
高次脳機能障害になってもフラットな関係を目指して
　高次脳機能障害とは、事故や病気で脳に損傷を負った場合に
おこる障害です。この障害は、集中力の低下、感情のコントロー
ルができなくなる、話すことや読み書きが難しくなる、こだわ
りが強くなるなど、人によって様々な症状が現れます。
　外見からはわかりづらく、本人もその症状に気付かない事も
多く、周囲や家族から理解されず苦労することも少なくありま
せん。また、交通事故や脳卒中などがきっかけで、この障害を
持ってしまう方が近年増えてきています。高次脳機能障害の方
を多く受け入れている「ワークショップフラット」施設長の山
本功さんにうかがいました。

働ける場所を創る
　設立当初、社会では高次脳
機能障害がそれほど知られて
おらず、人生の半ばで障害を
持ってしまった人々には、と
ても生きづらい時代でした。
特に社会で普通に働いていた方々が、ある日突然障害を持つこ
とで、環境の変化に戸惑い、本人も家族も苦しむ事が多かった
といいます。
　そこで、病院や共同作業所の関係者、難病団体などが話し合
い、2000 年 9 月に難病患者・高次脳機能障害・中途障害者の
共同作業所『ワークショップフラット』を開所、以降 21 年間
活動を続けています。

社会復帰を目指して
　フラットは就労継続支援 B 型事業所として、利用者が社会に
復帰する事を目指し運営されています。利用者が行う業務内容

★ 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
★ 田辺市市民活動センターの 8月の相談日は 20 日となります。

■ このような場合は事前にご予約をお願いします
　いつも、和歌山県 NPO サポートセンターをご利用いただき、ありがとうございます。安心・安全に、そして円滑にご利用いた
だくために、以下のご利用の場合は事前にご予約をいただきますようお願いいたします。

■ 紀の国わかやま総文 2021 開催に伴う和歌山ビッグ愛周辺交通規制について（7月 31 日）
　「全国高等学校総合文化祭和歌山大会（紀の国わかやま総文 2021）」の開会式が和歌山ビッグホエールで開催されることにとも
ない、7月 31 日（土）午後の一部時間帯で和歌山ビッグホエール・和歌山ビッグ愛駐車場が利用できなくなる時間帯があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。
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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

は、名刺の作成や企業
からの下請け等、様々
です。
　フラット開所後、大
企業でシステムエンジ
ニアをしていた 30 代
の女性、20 代の若者、
50 代の会社員等、様々
な社会で生きていた
方々が利用者として集まりました。なかには資産も十分にあり、
働かなくても生活できるという方もいらっしゃるそうですが、
高次脳機能障害になった多くの方は、働き続ける事を希望して
います。
　山本さんが印象に残っている利用者の言葉があります。その
方は企業の経営者として、活躍していた人でした。『病気で社
会に対して何もできなくなってしまったと思っていた自分に
とって、たとえ 1 日数百円のお給料であっても、この場所で仕
事をし、稼ぐ事ができた。これがどれほど嬉しい事か（※）』。
　山本さんは現状の仕事では給料が少ないため、今後は多くの
給料を支払えるように事
業を展開していきたいと
言います。そして「高次
脳機能障害に苦しんでい
る方がいれば、寄り添っ
てほしい。そして一人で
悩まずフラットに相談を
してほしい」と思いを語
られました。

★「フラット」には 3つの意味があります
　① 障害者も健常者もみんながフラットな関係をめざしたい。
　② だれでもふら～っと立ち寄れる場所
　③ 半音下げるを示す音楽記号「♭」にちなみ、人生も力まず無理し
　　ないで 少しトーンを落としてみたら今までに気がつかなかった自
　　分を発見できるかもしれない
（※）就労継続支援 B 型事業所は一般就労に向けての訓練をおこなう事
業所と位置づけられており、正式には、この方の言葉のなかの「仕事」
は「訓練」、「給料」は「工賃」となりますが、ここでは発言された方
の言葉をそのまま記載しています。
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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

和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ

NPO法人りとるの　ワークショップフラット
和歌山市中之島 1794　TEL・FAX　073-423-5838

■ 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。

和歌山県 NPO サポートセンターは現在、定員をおよそ半分に制限させていただいております。来所によるご
相談は事前にお電話もしくはメールでご予約をお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来所いただいた方のお名前・住所・連絡先等をおう
かがいしておりますので、重ねてご協力をお願いします。

来所によるご相談

和歌山県 NPO サポートセンターの印刷機はカラー印刷、両面印刷、ステープル綴じなど多彩な機能でご好評
をいただいております。印刷機で 1 度に 1,000 枚を超える印刷、白再生紙以外（色上質紙等）を使った印刷
の場合は、印刷用紙の在庫を十分に確保するために、5 業務日前までを目安にご予約ください。ご予約がな
い場合は用紙切れでみなさんにご迷惑をおかけすることがありますのでご協力をお願いいたします。

