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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

【受付時間】
火曜日～土曜日　 9:00 ～ 20:50
　　　　　　　　　（21:00 閉館）
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

　高野山の麓、かつらぎ町新城は、周囲が山にかこまれた静か
な集落。ここに住職の祖父の隣家の古民家を改装・落慶し 8 年
経った「童楽寺」があります。今回は、住職の安武隆信（やすたけ・
りゅうしん）・史（ふみ）さん夫妻、副住職小林裕淳（ゆうじゅん）
さんによる、童楽寺の活動の様子をお聞きしました。

活動のはじまりは？
　童楽寺は、「子どもたちのためのお寺」として落慶しました。
そんななか、住職に子どもが生まれた事をきっかけに、世の中
の子どもたちの置かれている環境が厳しいものになっている事
を憂い、住職夫妻は「養育里親」になる事を決意します。
　養育里親とは、様々な理由で家庭での養育が困難な子どもを
養護する制度です。ご夫妻に加え、独身ながら子どもたちのお
兄さん役として、小林副住職も子どもたちの養育に加わり、ボ
ランティアの協力を得て、これまでに 11 名の児童（新城小学
校への山村留学児童を含む）を受け入れました。

「子どもの寺」の活動とは
　童楽寺は、通常のお寺と同じような業務をしています。しか
し「子どもの寺」ということもあり、様々な相談を受けるよう
になりました。

　子育てに悩む親御さんや引きこもりになってしまった子ど
もからの相談を受け、子どもを一時的に童楽寺で預かり、親
子関係を見つめなおす機会をつくりました。このような活動
を重ねるにつれ、童楽寺には、様々な方が訪れるようになり
ます。
　進路で悩んでいる学生さん、引きこもりの子どもを抱えた
親御さん、婚活中の青年等、現在社会が抱える問題を次々と
受け止めてゆく事になりました。そして童楽寺では「童楽寺
ホーム」という部門を新設。
　現在では、長期休暇を利用した子どもだけのお泊り体験「プ
チ一休さん体験」、童楽寺で共同生活しながら人間関係の構築
を図る「青年の居場所」、主に子育てに関する悩みや相談を聴
く「かけこみ相談室」といった活動を展開しています。
　また、独居老人のため遺品整理ができないという相談に対
応するため、小林副住職は「童楽寺メモリアル」を立ち上げ、
亡くなられた独居老人の遺品整理を手がけています。それ以
外にも婚活の相談に対応するため、和歌山市内の安楽寺とコ
ラボレーションし、「お寺 de 縁結び（婚活イベント）」なども
開催し、これまでにのべ約 200 人が参加、現在順番待ちの状
態だとか。住職夫人の史さんは、和歌山県知事認定の「わか
やま結婚サポーター」資格を取得したそう。
　これらのように、次々に相談に対応していたら本当に色々
な事をするようになったといいます。東日本大震災の際は、
関東から避難してきた家族を半年間受け入れたそうです。

第 28 回 人間力大賞グランプリ受賞
　これまでの童楽寺の活動が評価され、安武住職は日本青年
会議所が主催する「第 28 回人間力大賞（青年版国民栄誉賞）」
のグランプリを受賞しました。
　「協力してくれたボランティア、スタッフの力があってこそ。
この受賞をきっかけにもっと童楽寺の事を知ってもらい、色々
な人の居場所になれれば」と安武住職は言います。
　今後も童楽寺は誰もが集える子どもの寺として進化し続け
ます。

子どもたちや地域とともに

子どもの寺・童楽寺
どう がく   じ
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こどもの寺童楽寺・童楽寺ホーム・童楽寺メモリアル　〒640-1481　伊都郡かつらぎ町新城 533-1
電話・FAX　0736-26-0855　メール　info@dogakuji.com　URL　http://dogakuji.com/（童楽寺で検索）

