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発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター （指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（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：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しております ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛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）

【指定管理者：特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は

　田辺市稲成町に事務所を構えるNPO法人絆は、障害福祉サー

ビス事業（就労継続支援 A 型作業所）、農業、農家レストラン

など多彩な事業を運営しています。

障がい者の雇用拡大の一助に
　この法人を設立することになったのは、もともと会社を経営

していた倉谷理事長が 2005 年 4 月 、田辺市にある社会福祉法

人の紹介で 2 名の障がい者と出会ったことがきっかけ。社会福

祉法人の父母会の方から、個々の障がいにあった仕事を選べる

よう雇用拡大の依頼を受けたそうです。

　「障がいを持つ子どもたちが将来自立し、地域のなかで支え

あいながら生活ができるように」父母会の想いは切実で、なん

とか力になれないか考え始めました。「ノーマライゼーション」

が重要視されるようになってきましたが、現実は厳しいことが

わかり、何ができるのか話し合い、将来を担う子どもたちや障

がいがある人たちのために、と NPO 法人を立ち上げることを

決意。NPO法人設立後には就労継続支援A型事業所「エコファー

ム絆」を開設しました。

通所者の収入を確保するために
　南高梅が有名な土地柄、梅関連の作業だけでも、梅の生産・

収穫から選別、加工、梅の種抜き、検品、形成、完成品の樽詰

めなど、年間を通して作業があるそうです。そのほかにも調理

補助や接客などの仕事があり、障がいのある通所者は個々の特

性に適した作業を選び活動しているそうです。

　このほか地域で増えている耕作放棄地を借り受け、室内作業

を苦手とする通所者に農作業をしてもらっています。加工場「菜

菜工房」では、しいたけを小さく切り乾燥加工する作業を受託。

そして和歌山ではあまり流通していない「芽ピーナッツスプラ

ウト」の製造を始めています。今後栽培を拡大し、通所者の収

入拡大につなげていきたいと

いいます。

　さらに、県立情報交流セン

ター Big-u 内にレストラン「農

民カフェ 絆」を出店。カフェ

で出すお米をはじめ、野菜類

のほとんどが自家栽培。安全・

安心な手作りの美味しい料理

をバイキング形式で提供して

おり、ここにいる通所者のみ

なさんは接客・調理に分かれ

て働いています。

　通所者に最低賃金を確保する必要がある「就労継続支援 A

型作業所」を継続して運営するのは難しいといいます。A 型

作業所を維持できるよう、製品開発や加工受託など、通所者

の職域拡大に法人のみなさんは日々健闘されています。

　障がい者向けの事業と並行して、子どもの育ちと共働き世

帯を応援する事業など、将来の地域を担う子どもへの支援も

実施している NPO 法人絆。様々な創意工夫で「地域共生」に

向けた取り組みが進められています。

特性に合わせた様々な作業を提供

NPO法人 絆NO.38

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

サポートセンター主催事業のご案内

■ 田辺市・橋本市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時間までとさせていただいております。

NPO法人 絆
〒646-0051　田辺市稲成町 80-2　TEL 0739-22-8688　FAX 0739-34-5525　E-mail npo.kizuna@ag.wakwak.com

■ NPO 出張相談・出張講座、ビデオ通話による相談の試行について
　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、会場の賃借料等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」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。
　なお今年、インターネットを使ったビデオ通話による相談を試行する計画です。詳細が決まりましたらご案内します。

■ ご準備は整っていますか？今年 10 月 1 日スタート！「NPO 法人の貸借対照表の公告」
　NPO 法人の「貸借対照表の公告の義務付け」が今年 10 月 1 日に始まります。同時に法務局での「資産の総額の変更登記の廃止」
も併せて行われる予定です。NPO 法人のみなさまは、対応のご準備をお願いします。詳しくは和歌山県発行の「特定非営利活動法
人の設立及び管理・運営の手引き」（2017 年 3 月）もしくは、和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」掲載のご案内を
ご覧ください。
　なお、今年 9 月末までは引き続き「資産の総額の変更の登記」が必要ですので、例えば今年 3 月末が事業年度末の NPO 法人は、
資産の総額変更登記と、10 月施行に合わせて貸借対照表の公告の双方が必要になります。
　

