
■ 「Web 会議」による相談受付が可能です （要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは「Web 会議」による NPO 相談の受付を実施しています。パソコンの画面を共有しながらご
案内することもできます。利用を希望される場合は、 電話または電子メールで相談したいテーマ・希望する日程をご連絡ください。
条件が合えば即日ご相談を承ることも可能です。

■ 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）。

■ NPO サポートセンターの紙折り機が新しくなりました
　長らく代替機のご利用でご不便をおかけしましたが、和歌山県NPOサポートセンター・サークル活動室の紙折り機が 7月末に新

型機に更新されました。
　B5 サイズ～ A3 サイズの用紙の二つ折り・三つ折り・片袖
折りなど、従来と同様の折り方が自動で行なえます。

■ NPO 基礎講座「始めてみよう！クラウドファウンディング」
　インターネットを通じて寄附を呼びかける「クラウドファウンディング」。県内の NPO でもチャレンジが始まっていて、資金調
達に成功した事例も出てきています。「クラウドファウンディング」の仕組み、またクラウドファウンディングにも役立つ団体の「ブ
ランド力向上」の重要性などを、地域密着型クラウドファウンディング「FAAVO和歌山ひろがわ」の事例を中心に学びます。また、
日本政策金融公庫のNPO向け融資制度のご紹介もあります。複数人での参加を推奨します。
　◆日時　10 月 5日（土）14:00 ～ 16:00 頃（終了後、個別相談会あり・要予約）
　◆場所　Una rama de RICO（ウナ ラマ デ リコ、ゲストハウス RICO 内／和歌山市新通 5丁目 6）
　◆講師　渡部 直樹さん（FAAVO和歌山ひろがわ外部アドバイザー、エイドデザイン代表）
　◆参加費　300 円（資料代）　　　◆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
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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：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

　「透明度の高い川は水温が低いことが多いのですが、古座川
は、透明度が高いうえ、シーズンになると水温も暖かく一日中
浸かっていられる、他の地域と比べて稀な環境です」と語る上
田博久さん。上田さんは、古座川でカヌーやサップなどのウォー
ターアクティビティ体験や川遊びなどの自然体験をプロデュー
スする KAC古座川アドベンチャー倶楽部の代表です。

自然の偉大さや脅威を学び、自然と共存する
　KAC では、体験の前に、川に浸かり、参加者にレクチャーを
します。「見ててください。今、僕は川に浮かんでいます。で
も…助けて！と手を挙げてみます。すると身体は沈みます。」「川
で流されたときの体勢は、上流が頭で下流が足になる方が危険
が少ないです。」などと水難事故での対処方法を伝えています。
　川は、いつも違う顔を見せます。水量が増すと危険なところ、
逆に水位が減ると危険なところもあります。他の団体は川に
入っていても、自分たちの団体は川に入らないと判断すること
もあります。きれいな川のあるところに来てみたい、と遠方か
ら来てくださる方もたくさんいるなかで川に入らないのは申し
訳ないものの、自分たちの直感を信じているといいます。楽し
さだけを伝えるのではなく、自然の怖さも伝えています。

アウトドアや体験を通し、人間教育を試行錯誤し実践
　親と子どもを別々に体験させることもあるといいます。子
どもは親の前では認めてもらいたいという気持ちがあるので、
自分の思いと違う行動をします。そんなとき子どものもう一

つの本心を引き出したい。 
また、子どもが騒いだり億
劫になったりする時、どう
やって真剣にさせるか考え
ると、子どもたち以上に自
分たちも成長することがで
きるといいます。
　そして、これからを担う
若者にもスタッフとして参
加してもらえれば、本当に
良い経験になるはず。しか
し「楽しい」を共有するだけの仲間ではなく、思いを一つに
した同志が集まらないと、チームビルディングが難しいのも
事実。
　そうやって KAC でスタッフとして学んだ方のなかには、ア
ウトドアメーカーで経験を生かし働いている方や、地域おこ
し協力隊として地域活性化に尽力している方もいます。

ゆくゆくは自然学校に！
　毎年来てくれる子どもが、どんどん成長していく様子をみ
るのも感動ですと上田さんは話します。
　現在、土地を少しずつ開拓し始めており、活動を広げるた
めにコテージを建てたい、そしてゆくゆくは自然学校を目指
したい、と目を輝かせています。

清流古座川の自然を感じカヌー体験

KAC 古座川アドベンチャー倶楽部NO.44
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TA 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

各種相談のご案内

サポートセンターからのお知らせ

古座川アドベンチャー倶楽部（KAC）
東牟婁郡古座川町月野瀬 929　0735-70-0772　https://kozagawa-adventure-club.com/

