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和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課NPO・県民活動推進室
（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：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

和歌山県NPOサポートセンター
（和歌山ビッグ愛 9F）
TEL：073-435-5424　
FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp
URL：http://www.wakayama-npo.jp

【開館日時】
火曜日～土曜日　 9:00 ～ 20:50
日曜日　　　　　 9:00 ～ 17:30
【休館日】月曜日・祝祭日・
　年末年始（12/29 ～ 1/3）

NPO のご相談は

 Twitter、facebook やってます！

防災対策の実践
　「バンマツリ」って？多くの
人がそう思うでしょう。それが
実は狙いでもあります、という
のは、代表理事の樫原さん。「ど
ういう意味ですか」と、話題を
提供することでコミュニケー
ションのきっかけになります。
これは、「バンマツリ（蕃茉莉）」
という植物からとったもので、
咲く花はジャスミンのような香
りのする低木。地域に花々を咲
かせたいという思いがあるので、植樹にも力を入れています。
　自分たちの住む和歌山市砂山地区を、より快適な、次世代が
育つ魅力あるまちにと活動を始めたきっかけは、地域住民が主
体となって行った「まちづくりワークショップ」でした。提言
書としてまとめた、地域の将来像や整備方針を継続して実践し
ていこうと、19 名の会員からスタート。まずは自分たちがで

きることから…
と、水軒川の河川
敷の清掃、公園の
草ぬきなどを実
践。
　また、昨年度に
は「わかやま学講
座」※企画が採択さ
れ、地域の防災に
ついて学びまし
た。座学だけでは
なく、屋外で給水・
炊き出し体験を行
うなど、地域の多くの方が参加しました。

女性力を発揮
　「子どもが参加すると親も参加してくれます。今年も夏休み
期間に、地域の避難場所でもある砂山小学校で炊き出し体験
をします」と樫原さん。また、「うちの団体は、女性が多いの
が特徴で、女性ならではの細かな視点で活動をすすめていま
す」とも。たとえば、防災対策を考えるにあたり、やはり「ト
イレがたいへん！」という女性の意見から、赤ちゃん用、大
人用のトイレ作製などにも取り組みました。
　さらに今年度は、水門（みなと）筋をハナミズキ（花水木）
通りにしようと、植樹・育成の取り組みも。人が訪れ、憩う
地域づくりを目指します。女性力を発揮しての、花いっぱい
運動。国体で多くの人が和歌山を訪れることも見据えた「お
もてなし」になればと、思いは広がります。

※ 「高等教育機関コンソーシアム和歌山」が地域貢献の一環として公開講座の企
画を募集したもの

よりよいまちに…自分たちのできることから

NPO 法人砂山バンマツリ
NO.12

NPO法人　砂山バンマツリ　
URL　 http://banmaturi2013.jimdo.com/　　メール　sunayamabanmaturi@gmail.com

役員変更・変更登記をお忘れなく！

　5月から 6月にかけて、総会の開催や事業報告書等、
忙しい時期かと思います。NPO法人で役員が変更した
場合は、所轄庁への役員変更届の提出が、登記してい
る役員が変更となった場合は法務局への役員変更登記
が必要です。役員の再任も役員変更事項となりますの
で、手続きをお忘れないようにお願いします。
　また事業年度末日現在の法人の資産総額が前事業年
度末日の総額と異なっている場合は、法人資産の総額
変更登記が必要です。事業年度末終了後 2ヶ月以内の
登記が原則となっていますのでご留意下さい。

事業報告書の受付日について

　NPO法人の事業報告書等は、事業年度末から 3ヶ月
以内に所轄庁に提出することとなっています。
　この「3ヶ月」は、所轄庁に書類が到達する期限と
なっています。たとえば 3月 31 日が事業年度末となっ
ている法人については、6月 30 日には和歌山県庁に書
類が到達している必要がありますので、ご留意くださ
い。
　なお、和歌山県NPOサポートセンターには、例年 6
月に事業報告に関するご相談が集中します。早め早め
のご準備をいただきますようお願いします。

事業報告書作成に関する相談会・講座

出張NPO相談～事業報告書の相談をお受けします
　5月 26 日（月）14:30 ～ 17:30（1 団体あたり 60 分）
　新宮市福祉センター 1階会議室
　参加費無料（完全予約制）
NPO講座「事業報告書をつくろう！」
　5月 30 日（金）19:00 ～ 20:30
　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　定員 30 名　参加費 300 円（資料代として）
いずれも和歌山県NPOサポートセンターまでお申し込みください。
田辺・橋本地区については定例出張相談にてご相談をお受けします。

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～ 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
■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

