
依存症に苦しむ女性に寄り添い続ける
　ダルク（DARC）とは、ドラッグ（Drug= 薬物）のD、アディ

クション（Addiction= 嗜癖、病的依存）の A、リハビリテーショ

ン（Rihabilitation= 回復）の R、センター（Center= 施設、建物）

の Cを組み合わせた造語です。

　一般社団法人和歌山ダルク

「Healing Placeデイケアセンター」

では、女性のための、全国でも数

少ない、すべての依存症回復のた

めの自立訓練施設を運営していま

す。

　代表理事の池谷太輔さんにお話

を伺いました。

救われたいと願う女性の居場所
　このセンターにはアルコールや薬物（処方される医薬品も含

む）、共依存（自身と特定の相手が互いの関係性に過剰に依存

しあう状態）、ギャンブル等、様々な依存症から救われたいと

願う女性が集っています。集団生活を通して、医療・司法・福祉・

★ 橋本市市民活動サポートセンターでは、4月から 6月は第 2・第 4水曜日の毎月 2回、相談を受けつけます。
★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください。

■NPO基礎講座
　「NPOってなに？」編、「NPO法人の年度末実務とはなに？」
編をYoutubeで公開しました。和歌山県NPOホームページ「わ
かやまNPO広場」からご覧いただけます。

■4 月からの和歌山県 NPO サポートセンター
の運営について
　和歌山県 NPO サポートセンターは和歌山県が設置している
施設ですが、「指定管理者制度」により運営が民間に委託され
ています。今年 4 月からの 3 年間について、認定特定非営利
活動法人わかやま NPO センターが指定管理者として引き続き
指定されました。
　開館日・開館時間のほか、各種機器のご利用料金について
は従来と変更はありませんが、これまで以上にインターネッ
トを活用した事業を展開するほか、利用団体の裾野の拡大、
団体と団体との協働の促進などに向けた取り組みを進めてい
く計画です。
　今後とも和歌山県 NPO サポートセンターをご利用いただき
ますようお願いいたします。

■NPO法が改正されました
　昨年 12 月の国会で、特定非営利活動促進法（NPO 法）の
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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

行政等様々な機関と連携を図り、寄り添いながら支援を続けて

います。

　その他にも、依存症で苦しむ方がいなくなってほしいという

願いを込め、家族会、イベント開催、講師派遣、ニュースレター

の発刊等の活動をしています。

女性への支援が少ない世界
　従来、依存症になる方は男性が多いというイメージが強いた

め、支援の手は男性に向きがちで、全国的に女性に対する支援

する施設が圧倒的に少なかったそうです。

　また依存症になる女性の多くは、配偶者やパートナーからの

虐待など、様々な困難をいくつも抱えているケースが多いとい

い、なおさら支援が必要になっているといいます。

『生きなおす』ことができる社会へ
　このセンターでは薬物や

アルコールの乱用防止やそ

の啓発等の対外的な活動を

おこなうかたわら、依存症

で苦しむ方に対して、自分

の内面に向き合うプログラ

ムを定期的に実施していま

す。池谷さんは、アメリカ

で生まれたプログラムを学

び活動に取り入れています。

　「プログラムを受けてどの

くらいで立ち直るかはわかりません。数か月で効果のある人も

いれば、何年も要する人もいます。でも、必ず『生きなおす』

事はできます。」その言葉からは、たとえ時間がかかっても見

捨てず寄り添い続けたい、そして依存症をきっかけに命を落と

す人をなくしたい、そんな思いが伝わりました。
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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：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、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

一般社団法人和歌山ダルク　Healing Place デイケアセンター
TEL/FAX　073-496-2680　URL　https://wakayamadarc2019.amebaownd.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 サポートセンターでは以下の 2 カ所で出張相談をおこなっております。ご希望の方は各センターへお電話でご予約
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。