★被災地生活支援研修会「災害 × NPO・ボランティア」
　大規模な災害がおこったとき、物資の提供や泥かきなどの
支援、長引く避難生活の支援など、さまざまな場面で NPO
やボランティア団体は力を発揮します。自分たちの団体に何
ができるのか、事例紹介や交流・意見交換を通じて考えます。
　日　時　9月 17 日（月・祝）10:00 ～ 12:00
　場　所　海南市保健福祉センター（海南市日方 1519-10）
　対　象　地域のNPO・ボランティア関係者等
　定　員　50 名
　参加費　無料
　事例紹介　① わかやま楽落会（福祉施設などへ訪問し寄席
などを行っています）、② 貴志川福祉防災ボランティア会（防
災活動だけではなく被災地現場での活動も積極的に行ってい
ます）、③ 雑巾の会（写真でのご紹介。橋本市で手縫い雑巾を
つくる活動をしています）
　参加を希望される方は、和歌山県 NPO サポートセンター
まで参加者名・グループ名（ある方）を、電話または FAX で
お知らせください。

★NPO基礎講座 in 紀の川 &御坊
　今年度は紀の川市と御坊市で NPO 基礎講座を開催します。
「NPOってなに？」「NPO 法人になるためには？」そんな
NPOの基礎をみなさんと一緒に学びます。
【紀の川会場（紀の川市と共催）】
　日　時　9月 29 日（土）19:00 ～ 20:30
　場　所　紀の川市打田生涯学習センター・学習室 3
　　　　　（紀の川市役所西隣）
　参加費　無　料
【御坊会場（御坊市社会福祉協議会後援）】
　日　時　10 月 23 日（火）13:30 ～ 15:00
　場　所　御坊市福祉センター（御坊市役所南隣）
　参加費　300 円（資料代）

　両会場とも、NPO 立ち上げや運営に関する相談経験が豊富
な和歌山県 NPO サポートセンターのスタッフが講師を担当
します。
　参加お申込みは、和歌山県NPOサポートセンターまで。

ピーナッツスプラウトはピー
ナッツを発芽させたもの。栄養
素が豊富で注目されています

農民カフェ絆の人気バイキング

ピーナッツスプラウトはピー
ナッツを発芽させたもの。栄養
素が豊富で注目されています

農民カフェ絆の人気バイキング



助成金 & 支援情報
こころを育む総合フォーラム 2018
　家庭・学校・地域・企業などが連携し、それぞれの立場で子
どもたちのこころを育むために献身・努力している団体を募集
します。
【対　象】　①学校と家庭、地域、企業などのさまざまな団体が
連携し、継続している活動、②団体が行う子どもたちの” ここ
ろを育む活動”、③子どもたちの “こころを育む活動”、④全国大
賞を受賞した際に、翌年度に活動地域でシンポジウムを主催で
きる活動　
【顕彰内容】　大賞：賞金 50 万円（1 件）、優秀賞：賞金 20 万
円（5件）
【締　切】　9 月 28 日（金）17 時必着
【備　考】　くわしくは公益財団法人パナソニック教育財団の
ウェブサイト（http://www.kokoro-forum.jp/）で。申請は電子
メールのみの受付です。

スミセイ 「コミュニティスポーツ」推進助成プログ
ラム
　地域に根ざした市民・NPO・専門家が協力し、スポーツを通
じて一人ひとりの健やかな暮らしの実現をめざす取り組みを応
援します。
【対　象】　日本国内に活動拠点があり、原則 1 年以上の団体運
営と活動実績がある非営利団体等（法人格の有無は不問）
【助成内容】　①一般課題：地域の中で一人ひとりの健やかな暮
らしの実現につながる独自性のある実践、②特定課題：心身の
障がいや長期療養などにより社会参加に困難を抱える人々を中
心とした実践
【助成種別と金額】　①第 1 種助成：特定の地域を拠点として取
り組むもの。1件あたり 50 万円以下、14 件程度。②第 2種助成： 
地域や分野の異なる複数の団体が協力してチームをつくり取り
組むもの。1 件あたり 200 万円以下、4 件程度。①・②を合わせ
て助成総額 1,400 万円を予定。
【締　切】　10 月 10 日（水）必着
【備　考】　くわしくは公益財団法人住友生命健康財団のウェブ
サイト（http://www.skzaidan.or.jp/）で。応募要項、申請用紙
のダウンロードも可能。