■ 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。

▲ KAC の上田代表（右）
をはじめ、スタッフ・イ
ンストラクターは経験豊
富な方ばかり。外国語対
応も可能。

▼ この日はお子さんが
カヌーに挑戦。パドルの
使い方を丁寧に学んでい
ました

■わかやま NPO 広場、日々改善中！
　和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」には、
サポートセンターによくあるご質問等を取りまとめて掲載
しています。今年 6 月以降、図表を追加するなど、見やす
く改善を進めていますので、NPO法人の様々な手続きに迷っ
た際は、一度ご覧ください。

カヌーに初乗船！カヌーに初乗船！



助成金 & 支援情報
「地域フォーラム」共催団体募集
　「市民主体のまちづくり」につながる地域づくり・ひとづく
りを考える講演会やシンポジウム、イベント等を共催で開催し
てくださる団体を募集します。
【助成対象】　和歌山県内のNPO法人・市民活動団体
【企画の条件】　① 和歌山県内における「住民主体の持続可能な
地域の発展をめざす事業」を着実に推進するもので、ワーク
ショップなど参加者同士の学び合いの場として人材育成に資す
る取り組みであること。② 複数の主体が運営に関わることがで
きる事業を推奨します。
【助成期間】　2020 年 3 月末までに実施される事業。
【費用負担について】　1 件あたり総事業費の 1/2 以下かつ 10
万円を上限にわかやま NPO センターが負担します。わかやま
NPOセンターの役員・職員の派遣経費の負担は不要です。
【締　切】　9 月 12 日（木）17 時必着
【問い合わせ】　わかやま NPO センター（FAX 073-423-8355、
E-mail　info@wnc.jp）

「紀の国わかやま文化祭 2021」地域文化発信事業
　「紀の国わかやま文化祭 2021」を通じて、和歌山の特色を十
分に発揮し、和歌山の魅力を発信するとともに、県民の文化活
動への参加意欲を高め、県内各地で文化力の向上を図る「地域
文化発信事業」を募集します。
【助成対象】　同文化祭で事業実施を希望する県内文化団体・市
町村等
【募集する企画のテーマ】　①政策・方針決定過程での女性の参
画の拡大、②働く場と家庭における男女共同参画の推進、③さま
ざまな分野における男女共同参画の推進、④男女間のあらゆる
暴力の根絶、⑤ 男女が互いの性を尊重する意識づくり・健康づ
くり、⑥困難な状況に置かれている人への支援
【補助期間・限度額】　2020 年度・2021 年度の 2 カ年で補助対
象経費の 1/2 未満かつ上限 500 万円
【締　切】　9 月 30 日（土）17 時必着
【問い合わせ】　和歌山県国民文化祭・障害者芸術文化祭推進室
（073-441-2417）

「みんなに男女共同参画」提案事業の企画募集
　女性にとっても男性にとっても生きやすい「元気な和歌山」
を実現するため、男女共同参画推進を目指す企画を募集します。
【助成対象】　和歌山県内のNPO・グループ等
【募集する企画のテーマ】　①政策・方針決定過程での女性の参
画の拡大、②働く場と家庭における男女共同参画の推進、③さま
ざまな分野における男女共同参画の推進、④男女間のあらゆる

暴力の根絶、⑤ 男女が互いの性を尊重する意識づくり・健康づ
くり、⑥困難な状況に置かれている人への支援
【助成期間】　2020 年 3 月 15 日までに実施される事業。
【委託金額】　1 件あたり上限 5万円、採択は 5件を予定
【締　切】　9 月 29 日（日）必着
【問い合わせ】　和歌山県男女共同参画センター “りぃぶる”（07
3-435-5245）

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
【助成対象】　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（日）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
レインボー フェスタ和歌山 2019 
　LGBT や多様性について、みなさんで知って、考えていきま
せんか。
【日　時】9 月 14 日（土）・15 日（日）10:00 ～ 16:00
【場　所】和歌山城西の丸広場
【内　容】ステージイベント、よさこい演舞、飲食ブースなど
【参加費】無料（一部有料のブースあり）
【主　催】レインボーフェスタ和歌山 2019 実行委員会（詳細は
こちらをご覧ください… https://twitter.com/rainbowishokuta、
https://www.facebook.com/rainbowfestawakayama/）

