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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 に関するご相談は

　和歌山県の南東端、三重県との県境に位置する新宮市。太平
洋のゆったりとした空気と、世界遺産の熊野古道への観光客で
賑わうこの街に、NPO法人熊野が運営するファミリーホーム「ク
ローバーの家」が誕生しました。
　ファミリーホームとは、色々な事情で家庭を離れて生活をし
なくてはいけなくなった子どもたちが暮らす家です。理事長の
荒木博和さんにお話をうかがいました。

子どもたちに家庭の暖かさを
　家庭を離れての生活を余儀なくされている「保護児童」のう
ち、里親などの家庭で暮らす子どもは、全国平均でわずか
16.5％（2014 年度末現在）といわれています。
　また、少子高齢化が進行しているにも関わらず、和歌山県内
の施設に入所しなくてはいけない児童は年々増加し、定員がほ
ぼ満杯状態の施設も少なくありません。
　荒木さんは昨年３月まで実際に児童養護施設の職員として働
いていましたが、子どもたちの養育過程には、家庭で育つよう
な環境が必要ではないかと強く感じたといいます。

子どもたちの家を作ろう
　新宮市の住民は、昔から熊野詣で訪れた外部の人々をこころ
よく受け入れた土壌があります。荒木さんは、この街ならば、
子どもたちを街ぐるみで見守ってもらえるのではと感じていま
した。そして最大 6 名までの児童を養育することができるファ

ミリーホームという制度が
ある事を知り、仲間ととも
に NPO 法人熊野を設立し、
ファミリーホームを立ち上
げる事にしました。
そんなとき、新宮の市街地
にお医者さんの住居だった
物件を借りることができる

ようになりました。部屋が 9 つあるなど、子どもたちが暮ら
すのに適した物件で、この場所を拠点にする事にしました。

地域と自然に見守られ
　現在、基本的に荒木さ
んがホームに居住し、ス
タッフ 6 名と共に幼児 3
人、小学生 1 人、中学
生 2 名の合計 6 名の子
どもたちを養育していま
す。
　「家に帰った時、決まっ

た大人が『おかえり』と
迎える環境が大切です」
と荒木さん。子どもたち
は、地域の方々に見守ら
れながら、熊野古道のハ
イキング等色々なことを
経験し、成長しているそ
うです。

「クローバーの家」の可能性
　「現代社会には、非正規雇用、貧困、離婚、シングルマザー、
高齢化、核家族化など、様々な問題が絡みあっています。自
己責任ではなく、誰もがこのような問題に巻き込まれる可能
性があり、そんな余裕のない状態になると、親自身が追い詰
められ被害者となり、その子どもがさらなる被害者になって
しまう」と荒木さん。
　また、地域の課題を見つけ支援するため、子ども食堂とし
て開放することもあります。できて数か月ですが、すでに地
域の拠点となりつつある「クローバーの家」。今日も地域の人
に見守られ、子どもたちが健やかに育っています。

熊野の空気で子どもを育む

N PO 法人熊野
NO.28

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！

サポートセンター主催講座等のご案内

■ 田辺市・橋本市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 のためのデザイン無料相談のご案内
　毎月 1～ 2回、「NPOを応援するデザイナー」林田全弘さんによる「和歌山県内のNPOのためのデザイン無料相談」が開かれてい
ます。内容はNPO（法人格の有無は問いません）のデザイン全般。チラシ、リーフレット、ウェブサイトなど、媒体は問いません。
場所は JR 和歌山駅から徒歩 3分のわかやまNPOセンター事務所（みその商店街内）。時間は原則として 18:30 ～ 19:30。開催日は月に
よって異なりますので、「わかやまNPO広場」でご確認ください。1回につき 1団体限定のため、事前に和歌山県NPOサポートセン
ターまでメールでお申し込みください（info@wakayama-npo.jp）。折り返し、事前ヒアリングシートをお送りします。

■ 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。

■NPO法人 事業年度末実務講座
　NPO法人の事業年度末の各種実務についておさらいします。
【和歌山会場：定員 20 名】
　日　時　2月 18 日（土）18:30 ～ 20:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
【田辺会場：定員 10 名】
　日　時　2月 25 日（土）14:00 ～ 15:30
　場　所　田辺市民総合センター 2階相談室 1
【両会場とも】資料代　300 円

■第 4回　NPO法人事務局講座＆事務力検定
　NPO 法人の運営に必要な各種事務をトータル的に学べる「事
務局講座」と、力試しができる「事務力検定」を今年も開催！
　日　時　2月 26 日（日）9:30 ～ 16:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
　講　師　志場 久起（和歌山県NPOサポートセンター長）
　参加費　1,500 円（資料代・検定受験料込み）
　定　員　30 名（先着順）

■わかやまNPOフェア 2017　3月 18 日開催！
　助成金獲得講座や事業年度末実務講座、NPO 法改正の解説だ
けではなく、NPO のみなさんの交流や情報収集も参加できる
「NPOフェア」を開催します。みなさんご予定ください！