トヨタ財団助成プログラム
　「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ ―地域に
開かれた仕事づくりを通じて」をテーマに助成を実施します。
【対　象】　特に問いません
【助成内容・金額・対象期間】　①しらべる助成：地域課題の発
掘やその解決のために必要な調査、戦略立案、パイロット事業
の実施などを目的としたプロジェクトへの助成。1 件あたり
100 万円を上限とし、2019 年 4 月から 1 年間。②そだてる助
成 ：地域課題解決に向けた事業の立ち上げ、実施、拡大ならび
にそうした事業の担い手となる人材を育てることを目的とした
プロジェクトへの助成。上限額はなく、2019年 4月より2年間。
【締　切】　10 月 10 日（水）15 時必着
【備　考】　くわしくは公益財団法人トヨタ財団のウェブサイト
（https://www.toyotafound.or.jp/community/2018/）で。応 募
要項、申請用紙のダウンロードも可能。

和歌山地域貢献活動応援基金 “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
【対象団体】　和歌山県内に所在し、元気な和歌山をつくる NPO
（NPO 法人・市民活動団体・ボランティアグループ等）
【助成内容】　① スタートアップ支援事業：活動を開始して 2 年
未満の団体に、活動費用 5 万円を 4 団体に助成。② パワーアッ
プ支援事業：活動を開始して 2 年以上で、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、活動費用 10 万円を 3 団体に助成。
【締　切】　11 月 17 日（金）当日消印有効（郵送・メール・FA
X のいずれかで受け付けます）
【主　催】　わかやま NPO センター（TEL 073-424-2223 ／ FAX
073-423-8355 ／メール info@wnc.jp）
【備　考】　9 月 16 日以降、ウェブサイトで募集要項と応募用
紙を公開します（http://www.wnc.jp/kao/）。応募書類の作成に
関するご相談は和歌山県 NPO サポートセンターでお受けいた
します（TEL 073-435-5424、FAX 073-435-5425、メール info@
wakayama-npo.jp）。

イベント情報
こころの安全パトロール隊員養成講座・ベーシック
　講義とロールプレイで、「こころの病」について学びます。
【日　時】9 月 16 日（日）13:00 ～ 17:00
【場　所】和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
【参加費】無料（事前申し込み必要）
【定　員】50 名
【主催・申込み】　NPO 法人こころの SOS サポートネット（申
込みはウェブサイトから http://cocosapo.net/）
【備　考】今後の開催予定は 11 月 18 日（和歌山ビッグ愛）、来
年 1 月 26 日（県立情報交流センター Big・U）、3 月 23 日（場
所未定）。詳細が決まればウェブサイトで公開します。

おしらせ
親子向け体験ブース出展団体募集！
　和歌山県青少年育成協会などでは、来年 2 月 11 日（月・祝）
に和歌山ビッグ愛で「おもしろ体験交流フェスタ（仮称）」と
して、親子向けの様々な体験の機会を提供するイベントを実施
する予定です。
　県内の NPO・ボランティア団体のみなさんで、親子向けの体
験ブースの提供が可能という方は、和歌山県 NPO サポートセ
ンターまでお知らせください。
 ◆ 出展に関する諸費用は出展団体の負担となります
 ◆ 材料費程度については参加者から徴収することができます
 ◆ 団体 PR をしていただくことができます
 ◆ 会場の広さや防災上の理由等でご期待に添えない場合があ
りますのでご了承ください。

【お問い合わせ】和歌山県NPOサポートセンター（担当：志場）
　TEL 073-435-5424　FAX 073-435-5425
　E-Mail info@wakayama-npo.jp