NPO 法人 年度末実務 集中相談会

T A 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

年度末に向けて、運営実務に関する講座や相談会、新規事業につながる交流会を開催します！

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。

　そろそろ様々な年度末実務を見据えた準備を始めま
せんか。和歌山県NPOサポートセンターでは、様々な
年度末実務に特化した相談をお受けします。事前に手
続きを把握いただき、スムーズな年度末実務がおこな
えるよう、みなさんを応援します！
● 日程・場所
　新宮会場　1月 26 日（月）13:00 ～ 17:00
　　　新宮市福祉センター　第 1会議室
　橋本会場　2月 4日（水）10:00 ～ 17:00
　　　橋本市市民活動サポートセンター
　和歌山会場　2月 6日（金）10:00 ～ 17:00
　　　和歌山県NPOサポートセンター
　田辺会場　2月 7日（土）10:00 ～ 17:00
　　　田辺市民総合センター　作業室
● 相談員　和歌山県NPOサポートセンタースタッフ
● 相談料　無料（お電話にて事前申込みください）
● 備　考　相談時間は 1団体当たり 60 分以内
● お問い合わせ・予約先
　和歌山県NPOサポートセンター　TEL 073-435-5424

NPO 法人 事務局講座・事務力検定

　NPO法人に共通する各種事務について学ぶとともに
習熟度を判定する検定を実施します。
● 事務局講座
　日時　2月 7日（土）10:00 ～ 16:30（休憩 60 分）
　場所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　講師　加藤彰子さん（NPO法人岡山NPOセンター）
　参加費　無料（昼食は各自準備））
● 事務力検定
　日時　2月 14 日（土）10:00 ～ 12:00
　　（検定 60 分・解説 60 分）
　場所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　受験料　1000 円（資料代・検定運営経費等）
ともに事前申込み必要。NPO サポートセンターまで。

NPO 交流会

　みなさんの活動をほかのNPOのみなさんに紹介し、
また、いろんなNPOの活動を知って、今後の新規事
業づくりに活かしませんか。
　日時　3月 28 日（土）13:30 ～ 16:00
　場所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　対象　和歌山県内で活動するNPO（法人格不問）
　参加費　無料
　備考　自身の団体の活動を PRするチラシをご持参
ください。事前申込み必要。NPO サポートセンターま
でお知らせ下さい。

NPO 法人会計基準講座

　日時　3月 6日（金）19:00 ～ 20:30
　場所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　講師　志場 久起（NPOサポートセンター長）
　参加費　300 円（資料代）　事前にお申し込み下さい （上）木材をふんだんに使った童楽寺外観

（右）地域のイベントにも積極的に出店
（上）木材をふんだんに使った童楽寺外観
（右）地域のイベントにも積極的に出店



助成金 & 支援情報
震災遺児への進学支援金給付
　和歌山県内にも震災遺児の方が複数いらっしゃるようです。ご存
じの方は情報を提供してあげてください。
【対　象】（1）東日本大震災の震災遺児であり、（2）2012 年 3月以
降卒業の高校新卒者もしくは高等学校に準ずる学校に在学するか大
学検定を終了し進学を希望する方
【給付額】　入学金・授業料の全額（年間上限 300 万円）
　給付金の返済の必要はありません。震災当時 0歳児だった子ども
が高校卒業後の進学先（大学・短大・専門学校）に入学し卒業する
まで活動を継続します。
【問い合わせ】　公益財団法人みちのく未来基金
　　　　　　　TEL　022-343-9996　FAX　022-343-9997
　　　　　　　http://michinoku-mirai.org/

イベント情報
音楽を奏でる音楽会 in 海南 vol.3
【日　時】1月 25 日（日）13:30 ～
【場　所】海南市民交流センター・ふれあいホール
【内　容】映画音楽の名曲演奏、プチカフェ
【参加費】大人前売：2000 円　大人当日：2500 円　ペア：3500 円
【主　催】映画を奏でる音楽会 in 海南実行委員会
　　　　 TEL　090-3281-0969（ナカサト）、090-4496-1778（ドイ）
　　　　メール　kayon@nike.eonet.ne.jp

