
　6 月 1 日に、特定非営利活動促進法（NPO 法）の改
正案が国会で可決・成立しました。

【主な改正内容】
　1）認証申請の縦覧期間が 2ヶ月から 1ヶ月に短縮
されます。また縦覧に関する情報もインターネットで
公開されます。
　2）資産の総額の変更登記が廃止され、貸借対照表の
公告に変更されます。
　3）内閣府 NPO ポータルサイトを使った情報発信が
充実されます。
　4）NPO 法人の事業報告書等と認定・仮認定 NPO 法
人の役員報酬規定等の所轄庁での閲覧期間と、事務所
での備え置き期間が過去 3 事業年度から 5 事業年度に
拡大されます。
　5）仮認定 NPO 法人の名称が「特例認定 NPO 法人」
に変更されます。
　…などです。法改正の内容は順次、施行されます（す
べてがすぐに適用されるわけではありません）。県内の
NPO 法人のみなさまに対応いただくことが出てきまし
たら改めてご案内します。今後の動向にご注意下さい。
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（和歌山県庁本館 2F）
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TEL：073-435-5424　
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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

　和歌山県民は過疎地域にいくほど歩く機会が少なくなってい
るといわれています。その理由は公共交通機関が少ないため。
　自動車で自宅から目的地まで直接出向くことが多いことか
ら、子どもからお年寄りまで歩行することが少なくなっていて、
年々その傾向は強くなっているようです。それにより、実は、
筋力が落ちたり足の変形が起こったりといった、様々な足のト
ラブルがみられるようになっているのです。

異分野の活動をしていた団体が新たな団体を設立
　およそ 1 年前、「足育」とよばれる「足」の健やかな育成に
関する NPO を主宰していた五十嵐さんは、和歌山市内で世代
間交流の活動をしていたグループと出会い意気投合します。
　そこで、「足育」の考え方をもっと広くにひろめることがで
きないかと、意気投合した仲間とともに新しい団体「わかやま
足育推進プロジェクト」を設立し、和歌山市で初めての「足育」
に特化したイベント「足育フェスタ」を開催しました。
　他分野の団体と協働することで、広報が得意なメンバー、足
育のスペシャリスト、それに地域や施設と人脈のある人など、
それぞれの得意分野を発揮することができました。
　昔、地域には「街の靴屋さん」があり、靴に詳しいプロが靴
の正しい選び方などを教えてくれたものでした。近年増えてい

る大型の靴量販店では、そこまで専門性をもって靴を選んで
くれるお店が少なくなっています。
　そのため、プロジェクトでは、靴を購入する消費者自身が
自分の足のサイズや靴の選びかたを学び、多くの靴の中から
自分に合った靴を選び出せるように、足のケア、姿勢、歩き
方なども交えた講座を開催しています。

足育を広めたい
　五十嵐さんは「足の健康は身体全体の健康にもつながって
います」と話しています。ですが、「足育」という言葉はまだ
まだ十分には広まっていません。
　「足育」を通して異なる分野の団体が協働できたように、今
後も様々な方と出会い「足育」の大切さを広められ、「足育の
伝道師」として活躍されることが期待されています。

【今後の足育イベント開催予定】
　7月 30 日　和歌山県立情報交流センター Big・U（田辺市）
　10 月 2 日　有田市文化福祉センター
　11 月 13 日 「第 2回足育フェスタ」みんなの学校（和歌山市）

和歌山県民は歩く機会が少ない ? !

「足」の大切さについての講座を実施（御坊市）

小さなお子さんをもつお母さんのためのセミナー（和歌山市）
※ プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

わかやま足育推進プロジェクト
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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。

※ 8 月は第 1週・第 4週となります

■ 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。

サポセン主催事業
■特別講座　名刺から学ぶ NPO のデザインのつくり方
　夏から秋にかけてはNPOのイベントシーズン。そして様々
な PR をおこなう機会が増える時期でもあります。NPO を支
援しているプロのデザイナーから、身近な「名刺」を題材に
NPOのデザインの基礎を学びます。
　日　時　7月 22 日（金）18:15 ～ 20:45
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　講　師　林田 全弘さん（デザイナー）
　参加費　300 円（資料代）
　持ち物　ご自身の名刺と筆記用具
　定　員　30 名（要申し込み）

■ファンドレイジング研究会
　日本ファンドレイジング協会関西チャプターとの共催で
ファンドレイジングに関する研究会を開催します。
　日　時　8月 20 日（土）13:30 ～ 16:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　講　師　石原 達也さん（NPO法人みんなの集落研究所）
　テーマ　中山間地域での当事者主体のファンドレイジング
　参加費　2,000 円（資料代等）
　定　員　30 名（要申し込み）

お申し込みは和歌山県 NPO サポートセンターまで。

NPO法改正案が可決しました

わかやま足育推進プロジェクト
　連絡先　073-494-7110　　フェイスブック　https://www.facebook.com/footprintclub/



