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和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課NPO・県民活動推進室
（和歌山県庁本館 2F）
TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

和歌山県NPOサポートセンター
（和歌山ビッグ愛 9F）
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！

きっかけは「台風 12 号」
　新宮市熊野川町九重（くじゅう）集落にその小学校はありま
す。北山川の畔に建つ平屋建ての木造校舎は、既に廃校となっ
ていましたが、3 年前の台風 12 号による大洪水（紀伊半島大
水害）で天井まで水没しました。一時、多額の費用を投じて解
体する話も浮上したそうです。
　当時、新宮市のNPOで活動していた柴田さんは、それならば、
材料費だけでこの地域の活性化を図れる施設ができると行政に
交渉、NPO 法人山の学校を設立し、荒れ果てた校舎を復活さ
せる事にしました。

多くの方々に支えられ
　天井まで水没し、汚れてしまった校舎を、県内外から駆け付
けた、多くの個人・企業ボランティアの協力で復活できました。
多くの方々の協力と同時に、色々な方とのつながりもできたと
いいます。
　「この建物のインテリアは、ほぼ廃材やいただきものばかり
なんです」。地元から寄付してもらった廃材をうまく利用し、
ほぼ手作りでリノベーションしました。

校舎を利用したビジネスモデル
　まず、校舎内に book cafe kuju（ブックカフェ九重）をオー
プンしました。このカフェは若い女性スタッフが中心となり、
運営することになりました。店内はどこか懐かしい雰囲気が
ただよい、ほどよい癒しの空間が生まれました。
　そして、校舎裏には、ご夫婦で経営する石窯で焼いたバン
屋がオープン。手作りのパンを求め、焼き上がりを待つ多く
のお客が訪れるそう。
　また、5月には京都の「ガケ書房」という書店の協力を得て、
この地域には長い間なかった本屋もオープンしました。静か
な川を眺め、買った本を読みながら、カフェでゆっくりして
いただけるようなお店を目指しているとのことです。

これからの展望は？
　古民家を利用した「ビストロ」のオープンや、移動販売車
の企画が現在浮上しているといいます。お店を構えずとも、
ハンターに弟子入りし、害獣駆除の仕事をしている人もいる
のだとか。
　「田舎だからといって若者の仕事がないわけではない。ビジ
ネスチャンスはどこにでもある」と柴田さん。その理念のもと、
この校舎が多くのスモールビジネスやライフスタイルビジネ
スをする起業家が連携する拠点になり、多くの若者達の挑戦
が続いています。

【写真上】見事に再生された旧九重小学校の内装と外観
【写真左】開店準備に追われる店舗と代表の柴田さん

スモールビジネスの拠点に！

NPO 法人山の学校
NO.13

〒647-1233　新宮市熊野川町九重 315 旧九重小学校　営業日 : 土曜・日曜・祝祭日 11:00 ～ 18:00（臨時オープン・クローズの場合あり）
パン屋部門は土日の 12:00 ～売切次第閉店　TEL　0735-30-4862　URL　http://mountain-school-kumanogawa.tumblr.com/

助成金・補助金獲得講座 NPO 法人の様々な提出書類ダウンロード

　事業報告書等提出書、定款変更認証申請書、定款変
更届出書、役員変更届出書など、NPO法人が和歌山県
庁に提出する各種書類の様式・記載例をご希望の方は
「わかやまNPO広場」から掲載ページへのリンクを設
定しています。どうぞご利用下さい。
　URL は http://www.wakayama-npo.jp/ です。
　青色「NPO法人設立・事業報告・定款変更・解散等
に関する申請書様式・記載例」のコーナーから和歌山
県庁の申請書ダウンロードページへ移動できます。

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
■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

今年度もサポセンではNPOのパワーアップにつながる講座を実施中！

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内容もあります。
　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おります。

