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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

　時代につれ多様化する消費者トラブル。知らない間に「だま
されていた」という事態には巻き込まれたくありません。今回
は県民の安全な消費生活をサポートする、NPO 法人消費者サ
ポートネット和歌山を紹介します。

消費者相談のプロ集団！
　消費者相談の資格には「消費生活専門相談員」「消費生活ア
ドバイザー」「消費生活コンサルタント」の 3 つがあり、その
ような資格を持った専門相談員は県内では 30 人ほど。他県に
比べて少ない状態とのことです。消費者サポートネット和歌山
は、これらの資格を持つ、消費生活に関する専門家が集まった
団体です。現在、県消費生活センター及び県内各市町村から相
談・啓発業務の委託を受け、日々寄せられる消費者相談に奮闘
する毎日とのことです。
　相談はほとんどが電話だそうです。電話相談を受けるうえで
大事にしているのは、「相手の話を聴く姿勢」。トラブルに巻き
込まれ、不安な状況下にある相談者のささいな言葉を聞きとり、
その言葉をひも解きながら相手の置かれている状況を把握し、
解決に向けて共に考えていきます。トラブルが解決し相談者が

安心してくれた時が、一番やりがいを感じる時だそうです。

消費者トラブルを寸劇に！ 劇団「でんでん」
　啓発活動として、自ら寸劇も行います。劇団の名前は、「伝言」
の「でん」と、「全然」の和歌山なまり「でんでん」から。実
際にあった相談事例をもとに、分かりやすく、多少なりとも
面白い話に脚色し、演じています。その年に特に多く見られ
たトラブルを劇にしており、去年は SNS による「アポイント
メントセールス」の被害をテーマに公演し、好評を得ました。
今年は「開運商
法」をテーマに
した劇を制作中
です（11 月に
イベントにて発
表されます！イ
ベント詳細は下
記をご覧くださ
い）。

活動が評価されて
　このような日頃の活動が評価され、今年、内閣府特命担当
大臣表彰を受賞しました。今後は県内外の消費者団体とのネッ
トワークづくりにも力を入れていくそうです。
　ついつい「自分は関係ない」と思いがちでも、いつトラブ
ルに巻き込まれるかは分かりません。「トラブルは一人で抱え
込まず、迷わず何でも相談を」と呼びかけています。ご自身
はもちろん、家族や知人がなにかトラブルに巻き込まれてい
るかも？と思われたときは是非、消費生活センターを紹介し
てあげてください。また年 2 回、その年の関心の高いテーマ
を取り上げてセミナーも行っています。こちらもご参加くだ
さい。
寸劇が「ふれあい人権フェスタ 2015」で発表されます！
　11 月 14 日（土）10:00 ～ 16:00　和歌山ビッグホエール
　寸劇発表は 10:20 からの予定です。

県民の安心・安全な生活をサポート！

※12月は第 2・第 3水曜日となります NPO法人消費者サポートネット和歌山
NO.21

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

サポートセンターはがんばるNPOのみなさんを応援しています！

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。
　和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」ページの「情報紙バックナンバー」のリンクからどうぞ。

サポセン主催講座
■NPO法人のためのマイナンバー講座
　今年 10月から順次、すべてのNPO法人に「法人番号」
が付与されるほか、職員を雇用している法人だけでは
なく、講師謝金を支払うなど源泉徴収を実施している
法人なども「個人番号」の取り扱いが必要になります。
この機会にマイナンバーの正しい取り扱いについて学
びませんか。

【和歌山会場】
　日　時　11 月 17 日（土）13:30 ～ 15:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
【田辺会場】
　日　時　12 月 5日（土）13:30 ～ 15:30
　場　所　田辺市民総合センター　交流ホール
【両会場共通】
　定　員　30 名（事前にお申し込みください）
　講　師　和歌山県庁市町村課
　参加費　無　料
　お申し込み先　和歌山県NPOサポートセンター

