
■ 「Web 会議」による相談の受付をおこなっております
　和歌山県 NPO サポートセンターや橋本・田辺での出張相談のご利用が困難な方のために、「Web 会議」による NPO 相談の受付を
実施しています。利用を希望される方は以下をご確認のうえ、お申し込みください。利用料金は無料です（パソコンやインターネッ
ト接続に関する費用は自己負担）。

【ご利用手順】
① お手持ちのパソコンでマイクとカメラが正常に機能するかを事前に確認してく
ださい。
② 電話または電子メール（宛先 info@wakayama-npo.jp ）で相談したいテーマ・
希望する日程を連絡ください。
③ 相談日程が決まれば、当日アクセスいただくウェブサイトの URL をメールでお
知らせします。
④ 予約した時刻に、通知したウェブサイトにアクセスしてください（相談は 1 回 1
時間以内を目安とさせていただきます）。
　インターネットブラウザは Chrome、Firefox、Opera のいずれかをご利用くださ
い。Internet Explorer、Microsoft Edge は動作保証対象外となります。

■ NPO 出前相談・出前講座をご利用ください
　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 出前相談・出前講座を承っています（概
ね 5名以上のグループが対象）。ご利用は無料です（会場の賃借料等がかかる場合は負担をお願いします）。
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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：https://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：認定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

住み慣れた地域で元気に暮らせるように
　2015 年の介護保険制度の改正を受け、NPO などが介護予防
の担い手となっています。「生活支援コーディネーター」とし
ての様々な取り組みは、県内各地で高齢者を支える重要な役割
を果たしています。
　有田川町にある NPO 法人ひだまりの和は、町からの「第 2
層生活支援コーディネーター」受託事業をはじめ、地域で暮ら
す人々が安心して元気に暮らせるようなまちづくりに日々取り
組んでいます。

ささえあうまちづくり実現のために
　ひだまりの和では、生活支援コーディネーター事業のほかに
もさまざまな活動を行っています。
◆高齢者のサロン活動
　サロン活動は、町内 60 か所ほどに広がっています。開催頻
度は各サロンさまざまですが、回数を重ねるごとにそれまでひ
きこもりがちだった高齢者も進んで外に出るようになったそう
です。特に「いきいき 100 歳体操」がおこなわれているサロン
は町内でもかなり人気で、90 歳以上の参加者もたくさんいる
んだそう。ご近所さん同士「今度体操しに行かへん？」という

お誘いの声かけが、互いの見守りにもつながっています。
◆地域づくり新喜劇
　介護予防の啓発として、「地域づくり新喜劇」と題した劇の
上演も行っています。介護保険に頼らない地域づくりの大切
さなどを伝えるため、メンバーが物語を考え、自ら演じてい
ます。セリフは全編有田弁。地域での日常や助けあいを描い
た人情劇を通して、介護保険制度についても知ることができ
るようになっています。

元民生委員が築くパワー
　メンバーの中心は民生委員・児童委員の経験者で、団体の
活動を支えています。長年地域の中で働いてきたみなさん。
その恩返しとして、慣れ親しんだ地域で「こんなことができ
たらいいな」という想いを形にするため任意団体からスター
トしました。
　そして 3 年前、継続的に事業が行えるよう NPO 法人格を取
得。経験を活かした地域への目配りや情報量、強力なチーム
ワークが強みです。これからは婚活事業や子ども支援の事業
にもチャレンジしていきたいとのこと。有田川町でずっと安
心して暮らせるために、ささえあうまちづくりに励んでいま
す。

かけがえのない信頼関係を大切にしながら

NPO法人ひだまりの和NO.42

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

　2019 年 7月から、田辺市市民活動センターでの出張相談を原則毎月第 2金曜日の毎月 1回に変更させていただきます。定例の相談
日に左右されない「Web会議」等の活用もご検討下さい。田辺市市民活動センターからWeb会議のご利用が可能です。

NPO法人ひだまりの和
有田郡有田川町中井原 112-1　TEL・FAX 0737-32-2234

■ 事業年度末を迎えた NPO 法人のみなさまへのお願い
　毎年 5月～ 6月の NPO法人の通常総会シーズンや事業報告書提出期限前は特にお電話・ご相談が集中します。
　また、和歌山県 NPO サポートセンターはここ最近、火曜午前・水曜午前のお電話・ご相談がたいへん多くなっております。左記
以外の時間帯に分散してのご利用もご検討ください。
　来所でのご相談の場合は、できるだけ事前にご予約をお願いいたします。
　電子メールでの相談については、誤って迷惑メールと判別されてしまうことがあります。3 業務日を過ぎても返信がない場合は恐
れ入りますが、電話でお問い合わせください。
　また、数メガバイトを超える大容量の添付ファイルの送信はお控えください（メールサーバの仕様上、受信できないことがあり
ます）。
　なお、混雑時やご相談の内容によっては、ご相談をいただいてからお答えまで少々お時間をいただくことがありますので、ご了
承下さい。

