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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

　阪和自動車道広川南インターがある広川町津木（つぎ）地域。
豊かな自然あふれる地域なのですが、高速道路の建設で地下水
の流れが変化し、稲作が難しくなり耕作放棄地が増えたといい
ます。加えて、少子高齢化・過疎化の問題も出てきました。そ
んな課題を抱える津木地域を、少しずつ変えようとする動きが
出ています。

ツーギー谷のお花畑
　猪谷（いだに）地区ののどかな谷に可愛らしいわらぶき屋根
の小屋が見えます。その谷の名前は「ツーギー谷のお花畑」。
まるでおとぎの世界に来たよう。ツーギー谷にはアナベルやポ
ピー、エリゲロンなど、外国種の花も植わっており、これから
の季節何種類もの花々がツーギー谷を彩ります。
　花畑がオープンしたのは去年の 4 月。耕作放棄地だった田畑
を町の人たちの交流の場にしようと、地区の皆さんで整備しま
した。わらぶき屋根の小屋（ストローベイルハウス）も稲作で
発生した稲わらを使って建てられ、全て手づくり。花植えや草
ひきもみんなで行っています。これから見頃を迎えるお花畑。
5 月にはイベントも開催され、地域活性の拠点として期待され
ています。

津木名物をみんなでつくり魅力発信！
　特産品を使った加工も盛んです。猪谷地区に自生する「黒竹」
のタケノコの調理、冷凍餅、惣菜など、たくさんの加工品の
アイデアを生み出してきました。現在広川町内の産品販売所
では、山椒パウダー、切り干し大根、黒竹の杖、お米の 4 種
類が販売されています。
　今後はアシタバやカキドウシ等、津木地域で見られていた
薬草を復活させ、健康茶を開発する予定。耕作放棄地を利用し、
すでに 11 種類の薬草を栽培しています。露茜（つゆあかね）
というスモモの様な梅を使った加工品も乞うご期待。

地区の課題解決をみんなで！
　寄合会を立ち上げたのは 3 年前。課題が山積してきた津木
地区を何とかしようと地区の農家、主婦、事業主が中心となっ
て立ち上げました。メンバーは約 30 人で平均年齢は 50 代。
月 1～２回は集まり、お花畑の作業や研修を行っています。
都市部との交流会も季節ごとに開催。お花畑の整備には大阪
から手伝いにくる方もいます。今後の展望は加工品を各地に
販売し、ゆくゆくは地域の雇用を生み出すこと。津木に一人
でも多くの若者が来てくれるような体制を地区の皆さんが一
丸となって作っています。

過疎に負けない！地域づくり

津木地区寄合会
NO.18

津木地区寄合会　会長：奥彰さん（携帯 090-2283-5929）　【ツーギー谷のお花畑】場所：有田郡広川町上津木 1773 番地付近（広川南インター
から車で約5分）　◎ 5月17日（日）にイベント開催！満開のお花畑でフリーマーケット、加工品販売、長ぐつ飛ばしギネスに挑戦！など目白押し。
◎ お花畑のサポーター募集中！草刈りなど、ツーギー谷のお花畑を整備してくれるボランティアを募集しています

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 時半～ 17 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（FAX 同番号）
■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

年度末実務は進んでいますか？

サポートセンターからのご案内

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約・無料）
　遠隔地等のため和歌山県NPOサポートセンターまでお越しいただくのが困難なみなさまのために、以下の 2カ所で毎月 2回ずつ
　出張相談を承っております。事前にご予約下さい。なお、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。

■ NPO 出張相談・出張講座について
　県内のNPO・ボランティア団体、行政機関・社会福祉協議会、企業等を対象としたNPO出張相談・出張講座を承っています。
　概ね 5名以上のグループが対象となります。ご利用は無料ですが、会場の賃借料がかかる場合はご負担をお願いします。
　● 想定される主なテーマ　「NPOとはなに？」「NPO法人制度とは」「NPO法人の役員の役割」「NPO法人と事業報告」
　　「NPOと行政・企業との協働の基礎」などNPOにまつわる基礎的な内容。お気軽にお問い合わせ下さい。

