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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

団体の発足について
　貴志川福祉防災ボランティア会は、「自助」・「共助」・「公助」
の 3 つを防災の基本理念とし、地域住民の防災意識を高め、災
害に強い地域づくり・減災を目的に福祉防災ボランティア活動
を行っています。
　団体発足のきっかけは、和歌山県と日本防災士機構による地
域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」を受講した
防災士のグループと、紀の川市社会福祉協議会貴志川支所内で
活動しているボランティアの方々とがコラボレーションしたこ
と。会が発足したのは 2011 年 3 月 7 日。発足前は防災への意
識がまだまだ低かったといいますが、発足 5 日後に東日本大震
災が発生し、会員のみなさんは改めて「会」の必要性と重要性
を認識したそうです。

日々の活動と研修
　日頃は、2 ヶ月ごとに役員会と研修会を開催して、防災に対
する一般知識を習得しています。
　例えば、和歌山地方気象台の方からは地球温暖化による気象
状況を学んだり、和歌山県や他府県の防災センターの見学をし
たり、さらには日本赤十字社や那賀消防本部による AED・応急
手当・トリアージなど、関係各所から講師を招き、実際の防災
活動に生かすための講義をしていただいているそうです。
　また、2011 年に紀伊半島を襲った台風 12 号による被災地へ
のボランティア活動、2012 年の京都府宇治市や滋賀県高島市
の豪雨災害現場では研修の成果を生かし、積極的にボランティ
ア活動をしています。
　「減災」の推進という面では、会員の中から講師を養成し、

家具固定作業と窓ガラス
飛散防止フィルムの貼付
研修を行い、その後、貴
志川町内の障がい者施設・
作業所でのガラス飛散防
止フィルムを貼り付ける
ボランティア活動をしま

した。
　同会は、会の内部組織強化のため、ボランティアセンター・
減災・青少年健全育成・広報・活動・企画等の 6 つの部会に分け、
有事の時には現場での支持体制を確立し、会員がより効率良
く各分野で活動や作業ができるように工夫されています。

防災大型紙芝居「ねぼすけなまず」
　今後の活動として注目
したいのは、「防災紙芝居」
です。和歌山大学防災研
究教育センターの今西武
客員教授が中心になって
作られた防災ソングに基
づき、会員のみなさんが
手分けして「ねぼすけな
まず」という大型紙芝居を作りました。
　子どもたちの防災意識を高め、緊急時に活かせる知識を備
えてほしいという教育的目的で小学校や幼稚園・保育所へ出
向き公演するそうです。
　将来必ず起こるとされている地震災害や、多発している自
然災害に対して、普段から「備える」という事が、被害を最
小限にとどめ、減災につながるという事を強く感じました。

災害に強い地域づくりと減災をめざす

紀の川市貴志川
福祉防災ボランティア会

NO.15

団体連絡先　〒640-0413　紀の川市貴志川町神戸 331　紀の川市社会福祉協議会 貴志川支所内
電話　0736-65-2552　FAX　0736-64-3964　　団体の Facebook ページがあります。団体名で検索してください。

サポセンの情報媒体をご活用ください サポセンの会議室ご利用について

　和歌山県 NPO サポートセンターには、3 つの会議室
と一時保育ルームがあります。管理は和歌山県男女共
同参画センター「りぃぶる」がおこなっております。
利用料は無料で、1 団体につき 1 ヶ月に 4 コマ（部屋
ごと、午前・日中・夜間の区分ごとに 1 コマと数えま
す）までご利用いただけます。
　最初のご利用の際には団体概要がわかる資料の提出
が必要です。詳細は和歌山県男女共同参画センター

