様々な意見交換の場として
ご活用ください。登録のお申し込みはメールでサポー
トセンターまで。　info@wakayama-npo.jp



助成金 & 支援情報
2014 年度（第 12回）ドコモ市民活動団体への助成
【対象】　①子ども分野：「子どもを守る」をテーマに子どもたちの

健やかな育ちを応援する活動、　②環境分野：「環境を守る」をテー

マにこれからの地球や地域の環境のためになる活動

【締切】4月 21 日（月）必着

【助成金額】　①総額 2,500 万円（上限）②総額 1,000 万円（上限）

　※1 団体あたりの助成額は 50 万円を標準とし、最高 100 万円ま

での申請が可能

【問合せ】NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド　事

務局　TEL：03-3509-7651（平日 10 ～ 18 時）FAX：03-3509-7655

　メール：info@mcfund.or.jp

　詳しくは http://www.mcfund.or.jp/

全労済地域貢献助成事業
【対　象】（1）地域の生態系を守る活動、（2）低炭素・循環型の地

域社会をつくる活動、（3）地域の自然や環境の大切さを学ぶための

活動、（4）子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生みだ

す活動、（5）困難を抱える子ども・親が、たすけあい、生きる力を

育む活動

【応募期間】3月 26 日（水）～ 2014 年 4月 9日（水）必着

【助成金額】総額：2,000 万円（上限）、1団体に対する助成上限額

は 30 万円

【問合せ】全労済　地域貢献助成事業事務局（担当 平信、斎藤）

　TEL：03-3299-0161　FAX：03-5351-7772（平日 10 ～ 17 時 ）

　メール：90_eco@zenrosai.coop

　詳しくは　http://www.zenrosai.coop/eco

タカラ・ハーモニストファンド
【対　象】自然環境を守り、育てる活動または研究を実践する個人

および団体

【締切】３月末日

【助成金額】助成金総額は 500 万円前後、助成件数は 10 件程度

【問合せ】公益信託　タカラ・ハーモニストファンド事務局

　みずほ信託銀行株式会社京都支店営業 2課（担当：明上、古儀）

　TEL：075-211-6231 　FAX：075-212-4915

　http://www.takarashuzo.co.jp/environment/

イベント情報
第2回きのかわチャリティーラン
　収益金は、障がいのある青少年のためのキャンプやプログラムの

支援金として活用されます。

【日時】6月 1日 ( 日）9:00 ～ 12:00（雨天決行）

【場所】和歌山市市民スポーツ広場・紀ノ川河川敷特別コース

【参加費】種目により異なりますのでホームページをご覧ください。

　http://www.wakayamaymca.org/archives/3788　＊参加申込必要

【申込締切】4月 25 日（金）

【申込・問合せ】和歌山 YMCAチャリティーラン実行委員会

　TEL：073-473-3338（日・祝のぞく）

　メール：info@wakayamaymca.org 

和歌山南部の集い＆花のまちづくりセミナー in 田辺
【日時】３月 22 日（土）10:30 ～ 17:30

　午前中は花のまちづくりセミナー in 田辺を開催。

【場　所】紀南文化会館　大ホール

【内　容】講演「EM技術の最新情報」「健康管理の切り札は微生物」、

EM活用事例発表など

【主　催】NPO法人地球環境共生ネットワーク

【共　催】NPO法人花つぼみ

【申込先】善循環の輪実行委員会（古守）

　TEL：0739-26-8719　携帯：090-3039-7309　　　　

　http://www.unet.or.jp/

ボランティア募集情報
“災害ボランティア” の登録者を募集
　近い将来発生の可能性が極めて高いといわれている東南海・南海

地震や県内外の災害に備え、災害が起こったときに迅速かつ効果的

に救援活動が行えるよう、事前の災害ボランティア登録制度を運用

しています。

【登録条件】満 15 歳以上（登録しようとする年度の 4月 1日現在）、

学生の場合（満 18 歳未満）は保護者の承諾が必要

その他詳細は、下記までお問い合わせ下さい。

　和歌山県災害ボランティアセンター

　　TEL：073-435-5220（直通）　FAX：073-435-5221

　和歌山県 環境生活部　県民局　県民生活課

　　TEL：073-441-2369（辻、福田） 

　内閣府が昨年夏に全国の NPO 法人を対象におこなった実態調査の結果が昨年末に公表されました（公開先 URL　
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report35.html）。興味深い結果が多数並んでいますが、一部の結果を引用し、
全国のNPO法人と和歌山県内のNPO法人の状況を比較してみました。