　NPOは地域課題の解決をめざす事業体です。NPOがおこなう事業によってその課題がどれだけ解決したかを測り、
さらに課題解決の取り組みを進めるのか、事業の内容を改善するのか、次の事業に切り替えるのか…といったように、
適切な評価をおこなうことで次の事業展開を検討することができます。このようにNPOと評価は切っても切れない
関係にあります。そんなNPOの評価は大きく事業評価と組織評価の2つに分類できます。中身をみていきましょう。

N PO の評価…事業評価・組織評価 e t c

事業評価とは？
　実施したイベントに 500 人来てくれた、寄附キャンペー

ンの結果、寄附額が 30% 増加した、アンケートで満足と

答えた人が 8 割を超えた、といったように、事業の成果

を数値で評価することは多くの団体で実施されているので

はないでしょうか。このような評価をおこなうことによっ

て「イベントの魅力をさらに高めよう」「寄附の使途をよ

り明確に打ち出して共感を生もう」、といった事業の改善

に役立たせることができます。こうした評価は身近に感じ

られますね。

　最近は「社会的インパクト評価」のように、よりスケー

ルの大きな評価をおこなおうという動きもみられるように

なっています。事業によって得られた成果を短期的・長期

的な社会的効果として表現する手法です。

　例えば、「就

労支援プログ

ラムを実施し

たところ何人

参加した」だ

け で は な く、

その先にある

「実際の就業に結びついた人が何人いて、結果として福祉

にかかるお金がいくら減り、税収がいくら増えて、地域社

会としてはこれだけのプラスにつながる」といったところ

までを見通す手法です。

　これらの新しい評価指標は、資金の提供者に対して、結

果をより「見える化」することで説明責任を果たしやすく、

また事業の「出口」をより明確にすることで団体内部にお

ける意識共有がしやすい、などのメリットが指摘されてい

ます。反面、そのような長期的な予測が困難な活動もある

ことから「インパクト評価」は必ずしも万全ではないとい

う指摘もあり、まだ明確化されたものではありません。

　とはいえ、NPOをはじめとする「非営利組織の事業評価」

にこのような新たな考え方が生まれていること自体は、心

のどこかに留めていただければと思います。

【参考】社会的インパクト評価イニシアチブ

　http://www.impactmeasurement.jp/

特集

組織評価とは？
　NPO は定款や規約等に基づいて運営することが求めら

れます。NPO 法人であれば NPO 法等の法令遵守も必要で

す。こうした組織運営の評価をおこなおうという動きも活

発になっています。いくらすばらしい事業をおこなってい

ても組織運営が公正でなければ、結果として信頼性を獲得

できないからです。

　例えば、日本の主要な非営利セクターの有志によって設

立された「非営利組織評価センター」では、第三者の立場

で NPO 法人の組織運営評価をおこなっています。一般的

なNPO法等の法令に基づいた 23 の基準による「ベーシッ

ク評価」とさらに高度な27の基準による「アドバンス評価」

を提供しています。

　組織評価のメリットとして、事業内容や活動分野等は関

係なく、NPO 法人であれば分野を問わず評価を実施する

ことが可能であることと、評価を通して自団体の運営のあ

り方を振り返ることができることなどが挙げられます。今

後、助成金等の獲得時に第三者評価があると有利になる、

といったような制度ができてくるかもしれませんね。

　非営利組織評価センターのウェブサイトでは評価項目が

公開されていますので、一度ご自身の団体の運営と照らし

合わせてみてはいかがでしょうか。それだけでもずいぶん

変わることができると思います。

　一般財団法人非営利組織評価センター（JCNE） 業務執行

理事の平尾剛之さんにうかがいました。
　「組織評価は、組織の健康状態を把握し、改

善のきっかけとする有効なツールです。定期的

に第三者と一緒にチェックし、その状況を公開・

社会と共有することで、組織の信頼性と透明性

の向上を図ることができます。」

　単に事業をするだけではなく、適切に振り返って、次の

事業につなげていくことで、NPO の事業の継続性や発展

性の向上が期待できます。みなさんの団体もどのように事

業や組織の評価をおこなうか、考えてみてはいかがでしょ

うか。
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