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

● 田辺会場 （主催：NPO法人市民活動フォーラム田辺）
　第 1回　7月 17 日（木）19:00 ～ 20:15
　第 2回　9月 18 日（木）19:00 ～ 20:15
　場　所　田辺市民総合センター 2階会議室
　参加費　無　料　　　定　員　20 名
　お問い合わせ・申込み　田辺市市民活動センター
　　TEL・FAX　0739-26-9833
　　メール　cacenter@mb.aikis.or.jp
● 和歌山会場
　日　時　8月 8日（金）19:00 ～ 20:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　お問い合わせ・申込み
　　和歌山県NPOサポートセンター
　　TEL　073-435-5424　FAX　073-435-5425
　　メール　info@wakayama-npo.jp

　和歌山県NPOサポートセンターでは、今年度も様々
な講座を企画しております。ご期待下さい。
　また、田辺市市民活動センター、橋本市市民活動サ
ポートセンターとの共催による講座・イベントも開催
しています。是非ご参加下さい。



助成金 & 支援情報
和遊協社会福祉事業協力会助成金
　和歌山県内の社会福祉施設等を対象に、施設等で必要としている

備品などを購入する費用の助成を行います。

【対　象】 ① 和歌山県内で第 1 種・第 2 種社会福祉事業をおこなっ

ている団体、② 社会福祉を目的とする公共性の高い団体 のいずれか

【締　切】8月 22 日（金）

【助成額】1件 20 万円を上限（総額 500 万円）

【問合せ】社会福祉法人　和遊協社会福祉事業協力会

　　　　　TEL：073-436-3691

【備　考】助成金募集要項・申請書は県内各振興局保健福祉課、各

市役所の福祉担当係で入手できます。

和（なご）みのむら活性化支援モデル事業二次募集
　中山間地域等の農村地域の課題解決のため、地域住民のみなさん

に主体となっていただきながら取り組む企画を募集します。

【企画例】 都市との交流のためのマップ作成、農地復元のための用

水路やため池の保全、農業用施設を活用した学習会、古くからの行

事を復活させるための農地を利用した取り組み、遊休農地を活用し

た花いっぱい運動などの取り組み、など

【対　象】県内に所在する生産組織や小中学校等、NPO法人、ボラ

ンティア団体等

【委託金額】1事業 50 万円を上限

【締　切】7月 31 日（木）必着

【問合せ】和歌山県庁農業農村整備課

　　　　　TEL：073-441-2943　 FAX：073-425-0287 

【備　考】このほか、耕作放棄地再生活動協働モデル事業の二次募

集も受付中。

PC ソフトウェア寄贈プログラム
　NPO法人、公益法人、社会福祉法人を対象に手数料のみでソフ

トウェアを寄贈します。

【対象団体】NPO法人、公益法人、社会福祉法人

【寄贈ソフトウェア】Windows8、Microsoft Office 2013、 Adobe 

Creative Suite、Symantec Norton など

【寄贈条件】法人格・ソフトウェア会社により異なります。ウェブ

サイトで確認下さい。http://www.techsoupjapan.org/

【問合せ】認定NPO法人日本NPOセンター

　　　　　TEL：03-3510-0855　FAX：03-3510-0856

イベント情報
夏休み・子供と踊ろう伝統の踊り
　海南市内に古くから伝わる伝統の踊りを体験しませんか。
【日程・場所】
　① ７月 26 日～９月６日の毎土曜 13:00 ～ 16:00　海南市民会館
　② 7 月 23 日～ 8月 27 日の毎水曜 7:00 ～ 10:30　南野上小学校
【参加費】無料
【問合せ】かいなん無形民俗文化の会
　　　　　TEL：073-487-1481（南野上公民館・吉田さん）
　　　　　TEL：090-9704-7786（東さん）

星ふる町の夏休みイベント
　川遊び、流しそうめん、森の工作、星空観察、ピザ焼きなど、た
くさんのプログラムがあります。
【日　時】8月 14 日（水）～ 15 日（木）
【場　所】セミナーハウス未来塾（紀美野町田 25）
【定　員】30 名
【参加費】　大人 6,480 円、子ども 5,970 円（宿泊費、保険代含む）
【問合せ】紀美野町セミナーハウス未来塾
　　　　　TEL：073-498-0521　FAX：073-498-0531
　　　　　E-mail： miraijuku@kimino.jp
【備　考】18 歳未満は保護者の同伴が必要です。