■ ビデオ会議（ZOOM）による相談について （要予約・無料）

　インターネット常時接続のパソコンからビデオ会議方式で相談を承ることができます。画面を共有しながらの説明が可能のため、
電話よりもわかりやすく相談いただけます。NPO サポートセンターのご利用状況によっては即日対応も可能です。和歌山県 NPO サ
ポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

改正が決まりました。改正法は今年 6 月 9 日施行の予定です。
主な改正点は、（1）縦覧期間の短縮（設立の迅速化）、(2) 役
員名簿等の住所を公表・縦覧の対象から除外（個人情報保護
の強化）、（3）NPO法人 ( 認定・特例認定 ) の提出書類の削減（事
務負担の軽減）です。
　なお、今回の法改正に関しては 4 月以降に和歌山県庁から
すべてのNPO法人に別途案内される予定です。

■マッチングを応援します！
　和歌山県 NPO サポートセンターでは「こんな取り組みを応
援してくれる団体はないかしら？」というご相談を受け付け
ています。NPO サポートセンターが持つ情報を元に、他団体
等とのマッチングを図ります。
【これまでの主な事例】
　・住民主体の防災活動の事例を学びたい、というご相談に
対し、ある町で活躍されている防災ボランティア団体をご紹
介し、学習会が実現しました
　・食品ロス削減を進めたいという団体からのご相談に対し、
こども食堂活動をおこなっている団体をご紹介し、食材の提
供が行われました。
　まずはお気軽にお問い合わせください。

池谷太輔さん池谷太輔さん

屋外でのレクリエーションの様子
（画像の一部を加工しています）
屋外でのレクリエーションの様子
（画像の一部を加工しています）

自分の内面と向き合うプログラム自分の内面と向き合うプログラム



助成金 & 公募情報
和歌山県地域・ひと・まちづくり補助金事業
　市町村や民間の地域づくり団体等が行う地域づくり活動を支
援します。和歌山県内各振興局で募集しています。
【対象事業】　地域文化育成事業、地域資源活用事業、地域交流
事業、UJI ターン促進事業、地域情報化推進事業、ひとづくり
推進事業、その他特に必要と認められる事業
【補助額】　上限 100 万円かつ対象事業費の 1/2 以内
　募集期間等は振興局によって異なります。詳しくは各振興局
の企画産業課でご確認ください。

第 18回 オーライ！ニッポン大賞
　日本各地で都市と農山漁村の交流を盛んにする活動に積極的
に取り組んでいる団体、個人を表彰します。
【募集事業】　団体は「学生・若者カツヤク・都市のチカラ部門」、
「交流イノベーション部門」、「農山漁村イキイキ実践部門」の 3
部門。個人は「オーライ！ニッポンライフスタイル賞」の 1 部
門となります。
【支援内容】　団体向けは、グランプリ…1件・副賞 15 万円、オー
ライ！ニッポン大賞…3 件程度・副賞 5 万円、審査委員会長賞
…3件程度・副賞 3万円。個人向けは 3件程度・副賞 3万円
【締め切り】　3月 24 日
【主　催】　一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構（03-433
5-1985　FAX:03-5256-5211）
【備　考】　詳細はウェブサイトをご参照ください。
　https://www.kouryu.or.jp/information/ohrai18th.html

NHK 厚生文化事業団「わかば基金」
　地域に根ざした福祉活動をしているグループに、支援金やリ
サイクルパソコンを寄贈します。
【対象団体】　日本国内の一定地域に活動拠点を設け、活発な福
祉活動を進めているボランティアグループやNPO
【支援内容】　① 支援金部門…15 グループほどを予定（1グルー
プにつき最高 100 万円）、② 災害復興支援部門… 5 グループほ
どを予定（1 グループにつき最高 100 万円）、③ リサイクルパソ
コン部門…ノートパソコン総数 35 台ほど（1 グループにつき 3
台まで）
【締め切り】　3月 30 日（必着）
【主　催】　NHK厚生文化事業団（03-3476-5955、FAX 03-3476
-5956）
【備　考】　詳細はウェブサイトをご参照ください。募集要項等

