
　4 月の県庁機構改革の一環で、これまでの「県民生
活課 NPO・県民活動推進室」が、「県民生活課 県民活
動団体室」に名称が変わりました。
　NPO 法人にまつわる事務のほか、公益法人等の監督
等に関する業務が総務学事課から移管されました。
　なお、連絡先・URL は変わりません。
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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：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

ひきこもりの実態
　社会問題として顕在化する「ひきこもり」。内閣府の調査では、
全国に約 70 万のひきこもっている人がいるといわれています。
特に若者のひきこもりには、現代の競争社会の中で「いい大学
に入ること」、「いい企業に就職すること」を求められる重圧に
耐え切れず、社会から背をそむけてしまうというケースが多く
みられると明らかにされています。そんな彼らが早く社会に復
帰できるよう、支援の充実が求められています。

美浜町にひきこもり回復施設がオープン
　紀北地域や紀南地域には「ひきこもり」の方を対象にした支
援を行う民間団体は多くありますが、紀中地域、特に日高地域
にはあまりありませんでした。この春より、美浜町を拠点に支
援を行う団体が活動を始め、NPO 法人化を目指しています。
団体を主宰するのは、若者のひきこもり回復支援の研究で知ら
れる、精神科医で和歌山大学名誉教授の宮西照夫さんです。現
在岩出市の紀の川病院内にある「ひきこもり研究センター」で
日々若者と接しています。
　宮西さんは美浜町出身。このたび、「地元に恩返しができれば」

と自身が所有する空き家を改装し、ひきこもりやネット依存
の若者を対象にした研究所と、若者同士が共同生活を行いな
がら回復を目指す「プチ家出の家」という居場所をつくりま
した。
　「プチ家出の家」の共同生活では、家に居ても不本意に暴力
を振るってしまうなど、家庭と少し距離を置く必要がある若
者たちが集まり、同年代のサポーターと一緒に自給自足の生
活や文化活動を行っていく予定です。サポーターはひきこも
り経験者。まず共感できる者同士で人間関係を築くことが、
ひきこもりの解決につながるのだそうです。

現代社会を自由に生きる
　ひきこもりの若者たちを支えるのは、海外生活や芸術文化
活動などの多彩な経験を持つ若者たちです。彼らの多様な生
き方に触れ、刺激を受けることで、新たな才能が生まれるこ
とを宮西さんは望んでいます。「ひきこもりと聞くと、暗くて
キレやすい若者だと想像する人がいると思います。だけど、
本当はそうじゃなくて才能豊かな面白い人ばかりなんですよ」
と、宮西さんは周囲の理解を求めています。
　団体名のヴィダ・リブレとはスペイン語で「自由な生き方」
という意味だそうです。そこには、豊かな自然の下で若者同
士が交流しながら才能を伸ばし、自分の新たな生き方を見つ
けてもらうよう願いが込められています。

美浜町にひきこもり回復施設がオープン

ひきこもり＆ネット依存回復支援グループ
ヴ ィ ダ ・ リ ブ レ

NO.24

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（FAX 同番号）
■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

サポートセンターはがんばるNPOのみなさんを応援しています！

サポートセンターからのご案内

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約・無料）
　遠隔地等のため和歌山県NPOサポートセンターまでお越しいただくのが困難なみなさまのために、以下の 2カ所で毎月 2回ずつ
　出張相談を承っております。事前にご予約下さい。なお、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 出張相談・出張講座について
　県内のNPO・ボランティア団体、行政機関・社会福祉協議会、企業等を対象としたNPO出張相談・出張講座を承っています。
　概ね 5名以上のグループが対象となります。ご利用は無料ですが、会場の賃借料がかかる場合はご負担をお願いします。
　● 想定される主なテーマ　「NPOとはなに？」「NPO法人制度とは」「NPO法人の役員の役割」「NPO法人と事業報告」
　　「NPOと行政・企業との協働の基礎」などNPOにまつわる基礎的な内容。お気軽にお問い合わせ下さい。