NPO交流会
■第２弾 福祉サービス作業所の製品　試食・紹介編
　第 2弾の NPO 交流会は、県内で様々な取り組みをお
こなっている福祉サービス事業所さんがテーマ。作業
所の製品は最近では一般のスーパーに並ぶなど、高い
品質のものも多数登場しています。
　今回は、主に食品を取り扱っている事業者をお招き
し、活動の紹介と、試食・交流をおこないます。NPO
関係者のみなさんだけではなくご家族連れでのご参加
も歓迎します。

　日　時　12 月 12 日（土）14:00 ～ 15:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階　会議室 A
　参加費　無料
　定　員　50 名（先着順・12 月 9日までに申し込み）
　内　容
　　・事例紹介（NPO 法人ひいふうみい会、社会福祉
　　　法人くじら福祉会くじら共同作業所）
　　・試食交流会（県内の複数の事業所から出品いた
　　　だきます）
　　・おたのしみイベント

NPO法人消費者サポートネット和歌山
〒641-0052　和歌山市東高松 2-6-33 　TEL　073-424-3467　ホームページURL　http://npocsw.web.fc2.com/

内閣府特命担当大臣表彰の賞状とともに

寸劇で消費者トラブルの事例を紹介



助成金 & 支援情報
JR西日本あんしん社会財団平成 28年度公募助成
　【テーマ】（1）事故、災害や不測の事態に対する備えに関する活
動（自主防災訓練、心肺蘇生法普及活動等）、（2）事故、災害や不
測の事態が起こった後の心のケア（グリーフケア等）や身体的ケア
（リハビリテーション等）等に関する活動、のいずれか。
　・東日本大震災、平成 23 年台風 12 号災害・平成 26 年広島土砂
災害に関する被災地・被災者支援活動に対しては特別助成枠を設定。
　・地域コミュニティ形成に向けた新たな仕組みづくりや関係づく
りなど、地域における連携やつながりを重視する活動を歓迎。
　・事故、災害に関する活動のみならず、それらに関連する活動や
結果としてそれらに関わる活動も助成対象。
　【助成金額】1件あたり 70 万円以下（総額 5000 万円を予定）
　【対象期間】平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までに
実施される活動
　【締切】11 月 17 日（火）必着
　【問い合わせ】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）
　ウェブサイト（http://www.jrw-relief-f.or.jp/）から募集要項や申
請書の様式が入手できます。

“わかやまいきいきファンド” 花王・ハートポケット倶
楽部　地域助成
　【募集内容】（1）スタートアップ支援事業 : 活動を開始して 2 年
未満の団体を対象。団体が、これから始めたい、または充実させよ
うとしている、「地域コミュニティに主体的に関わる事業」に対し
て助成。（2）パワーアップ支援事業：活動を開始して 2年以上経過
した団体が対象。団体が継続して取り組むことで、団体自身のパワー
アップにもつながると考えられる、「地域コミュニティに主体的に
関わる事業」に対して助成。
　【助成金額】スタートアップ支援事業1助成5万円（4団体）、パワー
アップ支援事業 1助成 10 万円 （3団体）
　【対象期間】平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までに
実施される活動
　【締切】11 月 17 日（火）消印有効
　【主催】花王・ハートポケット倶楽部、花王株式会社
　【企画・運営】特定非営利活動法人わかやまNPOセンター
　【相談受付】和歌山県NPOサポートセンター（TEL 073-435-5424）
　ウェブサイト（http://www.wnc.jp/kao/）から募集要項や申請書
の様式が入手できます。

平成 27年度第 2回ボランティア活動推進事業助成
　【募集内容】高齢者・心身障害児者に対するボランティア活動に
直接必要な器材の整備事業。来年5月末までに事業を終了すること。
なおNPO法人の場合は定款に定める事業のための器材は対象外。
　【対象】2 年以上のボランティア活動実績を有するボランティア
団体・NPO法人
　【助成金額】必要経費の 9/10 以内かつ 90 万円以内。