■ 「わか愛愛」バックナンバーについて
　本紙「わか愛愛」の 2013 年 5月以降のバックナンバーは和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」に掲載しています。
　http://www.wakayama-npo.jp/sc/aiai.html　もしくは「わかやまNPO広場」ページの「情報紙バックナンバー」からどうぞ。

各種手続きをお忘れなく！ 情報発信ブログをご活用下さい
　和歌山県 NPO サポートセンターでは、県内 NPO・
ボランティア団体のみなさんのイベント情報、助成金・
補助金情報などをお届けする「情報発信ブログ」を運
営しています。公益財団法人日本財団の公益活動ブロ
グサービス「CANPANブログ」を活用しており、サポー
トセンターの情報発信ブログは年間アクセスランキン
グが全国約 1 万団体中 74 位！県内外問わず、多くの
方がご覧くださっています。イベント等の情報をサポー
トセンターまでお寄せ下さい（チラシ等の持参・郵送・
FAX・電子メールのいずれでもOKです）。

　また、サポートセンターに届いた助成金・補助金等
の情報も掲載中！ http://blog.canpan.info/wnc/ からア
クセスください。「わかやま NPO 広場」からはジャン
ル別ページにダイレクトアクセス可能です。
　毎月 1 日・15 日には、ブログ掲載情報をヘッドライ
ン形式でお届けするメールマガジン「NPO☆つれもて
☆メール」も配信中！配信をご希望の方は、配信先メー
ルアドレスを info@wakayama-npo.jp までお知らせ下
さい。

　県内の多くの NPO 法人は 3 月末が事業年度末。
NPO 法人は事業年度終了後 3ヶ月以内の事業報告書
等の提出が義務付けられています。また、組合等登記
令により、事業年度末 2ヶ月以内の資産の総額変更登
記が、法人税・消費税課税対象団体については事業年
度末 2ヶ月以内の申告・納付が必要です。
　役員の任期が到達した場合は、役員変更手続きが必
要です。所轄庁への役員変更届の提出だけではなく、
法務局に登記されている役員の変更登記が必要です。
役員が再任された場合も役員変更届・登記は必要にな
りますのでご注意下さい（所轄庁には再任の届け、法
務局には重任の登記が必要です）。

助成金・補助金活用講座 in 新宮
【日時】 5 月 20 日（水）13:30 ～、19:00 ～（2回開催）
【場所】新宮市福祉センター第 2会議室
【講師】志場久起（和歌山県NPOサポートセンター長）
【受講料】無料（事前申込み必要）
【共催・申込先】新宮市商工観光課（0735-23-3333 内
線 365）、新宮市ボランティア・市民活動センター
（0735-21-2760）、和歌山県NPOサポートセンター

ツーギー谷。中央はストローベイルハウスツーギー谷。中央はストローベイルハウス

津木地区の特産品いろいろ津木地区の特産品いろいろ



助成金 & 支援情報
スミセイアフタースクールプログラム
　小学生の放課後の生活の場をより楽しく、子どもたちがより成長
できる場所とすることを目指すプログラムです。
【支援対象団体】全国の学童保育や放課後子ども教室など、小学生
を対象とした活動をおこなっている団体
【支援内容】夢をかなえるプログラム（自由提案）または、いのち・
健康・未来の 3 分野 12 プログラムのうち 1 プログラムを無償で実
施します（事業例：看護師の仕事を学ぶ、和食の基礎を学ぶ、宇宙
シミュレーターを使った仮想宇宙体験など）
【採択団体数】全国で 50 団体
【締　切】第 1次締切 5 月 31 日（日）、第 2次締切 7 月 31 日（金）、
第 3次締切 9 月 30 日（水）。1回応募すれば第 3次締切まで応募が
自動継続となります。
【応募先】スミセイアフタースクールプログラム事務局までメール
または FAX にて応募。事業の詳細、応募用紙のダウンロードはウェ
ブサイトから（http://sumiseiafterschool.jp/）。なお、子ども向け
の教材のダウンロードなどもできます。
【問い合わせ】スミセイアフタースクールプロジェクト事務局（電
話 03-6721-5043・平日 10:00 ～ 17:00）

