
★ 新型コロナウイルス感染症拡大等の情勢により、変更になることがあります。
★ 橋本市市民活動サポートセンターでの出張相談については、今年 9 月以降は原則として毎月第 2 水曜日のみとさせていただきま
すので、ご了承ください。

■和歌山県「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」の一部改訂について
　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」（水色の表紙）が一部改訂
されました。昨年以降、元号の改元、民法改正による「役員の欠格事由」の変更、税制改正、「日本
工業規格」の「日本産業規格」への名称変更等があったため、これらに対応したものです。NPO 法
人の制度が変更されるものではないため、改訂版の製本はおこなわれませんのでご留意ください。
　PDF 版は県民活動団体室のウェブページからダウンロードできます。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/shinsei/shinsei.html
【主な変更点は以下のとおりです】
●NPO法改正の完全適用
　貸借対照表の公告制度が完全施行されたことから「平成 30（2018）年 10 月以降は貸借対照表の
公告が義務付けられる予定です」という趣旨の記述の削除など、経年による記述の見直しと、昨年
12 月の民法改正にともなう、NPO法人の役員の欠格事由の変更もおこなわれています。
●税制の変更
　税率の変更、地方法人特別税が特別法人事業税に切り替わったことなど税制の変更を反映。
●規格の変更
　従来の日本工業規格が「日本産業規格」に名称が変わったことから、注意書きが一斉に変更されています。
●官署の移転対応
　和歌山地方法務局や和歌山税務署の移転等に伴い、住所等が変わっています。

■和歌山県NPOサポートセンターのご利用について
●対面による相談について
　可能な限り、電話・メール・ビデオによる相談をお願いします。ビデオ相談
は事前にご予約ください（info@wakayama-npo.jp）。
●サークル活動室での作業について
　各種機器（印刷機・長尺プリンタ等）のご利用の際は、「ソーシャルディス
タンス」を意識いただき、アルコール消毒やマスク着用を徹底するとともに、
作業人数を極力減らしていただきますようお願いいたします。印刷後の作業についても極力短時間で終了ください。
●会議室のご利用について
　通常通りご利用いただけますが、マスクの着用や参加者数の抑制など、ウイルス感染防止対策を十分におこなってください。

INDEX

表紙：「和になろう」NPO法人和歌山県断酒連合会

p.1  ：特集　県内に広がる「こども食堂」

p.2  ：新規設立NPO法人、助成金のご案内など

p.3  ：サポートセンターからのお知らせ

和歌山県NPO・ボランティア情報紙 わか愛愛

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

　新型コロナウイルス感染症の影響で不要不急の外出の自粛が
呼びかけられ、また不安なニュースがあふれるなか、ストレス
等からお酒を飲みすぎる…そんな方もいらっしゃったのではな
いでしょうか。
　お酒の飲みすぎのため心身を壊してしまい、「依存症」になっ
てしまう人も少なくありません。アルコール依存症とは、薬物
依存症と同様に、精神疾患の一つと考えられています。「お酒
が好き」という次元ではなく、日常生活が送れなくなるほどの
症状となり専門的な治療が必要となります。
　今回はそんなアルコール依存症の方々、「酒害者」を支援す
る NPO 法人和歌山県断酒連合会の長谷場保仁さんにお話をう
かがいました。

「集団治療」で乗り越える
　連合会では、和歌山県内各地で「家族会」や「例会」、毎年
の高野山での宿泊研修、講演会等をおこなっています。
　特に、家族会や例会では、酒害者本人と飲酒をやめさせたい
と思っている家族に参加してもらい、語り合い、共に乗り越え
られるよう、集団治療を重点的に実施しています。

依存症になるきっかけは千差万別
　アルコール依存症は老若男女だれでも起こりうる症状です。
例えば、定年退職後生きがいをなくした人、日々のストレスで
キッチンドリンカーになってしまう主婦、友人に勧められ過剰

にアルコールを摂取してしまった事から中毒になる若者など、
きっかけは様々です。
　また、今回のような新型コロナウイルス感染症の影響で、失
業することでストレスがつのり、アルコール依存症になってし
まう方が多く出てくるのではと危惧されています。
　長谷場さんは「アルコール依存症は、本人だけでなく家族も
病気だという事を認めたがらない事が多く、治療を行い断酒し
なければ本人の命にも関わり、家族も大変な思いをすることに
なります。もし、身近な方でお酒で悩んでいる人がいれば気軽
に相談してほしい」といいます。

必要としている人に寄り添いたい
　アルコール依存症治療における自助グループの重要性は多く
の精神科医の認めるところです。
　本来であれば、当事者である方々や家族が集まって、共に乗
り越えてゆくのが理想です。しかし、今は新型コロナウイルス
感染症の流行のため、ソーシャルディスタンス（社会的距離）
が求められています。そんな状況下でも、なんとか個々の対象
者に寄り添おうと、様々な方法でできるだけの対応をしていき
たいと模索されています。
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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・第 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～ 16 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