■ 「わか愛愛」バックナンバーについて
　本紙「わか愛愛」の 2013 年 5月以降のバックナンバーは和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」に掲載しています。
　和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」ページの「情報紙バックナンバー」のリンクからどうぞ。

サポセン主催事業
■NPO助成金講座
　助成金獲得のコツやポイントなどを解説。
　日　時　5月 21 日（土）14:00 ～ 15:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　定　員　20 名
■子育てを応援する情報交換会
　みなさんでゆる～りと集まりませんか。
　日　時　5月 28 日（土）14:00 ～ 16:00（入退室自由）
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　参加費　無　料
　内　容　和歌山市内の子育て支援団体の紹介
　　　　　人形劇、情報コーナーなど
　対　象　子育て中（概ね小学生まで）の親子
　定　員　30 名
■NPOのための広報講座
　NPOが使える広報の手段と活用法を学びます。
　日　時　6月 25 日（土）14:00 ～ 15:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　定　員　20 名
お申し込みは和歌山県NPOサポートセンターまで。

事業報告・役員変更手続き等をお忘れなく！

県庁の担当室の名前が変わりました

　県内では 3月が事業年度末という NPO 法人が大半で
すが、所轄庁への事業報告書等は年度終了後 3ヶ月以
内の提出が必要です。また役員の任期が到達する場合
は全員再任であっても、所轄庁への役員変更届の提出
と、法務局への役員変更登記の両方が義務付けられて
います。
　さらに、年度末日の資産の総額に変更がある場合は
法務局への資産の総額変更登記が必要です。
　よくあるご質問は和歌山県 NPO ホームページ「わか
やま NPO 広場」（http://www.wakayama-npo.jp/）に
も掲載していますので、事前にご確認下さい。

ひきこもり&ネット依存回復支援グループ ヴィダ・リブレ
〒644-0044　日高郡美浜町和田 1131-2　メール　tmiyamaya6510@hotmail.com



助成金 & 支援情報
第15回トム･ソーヤースクール企画コンテスト
　【対象】[学校部門] 小学校・中学校または、小中学校より委託・協力・
協働等によって当該事業を主催する団体。もしくは小学校、中学校
において授業や課外活動の一環として行われる活動で、小中学生が
各回 10 名以上参加する企画で、かつ学校長の承認を受けたもの。
　[ 一般部門 ] 定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し
当該活動を主催する団体。小中学生が各回 10 名以上参加する企画
であること。
　【テーマ】子どもたちが参加する、自然の中での体験活動であれば、
内容は問いません。ユニークさと創造性にあふれ、高い教育効果が
得られる活動を期待します。
　【助成期間】10 月 23 日（日）までに実施されるプログラム
　【助成金額】1件あたり上限額 10 万円（総額 500 万円）
　【締切】5月 17 日（火）必着
　【備考】助成事業の実績報告書をもとにさらに審査し、文部科学
大臣賞、優秀賞などを選定します。
　【主催】公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団
　ウェブサイト（http://www.shizen-taiken.com/contest2016/20
16infof.html）から応募要項、申請書のダウンロードができます。

Panasonic NPO サポートファンド
　NPO や NGO がより戦略的に社会課題を解決できるよう組織基盤
の強化をはかるには、多様で客観的な視点を取り入れて組織全体を
見つめ、自己変革に挑戦することが重要です。NPO や NGO の持続
的な発展のために組織基盤の強化を応援します。
　【内　容】環境分野、子ども分野の NPO の組織基盤の強化を最長
3年まで応援
　【対　象】環境分野または子ども分野に取り組み、社会の創造を
目指すNPOやNGOで、設立から3年以上、日本に事務局があること、
有給常勤職員が 1名以上いることが条件。
　【助成額】　200 万円（1団体上限）
　【応募期間】7月 14 日（木）～ 7月 29 日（金）必着
　【主　催】　パナソニック株式会社ブランドコミュニケーション本
部 CSR・社会文化部
　ウェブサイトから詳しい募集要項や申込用紙がダウンロードでき
ます（http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/
citizenship/pnsf/npo_summary.html）
【問合せ】環境分野：NPO法人地球と未来の環境基金（http://ww
w.eco-future.net/）、子ども分野：NPO 法人市民社会創造ファンド
（http://www.civilfund.org/）