多くのNPO法人は今年 3月が事業年度末。総会や事業報告等のご準備をお忘れなく！

サポートセンターからのご案内

■ NPO 法人の設立・運営・書類作成の相談を承っています
　ご予約の方優先となりますので、なるべく事前にご連絡ください。なお、税務関連などお答えしかねる内容もあります。
　また、田辺市と橋本市では定期的に（下記参照）、その他の地域でも概ね５名以上を対象に出張相談を実施しています（出張相談の
ご利用は無料です）。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。

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約）
　和歌山県NPOサポートセンター・わかやまNPOセンタースタッフがご相談をお受けします。必ず事前にご予約ください。
　1件あたりの相談時間は 1時間以内とさせていただいております。

https://www.facebook.com/wnposc/https://www.facebook.com/wnposc/

Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！
Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！

NPO 事務担当者のためのメーリングリスト

　和歌山県内のNPOで活動している事務担当者の方
と支える専門家のみなさんによるメーリングリストの
運営をスタートしました。様々な意見交換の場として
ご活用ください。登録のお申し込みはメールでサポー
トセンターまで。　info@wakayama-npo.jp

地域の公民館の前で樫原さん

水軒川を魚が泳ぎ水遊びができる川に

子どもたちの参加も多かった防災講座



助成金 & 支援情報
和歌山県商店街のコミュニティ機能強化支援事業
　商店街で「社会課題に対応した取り組み」をはじめてみませんか！

少子化・高齢化・地域資源活用などの社会課題を解決しようとする

取り組みや住民のニーズに応える取り組みなど。

【対　象】商店街・商工会議所・NPO法人・社会福祉法人など

【締　切】6月 30 日（月）

【補　助】補助事業費×2/3（上限 300 万円）

　　　　　※申請書提出前にアンケート調査の実施が必要です

【問合せ】和歌山県商工観光労働部　商工振興課商工支援班

　　　　　TEL：073-441-2740　FAX：073-422-1529

「元気な和歌山」にするための事業募集
　男性にとっても、女性にとっても生きやすい「元気な和歌山」の

実現に向けて取り組む事業企画を募集します。

【テーマ】 ①ワーク・ライフ・バランス、②男女間のあらゆる暴力の

根絶、③政策や方針決定過程での男女共同参画の促進、④元気な和歌

山実現に向けた男女共同参画の推進、⑤互いの性を尊重する意識づ

くり・健康づくり

【対　象】県内のNPO団体など

【件　数】7事業（1事業 7万円上限）

【締　切】7月 1日（火）

【問合せ】和歌山県男女共同参画センター “りぃぶる”

　　　　　TEL：073-435-5245　FAX：073-435-5247

　　　　　メール：e0315011@pref.wakayama.lg.jp

新宮市まちづくり市民活動補助金
　NPOなど市民団体のみなさんが自ら企画し、自主的に行うまち

づくり活動を支援。

【対象団体】新宮市内に活動拠点がある、5人以上の団体（うち半

数以上が新宮市民であること）

【対象事業】①熊野デザイン事業：熊野新宮らしいまちづくりに寄与

する事業、②協働推進事業：地域課題の解決のため、市と協働して

取り組む事業

【助成額】事業費の 2分の 1以内（30 万円以内）

【募集期間】平成 26 年度内受付（予算限り）

【問合せ】新宮市協働推進課　協働推進係

　　　　　TEL：0735-23-3333

イベント情報
第10回ふれ愛フェスタ
　健康・体力測定、医療・介護相談、フリーマーケットなど各種イ

ベントを実施！軽食コーナー・ゲームコーナーなども用意していま

す。

【日　時】５月 18 日（日）10：00 ～ 15：00

【場　所】砂山小学校体育館・グラウンド

【参加費】無料　※雨天決行

【問合せ】NPO法人　ふれ愛協議会

　　　　　TEL：073-402-2207　FAX：073-402-2208

もっと知りたい！女（ワタシ）のからだ in 和歌山
　女性が自分の人生を主体的に生きるためには、自分のからだを知

り、大切に思えることが必然です。知っているようで知らない女性

のからだとココロについて正しく知り、上手につきあうコツを一緒

に考えませんか？

【日　時】６月 15 日（日）13：00 ～ 17：00

【場　所】和歌山ビッグ愛　大ホール

【定　員】200 人　一時保育・手話通訳有（いずれも 10 日前締切）

　　　  　腸内細菌検査ができます（人数限定）

【内　容】講演「女性のカラダ基礎講座」（矢本希夫さん：和歌山ろ

うさい病院副院長）、「カラダと心の性的自己決定権」（原田薫さん：

ウイメンズセンター大阪）、コンサート、トークセッションなど

【問合せ】和歌山県男女共同参画センター “りぃぶる”