助成金 & 支援情報
第 9 回ソーシャルビジネスプランコンペ 
　社会課題の解決につながるソーシャルビジネスの事業プランを応
援・表彰し、サポートします。
【対象】新たなソーシャルビジネスプランをお持ちの個人及び団体、
もしくは、新たなソーシャルビジネスにチャレンジされている個人
及び団体
【賞金】グランプリ 30 万円、準グランプリ 10 万円など
【締切】7月 19 日（火）17:00 必着
【備考】7月 27 日（水）に 1次選考を実施。その後、ブラッシュアッ
プ期間を経て最終選考
【主催】認定NPO法人大阪NPOセンター（06-6223-3303）
【備考】大阪 NPO センターウェブサイトに募集要項・応募用紙が掲
載されています。

NPO 向けに事務サポートを提供します
　「人手が足りなくて書類の整理がおいつかない！」「広報誌の作成
を手伝ってほしい！」「事業の策定を手伝ってほしい！」・・・そん
な NPO のみなさんのために、事務の一部をお手伝いする「事務サ
ポート」をおこなっています。
【ご支援できる項目の一例】
　・会計のお手伝い
　・広報誌やチラシの作成のお手伝い
　・ブログや Facebook ページの構築・更新の支援、団体情報デー
タベースへの登録
　・団体運営や事業策定、イベント企画立案に関するご相談
　・災害対策計画の策定のお手伝い
【費用】
　団体の規模や内容により変動します。一例として、会計のお手伝
いでは月 6,000 円～ 10,000 円（税別）が目安となっています。新
たにパート・アルバイトを雇用するほどでもないけれども、人手が
足りない、そんな団体のみなさまにおすすめです。
　なお法律等で、士業の方の業務として定められている業務につい
てはお取り扱いできませんので、ご了承下さい。
【ご利用までの流れ】
　ヒアリングをさせていただき、お見積書を提示させていただき、
調整のうえ、覚書の締結をもってスタートします。
【お問い合わせ】
　わかやまNPOセンター　TEL　073-424-2223
　メール　info@wnc.jp

イベント情報
はじめての男女共同参画エキスパンダ―養成講座（基
礎編）in 新宮 
　男女共同参画の基本やジェンダーについて学び、あなたの可能性
を発見する機会になるかも？男女共同参画、エキスパンダーとなっ
て活躍の場を広げませんか。

　【日　時】7 月 30 日（土）・8 月 21 日（日）・9 月 18 日（日）そ
れぞれ 10:00 ～ 15:00
　【場　所】東牟婁総合庁舎 3階大会議室（新宮市緑ヶ丘）
　【講　師】市場 恵子さん（心理カウンセラー・広島大学非常勤講師）
　【定　員】30 名（先着順）
　【参加費】無料
　【申し込み・お問い合わせ】和歌山県男女共同参画センター “りぃ
ぶる”（073-435-5245）、新宮市人権啓発課（0735-23-3359）
　【備　考】1 歳から小学校 2 年生までのお子さんを無料でお預か
りします。7月 20 日（水）までに申し込みください。

ボランティア募集情報
「輝け病気の子どもたち！リゾートキャンプ」ボラン
ティア募集 
　リゾートキャンプは、難病や障害がありふだん外出が思うように
できない子どもと家族がホテルに宿泊し、ふれあい、語らい、楽し
く過ごして元気になることを目的として、毎年開催しています。子
どもたちと一緒に遊んだり、身の回りの世話などをお手伝いいただ
けるボランティアを募集しています。
【日　時】9月 3日（土）12:00 ～ 4 日（日）12:30（予定）
【会　場】県立わかやま館・マリーナシティホテル（和歌山マリー
ナシティ内）
【宿　泊】紀三井寺ガーデンホテルはやし
【参加費】  1 泊 2 日の場合は 3,000 円（学生 2,000 円）、日帰りの場
合は、3 日（12 時～ 21 時）は 1,000 円（夕食付）、4 日のみ参加の
場合は無料。
【募集人員】120 名（18 歳以上） 　　　　　　　　　　　
【締切】7 月 22 日（金）申込用紙にて電話、FAX、郵送のいずれか
の方法で申込みください
【申込・問合せ】和歌山県難病・子ども保健相談支援センター（担
当　川上・小泉）
　〒641-8510　和歌山市紀三井寺 811-1　和歌山県立医科大学附属
病院 3階　TEL　073-445-0520　　FAX　073-445-0603
【備　考】事前説明会があります。詳細は電話にてお問合せください。

おしらせ
情報ブログ・メールマガジンもご活用下さい！
　各種情報は、情報ブログに随時掲載しているほか、毎月 2回（1日・
15 日）配信のメールマガジンにてとりまとめて配信中！是非ご活
用下さい。
　情報ブログ　http://blog.canpan.info/wnc/
　　（わかやまNPO広場からもリンクしています）
　メールマガジン配信のご希望は、info@wakayama-npo.jp まで、
配信先アドレスをお知らせ下さい。携帯電話・スマートフォンで受
信される場合は「npo_tsuremote_mail@googlegroups.com」を受
信できる設定をお願いします（各号 80KB ほどの容量がありますの
でパケット通信量にご注意下さい）。