1,000 枚を超える印刷、色上質紙等を使った印刷

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
の説明が可能になるため、電話よりもわかりやすく相談をいただけます。和歌山県 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ので、お気軽にお問い合わせください。
※ 相談は無料ですが、通信環境はご自身でご用意ください。

ビデオ会議（ZOOM もしくは Whereby）によるご相談

ご予約は和歌山県NPOサポートセンター（073-435-5424・info@wakayama-npo.jp）で承ります

E-mail　w-flat@joy.ocn.ne.jp
URL　https://sites.google.com/site/workshopflatb/

開設 10 周年モニュメントには「飛翔」の文字が開設 10 周年モニュメントには「飛翔」の文字が

みなさんで作業に取り組みますみなさんで作業に取り組みます

名刺づくりの様子名刺づくりの様子

作業所の外観作業所の外観



助成金 & 公募情報
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/NGO
を対象に、組織基盤強化の取り組みに対して助成します。
【対象】　＜海外助成＞新興国・途上国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、＜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
【対象事業】　＜組織診断からはじめるコース＞1 年目に組織基
盤強化計画を立案し、2 年目以降に組織課題の解決や組織運営
の改善に取り組むコース、＜組織基盤強化コース＞1 年目から具
体的な組織課題の解決や組織運営の改善に取り組むコース
【助成金額】　組織診断からはじめるコース… 1 団体への上限
100 万円、組織基盤強化コース…1団体への上限 200 万円
【受付期間】　7月 16 日（金）～ 7月 30 日（金）必着
【主催】　パナソニック株式会社　　https://www.panasonic.co
m/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/
2021_recruit.html

「みんなに男女共同参画」提案事業
　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、NPO などの地域活動団体が男女共同参画に向
けた取組みを推進する事業の企画を募集します。
【対象】  県内の NPOなど地域で活動している団体・グループ等
【対象事業】　（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
【採択数】　5 企画の予定。採択事業は 5 万円を上限に事業委託
します。
【締切】　8月 13 日（金）必着
【主催】　和歌山県男女共同参画センター” りぃぶる”（073-435-
5245）

住まいのまちなみコンクール
　地域住民の「住まいのまちなみ」を育む取り組みをモデルと
して顕彰する事業です。
【対象】　① 概ね 30 戸以上の戸建住宅を中心に構成、② 良好な
景観が形成されている一体的な住宅地、③10 年以上に渡って住
民主体で適切な住まいのまちなみの維持管理活動、の条件を満
たす団体
【支援内容】　受賞団体 1団体につき 50 万円を 3年間助成

【締切】　8月 31 日（火）必着
【主催】　一般財団法人住宅生産振興財団
　https://www.machinami.or.jp/

第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業 
　全国の中小企業等・小規模事業者（基準を満たす NPO 法人
や NPO も利用できます）の デジタル化・IT 活用の専門的なサ
ポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を
含めた IT 専門家を 「第Ⅱ期 中小 企業デジタル化応援隊」とし
て選定し、デジタル化・IT 化を支援する事業です。専門家派遣
等にかかる費用の一部が補助金で支援されます。 
　グループウェア、テレワークシステム、キャッシュレスシス
テム、クラウドファウンディング、ソフトウェア導入などの IT
化、IT 化に関する相談等が本事業の対象となります。
【支援を受けるための団体登録期限】　9月 30 日（木）
【IT 専門家との支援計画に関する契約締結期限】 11 月 30 日（火）
【主催】　中小企業庁・中小機構
　https://digitalization-support.jp/

ボランティア情報
わかやま元気シニア生きがいバンクをご活用ください
　豊富な知識や経験、資格・技能を活かして社会参加をしてみ
ませんか。現在約 4,000 名のシニア世代のボランティア登録が
あります！
　また、生きがいバンクに登録されているボランティアに活動
依頼をおこなうこともできます。ぜひご活用ください。
　バンクへの登録、ボランティア派遣の依頼とも、ウェブサイ
トからおこなっていただけます。
【主催・問合せ】　
　和歌山県社会福祉協議会内「わかやま元気シニア生きがいバ
ンク」（073-435-5214・平日 9時～ 17 時）
　https://waken.godaioa.jp/~kenhp/wakaseni/

【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。
　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
記入の上、info＠wakayama-npo.jp へメール
を送信

　6 月 9 日に特定非営利活動促進法（NPO 法）の改正が本格施行されました。和歌山県は NPO 法の運用に際して様々
な取り決めをおこなう条例や施行規則も同時に改正し、様々な変更があります。今回の変更は NPO 法人の定款変更が
必須になるような大掛かりなものではありませんが、内容をご紹介します。

6 月 9 日に改正 NPO 法が施行されました

縦覧期間の短縮
　NPO 法人の設立認証申請や定款変更認証申請に関する
縦覧期間がこれまでの 1ヶ月から 2 週間に短縮されまし
た。これまでよりも早く認証され、手続きの迅速化が期
待されます。