　【締切】11 月 20 日（金）必着
　【主催】公益財団法人車両競技公益資金記念財団
　【問い合わせ・提出先】社会福祉法人和歌山県共同募金会（TEL 
073-435-5231　FAX 073-435-5232）
　募集要項は公益財団法人車両競技公益資金記念財団のウェブサイ
ト（http://www.vecof.or.jp/）で入手できます。

大阪コミュニティ財団 2016 年度助成
　【募集内容】（1）多文化との共生、開発途上国への支援または地
域社会の活性化、（2）医学医療の研究、難病対策・医療患者支援、
（3）青少年の健全育成、（4）社会教育・学校教育の充実、（5）芸術・
文化の発展・向上、（6）環境の保護・保全、（7）震災復興活動支援、
（8）動物の訓練、支援活動、（9）健康増進、健全育成の支援、
（10）社会福祉の増進主体的に関わる事業
　【助成金額】民間の企業や個人からの寄付を基に助成事業を構築
しているため、分野により助成金額や対象団体数などが異なります。
また、同じ助成分野でも対象が限定されているものがありますので
ウェブサイトでご確認ください。
　【対象】活動を開始して 1 年以上が経過した非営利団体。法人格
の有無は不問。
　【対象期間】2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までに実施
される活動
　【締切】11 月 30 日（月）消印有効
　【問い合わせ】公益財団法人大阪コミュニティ財団（TEL　
06-6944-6260　FAX　06-6944-6261）
　ウェブサイト（http://www.osaka-community.or.jp/）から詳細
な募集要項や申請書の様式が入手できます。

イベント情報
動物園 100 周年！市民 ZOOフェスティバル
　【日　程】11 月 15 日（日）10:00 ～ 16:00
　【場　所】和歌山公園動物園（和歌山城内）
　【入場料】無料
　【内　容】動物ガイド、城の音コンサート、読み聞かせ、各種展示・
体験コーナーなど
　【主　催】市民 ZOOフェスティバル実行委員会（TEL 073-427-33
16・アートサポートセンター RAKU 内　　http://friend-zoo.com/）
　【備　考】雨天時は 11 月 22 日に順延。

平成 27年度ボランティアフォーラム
　【日　程】12 月 13 日（日）12:00 ～ 15:00
　【場　所】粉河ふるさとセンター（紀の川市）
　【参加費】無料
　【内　容】県内で活動するボランティア団体によるステージ発表
やブース出展
　【主　催】和歌山県社会福祉協議会・和歌山県ボランティアセン
ター（TEL　073-435-5220、FAX　073-435-5221）
　【備　考】出展団体も募集中。上記までお問い合わせください。

　NPO 法人の活動計算書では、財務諸表の内容を補足する「注記」の作成が必要で、最低限、どの会計基準を採用
しているかを記載する必要があります。このほか、その法人の活動を説明するのに必要な項目を記載し、法人の会
員のみなさんだけではなく第三者の方が会計書類からその法人の活動を把握できるように務めることが大事です。

NPO 法人会計基準を活用しましょう（2）

「注記」が大事！
　NPO 法人会計基準を採用している場合は、次の 10
項目のなかから、法人の会計の内容を適切に伝えるの
に必要な項目を記載します。注記が充実していると活
動計算書の内容がより理解されやすくなることが期待
できます。
　なお、「重要な会計方針」の項目にある『採用して

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2015 年 8 月に設立された団体です

◎和歌山勝手連ネットワーク（和歌山市）
　2015 年 8月 20 日設立　代表者　得津　修司

※ このコーナーでは、和歌山県内で新しく設立された
NPO法人の情報をお届けしています。

いる会計基準』は必須ですが、それ以外の項目につい
ては、該当するものがない場合は記載しなくて構いま
せん。和歌山県庁などが公開している注記の雛形を加
工せずに使用されている法人も多いのですが、正確な
情報を伝えるために、該当するものがない項目や枠線
などは削除してください。