「りぃぶる」までおたずね下さい（073-435-5245）。

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

秋のイベントシーズン到来！サポートセンターを上手に使いこなしてください。

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。

7 月に導入された新
しい長尺プリンタ。
Microsoft Office か
らの直接プリントに
対応。使いやすくな
りました。ご利用お
待ちしております！

お詫び
　今年 5 月・7 月発行の「わか愛愛」をいずれも通算
65 号として表記しておりました。正しくは、5 月発行
号が通算 66 号、7 月発行号が通算 67 号となります。
本号からは正しい表記となっております。
　ご迷惑をおかけしましたことをお詫びします。

　NPO サポートセンターでは、ブログ・メールマガジ
ン、Facebook・Twitter など様々な媒体で情報を配信
しています。
● NPO 等からのイベント情報 （ブログ・メルマガ）
　和歌山県内で開催される、NPO やボランティア団体
によるイベント情報をお届けしています。みなさんか
らの情報提供もお待ちしています！
● 助成金・補助金等の情報 （ブログ・メルマガ）
　NPO サポートセンターに届いた助成金や補助金等の
情報をお届けしています。
● NPO にお役立ち情報 （ブログ・Facebook・Twitter）
　スタッフが各所で入手した NPO 向け情報をお届けし
ています。
● NPO サポートセンターなう （Facebook・Twitter）
　NPO サポートセンターの日常を配信しています。
時折、サポセンご利用に関するトピックスも。

　ブログ、Facebook、Twitter は、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

（http://www.wakayama-npo.jp/）。
　メールマガジンは毎月 1 日・15 日（休館日に重なる
場合は前後します）に配信中。info@wakayama-npo.jp
に配信を希望されるメールアドレスをお知らせ下さい。

メンバーのみなさん

飛散防止フィルム貼り付け作業

防災大型紙芝居

飛散防止フィルム貼り付け作業

メンバーのみなさん

防災大型紙芝居



助成金 & 支援情報
第 10 回 TOTO 水環境基金助成団体募集

【内　容】地域の水と暮らしの関係の再生または新しい文化の実現
に向けた実践活動

【助成期間】2015 年 4 月 1 日～ 2016 年 3 月 31 日の 1 年間
【助成額】上限 80 万円
【締　切】9 月 30 日（火）当日消印有効
　　　　＊提出書類など、詳細はホームページをご覧ください

【問合先】TOTO 株式会社総務部総務第二グループ
　　　　　TEL　093-951-2224　FAX　093-951-2718
　詳細はウェブサイトをご覧下さい。
　http://www.toto.co.jp/company/environment/social/mizukikin/group/

【備　考】別途、海外活動助成もあります。

高速道路利用・地域連携推進プラン募集 
【内　容】　①高速道路の利用促進と地域活性化につながる事業、②
SA、PA などを活用して高速道路の利用者、地域住民の利便向上に
つながる事業、③「道の駅」やガソリンスタンド等を活用して、利用
者サービスの向上につながる事業等

【助成期間】助成決定後から 2017 年 3 月 31 日まで
【助成額】上限 1,000 万円（ただし 1 年あたり上限は 500 万円）
【締　切】9 月 30 日（火）必着
　　　　＊提出書類など、詳細はホームページをご覧ください

【問合先】一般財団法人国土計画協会 高速道路部
　　　　　TEL　03-3511-2185
　詳細はウェブサイトをご覧下さい。
　http://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html

花王・みんなの森づくり活動助成
【内　容】①「森づくり活動」（植木などの管理、里山などでの保全・
復元活動）②「環境教育活動」（緑地・里山をフィールドとした環境
教育活動）の２分野で、３年間にわたり支援。

【締　切】10 月 19 日（日）当日消印有効
【助成期間】2015 年３月～ 2018 年３月
【助成額】上限 50 万円
　　＊詳しくはホームページをご覧ください

【問合先】公益財団法人都市緑化機構「花王・みんなの森づくり活
動助成」事務局
　　　　　TEL　03-5216-7191　FAX　03-5216-7195
　　　　　http://urbangreen.or.jp/ug/blog/001kaomori_top/