　イベント情報等は、わかやま NPO 広場内「情報ブログ」に
多数掲載中！こちらもぜひご覧ください。
　http://blog.canpan.info/wnc/

　NPO やボランティア団体の大きな悩みのタネのひとつは「後継者がいない」ことです。和歌山県 NPO サポートセ
ンターのアンケート調査でも後継者問題を課題としてあげている団体が少なくありません。活動開始から 10 年を超
える団体がどんどん増えてくるなか、団体の事業を次世代にどう継承していけばいいのでしょうか。

N PO の事業継承を考える

後継者を育てる意識
　今年 6 月に東京で開かれた「NPO 事務支援カンファレ

ンス」の学習会。NPO の事業をどのように継続させてい

くか、実践者や有識者等を交えた議論が交わされました。

　登壇した中国地方の NPO 法人は、20 ～ 30 代の若手が

中心になってまちづくりの活動をおこなっています。設

立 15 年で、代表はすでに 4 代目。「若手がメインの団体

なので、ある程度の年齢が来れば代替わりするのが自然

な形だった」といいます。

　団体の性質上、一定の年数で代表を交代することが自

然であれば、団体のなかでも後継者を育てることへの意

識が自然と生まれてくるかもしれませんね。

大きなネックは「属人化」?!
　一方、NPO 法人制度の創設やその後の制度改善に尽力

されている NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつ

くる会副代表理事の松原明さんはこう指摘します。

　「NPO 活動は『個人の気付き』が発端というケースが多

く、リーダーの想いや理想に依拠しがち。だからこそ素

晴らしい活動ができる反面、活動が属人的になりすぎて、

極端にいえばリーダーがいないと何もできないというこ

とになりかねない弱点を持っています。

　また、組織として活動を継続するには、運営事務もと

ても大切。組織運営をできるだけ標準化し、個人のノウ

ハウは最小限にするのが長続きのコツです」。

組織運営の省力化を図ろう
　松原さんが指摘する「組織運営の標準化」。例えば、団

体の会計を自己流で処理するのではなく、会計ソフトを

活用することで、他の人が引き継いでも会計処理がしや

すくなります。各種文書、会計や会員等の管理をウェブ

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法人和歌山 Regina（田辺市）
　2019 年 6月 25 日認証　代表者　田上 雅人
　和歌山県初の女子硬式野球チーム！名誉顧問には、元西武ライオンズ監
督の東尾修氏が就任。NPO法人和歌山Reginaは、女子野球の普及発展をチー
ム理念とし、日々野球の技術向上を目指して活動しています。初心者の方

も大歓迎です♪Regina で楽しく野球をやりたい方はぜひ一緒にやりましょ
う！

◎NPO法人未来ある子どもたちを守る相談所（和歌山市）
　2019 年 7月 31 日認証　代表者　浦平 美博

上で完結する「クラウド型」のシステムで行えば、インター

ネット環境さえあればどこででも操作が可能で、独立し

た事務所を持たずとも運営事務ができます。

　このように、外部のサービスなども活用しながら、組

織や事業の運営に必要な作業をできるだけ省力化するこ

とで、本来の事業活動に集中しやすくなるだけでなく、

リーダーの交代時に必要な引き継ぎ事項がぐっと減らせ

ることが期待できます。

「だれでも事業ができる」環境を
　IT を使わなくてもできる「組織運営の標準化」のひと

つとして「とにかく記録をつける」という方法もあります。

　事業を行った際に、いつからどのような準備をおこなっ

たのか、講師等にはどれくらい前からアポイントメント

を取ったのか、当日使った消耗品はなにか、報道機関へ

のプレスリリースはいつどのような文面を送付したのか、

会計はどうだったのか、などといったことを細かく記録

し、整理します。次に誰がその事業を担当しても大丈夫

なようにしておくというのも非常に重要なことです。

　行政や企業等との折衝なども代表者など特定の方に集

中しがちですが、状況が許せばどなたかに随行してもら

い、どのような話し合いを行っているかを複数人で共有

するのも一手ですね。

　団体の活動をできるだけ「標準化」し、引き継ぎやす

い環境づくりを目指すのもリーダーの仕事かもしれませ

ん。

　一度、団体の将来をメンバーのみなさんで検討してみ

てはいかがでしょうか。

組
織
運
営

事
業
運
営

活動分野等が異なっても

必要な組織運営実務はど

こもほぼ同様。できるだ

け標準化することで、引

き継ぎやすくする。

組織運営と事業運営は密接に関連している

事業運営は団体のオリジ

ナリティが発揮できると

ころ。記録を残し、でき

るだけ属人化せず、上手

に後継者を育成すること。

事務支援カンファレンスの学習会の様子事務支援カンファレンスの学習会の様子