■ 田辺市・橋本市での出張相談について （要予約・無料）
　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カ所で出張相談を行なっております。
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。

地域づくり新喜劇の様子地域づくり新喜劇の様子

町内に広がるサロン活動町内に広がるサロン活動



助成金 & 支援情報
緑の環境プラン大賞
　緑の創出を通じて、都市環境の保全や再生、地域コミュニティ
の形成、生活の質の向上に対応していく取り組みを応援します。
【助成種別】　（1）シンボル・ガーデン部門、（2）ポケット・ガー
デン部門
【助成対象】　民間・公共の各種団体・法人・組合等であること。
【助成期間】　2020 年 3 月 31 日までにに完了する事業で（1）
は最低 10 年間、（2）は最低 5年間は維持されること
【助成金額・団体数】　（1）上限 800 万円を 3団体程度、（2）上
限 100 万円を 10 団体程度
【締　切】　6 月 30 日（日）必着
【問い合わせ】　公益財団法人都市緑化機構（https://urbangree
n.or.jp/）

アジア留学生インターン受け入れ助成プログラム
　アジアからの留学生をインターンとして受入れ、体験学習の
機会を提供する日本のNGO・NPOの事業を支援します。
【助成対象】　国内の民間非営利組織で、インターンを受入れ、
指導する体制をつくることができること。団体としての活動実
績が 3年以上あること、など。
【助成期間】　2019年8月1日から2020年3月31日までの間に、
15 日以上 40 日以内で実施。
【助成金額】　1 件あたり 25 ～ 45 万円で、25 ～ 30 団体程度を
募集。助成可能額は最大 750 万円。
【締　切】　6 月 21 日（金）必着
【問い合わせ】　公益信託アジア・コミュニティ・トラスト（htt
p://act-trust.org/）

PC ソフトウェア寄贈プログラム
　NPO 法人、公益法人、社会福祉法人等を対象に、わずかな手
数料でソフトを提供します。
【寄贈されるソフトウェア】　Microsoft Office、 Box （クラウ
ドストレージ）、Adobe Acrobat Pro、Adobe Creative Cloud、
Google for Nonprofits、 ROBOT PAYMENT オンライン募金・寄
付金決済プログラムなど多数のプログラムを、手数料のみの負
担での寄贈、もしくは市価よりも安価に利用することができま
す。また、リサイクルパソコン、リサイクルタブレットの取扱
もあります。
【対象団体】　サービス、提供者によって異なります。
【問い合わせ】　Techsoup JAPAN（認定 NPO 法人日本 NPO セ
ンター内、https://www.techsoupjapan.org/）
【備考】　NPO 法人がこのサービスを利用する際は、日本 NPO
センターが運営するデータベース「NPO ヒロバ」への登録が必
要です。

イベント情報
シニアミュージカル発起塾和歌山うめ組公演
　シニア世代で演劇を楽しむみなさんの公演です。
【日　時】5 月 25 日（土）18:30 開演（18:00 開場）
【場　所】和歌山県民文化会館小ホール
【参加費】前売 2,500 円、当日 2,800 円、小学生 1,000 円
【主　催】NPO法人発起塾（http://www.hokkijuku.net/）、チケッ
トの問い合わせは予約係へ（0120-86-2615、受付時間：平日
10 時～ 18 時）

第 75回天神崎自然観察教室
【日　時】6 月 2 日（日）10:00 ～ 12:00
【場　所】天神崎先端の周遊道路沿い広場
【内　容】天神崎の丸山周辺の磯での自然観察教室。なお、午
後には別途、湿地・日和山の案内（約1時間半）を予定しています。
参加ご希望の方は昼食持参の上、当日申し込み。
【参加費】無料（事前申し込み必要、参加希望の方は郵便か
FAX で全員の名前・年齢・性別・電話番号、小中高生は学校名・
学年を記載して申し込み）
【主催・問い合わせ】公益財団法人天神崎の自然を大切にする
会　〒646-0050 田辺市天神崎 5-17　TEL 0739-25-5353　FAX 
0739-25-5385
【備　考】　今年 7 月、10 月、来年 2 月のそれぞれ最終日曜日
の 9時から清掃ボランティア活動も実施しています。

【情報ブログで随時情報発信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベントや助成金等
の情報は、情報ブログ（http://blog.canpan.info/wnc/）に随時
掲載中。是非チェックして下さい。