こころの安全パトロール隊員養成講座
■ベーシックコース
　「精神障害」についての理解を深めていただく講座です。
【日　時】2月 7日（土）14:00 ～ 18:00
【場　所】橋本市産業文化会館「アザレア」２階会議室
【講　師】厚坊浩史さん（奈良県立医科大学附属病院臨床心理士）
【参加費】テキスト代 1000 円
【定　員】50 名
【備　考】修了者は「こころの安全パトロール隊隊員」として、地
域や職場に戻った際に、身近な人たちを関心を持って見守ってくだ
さい。
■アドバンスコース
　「精神障害」についての理解を深めていただく講座です。
【日　時】2月 7日（土）13:00 ～ 17:00
【場　所】橋本市産業文化会館「アザレア」3階会議室
【講　師】厚坊浩史さん、東　睦広さん（日赤和歌山医療センター
精神科部長）
【参加費】無料

【定　員】50 名
【備　考】ベーシックコースを受講済みの対人援助、教職、医療・
福祉などの実務に就かれている方向けとなります。
■両コースとも申込みが必要です。
【申込み】NPO法人心の SOS サポートネット
　　　 　メール　info@cocosapo.net　URL　http://cocosapo.net/

バレンタイン竹燈夜
【日　時】2月 14 日（土）16:00 ～ 21:00
【場　所】和歌山県植物公園緑花センター（岩出市）
【内　容】数千本の竹筒によるキャンドルイルミネーションと岩出
市の夜景とのコラボレーション、地元学生による吹奏楽、人気店に
よる飲食ブースなど
【参加費】緑花センター入場料のみで参加できます
【主　催】笑 de（わらいで）会　http://taketo-ya.com/
【備　考】運営ボランティアも募集中。ウェブサイトから申込みが
できます。

第 8回市民活動まつり
【日　時】3月 1日（日）10:00 ～ 16:00
【場　所】扇ヶ浜カッパーク・交流広場（田辺市）
【内　容】田辺市市民活動センター登録団体などがブースとステー
ジに多数出展、活動を紹介します。会場での収益金から経費を差し
引いた分は東日本大震災の被災地支援に役立てられます。
【参加費】無料
【主　催】市民活動まつり実行委員会（田辺市市民活動センター内・
TEL　0739-26-9833）

ボランティア募集情報
2015 紀の国わかやま国体・わかやま大会ボランティア募集
　紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会の運営には、多くのみ

なさんの力が必要です。一緒に国体・大会をつくりあげ、感動を分

かちあいましょう！

【募集人数】運営ボランティア約 4900 人、情報支援ボランティア（手

話 300 人、要約筆記（手書き）200 人、要約筆記（パソコン）100 人）

　詳しくは　http://www.wakayama2015.jp/ をご覧下さい。

【問合せ】紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会実行委員会事

務局

　[ 運営ボランティアに関すること ]　和歌山県庁総務企画課広報県

民運動班　TEL 073-441-2579（直通）　 FAX 073-427-5377

　[ 情報支援ボランティアに関すること ]　和歌山県庁障害者スポー

ツ大会課大会運営班　TEL 073-441-2572（直通） FAX 073-427-5388

　今年 4 月から介護保険制度が大きく変わります。NPO の役割がますます必要になるという今回の改正の内容につ
いて、多くのNPOが関係するところにしぼって簡単にご紹介します。

どんどん「地域密着」へ！介護保険制度、今年 4 月改正

2025 年問題を契機に
　「2025 年問題」という言葉を耳にされたことがある
方も多いのではないでしょうか。2025 年には「団塊
の世代」が 75 歳以上になり、全国の高齢化率が 30%
を超えると推測されています。また、介護保険料を負
担する 40 歳以上の人口が 2025 年以降減少しはじめ
ることから、介護保険制度の抜本的見直しが実施され
ることになったということが背景にあります。