NPO法人　和歌山県断酒連合会
https://danshukai.com/（県内各地の例会会場、県内の活動状況などがご覧いただけます）

■ 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 カ所で出張相談をおこなっておりま
す。事前にご予約ください。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。

ブロックごとにわかれて開催される例会ブロックごとにわかれて開催される例会

サークル活動室もレイアウトを大幅に見直しましたサークル活動室もレイアウトを大幅に見直しました

近畿ブロックの断酒会が集まった「断酒学校」近畿ブロックの断酒会が集まった「断酒学校」



助成金情報
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs
　SDGs が掲げる「貧困の解消」に向けて取り組む NPO を支援
します。
【助成対象】　国内助成：日本国内の貧困の解消、または貧困と
関連のある問題の解消に向けて取り組む NPO、海外助成：新興
国・途上国内で貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解
消に向けて取り組む NGO。3 年以上の活動実績があるなどの条
件があります。
【助成分野・金額】　「組織診断からはじめるコース」：1 団体へ
の上限 100 万円（1 年目）、「組織基盤強化コース」：1 団体への
上限 200 万円（毎年）
【募集期間】　2020 年 7 月 16 日（木）～ 7月 31 日（金） 必着
【主　催】　パナソニック株式会社
【備　考】　助成金の募集要項等詳しくはパナソニック株式会社
のウェブサイトをご覧ください（https://www.panasonic.com/
jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.ht
ml）

新型コロナウイルス感染症で
影響を受けている
NPO法人のみなさまへ
「市民活動団体のための
新型コロナウイルス対応お役立ちサイト」
　このたびの新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため、
全国各地の NPO 支援機関が連携し「新型コロナウイルス NPO
支援組織社会連帯（CIS）」が結成されています。CIS と IT を使っ
て地域課題解決を目指す「Code for Japan」などの連携により、
新型コロナウイルス感染症で活動に影響が発生している NPO
等を対象とした様々な支援情報をとりまとめたサイトが運用さ
れています。ぜひ、ご活用ください。
　https://stopcovid19-for-npo.jp/

NPO法人も対象となる支援策
　新型コロナウイルス感染症で運営に大きな影響が出ている
NPO 法人を対象とした支援策が多数あります。主な事業をご紹
介します。QRコードは情報ブログの記事にリンクしています。

【持続化給付金（国）】
　前年同月比で収入が半減以下となった月
があった場合に、200 万円を上限に支援さ
れる「持続化給付金」。5 月下旬には「NPO
法人の会費の減少も対象になる」ことが経
済産業省から発表されており、新たに持続
化給付金の対象になるNPO法人もあるとみられます。
　今後も、制度の改善・変更がおこなわれる可能性があります
ので、最新の情報をご確認ください。

【事業継続支援金（和歌山県）】
　国の「持続化給付金」の対象となった事
業者を対象に、和歌山県も独自で支援金制
度を用意しています。
　雇用人数と持続化給付金の支給額を元に
算出される金額が支給されます。

【雇用調整助成金（国）】
　雇用している職員を休業させる必要が生じた場合、休業手当
を支払う必要が生じた場合などに支給されるのが「雇用調整助
成金」です。制度が日々改善されていますので、詳しくは厚生
労働省のウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/）から雇用
調整助成金のページをご覧ください。

【その他各種支援制度】
　上記支援等以外の様々な制度に関する情報
は情報ブログで配信しています。

【メールマガジン配信登録を受け付けています】
　4 月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した緊急
助成事業や様々な制度に関する情報などが次々に発表されてい
ます。情報が届き次第、情報ブログへの掲載や毎月 2 回のメー
ルマガジンや臨時号で情報発信していますのでぜひご登録下さ
い。メールマガジン配信登録は以下のいずれかの方法で受け付
けています。

① 右の QR コードを読み込み、登録フォーム
に法人名、配信希望アドレスを入力
② メール本文に法人名と配信希望アドレスを
お忘れなくご記入の上、info＠wakayama-
npo.jp へメールを送信

　ここ数年で全国的に広がった「こども食堂」。当初はいわゆる「相対的貧困状態」にある子供を支援する側面がクロー
ズアップされましたが、今では食事の提供だけではなく、勉強の支援をおこなったり、地域の子供の居場所、あるいは
高齢者から子供まで多世代の居場所としての機能を持ったり…と様々な形態がみられるようになっています。

県内に広がる「こども食堂」

和歌山県内の「こども食堂」
　和歌山県では「こども食堂」の開設に必要な費用を補
助する事業が実施されていることもあり、この 3 年ほど
の間にほぼ全県に広がっています。和歌山県子ども未来
課の調査によると、現在、和歌山県内ではおよそ 30 ヶ所
のこども食堂が運営されています。