　　　　  TEL：073-435-5245　FAX：073-435-5247

　　　　  メール：e0315011@pref.wakayama.lg.jp

被害者支援活動員養成講座 第 13 期受講生募集
　和歌山県公安委員会指定の「犯罪被害者等早期援助団体」として、

被害者等から寄せられる支援要請件数は年々増加。被害者等のニー

ズに的確に応えるため、一緒に支援活動に取り組んでいただける方

を募集します。

【日　程】前期：６月 13 日・20 日・27 日・７月４日（金）

【受講料】申込金：2000 円（６月 11 日までに振込または持参）

　　　　  受講料：3000 円（受講初日に持参）

【問合せ】公益社団法人　紀の国被害者支援センター

　　　　　TEL/FAX：073-427-2100

　もうすぐ梅雨、そして台風シーズンを迎えます。また、南海・東南海地震や南海トラフの巨大地震の危険性が叫
ばれています。NPO・ボランティア団体も例外なく、事務所や活動場所において災害の備えが求められます。自然
災害への備えを万全に、そして安心・安全な事業活動をめざしましょう。

風水害の季節…NPO も災害への事前の備えを！

気象情報・緊急情報などを入手する
　気象に関する警報や注意報が発表されれば、テレビ
やラジオなどで報道されますが、常にテレビやラジオ
のそばにいるとは限りません。そこで役に立つのは和
歌山県が運用している「防災わかやまメール配信サー
ビス（このタイトルで検索すればサイトが出てきま
す）」。①警報・注意報 ②土砂災害警戒情報 ③台風情報 
④竜巻注意情報 ⑤河川洪水予報（有田川、日高川、
古座川、熊野川） ⑥地震・津波情報 ⑦雨量情報 ⑧県
内河川の水位情報 ⑨ダム水位情報 ⑩避難発令情報を
携帯電話のメールで受信することができます。
　受信できる情報はとても細かく設定ができます。必
要な情報を検討のうえ設定するといいでしょう。
　リアルタイムの雨量情報は国土交通省「XRAIN」や、
気象庁「ナウキャスト」などで入手できます。パソコ
ンやスマートフォンなどでブックマークをおすすめ。

事前に対策を講じる
　和歌山県砂防課のウェブサイトでは土砂災害危険箇
所と山地災害危険地区の場所が確認できます。事務所
や活動場所がそのエリアにあたっていないか確認しま
しょう。また、「防災わかやま」では大地震が発生し

た際の震度分布や津波浸水想定が公開されています。
　さらに団体内での物資の備蓄、地域の避難場所の確
認、緊急時の情報伝達方法などを取り決めて、マニュ
アルとして整備しておくとよいでしょう。「防災わか
やま」ではスマートフォン向けアプリで全国避難所情
報、GPS を活用して最寄り避難所へのルートを表示す
るソフトが紹介されています。
　停電になっても使える携帯ラジオも役立ちますが、
いざというときのために周波数を確認しておきましょ
う。停電時にはアマチュア無線も威力を発揮します。
　さらに、各通信事業者では緊急伝言ダイヤル 171
の体験日を設けることがありますので、団体内で試し
に使ってみるのもいいかもしれませんね。

知識を身につける
　例えば、高さ 1m の波と、1m の津波では波のエネ
ルギーはまったく異なります。同じ時間雨量でもまん
べんなく降った場合と、短時間で一気に降った場合と
では用水路や河川の増水の仕方が異なることもありま
す。警報や注意報の意味など、こうした自然災害に対
する知識をあらかじめもっておき、いざというときに
動けるように準備を進めておきましょう。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2013 年 12 月～ 2014 年 3月に
設立された団体です。

◎わかやま県防災教育振興協会（御坊市）
　2013 年 12 月 11 日設立　代表　垣内 珠代
　TEL：090-9860-0241　活動地域：和歌山県全域
　E-mail：　wakayama1313bousai@email.plala.or.jp
　みなさま、防災って何でしょう？ 災害があってから考えます
か？行政にお任せしておきますか？　いや、いや、それではもち
ろん足りません。災害発生を当然と考え、各自が自覚をもって地
域ぐるみで備えましょう。私たちは防災教育普及のお手伝いをし
ています。

◎おひさまマーメイド（かつらぎ町）
　2014 年 2月 6日設立　　代表　向 千佳代

◎紀州ピンクリボン（和歌山市）
　2014 年 1月 23 日設立　　代表　芳林 浩史

◎憩楽クラブかつらぎ（かつらぎ町）
　2014 年 3月 13 日設立　　代表　藤井 幹雄

防災わかやま (http://www.pref.wakayama.lg.jp/bousai/) 県内雨量状況 (http://kasensabo01.pref.wakayama.lg.jp/new/)

わかやま土砂災害マップ (http://sabomap.pref.wakayama.lg.jp/)
気象庁解説ページ
(http://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html)