特に重要な項目とは
　左の表のなかで、◎や○がついた項目は多くの NPO
法人が関係します。
　活動計算書の経常費用の部では、従来の収支計算書
と異なり、一般的には事業別の費用を計上しません。
複数の事業を展開している法人の場合、「事業別損益
の状況」の項目で、事業ごとの損益もしくは費用の内
訳を明らかにできます。
　助成金や寄附金を得ている団体の場合、その使途が
決められていることもあろうかと思います。その場合
は「使途等が制約された寄附金等」に表記することで
区別ができます。
　固定資産や借入金の増減が発生した場合はそれも表
記すると、貸借対照表を補足する資料になりますので
よりわかりやすくなります。
　事業費と管理費に共通する経費（家賃や人件費、光
熱水道費、通信費等）を按分している場合はその按分
方法（従事時間や面積による按分などの基準）を記載
するなどの工夫も考えられます。
　NPO 法人では、公共施設が無料で使えたり、ボラ
ンティアの力を借りることで費用を抑えたりといった
ことがありえますが、これらを活動の原価を明らかに
するために費用として換算したいという場合は、その
根拠を記載します。ただし、合理的な基準が必要です
（例えば最低賃金や一般的に利用した際にかかる費用
など）。

　いかがでしょうか。いっけん難しくみえるかもしれ
ませんが、必要な事項を正しく記載することで、決算
書類からその法人の活動を垣間見ることができます。
認可ではなく認証制度を採っている NPO 法人は自ら
が情報を積極的に開示することで、地域社会から信頼
を得る一手となります。ぜひ、今のうちから準備を進
め、今年度の活動計算書から実践してみませんか。

NPO法人会計基準について詳しくはこちら
http://www.npokaikeikijun.jp/

【NPO法人会計基準で注記に記載する 10項目】
　○数字の前の記号はその項目の一般的な重要度合いを、重要
な順に◎・○・△・▲で記載したものです。

◎①重要な会計方針
　どの会計基準を採用しているか、棚卸資産の評価基準、固定
資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、消費税等の取り扱
い、④や⑤の会計処理の方法など。なかでも「採用している会
計基準」の記載は必須です。
▲②会計方針の変更
　会計の方針が前年度と変わっている場合にその内容を記載。
○③事業別損益の状況
　事業別の損益の内訳を明らかにする項目。管理費の内訳も盛
り込んだり、損益ではなく費用の内訳のみを表記したりするこ
とも可能。事業を区分していない法人は記載不要です。
△④施設の提供等の物的サービス受け入れの内訳
　施設を無償もしくは割引で利用するなどの物的サービスを受
けた際に、活動の原価を明らかにするための費用を計上する際
に記載。費用を計上しない場合は記載は不要。
△⑤活動の原価の算定にあたって必要なボランティアに
よる役務の提供の内訳
　ボランティアなどの活動により人件費が抑えられたなどの際
に、活動の原価を明らかにするための費用を計上する際に記載。
費用を計上しない場合は記載は不要。
○⑥使途等が制約された寄附金等の内訳
　寄附金や助成金など、使途があらかじめ指定されている金額
を記載。次期繰越正味財産のなかで「この金額は使途が決めら
れていて自由には使えない」ということを明らかにします。
○⑦固定資産の増減内訳
　期首取得価額、期中の増加と減少、期末の取得価額、減価償
却累計額、期末帳簿価額を記載します。期首と期末の「取得価額」
は帳簿価額とは異なりますので要注意。
○⑧借入金の増減内訳
　期首残高と期中の借入額・返済額、そして期末の残高を記載。
△⑨役員及びその近親者との取引の内容
　法人とその法人・近親者との取引の金額を記載します。役員
等からの寄附金や借入金、役員等への仕事の委託などが相当し
ます。NPO 法人会計基準では役員・費目あたり年間 100 万円
を上回った場合に記載すると解釈されています。
△⑩その他、特定非営利活動法人の資産、負債及び正味
財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする
ために必要な事項
　現物寄附の評価方法、事業費と管理費の按分方法、自然災害
や取引先の倒産等により突発的に発生した事象などを記載しま
す。


