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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

【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）

NPO のご相談は

　田辺市を拠点に活躍されている和歌山レスキューサポートバ
イクネットワーク（WRB）は、将来必ず起こるとされている大
地震や自然災害時にバイクの機動力を最大に発揮し、情報収集・
伝達・救援物資の運搬などの救援活動を展開し、災害に対する
啓発活動等、バイクで地域社会に貢献することを目的に設立さ
れました。

活動のきっかけはあの大震災
　設立のきっかけは、2011 年 3月 11 日の東日本大震災時、ツー
リング仲間の男性から、防災士として活躍されていた代表の早
稲田さんに要請があり、2 人で現地に行き救援・支援活動をし
たこと。当時 30 近い都道府県にはバイクレスキュー団体があ
り、ネットワークも構築されていました。和歌山でも災害時に
救支援活動が出来る団体の必要性を感じたバイク愛好家や活動
を支援するネットワークにより会が結成され、会員は和歌山県
下全域から参加しています。
　会員のみなさんは、日頃からいろんな場面での出動を想定し、
悪路でのバイク走行訓練や、雪道や倒木している所をスムーズ
に走ることなどの二輪安全運転技術向上に努めています。
　また、救援活動時に必要な救命法などの研修や、災害発生を
想定した訓練や実働訓練を積極的に行い、万一に備えています。

がれきが散乱する災害現場で威力を発揮！
　会員の中には、中越地震や東日本大震災など、日本を襲っ
た地震災害にボランティアとして参加した方がいて、大規模
災害の被災直後、亀裂や建物倒壊などで車が通れない道でも、
オフロードバイクの機動力を生かした活動が重要だと感じた
そうです。特に物資運搬や、薬を必要としている人に対して
道幅が狭くても走行でき、燃料が少なくすむオフロードバイ
クは威力を発揮するそうです。このような活動の実績が認め
られ、田辺市と災害協定を結び、他の団体とも協定締結の準
備が進んでいます。
　また WRB は、団体の取り組みを知ってもらうため、地域の
催しに積極的に参加し、災害に対する啓発事業もおこなって
います。昨年の 12 月 2１日には、隊員がサンタクロースに扮
し福祉施設の児童らにプレゼントを届けました。
　WRB の今後の目標は、災害時に各地域で活動できる人材を
育成すること。どんな時にもすぐ対処出来るよう、日々運転
技術の向上、救命法・減災知識などの訓練研修を強化し、各
地域での災害ボランティアリーダーを育てネットワークの構
築を進めます。

災害時にバイクで救援・支援活動！

NPO 法人和歌山レスキュー
 サポートバイクネットワーク

NO.17

NPO法人和歌山レスキューサポートバイクネットワーク　　〒646-0005　田辺市秋津町 764-10　　電話　0739-26-8677
メール　jrbwakayama@yahoo.co.jp　URL　http://jrbwakayama.symphonic-net.com/　Facebook ページもあります。団体名で検索！

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 時半～ 17 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

多くの団体が間もなく新年度。準備は進んでいますか？

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）。出張講座も承っております。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。

NPO 交流会

各種手続きをお忘れなく！

4 月からのご利用について
　和歌山県 NPO サポートセンターは、4 月以降も従来
と同じ形態でご利用いただけます。各種事務機器のご
負担額もこれまでと変わりません。
　なお、みなさまに快適にご利用いただくために、以
下のご協力をお願いいたします。
【サポートセンターでの各種ご相談について】
　来館によるご相談はできるだけ事前の予約をお願い
します。ご予約は電話・FAX・電子メールで受け付け
ます。
【NPO法人の運営や各種手続きに関するご相談、
　　　　　　　　各種事務機器等のご利用について】
　例年、5～ 6 月は NPO 法人の総会等が集中するため
サポートセンターのご利用がたいへん混雑することが
あります。特にご相談への回答にはかなりのお時間を
頂戴することがあります。手続きには期日が定められ
ているものが多いことから、できるだけ早めにご相談
いただきますようお願いします。
【電子メール・Facebook メッセージでのご相談について】
　和歌山県 NPO サポートセンターでは、電子メールや
Facebook メッセージでのご相談も受け付けておりま
す。なお、電子メールの場合、誤って迷惑メールと判
定されることも想定されます。3 業務日を過ぎても返
事がない場合は恐れ入りますが、お問い合わせ下さい。
Facebook メッセージは、和歌山県 NPO サポートセン
ターの Facebook ページよりお送りいただけます。

　みなさんの活動をほかの NPO のみなさんに紹介し、
また、いろんな NPO の活動を知って、今後の新規事
業づくりに活かしませんか。
　日時　3月 28 日（土）13:30 ～ 16:00
　場所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　対象　和歌山県内で活動するNPO（法人格不問）
　参加費　無料
　備考　自身の団体の活動を PR するチラシをご持参
ください。事前申込み必要。NPO サポートセンターま
でお知らせ下さい。