第 2回汗濁（あせだく）生石高原リレーマラソン
　関西百名山生石ヶ峰、標高 870m の山頂に広がるススキの台地を
周回するリレーマラソンです。
【日　時】8月 24 日（日）7:00 ～ 15:00 頃
【場　所】生石高原特設コース　1周 2.1km
【定　員】小学生・中学生各 10 チーム、高校生・一般 40 チーム、ファ
　　　　　ミリー 20 チーム
【参加費】参加人数等により異なります。ウェブサイトで確認下さい。
【問合せ】汗濁大学アスリートクラブ
　　　　　TEL：080-4236-2451（平川さん・平日 9時～ 17 時）
　　　　　URL：http://ameblo.jp/ikeike193/

訪問寄席
　お体のご都合などで、寄席に行けない人の為に、自宅まで出向い
て落語・漫才・手品などの寄席を開催します。
【日　程】7月～ 12 月の土曜日・日曜日、1時間以内
【対象エリア】和歌山市内
【費　用】無料（1ヶ月前までに申込みを）
【問合せ】わかやま楽落会　
　　　　　TEL：090-2100-8263（内海さん）
　　　　　FAX：073-472-3460
　　　　　E-mail：nope930@gmail.com

　2014 年 3 月号でも取り上げましたが、和歌山県内の NPO 法人の年間総収入額（2012 年度）は約 41 億円。和歌
山県内の林業や桃の産出額、それに小さな町の年間歳入額に匹敵するレベルになり、もはや経済主体としても無視
できない存在になりつつあります。今後は NPO について地域のみなさんに正しくご理解をいただいて、地域づくり
の主体としての存在感をいっそう増していく必要が出てきています。

NPO・ボランティア団体のみなさん　" 能動的 " 情報発信を！

NPOを知るのはネットから、が増えています
　和歌山県 NPO サポートセンターには「こんな活動
をおこなっている NPO・ボランティア団体はありま
すか？」「●●という団体について詳しく知りたいの
ですが」というようなお問い合わせを時折いただきま
す。センターで持っている情報だけではなく、ウェブ
サイト、ブログなども用いてお答えしていますが、最
近の傾向をみますと、まずはインターネットである程
度下調べをされる方が多いようです。例えば、「和歌
山　環境　NPO」と入力して環境保全に取り組んでい
る団体を探したり、あらかじめ団体名がわかっている
場合は団体の名称でインターネット検索をされたり、
といったことを多くの方がされています。
　NPO 法人であれば、和歌山県庁と和歌山県 NPO サ
ポートセンターで直近 3 事業年度の事業報告書等の閲
覧ができるほか、内閣府 NPO ホームページでは全国
の NPO 法人の事業報告書と財務諸表が掲載されてい
ます。しかし、法律で義務化されている事業報告書等
で NPO 法人の活動状況が正確に把握できるとは限り
ません。

基礎情報＋活動情報の発信を
　NPO 法に定められた事業報告書等はいわば「基礎
情報」。事業報告書も所轄庁の「様式例」にとらわれ
ることなく、第三者がみてわかりやすい内容を心がけ
ることも今後は一層大切になってくるでしょう。また、
団体の基礎情報と、活動に関する情報の双方を自ら発
信することが、周囲からの信頼の獲得につながること
が期待できます。
　具体的には、団体情報を掲載するデータベースサイ
トと、ブログやツイッター、Facebook など、日常の
活動を随時発信できるサイトの両方を団体情報の発信
メディアとして持っておくとより有効です。ブログや
ツイッターなどはウェブ検索に強いという利点もあり
ます。いまや、活動を知っていただくには欠かせない
ツールになっています。
　初期登録・設定は若干労力もかかりますが、一旦立
ち上げれば、継続にはさほど労力をかける必要はあり
ません。助成金等応募や広報などの場面で応用も利き
ますので、是非チャレンジしてみてください。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2014 年 4 月～ 5月に
設立された団体です。