第 3期事業指定プログラム助成
　採択団体がわかやま地元力応援基金とともに寄附を集めるプログ
ラム。団体のファンドレイジング（資金調達）能力の強化にも役立
ちます。
【対象事業】助成対象団体が実施する公益的（地域課題の解決や地
域社会の健全な発展に貢献する）かつ和歌山県民を受益者とするも
ので、2015 年 7 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日の間に実施される事
業
【対象団体】公益的・社会的な活動を行う非営利団体で、和歌山県
民を受益者とした活動に取り組む団体（法人格の有無は問いません）
で、寄附目標を達成するため代表者をはじめ構成員がファンドレイ
ジングに取り組める団体
【募集期間】2015 年 5月 11 日（月）～ 6月 1日（月）17 時必着
【申請額】申請額（助成限度額）に定めはありませんが、原則申請
事業に直接必要な支出に限ります（助成金の使途に制限はありませ
ん）。助成金額は、実際に集まった寄附金額によります。
【申請方法】所定の「助成事業申請書」に必要事項を記入のうえ、
簡易書留で郵送するか持参してください。募集要項と申請書は 5 月
11 日頃にわかやま地元力応援基金ウェブサイトに掲載されます
（http://jimotofund.jp/）。
【問い合わせ・申込み先】公益財団法人わかやま地元力応援基金
【備　考】助成を希望する場合は、所定の財団運営経費を加えた金
額を目標額とし、団体と地元力応援基金が協力しながら寄附を募り、

集まった寄附金から財団運営経費を除いた額が助成されます。

瀬戸内オリーブ基金公募助成事業
　2015 年度、助成事業をリニューアルしました。植樹・環境教育
等助成は以下の通りです。
【趣　旨】瀬戸内海周辺一帯での植樹活動、環境保全活動、ESD・
環境教育活動に必要な経費を支援。
【対象団体】NPO 法人、一般社団法人、任意団体（環境をテーマに
した公益的な活動）
【応募締切】6月 30 日
【助成対象期間】2015 年 10 月 1 日～ 2017 年 3 月 31 日の間に行わ
れる事業
【助成金額】1活動あたり上限 200 万円、助成総額：1,000 万円／年（年
1回募集）、団体数：総額内で決定
【問い合わせ】NPO 法人瀬戸内オリーブ基金（0879-68-2911）、詳
しい募集要項・応募用紙等はウェブサイトで 2015 年 5 月に公開予
定（http://www.olive-foundation.org/）
【備　考】上記とは別にスタートアップ助成もあります。　

ボランティア情報
被害者支援活動員養成講座 第 14 期受講生募集
　ボランティアとして、犯罪や事故に遭われた方やそのご家族に対
する、電話・面接相談、裁判付きそいなどの支援を行う活動をして
いただける方を募集します。
【ボランティア養成講座日程】　6月12日（金）、19日（金）、26日（金）、
7月 3日（金）の 4日間（プログラムはホームページをご覧ください）
【会　場】和歌山市中央コミュニティセンター
【定　員】30 名
【受講料】申込金　2000 円、受講料　3000 円
【申込締切】6月 10 日（水）必着
【受講資格】原則として年齢 25 歳以上 65 歳未満で犯罪被害者支援
活動に参加でき、全日程を受講できる方。詳細は次の URL をご覧
ください。http://wakayama-kvsc.jp/topics/pg540.html
【問合せ】紀の国被害者支援センター（073-427-2100）

イベント情報
ふぁんふぁん青空フェスタ
【日　時】5月 16 日（土）10:00 ～ 15:00
【場　所】和歌山県植物公園緑花センター芝生広場（岩出市）
【内　容】ハンドメイドマーケット、フリーマーケット、ライブ、
みんなでダンボールハウスをつくろう！など
【参加費】無料（緑花センターの入園料は必要）
【主　催】NPO法人 fun-fun（メール npofunfun@gmail.com）