　県内の多くの NPO 法人が 3 月末が事業年度末。
NPO 法人は事業年度終了後 3ヶ月以内の事業報告書
等の提出が義務付けられています。
　また、組合等登記令により、事業年度末 2ヶ月以内
の資産の総額変更登記が、法人税・消費税課税対象団
体については事業年度末 2ヶ月以内の申告・納付が必
要です。
　役員の任期が到達した場合は、役員変更手続きが必
要です。所轄庁への役員変更届の提出だけではなく、
法務局に登記されている役員の変更登記が必要です。
役員が再任された場合も役員変更届・登記は必要にな
りますのでご注意下さい（所轄庁には再任の届け、法
務局には重任の登記が必要です）。 日常的にイベントなどに参加（田辺市市民活動祭り）日常的にイベントなどに参加（田辺市市民活動祭り）

様々な訓練にも積極的に参加様々な訓練にも積極的に参加



助成金 & 支援情報
全労済地域貢献助成事業 2015
　環境、子育て・子育ち活動を支援します。
【助成対象事業】（1）地域の生態系を守る活動、（2）低炭素・循環
型の地域社会をつくる活動、（3）地域の自然や環境の大切さを学ぶ
活動、（4）子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出
す活動、（5）困難を抱える子ども・親が、たすけあい・生きる力を
育む活動。特に重視する活動があります。募集要項をご確認下さい。
【助成対象団体】（1）～（3）をすべて満たす団体。（1）NPO法人・
任意団体・市民団体のいずれかであること、（2）設立 1年以上（基
準日は 2015 年 3月 8日）の活動実績を有する団体、（3）直近の年
間収入が 300 万円以下の団体（前年度繰越金を除く）
【助成対象期間】2015 年 7月 20 日～ 2016 年 7月 19 日までの間に
実施・完了する活動
【助成内容】1団体の上限は 30 万円。助成総額は 2000 万円を上限。
【募集期間】2015 年 3月 25 日（水）～　4月 8日（水）必着
【問い合わせ】全労済総務部　地域貢献助成事業事務局
　TEL：03-3299-0161 ／ FAX：03-5351-7772（平日 10 時～ 17 時 
土日祝除く）　電子メール：90_eco@zenrosai.coop　募集の詳細は
ウェブサイトをご覧下さい。http://www.zenrosai.coop/eco/

Water Project
　健全な水循環、水資源の重要性の理解や、「水の日」について啓
発する「Water Project」。参加申請の後、承認されますと共通シン
ボルマーク等を使用し取組等の情報発信にご活用頂けます。
　詳細は環境省「Water Project」ウェブサイトからご覧下さい。
　https://www.eeel.go.jp/water-project/

イベント情報
花まつり
【日　時】4月 4日（土）・5日（日）10:00 ～ 16:00

【場　所】田辺市新庄総合公園
【内　容】花の苗や鉢植えなどの販売 、ゲームコーナー、飲食コー
ナー、お茶席 、写真展示、フリーマーケットなど
【入場料】無料
【主　催】NPO法人花つぼみ（0739-26-8719）
【備　考】フリーマーケットなど出店者募集中。

和歌山いのちの電話協会開局 30周年記念式典＆コンサート
【日　時】4月 12 日（日）14:00 ～
【場　所】和歌山県民文化会館大ホール
【内　容】津軽三味線（木乃下真市さん）、中国古筝（伍芳さん）の
演奏など
【入場料】2000 円（入場券は和歌山県民文化会館、HITS イシイ本店、
宮脇書店和歌山店で取り扱い）
【主　催】社会福祉法人和歌山いのちの電話協会（073-425-3261）

第 10回わかやまマジカルミュージックツアー
【日　時】5月 10 日（土）10:00 ～
【場　所】和歌山会場（11 時～ 16 時：フォルテワジマ前・ぶらく
り丁アーケード内・京橋プロムナード・和歌山城内など 12 会場、
17 時以降：和歌山市内ホール・ライブハウス約 20 カ所）、田辺会
場（10 時～ 16 時：和歌山県立情報交流センター Big・U）
【内　容】地元のミュージシャンがのべ約 240 組参加予定、和歌山
会場では本町通り沿いにブース出店や展示も。
【入場料】和歌山会場 11 時～ 16 時、田辺会場は無料。和歌山会場
17 時以降は共通パスポート 1,000 円で各会場出入り自由（各店舗
でのワンドリンクオーダーが必要）
【主　催】わかやまマジカルミュージックツアー事務局（070-6503-
3797、http://magical.wakayamashi.jp/）
【備　考】イベントを資金面で応援するサポーター募集中。また、4
月 26 日には協賛イベントとして「スチューデントジャズフェスティ
バルin片男波」が和歌山市片男波公園野外ステージで開催されます。
県内の中学・高校生のバンドが出演。

　「有償ボランティア」っていう言葉、お聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。「え、ボランティ
アってそもそも無償でするものでしょ？」という方もいらっしゃるのでは。しかし、ボランティア活動を円滑に進
めるために一定の交通費や謝金などを支給するケースもあります。有償ボランティアはどのようなケースがあるか、
課題はあるのか、2回シリーズで考えます。