◎ワンダブル二度目の命（和歌山市）
　2014 年 5月 9日設立　代表　成戸 文子
　ご自身が高齢となり、犬を手放す方、家庭の事情で犬を
手放す方、罹病・入院により犬のお世話ができない方、災
害等で犬を手放す方、どうぞお気軽にご相談下さい。保育
施設完備。犬も家族の一員。最後まで生涯看取るのが一番
の理想だと思います。
　電話　073-499-4538　URL　http://wandouble.com/
　メール　wakayama@wandouble.com

◎鳥獣害阻止する会（御坊市）
　2014 年 4月 9日設立　　代表　古川 明良

◎日本フィリピン親善協会（和歌山市）
　2014 年 4月 16 日設立　　代表　山縣 立児

◎震洋鳥ノ巣基地跡保存会（田辺市）
　2014 年 5月 2日設立　　代表　原　健二

◎地域再生ネットワーク（那智勝浦町）
　2014 年 5月 15 日設立　　代表　原　和男

 
 
 

2013 年度の事業報告書 
 

2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで 
 

 
特定非営利活動法人わかやまの会 

 
１ 事業の成果 

・以下の事業を実施した。 

・ホームページの開設のための議論の検討結果は、通常総会において実施の承認が得られた。当該

ホームページは、３月□日から開設している。 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な 

事業内容 
実施日時 実施場所 

従事者の 

予定人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

事業費の 

金額 

（千円） 

①環境美化

を目的と

して清掃

を行う事

業 

 

・□□地域の通

学路や駅周辺

の清掃を行っ

た。 

 

５月○日及

び 10 月○○

日に行った。 

□□地域

の 通 学

路、△△

駅周辺 

20人 通学路や駅を

利用する市民 

 

不特定多数 

500 

②活動支援

を目的と

して助言

を行う事

業 

 

・□□地域の通

学路や駅周辺

の清掃を行う

活動を検討し

ている他団体

を支援するた

め、電子メー

ルの利用によ

る助言窓口を

開設した。 

３月□日か

ら随時行っ

た。 

主たる事

務所 

３人 助言を希望す

る他の団体 

１団体 

110 

③自然環境

の保護に関

する講演会

を開催する

事業 

・○○大学、行

政、他の NPO

法 人 に 所 属

し、自然環境

の保護に関す

る研究や実務

に携わってい

る 方 々 を 招

き、講演会を

開催した。 

１月△日に

開催した。 

□□市文

化会館 

８人 自然環境の保

護に関心があ

る市民 

 

50人 

600 

 

 

事業報告書
　NPO 法人が法律により 1 年
に 1 回、提出が義務付けられ
ている書類。閲覧書類として
外部に公開されている。
　全国の NPO 法人の情報を閲
覧することもできるが、一般
に情報量が少ない。

データベース
　NPO・ボランティア団体の活動状況をわかりやすくとりまとめ
るデータベース。団体の設立趣旨や活動内容なども掲載するので、
助成金や補助金申請、広報活動にも応用できる。登録により助成金
等の添付書類省略や、PC ソフト寄贈の利用、文具購入時の割引な
どのメリットがあるものも。初期登録時の入力項目は多いが、それ
以降は 1年に 1回、年次報告等を更新するのみで済むのが一般的。

　ホームページよりも簡易
に更新ができる。パソコン
だけではなく、携帯電話か
らメールを送信するような
感覚で更新ができるものも
あり、日常的な団体の動き
を発信するのに適してい
る。複数人で発信を分担す
ることもできる。
　更新頻度が高いとより効
果的といわれている。

【NPO 法人のみ】法定事務。1 年に 1 回提出。
法人の状況を外部に公開する位置づけ。

更新容易。団体の「いま」をリアルタイムに
外部に伝えられる。ファン獲得にも効果的。

初期登録はたいへんだが、1 回登録すると 1
年に 1 回の更新で済む。多彩な応用可能。登
録によるメリットが付与されるサービスも。
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