　ただいま助成金・補助金募集のピークです！
　毎年 5 月前後は、1 年を通じてもっとも助成金や補助金の募集が
多い時期です。和歌山県 NPO サポートセンターでは、助成金や補

助金等の公募情報、助成金獲得につながるヒントなどをご紹介して
います。ぜひご活用下さい。
　【助成金や補助金等の公募情報】
　「わかやま NPO 広場」情報ブログの「助成金・公募」カテゴリー
をご覧ください。
　毎月1日・15日配信のメールマガジンでもご紹介しています。メー
ルマガジン購読は無料。お申し込みは和歌山県 NPO サポートセン
ターに配信先のアドレスをお知らせ下さい。
　【助成金獲得のヒント：情報紙「わか愛愛」2014 年 9月号より】
　http://www.wakayama-npo.jp/sc/aiai/201409.pdf
　「わかやま NPO 広場」情報紙バックナンバーのページからご覧い
ただけます。
　【サポセン的 助成金・補助金ケーススタディ：情報ブログより】
　http://blog.canpan.info/wnc/archive/1683　（4回連載）
　「わかやま NPO 広場」情報ブログの「お知らせ」からご覧いただ
けます。
　5月 21 日（土）には助成金講座も開催！詳しくは次のページで。

イベント情報
バリアフリー映画上映会 
　場面を説明する音声ガイド・日本語字幕つき。視覚障害者・聴覚
障害者も含め、どなたでも楽しめます。
　第 1回上映会「くちびるに歌を」
　　【日　時】　5月 29 日 ( 日）13:00 ～
　　【場　所】　和歌山市民図書館　3階ホール
　　【参加費】　無料　　【定　員】　60 名（先着順）
　第 2回上映会「東野圭吾　ドラマ 3作品」など
　　「アイフェスタ」と同時開催です。
　　【日　時】　7月 31 日 ( 日）10:00 ～
　　【場　所】　和歌山市ふれあいセンター　2階視聴覚室
　　【参加費】　無料　　【定　員】　50 名（先着順）
　【問い合わせ】　つれもて和歌山（090-5132-7268・山崎さん）

第 15期　被害者支援活動員養成講座 基礎コース
　事故や犯罪などで傷ついている方を支援する活動に携わってくだ
さるボランティアさんのための講座です。
　【日　程】前期　6月 11（土）・25 日（土）・7月 2日（土）
　　　　　  後期　7月 9日（土）・10 日（日）
　【場　所】和歌山ビッグ愛
　【参加費】申込料 2,000 円、前期・後期受講料各 3,000 円
　【定　員】30 名　【締　切】6月 3日（金）
　※ 定員に達した場合などは締め切り前でも募集を打ち切ること
があります。前期のみの受講も可能です。
　【主　催】和歌山県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体
　　公益社団法人　紀の国被害者支援センター（073-427-2100）

　多くの NPO・ボランティア団体は 5 月から 6 月が総会シーズン。昨年度の事業を振り返り、新年度の事業計画や
予算の承認、場合によっては役員の選任など、多くの実務をともないます。NPO 法人であればそのあとは所轄庁へ
の事業報告書等の提出が必要となります。でもちょっと待ってください。その事業報告書、大丈夫ですか？