● 開設頻度…毎月 1回が 14 ヶ所、毎月 2回が 6ヶ所、毎
週 1回以上が 3ヶ所、不定期開催というところも多くなっ
ています。
● 運営主体… NPO 法人・任意団体・一般社団法人が
20 ヶ所ありますが、社会福祉法人、会社や個人事業主が
運営しているところもあります。
● 開設場所…個人宅、団体事務所、コミュニティセンター、
小学校の空き教室、飲食店など様々です。
　※ 上記分類は昨年度の調査にもとづくもので、今年度は新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点から運営形態が大きく変わっているとこ
ろが多いとみられます。
　※ 運営主体が公開を許諾している「こども食堂」の情報は、和歌山県
子ども未来課のウェブサイトで確認できます。
　※ 30 ヶ所以外にも同様の取り組みをおこなっている事業者が複数あ
るものとみられます。

様々な運営形態
　最初は、ひとり親や共働き世帯など、家で子供たちだ
けで晩ごはんを食べないといけない環境にある子供を対
象とするケースが多かった「こども食堂」。最近では、当
該地域在住であれば誰でも参加できるところ、大人も一
緒に参加できるところなどもあります。
　食事だけではなく学習支援活動やレクリエーション活
動、高齢者から子供まで幅広い世代の居場所づくりなど
を同時におこなっているところも少なくありません。運
営スタッフ数、開設場所の広さなどに応じて多彩な形態
の「こども食堂」が運営されています。
　また、ここ最近では、地域の飲食店やフードバンクな
どと連携している「こども食堂」が増加しています。さ
らに、夕食ではなく朝食の支援を検討している団体もあ
るほか、既存の団体のなかでも「食品ロスを減らしたい」
という事業者との連携を模索したり、「こども食堂」同士
の連携を検討したり、といった新たな動きもみられます。

特集 新規設立 NPO 法人 ※ このコーナーでは、前号発行以降にNPO法人の新規設立認証を受けた
NPO法人をご紹介しています。

◎NPO法人チョイお手伝い（和歌山市）
　2020 年 6月 9日認証　代表者　中谷 道雄 
　和歌山市菖蒲ヶ丘団地の高齢化と核家族化が進み、親族はいる
が離れて住んでおり「チョットしたことを近くに住んでいる人に
助けてほしい」という要望が年々増加傾向にありました。一方、
時間的に余裕のある元気な高齢者の「今のうちになにか人に喜ん
でもらえることをしたい」という相互のニーズをマッチングする
ため、自治体・老人会の協賛をいただき設立に至りました。既に
4月から活動を開始し、網戸の張替え、畳の虫干し、粗大ごみ出し、
障害者支援などをおこなっています。ボランティア要素が強く基
盤は脆弱ですがよろしくお願いします。
　連絡先 080-7016-6737　メール cfdur804@jtw.zaq.ne.jp

◎NPO法人わかやま相談支援専門員協会（上富田町）
　2020 年 6月 11 日認証　代表者　花村 篤司
　私たちは障害のある人たちからの相談を承る「相談支援専門員」
の団体です。当事者に寄り添いながら、助言を行ったり支援計画
を作ることを通じて、誰もが安心して暮らせる地域共生社会を創
ることを目的とし、研修会の開催や他の専門職団体との連携を図っ
ていけたらと思っています。
　連絡先 090-9627-2268　メール kinoshiba721@yahoo.co.jp

◎NPO法人 Blue Label（田辺市）
　2020 年 5月 29 日認証　代表者　那須 一徳 

支援情報
　和歌山県子ども未来課では、今年度の「子供食堂支援事業
補助金」の申請を受け付けています。
● 新規に事業を実施される団体向け
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/kodomosho
kudo/R2_hojokin.html
● すでに事業をおこなっている団体向け
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/kodomosho
kudo/hojokin_kizon.html
　7 月 17 日（金）締切です。お早めに。

和歌山市で活動する「おのみなとこども食堂」。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で売上が減少している市内の飲食店と
連携し、親子向けの弁当を提供するなど多彩な取り組みも。

　「食で繋がる地域の輪」を掲げて、誰でも参加できる食堂
を運営してきました。最近、地域の繋がりがなくなったなあ、
賑わいを作りたいなあと思う人は多いと思います。私たちの
未来である「こども」と、日常茶飯である「食事」は、普段
から地域の皆を繋ぐ力を持っています。地域で「こども」を
見守る活動として県内に広がることを願っています。　

（おのみなとこども食堂　理事　岡 定紀さん）

お話をうかがいました

課題もあるがますます必要に！
　「こども食堂」を利用するのは貧困状態にある子供だけ
であるという誤解や、施設の広さの関係で利用を制限せ
ざるを得なかったり、子供でも気軽に利用できる低廉な
価格設定にするために運営費用がなかなか十分にまかな
えない、などといった課題もまだまだ残されています。
　しかし、食事は子供の成長には欠かせない重要なもの。
少子化が進むなか、子供たちが健やかに育つことができ
る環境づくりに NPO ができることはまだまだあるはず。
この動きは今後も注視していきたいですね。