がダウンロードできます（https://www.npwo.or.jp/info/18443）

第 11回大阪帝塚山ロータリークラブ社会奉仕基金
【対象団体】　社会奉仕活動をしている団体（電子メールが使え
ることが条件）
【助成額】　1団体あたり上限 30 万円、3団体を予定
【締め切り】　4月 30 日
【主　催】　大阪帝塚山ロータリークラブ
【備　考】　詳細は同ロータリークラブのブログをご覧くださ
い。応募方法の詳細が記載されています（http://osaka-tezuka
yama-rc.cocolog-nifty.com/blog/）

ボランティア募集情報
いのちの電話相談員養成講座　参加者募集
　こころの痛みを話せる電話「いのちの電話」の相談員に興味
はありませんか。相談員養成講座を開催します。
【定　員】　30 名
【受講料】　15,000 円（申込金 3,000 円）
【プログラム】　講座：5 月 22 日（土）～ 10 月 16 日（土）の
期間中に全 12 回・19 講座を開催します。
【締め切り】　5月 12 日（水）
【主催・申し込み】　社会福祉法人和歌山いのちの電話協会
（073-425-3261、月・水・金の 10 時～ 15 時）、要項はウェブ
サイトでもご覧いただけます。https://www.w-inochi.com/

【イベント情報はブログやメールマガジンで発信中！】
　県内 NPO・ボランティア団体のみなさまか
らのイベント情報、ボランティア募集情報は
和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO
広場」（随時更新）とメールマガジン「NPO
☆つれもて☆メール」（毎月 2 回配信）でお
届けしています。情報をお寄せください。ス
マートフォンからもアクセスできます。

　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
にお名前、配信希望アドレスを入力
② メール本文にお名前と配信希望アドレスを
ご記入の上、info＠wakayama-npo.jp へメー
ルを送信

　NPO法人会計基準では、企業の損益計算書にあたる活動計算書に「注記」を添付することを求めています。この注記、
NPO 法人以外の会計基準でも徐々に使われており、注記の充実を通じて、団体の会計を第三者によりわかりやすく伝え
ることがスタンダードになり始めています。みなさんの活動計算書の注記も充実を図ってみませんか。

今年こそ充実を！活動計算書の「注記」

注記に記載できるのは 10項目
　活動計算書の「注記」は 10 項目のなかから、該当する
ものがある場合に記載します。該当するものがなければ
記載を省略できます。
【1】重要な会計方針（必須）
　その計算書類がどの会計基準を用いて作成されている
のかを示すのは記載が必須となっています。仮に NPO 法
人会計基準以外の会計基準を使われている場合は、その
会計基準名を記載してください。
　このほか、固定資産の減価償却の方法や消費税等の会
計処理方法、事業費と管理費の共通経費の按分方法など
を記載します。
【2】会計方針の変更
　会計の方針を変更した場合、その変更点を記載します。
【3】事業別損益の状況
　単一の事業のみの場合は活動計算書で判断できますの
で記載は不要です。
　複数の事業を行っている場合に、事業ごとの収益・費
用を区分して記載します。費用のみの記載でも OK。事業
を除く「管理部門」の記載は任意です。
【4】施設の提供等物的サービスの受入の内訳
【5】活動の原価の算定にあたって必要なボランティアに
よる役務の提供の内訳
　NPO 法人は、多くのボランティアによって活動が支え
られるケースや、公共施設などを無料や安価に使えるケー
スなど、金銭の動きはないものの実質的な経済的支援を
受けていることがあります。そのため、活動の原価が不
当に安く見積もられることがありえます。「本来はこれだ
けの原価がかかる」ということを明らかにすることがで
きるのが【4】【5】の項目です。計上には合理的な算定根
拠を示すことが必要です。
【6】使途等が制約された寄附金等の内訳
　NPO法人の会計のなかには、「この事業に使ってほしい」
という使途が決められた寄附金や助成金が含まれている
ことがあります。この金額は他の事業に流用できません
ので、その額を明らかにするために使います。
【7】固定資産の増減内訳
　法人が保有する固定資産の状況を明らかにします。
【8】借入金の増減内訳
　法人が保有する借入金の状況を明らかにします。
【9】役員及びその近親者との取引の内容
　例えば役員やその親族から寄附金や借入金を得たり、