　前号で「活動の成果をどう見せるか」という節で触れましたが、NPO やボランティア活動の成果をどうやって地
域に PRするか、一度考えてみませんか。できれば、数字を用いるとより具体性が増しますよ！

団体の成果をきちんと表現しましょう

あなたの団体の成果はどう測りますか
　一般に、NPO・ボランティア団体は地域社会に対し
て公益的な事業をおこなっていますが、その成果はど
のように測れていますでしょうか。イベント等への参
加人数、サービスの利用人数・・・等様々な指標が考
えられますね。ただ、そうした直接的な指標だけで、
団体が掲げる目的を達成していることはわかりますで
しょうか？
　例えば「川の環境保全のため」に事業をおこなう団
体が、「清掃活動に 100 人参加した」ことだけを成果
として発表した場合、それは環境保全につながったと
いえるでしょうか。もちろん環境保全のために清掃活
動をおこなうことは大事なことではありますが、この
団体の本来の目的は「川の環境保全」ですよね。であ
れば、「清掃活動に 100 人参加した」だけではなく、
例えば「清掃活動の結果、水質がこれだけ改善した」「こ
れまで見られることがなかった生物が 3 種類、新たに
見られるようになった」などという成果があってはじ
めて目的を達成した、といえるのではないでしょうか。
「清掃活動参加者が 70 人から 100 人に増えた」とい
うことであれば、環境保全への理解が増えた、と判断
することはできるかもしれませんが…。
　第三者が団体の成果をみるときにどこに注目される
かを想像しながら、成果をどのように PR するか、そ
して、本来の目的を達成するために測るべき指標を適
切に設定することが重要なことかもしれません。

資金を募る際に
　NPO やボランティア団体の多くは資金不足に悩ん
でいるという統計があります。資金は団体側から求め
ないとなかなか集まりません。そこで、会費や寄附の
募集チラシの配布やキャンペーンを展開する団体も少
なくありません。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2016 年 5 月に設立された団体です

◎ストークサポート（橋本市）
　2016 年 5月 30 日設立　代表者　倉田　友紀

※ このコーナーでは、前号発行後以降、和歌山県内で新し
く認証・設立されたNPO法人の情報をお届けしています。

　「運営資金を募っています」「会員を募っています」
「不要になった食器や衣服を募集しています」といっ
た案内がよくなされていますが、「ここに運営資金を
託してどういう成果を残してくれるのだろう」という
疑問を抱かせないように工夫をしてみてはいかがで
しょうか。
　例えば、子どもたちへ自然体験プログラムを提供す
る団体が「これまでに合計 10 万円をご寄附いただい
たことで、延べ 500 名のお子さんたちに自然体験プ
ログラムを提供できました」として成果を記載すると、
この寄附がどう活かされるのか想像できますね。ある
いは「1 万円のご寄附があれば、1ヶ月間、地域の一
人暮らしのお年寄り 10 名の安否確認ができます」の
ように、使途をわかりやすく明らかにする、というこ
ともいいかもしれません。
　寄附をすることや会員になることで、なにがどう変
わったのか、どう変わることが期待できるのか、といっ
た情報を届けると、より具体的になりますね。

つまりは受け手を意識した発信
　2 つの側面からみてきましたが、共通しているのは
「受け手」を意識するということ。
　「川の環境保全」を目的にしている団体が主催する
清掃活動に多くの参加者がいたのはいいけれども、団
体の目的は達成できているのかがわからないと、やや
もすると「清掃活動をする団体」という誤った認識を
与えかねません。「運営資金を募っている」団体に寄
附をしたらどう活かされるのか、どのような実績があ
る団体なのか、具体的にわからないままですと、第三
者の財布の紐は緩むでしょうか。
　ご自身の団体の成果を客観的に測るための指標はな
にかを考えてみることで、これまでとは異なる PR 方
法がみつかるかもしれません。
　これから NPO・ボランティア団体はイベントシー
ズンの季節。単なる参加者数などだけではない、成果
を測る指標を是非設定してみてください。事業成果の
見せ方が大きく変わりますよ！

資金が足りません！
このままでは活動が
できなくなります。
ご支援下さい！

1 万円のご寄附で
1ヶ月間、地域のお
年寄り 10 人の安否
確認活動ができます。
ご支援ください！

川の環境保
全をおこな
う団体です

川の環境保
全をおこな
う団体です

　　確かに環境保全
にはつながるだろうけど、
参加者が多いことが本当
　　の成果なのかな…清掃活動参加

者が 100 人来
ました！

清掃活動参加
者が 100 人来
て水質も改善
しました！

新しい生物
が見つかり
ました！

新しい生物が見つかったというの
は環境保全活動の成果ってすぐに

理解できるね！

・・

・・

単に危機を訴えるのではなく、具体的な数字をあげて支援を
求めると、共感を呼びやすくなることが期待できます。