インターネットを活用した情報発信の強化
　これまで、設立認証申請や定款変更認証申請にともな
う縦覧をおこなう団体の情報は、和歌山県の広報「県報」
に掲載していましたが、和歌山県庁県民活動団体室のウェ
ブページへの掲載に変更します。また縦覧書類の多くが
ネット公開することになります。

　なお、内閣府では全国の NPO 法人が所轄庁におこなう
各種手続きを電子申請により実施できるよう、システム
の準備を進めているそうです。こちらについては概要が
公表されましたら改めてご紹介します。

閲覧書類の個人情報の一部削除
　事業報告書等に含まれている「年間役員名簿」「事業年
度末日時点の社員 10 名以上の名簿」には氏名と住所が記
載され、そのまま閲覧書類として公開していましたが、
閲覧書類になる際に住所は非公開となります。過去の事
業年度の閲覧書類に記載されている住所も同時に非公開
になります。
● 名簿を所轄庁に提出す
る際にはこれまで通り住所
の記載は必要です。
● NPO 法人の社員や利害
関係人の請求があった際に
NPO 法人が閲覧させる書
類については、住所の非公
開の対象にはなりません。

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。

● 認定 NPO 法人が、社員や利害関係人以外の第三者から
請求を受けた際に閲覧させる書類については、住所の非
公開の対象になります。
● インターネットの「内閣府 NPO 法人ポータルサイト」
に掲載されている和歌山県認証の NPO 法人の事業報告書
等には、これまでは役員名簿・社員 10 名以上の名簿は含
まれていませんでしたが、今後は住所の記載部分を除い
たものを公表することになります。

認定NPO法人の提出書類の一部変更
　認定 NPO 法人は一般の NPO 法人の事業報告書に加え
て、役員報酬規程や収支の内訳、役員の状況を記した書
類等を提出することが義務付けられています。これらの
提出書類の一部が変更となります。
● 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容
に関する事項」の書類については提出が不要になります
（書類の作成と備え置き・事務所での閲覧は必要です）。
● 役員報酬規程や職員給与規程については内容に変更が
なければ毎事業年度の提出は不要になり、内容に変更が
発生した場合は提出が必要になります。
●今回の改正により追加で、 「役員等に対する報酬の状況
等」を記載した書類の提出が必要になります。

提出書類への押印の廃止
　今回の法改正に合わせて、県の施行規則を改正し、提
出書類の押印欄を廃止しました。
　和歌山県庁に提出される設立認証申請書、事業報告書、
役員変更届出書、定款変更届出書・認証申請書などの表
紙（かがみ文）への法人印の押印が省略可能となります。

● 法人印が押印されていてもこれまで通り受理します。
いったん押印された書類を訂正する必要はありません。
● 定款で議長や議事録署名人の押印を義務付けている総
会や理事会の議事録等については、押印がないと定款違
反として無効と扱われますので、注意が必要です。
● 法務局への法人登記申請書類への押印については、原
則従来どおりの取り扱いとなっています。詳しくは法務
局ウェブサイト等でご確認ください。

くわしくは ・ ・ ・

　NPO 法人の提出書類の新しいひな形は和歌山県庁申請
書ダウンロードページから入手できます。「わかやま NPO
広場」からもリンクしています。

◎NPO 法人みらいの実（和歌山市）
　2021 年 5 月 6 日認証　代表者　宝条 隆司
　障害者福祉サービス事業や障害者通所支援事業などを行っていきたいと
思っています。みんなが安心・安全で過ごせて、どのような年代でも対応
でき気軽に訪問できる空間づくりや、障がい者（児）やその家族に明るい
みらいを届けられるような場所を目指します。

◎NPO法人わかやまドローン未来研究会（海南市）
　2021 年 5 月 21 日認証　代表者　谷本 孝之　
　和歌山県下初のドローンを媒体とするＮPO法人です。「地域社会のお役
に立ちたい」「子供たちへ科学の目を提供しよう」の思いで設立しました。
みかん山空中薬剤散布の研究や情報提供で農家の夏場のきつい手作業改善
のお手伝いも致します。子どもたち向けにドローン操縦教室も計画します
のでご利用ください。「あなたも　わたしも　ドローンパイロット！」

縦覧期間
経過後

2ヶ月以内

縦覧期間
経過後

2ヶ月以内

受理日から
1ヶ月

県報に
掲載

受理日から
2週間

ウェブに
掲載

県庁が申請書類を受理

審査

認　証 不認証

縦覧 公告

県庁が申請書類を受理

審査

認　証 不認証

縦覧 公表

認証が必要な手続きはこう変わります
（従来） （改正後）

※ 縦覧期間の短縮により、認証期間全体の短縮が見込まれます

役員名簿
NPO法人●●

職　名　　氏　名　　　住　所　　報酬
理事長　和歌山一郎　　　　　　　なし
副理事長　海南　次郎　　　　　　　なし
理　事　有田　三郎　　　　　　　なし
監　事　御坊　四郎　　　　　　　なし

名簿の公開イメージ