「有償ボランティア」ってなに？（1）

実費弁償的なケース
　ボランティアは原則として個人の善意による活動
で、原則無償と考えられています。しかし、ボランティ
ア活動のために現場に出向くための旅費や、活動をお
こなうための消耗品費などがかかることもあります。
そこで、ボランティア活動にかかった実費相当額を支
給するケースがあります。例えばちょっとした大工仕
事をボランティアに代行してもらう場合、その材料費
を受益者が負担するなどして、ボランティアの金銭的
負担をなくす、といったケースが考えられます。

本人や団体の活動経費になるケース
　いくらボランティアといっても、ボランティアを運
営する団体の費用はなにかとかかるもの。そこで、一
般に市価よりは低い価格を定めておいて、ボランティ
ア活動の依頼があった場合は基準額に合わせた謝金を
受益者からいただくケースがあります。
　何回もボランティアを依頼する側にとってはすべて
無償だと「いつもボランティアに来てくれて申し訳な
い」という遠慮の気持ちにもなりがち。そこで少額の
謝金を介在することで、気持ちよく継続して活動を利
用してもらえるよう配慮する目的もあります。
　一般的に、得られた謝金はボランティア・運営団体
双方の活動経費に充当するなどして活用されることが
多くみられます。特に「支え合い」「助け合い」の分
野ではよくこの手法が使われています（なお、有償ボ
ランティアは税法上「労働者」と見なされるケースも
ありますので注意が必要です）。
　次回は活用の手法と課題について取り上げます。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2015 年 1・2月に設立された団体です

◎寺子屋（御坊市）
　2015 年 1月 19 日設立　代表者　二階　俊樹
　E-mail　info@teracoya.jp
　URL　http://www.teracoya.jp
【団体からのメッセージ】
　設立初年度は、まず一歩行動。楽しい仲間達です。①小中高・
指導者・保護者を対象とした会社見学ワークショップを 2 月に実
施。今後、繰り返し実施し、会社見学ノウハウを地域にシェア。
②楽しく 99 の掛け算を覚えられる映像教材を作成し、地域に配
布します。

◎ワークス・アールブリュット推進協議会（みなべ町）
　2015 年 1月 21 日設立　代表者　玉置　徹
【団体からのメッセージ】
　平成 25 年 4 月より、御坊・日高障害者総合相談センターをお
借りして月に数回、障がい児者を対象とした「あーとの教室」を
開催し、自身の力のみで描く純粋なアート能力を引き延ばす為に
福祉・医療・ファッション業界がコラボし運営をおこなっており
ます。フランス、大阪、和歌山等にて展示会を開催し、売り上げ
は作者に還元する仕組みを構築。和歌山市から紀中地域の多数の

方が教室に参加されています。毎月第一日曜日のみ見学自由。

◎和歌山市精神障害者家族会つばさの会（和歌山市）
　2015 年 2月 2日設立　代表者　岡田　道子
　電話番号　090-9876-6565
　E-mail　tsubasanokai@ares.eonet.ne.jp
　URL　http://www.eonet.ne.jp/~tubasanokai
【団体からのメッセージ】
　和歌山市に在住し、精神障害者を抱える家族として昭和 59 年 9
月に発足、昨年 30 周年を迎えました。今後とも障害者が地域で当
たり前に生きていける社会の実現と、まだ家族会を知らない、何の
情報も届いていない家族の方達のために活動を展開していきます。

◎はしもと学童保育の会（橋本市）
　2015 年 1月 8日設立　代表者　森本　國昭
◎和歌山カジノエンターテイメント研究会（和歌山市）
　2015 年 1月 19 日設立　代表者　水野　孝治
◎熊野の森をつくる会（田辺市）
　2015 年 1月 22 日設立　代表者　藪内　徹
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謝金設定型の有償ボランティアは受益者の心理的負担の軽減にも

社会に対していいこと
もできたし、少しお金
もいただけた
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例えばこんなケース…ほっとタウン有功

　和歌山市北部の有功（いさお）地区を中心に活
動している NPO 法人ほっとタウン有功。「『誰もが
安心して暮らせるまち』はみんなで創る」をモッ
トーに地域で支え合い・助け合いの活動を展開し
ておられます。
　ほっとタウン有功では、年配の方が歩いて通え
る範囲に「いきいきサロン」を 11 カ所運営してい
るほか、「友愛訪問サービス」「移送サービス」な
どをおこなっています。
　例えば「友愛訪問」ではボランティア提供でき
る「活動会員」、ボランティア活動を利用したい「利
用会員」の 2 種類があり、活動会員が利用会員に
ボランティア活動を提供しています。年会費 2000
円を支払うことで利用会員になることができ、利

用会員は 1 枚あたり
600 円のチケットを
購入。1 枚につき 1
時間相当の家事援助
サービスを受けられ
ます。600 円のうち
100 円が団体の活動
経費に充当され、
500 円が活動会員に
渡される仕組み。会
員相互の助け合いを
進める有償ボラン
ティア活動と位置づ
けています。