（公財）トヨタ財団 2014 年度国内助成プログラム
【対　象】 ①地域で活動する NPO 等の組織が地域の課題解決につな
がる担い手を育成するプロジェクト、②未来の担い手が地域住民と
ともに、地域課題の解決につながる新たな仕事の立ち上げに向けて
実施するプロジェクト

【締　切】10 月 31 日（金）15:00
【助成額】１年間プロジェクト上限 300 万円
　　　　   2 年間プロジェクト上限 600 万円

【問合せ】公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム
　　　　　TEL　03-3344-1701　FAX　03-3342-6911 　　　　　　
　　　　https://www.toyotafound.or.jp/program/community.html

イベント情報
家族を守ろう、災害時に備えたペットの救護対策

【日　時】9 月 23 日（火・祝）
　9:30 ～ 11:55（9:00 受付開始）、14:00 ～ 16:25（13:30 受付開始）

【場　所】和歌山ビッグ愛 1 階展示ホール・大ホール
【内　容】　①「防災とペットの避難同行訓練の基礎知識セミナー」
　　　　　②「救急時における人と犬の応急手当」等

【参加費】無料
【主　催】特定非営利活動法人　震災から命を守る会
　　　　　TEL　073-472-5619　FAX　073-476-4589
　　　　　メール　saigai_inochimamoru@live.jp 
　　　　　http://mamorouwakayama.ikora.tv/

アルツハイマーデー記念講演会＆癒しのライブ
【日　時】９月 28 日 ( 日）13:00 ～
【場　所】和歌山市中央コミュニティセンター
【内　容】岩崎順子氏　講演「私は認知症○○さんじゃありません」
　　　　  横山恭治氏　癒しのライブ

【主　催】公益社団法人認知症の人と家族の会・和歌山県支部
　　　　　TEL　073-432-7660
　　　　　http://www.alzheimer.or.jp/?page_id=409

ボランティア情報
第 11 回精神障害者ソフトバレーボール和歌山県大会ボ
ランティア募集

【日　時】11 月 12 日 ( 水）11:00 ～ 17:00
【場　所】和歌山ビッグホエール
【内　容】試合の得点係など（昼食及びお茶をご用意します）
【締　切】10 月 17 日（金）
【主　催】和歌山県精神保健福祉協会
　　　　　TEL　073-435-5194

2015 紀の国わかやま国体・わかやま大会　ボランティ
ア募集

【募集人数】運営ボランティア 4900 人、情報支援ボランティア（手
話 300 人、手書き要約筆記 200 人、パソコン要約筆記 100 人）

【問合せ】紀の国わかやま国体・わかやま大会実行委員会事務局
　　　　　運営ボランティア　和歌山県庁広報県民運動班
　　　　　TEL　073-441-2579　FAX　073-427-5377
　　　　　情報支援ボランティア　和歌山県庁大会運営班
　　　　　TEL　073-441-2572　FAX　073-427-5388
　詳しくは http://www.wakayama2015.jp/ をご覧下さい。

　県内 NPO のみなさんの悩みの種は「資金不足」。特に事業の立ち上げの際に有効な助成金・補助金の獲得がうま
くいかない、という団体も多いようです。まずは相手を知ることから！ NPO サポートセンターが県内各地で実施し
ている助成金・補助金獲得講座を少しではありますが紙上で再現します。

助成金・補助金獲得紙上講座

助成金・補助金を出す側の目的を知る
　助成金・補助金（以下「助成金等」）を支出する助
成財団や行政等の最終的な目的は、助成金等を支出す
ることそのものではなく、助成金等を支出した先の団
体の活動を通じて地域課題の解決につながる取り組み
が広がることです。ですので、助成金等を出す側は「支
出しなければならない」資金ではありますが、「資金
を有効に活用してくれる団体」に対してでないと支出
できない事情があります。
　たいてい、助成金等を支出する側は、支出先団体を
選定するための基準をあらかじめ定めています。NPO
等には、選定基準等をみながら、支出したくなるよう
な企画提案書の作成が求められます。
　助成金等を必要とする NPO 等は「資金的な苦労が
あるから申請する」ケースがほとんどであることから
ネガティブな申請書になりがちです。しかし、この助
成金等を獲得することで、いまある課題がこう変わる
ことが期待できる、という仮説を立て、それをストー
リーにして、わかりやすく伝えることが大事です。