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。

役員や親族に対して事業を発注したり報酬を支払ったり
といった取引があった場合にその額を記載します。1 人 1
項目あたり 100 万円以下の場合は記載を省略できます。
【10】その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態
並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
　【1】～【9】に当てはまらない事項がある場合に記載。

第三者がみてわかる書類に！
　全国的に【1】「重要な会計
方針」に、採用している会計
基準を記載するのみで注記を
終えている NPO 法人が少な
くありません。そのため【2】
～【10】について、該当する
項目があるのかないのかが不
明確と受け取られるケースが
あるのでご注意ください。
　また、実際には複数の事業
をおこなっているにも関わら
ず、提出書類には事業別損益
の記載がないといった例もあ
ります。事業報告書との整合性を取る意味からも「事業
別損益の状況」を記載いただくことをおすすめします。
さらに、事業費と管理費に共通する経費がきちんと按分
されていないケースも散見されます。従事割合や面積割
合など、客観的な基準で按分をお願いします。

　NPO 法人の計算書類は内閣府 NPO 法人ポータルサイト
を通じて公開されます。以前もご紹介したことがありま
すが、助成財団や企業、
NPO について理解を深め
たい市民のみなさんなど
が、各 NPO の計算書類を
確認されているケースも
あります。第三者がみて
わかりやすい書類づくり
を意識ください。

【参考】みんなで使おう！
NPO法人会計基準
http://www.npokaikeikijun.jp/

◎NPO法人 Next Innovation（御坊市）
　2021 年 1月 8日認証　代表者　北岡 大伸
　スポーツ振興により健康増進及び青少年の健全育成をはかる目的で設立
しました。第一段階は野球です。野球人口の減少は少子化だけが原因では
ないと考えられるため「野球を通じ社会に貢献できる人材育成」をテーマ
に、野球を職業とした者が野球を伝えます。そのほかケガをしない身体、
技術の入りやすい身体づくりを行います。
　また学習補助を行うほか、社会に出る時に必要になるコミュニケーショ
ンスキルの向上も図ります。さらにキッズマネー教室も開始しました。
　メール　nextinnovation@iris.eonet.ne.jp
　URL　https://www.nibay.net/　TEL 0738-20-6987

◎NPO 法人こども食堂わかやま（和歌山市）
　2021 年 1 月 22 日認証　代表者　岡定紀
　こども食堂は子どもだけでなく高齢者も参加し、多世代交流の場として、
地域共生の一つのモデルになっています。このたび、こども食堂の普及、
啓発を目的に、立ち上げ支援、運営相談などをさせて頂こうと設立しまし
た。どうぞ宜しくお願いします。
　メール　kodomoshokudo.wakayama@gmail.com

◎NPO法人オーシャンズ（御坊市）
　2021 年 2 月 9 日認証　代表者　久保田いく代

（1）重要な会計方針
計算書類の作成はNPO法人会計基準によっています。
（2）会計方針の変更
（3）事業別損益の状況

（4）施設の提供等物的サービスの受入の内訳

（5）活動の原価の算定にあたって必要なボランティア
による役務の提供の内訳

（6）使途等が制約された寄附金等の内訳

（7）固定資産の増減内訳

活動計算書の注記

重要な会計方針は記載しているも
のの、あとはひな形に記載されて
いる項目のタイトルだけ列挙する
ケース。その項目に合致する案件
があるのかどうかまぎらわしい。

一部の民間助成金
でも応募団体の財
政状況をポータル
サイトで確認して
いる事例があるよ
うです。

事業でなにか連携ができそう
な NPO 法人がないか、内閣
府の「NPO 法人ポータルサイ
ト」に掲載されている情報で
確認してみよう