　前回は「有償ボランティア」の主なケースについてご紹介しました。今回は有償ボランティアが活躍している分
野などをご紹介するとともに、課題についても取り上げます。

「有償ボランティア」ってなに？（2）

有償ボランティアはどのような団体に多い？
　一般には「事業型NPO」と呼ばれる、コミュニティ
ビジネスやソーシャルビジネスを展開している団体、
特に、地域での支え合い活動などを展開している団体
では有償ボランティアの活用が多い傾向があります。
正規雇用でフルタイムで働くというよりは、企業を退
職したシニア層や、子育てが一段落するなどして時間
に余裕ができ自分が持つスキルを社会で活かしたいと
考えている女性などが、自分の将来の生きがいづくり
や社会貢献意識に基づいて活動するケースが多いよう
です。
　具体的な活動としては、介護保険制度ではまかなえ
ないお年寄りの自宅の掃除や庭の整備、立て付けが悪
くなった扉の修理や購入した電灯の取りつけなどと
いった「業者に依頼するまでもない」程度の大工仕事、
病院などへの送迎や買い物代行などが挙げられます。
　1 月号で触れました介護保険法改正に伴い、地域の
お年寄りを地域で支えるという考え方のもと、今後有
償ボランティアによる地域でのふれあい・支え合いの
活動が広がることが想定されます。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2015 年 3・4月に設立された団体です

◎ホッピング（和歌山市）
　2015 年 3月 23 日設立　代表者　上田　茜
　電話番号　073-425-8789
　E-mail　info@hoppingmama.com
　URL　http://hoppingmama.com/
【団体からのメッセージ】
　子育て世代が集まるコミュニティスペースの提供や、子育てイ

ベントを開催。ママたちの、家庭→地域→社会へのソフトランディ
ングの支援をしています。2015 年 4 月、つどいの広場「ドレミ
ひろば」がオープン！

◎太喜（和歌山市）
　2015 年 4月 15 日設立　代表者　太田垣次郎

会社で培ったス
キルを活かした
活動がしたい！

子どもも独立し
て時間があるの
で役に立ちたい

おやすい御用で
す！お任せ下さ
い！

足腰が悪くて電
球の取り替えが
できなくて…

有償ボランティアに興味・関心ある層は地域に多数

特に高齢者のみの世帯などでは自分たちだけではできない
様々な事柄が増えてきており、ちょっとした手助けだけで
もだいぶん助かる

有償ボランティア

会社リタイア
したシニア層

ボランティア お年寄り

子どもが独立した
主婦等の層

労働の対価とみなされる可能性あり
「雇用」に該当する可能性も

有償ボランティアの課題は？
　立場はあくまでも「ボランティア」なので、団体か
ら雇用されているわけではありません。しかし、支給
される金額が「労働の対価」と見なされる場合や、従
事する時間数によっては、雇用労働者同等の労務処理
や、謝金を支給した時と同様の源泉徴収などの処理が
必要になることが考えられます。
　一般的な雇用契約は地域の最低賃金よりも上回る額
で締結されますので、有償ボランティアと雇用労働者
との境界は「最低賃金」「雇用契約の有無」などがボー
ダーラインになりそうですが、有償ボランティアには
明確な基準がないため、極めてあいまいです。
　また、有償ボランティアは、団体に直接雇用されて
いるわけではありませんので、なにか事故などがあっ
たときの補償等の体制も整っているとはいえません。
団体が付与できる活動保険には有償ボランティアが与
えたり負ったりした損害を保障の対象外としているも
のもあります。万一の際を見据えた保険の付与や責任
の及ぶ範囲の確認など、団体としてリスク対応につい
ても十分な検討が必要です。本来雇用して担わせるべ
き業務を有償ボランティアを活用して「安く」済ませ
るという事案もあり得ないわけではありません。
　有償ボランティアの活用にあたっては、有償である
意義だけではなく、法的な要件との整理も含めて検討
をされることをおすすめします。

NPO等 ￥

正式な雇用労働者

■ 補償等の課題

■ 労務上の課題

■ 有償ボランティアの活躍の事例

労災保険・雇用保険・健康保険
厚生年金保険等の適用（雇用形態による）

NPO等

有償ボランティア

雇用関係がないため、各種保険は適用されない
ケガなどがあっても自費での対応となる

NPOやボランティア団体が加入できる活動保険
では有償ボランティアへの補償がないものも多い

当社の活動保険は有償ボランティア
の方は保障対象外なんです・・・

×  ×

有償ボランティア

×  ×

NPO等 ×

保険会社 ×