助成金等を獲得するまでの流れ
　一般的な助成金等事業獲得・実施までの流れを右の
表にまとめました。
　助成金等の情報の多くは NPO サポートセンターな
どに届きます。当センターや和歌山・田辺・橋本・新
宮など、地元の市民活動センター・ボランティアセン
ターには是非利用登録し、情報入手手段を確保してお
きましょう。
　注意いただきたいのは、助成金等が採択された場合
の入金時期。全額後払いのものも少なくなく、その場
合は運営している間は団体が一時立て替えておくなど
の措置が必要になります。また、領収書やレシートな
どをきちんと保管しておく必要があるケースがほとん
どです。採択されたからといって喜んでばかりいずに、
事業を着実に遂行できる体制をとっておくことをおす
すめします。

申請書記載時の注意事項
　申請書には「200 文字程度でお書き下さい」「予算
は 1000 円未満を切り捨ててください」「この項目は
必須です」など、様々な注意事項が書かれていること
があります。こうした事項はきちんと守るようにして
ください。
　助成元によっては、事項を守っていないと失格とな
る厳しいところもあります。

和歌山県の団体はチャンス ?!
　実は、複数の助成財団から「和歌山県内からの助成
金申請が少ない」というお話をいただいています。財
団によって考え方は異なるでしょうが、地域性を重視
する事業であれば例えば採択ギリギリのラインに複数
の団体が並んだ場合、応募が少ない地域の事業を優先
する、なんてことがあるかもしれませんね。
　また、県内の行政系の補助金事業についても、なか
には二次募集が行われているものもあり、応募が想定
よりも下回っている事業が多いことが推察されます。
　ひょっとしたら和歌山県内の団体はチャンスを多数
逃している ?! ということも考えられます。

助成金等事業の落とし穴
　助成金等は、事業の立ち上げに適した資金と言われ
ています。新たに事業を立ち上げたい、いまある事業
を再編したい、といったスタートアップ時に助成金等
を活用し、助成金等の期間が終了した後は自立して事
業を継続させることが大切です。
　なかには助成金等が切れたためそのまま事業も停止
してしまう、なんていう事例もみられますが、できる
だけそのようなことがないように事業を組み立てられ
ることをおすすめします。

　実際の助成金講座ではこのほかにもたくさんのポイ
ントをご案内しています。受講をお待ちしています。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2014 年 6 ～ 7 月に
設立された団体です。

◎惠み（和歌山市）
　2014 年 6 月 27 日設立　代表者　井上 加惠

◎よりみち（かつらぎ町）
　2014 年 7 月 23 日設立　代表者　岡田敬三

公募要項発表

一般的な助成金等事業の応募・実施までの流れ

団体として応募の意思確認

申請書類作成

応　募

採否の通知

事業の実施

事業報告

事業完了

サポセンブログ・メルマガ、
地元の NPO 支援施設など多
彩な情報収集元を確保してお
くとよい

事業報告を見据えて、事業の
概要は逐次記録を取っておく
と後の作業がラクになる。
助成金等の入金時期を事前に
確認し、資金不足に陥らない
ように注意を。

　最近はほとんどがパソコンで作成を求められる。インターネッ
ト申請に限定している助成元も増加。パソコン操作に明るい方
を巻き込んでおくとよい。また、事業計画や予算等以外に、団
体調書や団体としての決算書・予算書、外部機関の推薦書等野
添付が必要な場合も。早め早めに確認・作成を。

　応募方法の確認を。消印有効か必着か、通常の郵送でよいか
簡易書留が必要か、なども助成元により異なる。