【メールマガジンは毎月 2回配信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベント・助成金情
報を毎月 1 日・15 日頃にとりまとめてお届け。ご希望の方は
配信先メールアドレスを和歌山県 NPO サポートセンター
（info@wakayama-npo.jp）にお知らせ下さい。

　携帯電話・スマートフォンへの配信の場合は、配信元アドレ
ス（npo_tsuremote_mail@googlegroups.com）の受信許可の
手続きをお忘れなくお願いします。
　なお最近、メールマガジンの不着が増加しております。メー
ルアドレスが変更になった場合はご面倒でもその旨をお知らせ
ください。

　NPO 法人の事業報告書類は、和歌山県庁と和歌山県 NPO サポートセンターで公開されています。このほか一部を
除いて内閣府 NPO ホームページにも掲載されていることはこれまでも何度かご紹介していますが、実際に内閣府
NPOホームページに掲載されている情報を活用した事例がいくつか出てきました。
　また、活動計算書の正確性が求められるケースも多々。事例をご紹介いたします。

事業報告書・活動計算書は「公開文書」です！

活動計算書がチェックされている！
　昨年、和歌山県 NPO サポートセンターに 1 本の電話が

かかってきました。

　「実は、ある助成金事業の審査のお手伝いをしている者

なのですが、応募のあった和歌山県内の NPO 法人の活動

計算書を内閣府の NPO ホームページで拝見したところ、

NPO 法人会計基準に照らし合わせると、書き方がおかし

いように思いまして・・・」

　当該 NPO 法人の書類を拝見したところ、事業費と管理

費の分類が十分ではなかったことがわかりました。この

ことが実際の採否に直接影響したのかどうかは不明です

が、助成金を支給する団体が、内閣府 NPO ホームページ

に掲載されている各 NPO 法人の活動計算書をチェックし

ている場合があることがわかりました。

融資を受ける場合も！
　関西を拠点に NPO 法人への融資制度を持っている金融

機関の担当者の方にお話をうかがったところ、「NPO 法人

への融資を行う際には、その法人が会計基準を採用して

いるか、またその計算書類は適切に記載されているか、

必ずチェックします」とおっしゃっていました。

　融資を受ける場合は、資金繰り計画など、借りた資金

をきちんと返すことができるか、といったところが審査

の大きなポイントにはなりますが、組織運営基盤や実務

能力を確認するために、会計基準や計算書類の正確性を

厳しくチェックすることもあるようです。

特集 新規設立 NPO 法人 前号以降に新たに認証されたNPO法人をご紹介します
◎NPO法人 めぐみ福祉会（九度山町）
　2019 年 2月 20 日認証　代表者　藤井 寛子　
◎NPO法人 さんどう（和歌山市）
　2019 年 3月 1日認証　代表者　吉田 泰士

◎NPO法人 串本学童保育所運営委員会（串本町）
　2019 年 3月 28 日認証　代表者　山中 大資

助成申請いただいたNPO法人の

運営状況を確認するために、内閣

府NPO法人ホームページで、

事業報告書類を確認しています
・・

融資の審査の際にも、会計基準に適応

しているか、書類が適正に作成されて

いるかというのも重要なポイントのひ

とつになっています
・・

内閣府ホームページの活用はほかにも
　和歌山県外の事例ですが、地域の企業が地元の NPO 等

と連携した社会貢献活動をおこなったり、物資を提供し

たりするときに、支援先の選定に内閣府 NPO ホームペー

ジに掲載されている情報を参考にするケースがあったと

いう事例も確認されています。

内閣府NPO法人ポータルサイト

（https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/）

　最近ではインターネット検索サイトで NPO 法人名を入

力すると、この内閣府 NPO 法人ポータルサイトに掲載さ

れている情報がヒットすることも増えています。つまり、

インターネット環境さえあれば世界中からみなさんの活

動内容を確認することができる、ということになります。

　活動計算書をきちんと作成し、財務諸表の注記も適切

に記載することで、助成金採択の可能性が高まったり、

外部からの信頼獲得につながったりするかもしれません。

　まだ活動計算書に移行できていない NPO 法人のみなさ

ん、今年こそ活動計算書に移行しませんか。また、すで

に活動計算書に移行している団体のみなさんは、「事業報

告書」や「財務諸表の注記」の記載内容の充実を図るなど、

わかりやすい事業報告にしませんか。

　法人格を持っていない団体向けにも、無償で団体情報

を公開できるサービスがあります（例：日本財団 CANPA

N データベース）ので、活用を検討してはいかがでしょう

か。