あらゆる方にわかっていただける事業報告書を！

手引書に載っている事業報告書は
あくまで「ひな形」

　和歌山県への事業報告書の提出時には「特定非営利
活動法人の設立及び管理・運営の手引き」に掲載され
ている事業報告書のひな形を使われる NPO 法人が多
いようです。
　この事業報告書のひな形のうち「事業報告書等提出
書」は和歌山県条例にて指定された様式なので原則と
してひな形通りに作成する必要があります。しかし、
それ以外の書類はあくまで「記載例」です。よく事業
報告書の「事業の実施に関する事項」のひな形の枠が
狭くて書きづらい、というご相談をお受けしますが、
この枠内に必ず収めないといけないという決まりはあ
りません。
　左下に例をあげましたが、上はひな形に収めた事業
報告、下は箇条書きにして写真を盛り込んだもの。記

載している内容は
同じですが、書き
方を変えたり、写
真を入れたりする
だけでグンと見や
すさが変わります。
　なかには通常総
会では細かい事業
報告をおこない、
和歌山県庁への事
業報告書用に内容
を書き替えている
という団体もある
ようです。そのよ
うな手間をかける
のであれば、総会
に提案する報告書
を作成する時点で
県庁への事業報告
書に記載すべき事
項も盛り込んだも
のを作成しておく
のはいかがですか。
そうすれば、総会
での議決を経たあ
と、総会での意見
を元に最終的な形

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2016 年 3 月に設立された団体です

◎ドリームクリエイター（岩出市）
　2016 年 3月 24 日設立　代表者　米谷　克己
　スポーツ・芸能を通じての町おこし、施設慰問を行っています。
活動の一環として「紀州ぶんだらプロレス」を旗揚げしました。
観戦無料のイベントプロレスの開催を通じて、和歌山全域をくま
なく活性化することを目的としています。お気軽にお問い合わせ

ください。
　電　話 　090-3674-8790
　メール　123fire@gaia.eonet.ne.jp

◎ゆうあい（西牟婁郡上富田町）
　2016 年 3月 25 日設立　代表者　松原さちみ

に整えればそのまま県庁への事業報告にも使えます。
　事業報告書等は所轄庁への提出後、内閣府NPOホー
ムページを通じて広く公開されますので、「誰が見て
もその団体の活動内容がわかる」内容にされることを
強くおすすめします。

計算書の数字、つじつまは合いますか
　NPO 法人の財務書類（活動計算書とその注記・貸
借対照表・財産目録）もインターネットで公開されま
すので、法人の信頼性を測るポイントの一つとして
年々重要視されるようになっています。
　なかには、前年の次期繰越正味財産額と当年の前期
繰越正味財産額、また、当年の財務 3 書類の正味財産
額、貸借対照表の「資産」合計と「負債」・「正味財産」
の合計が一致していないケースが見られます。正確な
財務書類を作成できないとなれば、法人の信頼性が下
がってしまう恐れがあります。提出前にいま一度確認
して下さい。

活動の成果をどう「見せるか」
　NPO の活動成果は、企業の売上のように数字だけ
で表すことが困難なことも多いのが現実です。だから
こそ、どのような活動をおこなっているのか、積極的
に情報発信をしないと地域からの信頼獲得にはつなが
りにくいともいえます。
　内閣府が設置している「共助社会づくり懇談会」で
は「社会的インパクト評価」に関するワーキンググルー
プが設置され、NPO など公益活動の成果をどう評価
するかについての議論が行われています。人口減少の
局面を迎え、NPO などへの支援として供給される資
金の減少も懸念されるなか、どの NPO に資金を供給
すると大きな成果が上がるのかを見極める動きも出て
くることが予想されます。今のうちから、第三者にも
わかりやすい事業報告書づくりに取り組みませんか。

財務書類のチェックポイント　一致しますか？

前年度の「次期繰越正味財産額」と
今年度の「前期繰越正味財産額」

活動計算書の「次期繰越正味財産額」と
貸借対照表の「正味財産合計」、
財産目録の「正味財産」

①

②

貸借対照表の「資産」の合計と
「負債」と「正味財産」の合計

③