「地域包括ケアシステム」の構築
　現在導入に向けて様々な整備が進められているのが
「地域包括ケアシステム」。厚生労働省では地域包括ケ
アシステムを「医療・介護・予防・住まい・生活支援
が包括的に確保される体制」と位置づけ、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
ができることを目指しています。
　同システムでは「住まい」と、医療機関による「医療」、
介護事業者による「介護」、NPO やボランティア・地
縁組織などによる「生活支援・介護予防」の 3 つを連
携させることを目標としています。それに向けて、今
回の改正では、従来の介護保険制度による全国一律の
「介護予防」の枠組みを、市町村が実施する「地域支
援事業」に段階的に移行します。市町村が様々な組織
と連携を取りながら地域の実情に応じた介護予防・地
域支援事業を実施できるようになります。

高齢者の社会参加も
　生活支援・介護予防サービスの担い手は、NPO・ボ

ランティア団体、住民による地縁組織、民間企業など
多種多様なものが想定されています。具体的な事業と
しては、高齢者が憩うことができる地域サロン、見守
り・安否確認、外出支援、買い物や調理などの家事支
援などが例示されています。こうした活動が多彩に展
開できることで、高齢者ができるだけ長い間在宅で生
活できることを目指します。
　また、現役時代に多彩な経験やノウハウを蓄積され
た高齢者自身の社会参加も求められており、一般就労
や起業、趣味活動、健康づくりやボランティア活動な
どに携わることなどが推奨されています。高齢者が地
域で生き生きと暮らすことで健康を維持し、介護度を
上げないという狙いもあるようです。

介護に取り組んでいないNPOも要注目
　今回の介護保険制度の改正は、2025 年問題を念頭
に「これ以上介護にかかる予算をむやみに増やさない」
という視点が含まれていることから、現在介護保険
サービスを受けている方にはサービスダウンとなる
ケースが多数出ることから、これに対する懸念や批判
の声も多数出ているのも事実です。
　しかし、今回の制度改正は、介護が必要となる方を
急激に増やさない、として予防に重点が置かれ、また
地域でお互いに助け合う「互助」の考え方が大きく反
映されているのが特徴です。これまで介護に取り組ま
れていなかった NPO のみなさんも、地域の高齢者の
活躍の場として大きな存在になるかもしれません。今
後の動きは要注目です！

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2014 年 10 月～ 11 月に設立
された団体です。

◎日本豪州友好協会（有田川町）
　2014 年 10 月 21 日設立　代表者　三角　治
【団体からのメッセージ】

　この法人は、日本国民とオーストラリア国民に対して、国際交

流活動や国際理解の促進等に関する事業を行い、二国間の相互理

解及び友好親善に寄与することを目的に活動を行っています。

◎きぼうの会（田辺市）
　2014 年 11 月 17 日設立　代表者　三栖　潤
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・施設・居住系
   サービス　など

・自宅
・サービス付高齢者
   向け住宅　など

・老人クラブ
・自治会
・NPO
・ボランティア など

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
・コーディネーター

医　療

介護が必要になったら

介　護

住まい

いつまでも元気に暮らすために

地域包括ケアシステム概念図 （厚生労働省資料を基に作成）

現行の予防給付制度 （全国一律の基準）

サービスの充実と費用の効率化の両立

生活支援
介護予防

地域支援事業 （市町村事業）

2017 年度末までに段階的に移行

専門的なサービスを必要と

する人には専門的なサービ

スの提供（専門サービスに

見合った対価）

・支援する側とされる側という画一的な関係性ではなく、サービス
を利用しながら地域とのつながりを維持
・能力に応じた柔軟な支援により、介護サービスからの自立意欲が
向上する

多様な主体による多様な

サービス（多様な単価、ボ

ランティアベースの場合な

ど低廉な単価設定も可能）

地域支援事業の概念 （厚生労働省資料を基に作成）