くらべてみました－全国と和歌山県の NPO 法人

財政規模
　全国調査　中央値 689 万円、平均 3,691 万円
　和歌山県　中央値 145 万円　平均 1,228 万円
　NPO 法人の財政規模は、平均額で和歌山県が全国
の 1/3、中央値（上位から並べてちょうど真ん中の順
位の数値）で 1/4 以下となっています。和歌山県は全
法人を調査しているため、全国調査よりも数値が低く
なるのはやむを得ませんが、全国・和歌山県とも中央
値と平均額との差が大きく、収入の大きな団体が平均
を大きく引き上げていることがうかがえます。
　平均から割り出すと NPO 法人全体の総収入は全国
で約 4,000 億円、和歌山県で約 41 億円となります。
未回答の法人の分を加味すると、全国の NPO 法人の
経済規模は現在 5,000 億円規模の和歌山県の一般会計
と同じくらいかそれ以上ということがうかがえます。

また、和歌山県内のNPO法人の総収入は約 41億円で、
桃の産出額（2009 年）に迫り、古座川町の一般会計
（2012 年）に匹敵します。
　なお、法人の収入額の分布は左下グラフの通りです。

収入の内訳
　収入の内訳はグラフの通りです。「その他の収入」
の定義が調査により微妙に異なるので単純比較はでき
ませんが、和歌山県の団体は事業収益を積極的に得て
いることがうかがえます。収入が多い団体をみますと、
介護保険や障害福祉サービスを展開している団体が多
く、県内 NPO 法人が積極的に収益活動をおこなって
いる団体と、ボランティアを軸に活動している団体と
に二分される傾向が強まっているといえるでしょう。

NPO 法人会計基
準の導入状況
　全 国 調 査 で は
NPO 法人会計基準
を導入している団
体が 13,091 法人中
56.3% にのぼりま
した。昨年10月に、
和歌山県内の NPO
法人の計算書類を
確認したところ、
NPO 法人会計基準
に基づいた会計書
類を提出していた
法人は 30.9% にと
どまり、全国より
少ない傾向がうか
がえます。
　活動計算書への
移行期間の終了時
期は未定ですが、
2012 年の法改正か
ら 3 年をめどに見
直しが図られる予
定で、来年度何ら
かの動きが見込ま
れます。早めに準
備をされることを
おすすめします。
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新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2013 年 10 月～ 12 月に
設立された団体です。

◎NPO法人げんき倶楽部はしもと（橋本市）
　2013 年 12 月 19 日設立　代表　岸田昌章
　TEL：0736-37-3623
　E-mail： seikotu@sage.ocn.ne.jp
　総合型地域スポ―ツクラブとして設立しました、NPO 法人げ
んき倶楽部はしもとです。「する。見る。支える。」スポ―ツを目
指し、多世代の人が集い、多種目の運動やスポ―ツを行うことで、
新しい地域コミュニティを広げる活動を行っています。

◎NPO法人マイ・ダイレクション（岩出市）
　2013 年 10 月 31 日設立　代表　奥田雅哉

◎NPO法人古民家Ｒプロジェクト（紀の川市）
　2013 年 10 月 30 日設立　代表　東中英人

◎NPO法人紀三井寺スポーツクラブ（和歌山市）
　2013 年 12 月 17 日設立　代表　上村幸治

本調査のデータについて
　全国調査は内閣府の「平成 25 年度特定非営利活動法人に関する実態調査」から引用。全 NPO 法
人を対象に調査票を配布、約3割の法人から回答を得ました。（設問により有効回答数は異なります）。
　和歌山県内の調査については、和歌山県所管 NPO 法人が法律に基づいて年に１回和歌山県に対
して提出している事業報告書から、直近事業年度の活動計算書（収支計算書）の数値を NPO 法人
わかやまNPOセンターにおいて集計したもの。対象団体数は 336 となりました。