NPO法人熊野
　〒647-0015　新宮市千穂 2-5-20　　TEL　0735-29-7428　メール　info@npo-kumano.jp

改正NPO法が今年 4月 1日に施行されます！
　今改正でもすべての NPO 法人のみなさまに関係する案件が
ありますので、十分ご注意ください。主な内容は以下の通り
です。
● 事業報告書等の備え置き期間が過去 5事業年度に拡大
　今年 4 月 1 日以降に始まる事業年度の事業報告書等から、5
事業年度の備え置きが必要になります。
● 認証の縦覧期間が 1ヶ月に短縮
　法人設立や定款変更等に関する認証に伴う書類の縦覧期間
が 2ヶ月から 1ヶ月に短縮されます。
● 仮認定 NPO法人が特例認定NPO法人に名称変更されます
　既存の仮認定 NPO 法人はそのまま特例認定 NPO 法人とみ
なされます。
● 資産の総額変更登記の廃止と貸借対照表の公告義務付け
　これに限っては来年 10 月から始まる見通しですが、定款に
記載されている方法で貸借対照表を公告する必要があります。
例えば公告を「官報に掲載する」と記載している場合は毎事
業年度の貸借対照表を官報に掲載する必要があります（所定
の掲載料がかかります）。公告の方法を変更する場合は定款変
更が必要となりますので、ご自身の法人の方針を検討のうえ、
必要に応じて来年度中には定款変更をおこなってください。

「クローバーの家」の
スタッフのみなさん
「クローバーの家」の
スタッフのみなさん

建物の外観建物の外観



助成金 & 支援情報
紀の国森づくり基金活用事業
【応募資格】和歌山県内に事務所を有する法人またはその他の団体
【助成対象】（1）森とあそぶ・まなぶ、（2）森をいかす、（3）森をつくる・
まもる、（4）自由提起、の 4分野に当てはまるもの。
【助成金額】1団体あたり 20 万円以上 200 万円以内。ただし、費目
により細かい制限があります。
【締切】2月 10 日（金）（当日消印有効）
【問い合わせ・申込み】和歌山県庁森林整備課もしくは、各振興局
の林務課
【備　考】和歌山県庁森林整備課のウェブサイトに募集要項や応募
用紙が掲載されています（http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
070700/kikin/）。

冠婚葬祭文化振興財団第 18回社会貢献基金助成 
【応募資格】一定の条件を満たす非営利組織（法人格の有無は不問）
や大学・研究機関など。
【助成対象と助成金額】（1）研究助成事業（2）高齢者福祉事業
（3）障害者福祉事業（4）児童福祉事業（5）環境・文化財保全事
業（6）国際協力・交流事業のいずれかに当てはまるもの。1 件あ
たり 200 万円を上限、総額は 1,000 万円程度を想定
【締　切】　2月 28 日（火）（必着）
【主　催】　一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 　
【備　考】　ウェブサイトに募集要項や応募用紙が掲載されています
（https://www.zengokyo.or.jp/social/fund2/）。

イベント情報
セクシュアルマイノリティの子供たちについて考える講座
【日時】　1月 29 日（日）13:30 ～ 17:00
【場所】　和歌山ビッグ愛 9階りぃぶる会議室 A
【内容】　多様性が認められる社会を育むには子供たちへの教育が不
可欠。次代を担う子供たちのために、いま大人が学びましょう。
【参加費】　無料
【定員】　50 人（先着順、要申込み）
【申込み】　NPO法人チーム紀伊水道（TEL:080-7950-2031　メール :
kii.suidoh@gmail.com）

特別講演「この眼に確かな治療法を」
【日時】　2月 19 日（日）11:00 ～
【場所】　和歌山県民文化会館小ホール
【内容】　「こころとからだのリハビリテーション」（講師：精神科医・
生駒芳久さん）、「網膜再生医療の最前線」（講師：理化学研究所プ
ロジェクトリーダー・高橋政代さん）　
【参加費】　無料
【問い合わせ】　和歌山県網膜色素変性症協会（070-5046-1399・山
本さん）

介護普及センター特別講演会 
【日時】　3月 4日（土）13:00 ～ 15:10
【場所】　和歌山県勤労福祉会館プラザホープ 4階ホール
【内容】　講演「笑い×介護」～芸人活動・介護の現場から学んだ「笑
顔」と「生きがい」を生み出すコミュニケーションのヒント～
【講師】　石田竜生さん（介護エンターティナー）　
【参加費】　無料
【定員】　200 名
【問い合わせ】　和歌山県介護普及センター（073-446-4811）

おしらせ
Facebook・Twitter も要チェック！
　和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ、スタッフから
のひとことは、和歌山県 NPO サポートセンターの Facebook ペー
ジでも随時配信しています。また Twitter では、毎時 00 分頃に
NPO運営にお役立ちミニ情報をツイートしています。
　Facebook 限定の速報記事などもありますので、ぜひご覧いただ
き「いいね！」をお願いします。
　Facebook　https://www.facebook.com/wnposc/
　Twitter　https://twitter.com/wnposc

メールマガジン「NPO☆つれもて☆メール」毎月 2回配信中！
　和歌山県 NPO サポートセンターに届きます各種イベントや助成
金等に関する情報は毎月 1 日・15 日（休館日の場合は前後するこ
とがあります）にメールマガジンで配信しています。
　配信希望の方は配信を希望する旨と、配信先メールアドレスを記
載し、info@wakayama-npo.jp までメールでお知らせください。な
おフィーチャーフォン（いわゆる「ガラケー」）には原則非対応となっ
ています。またスマートフォン等をご利用で受信設定が必要な方は
「npo_tsuremote_mail@googlegroups.com」を登録ください。

　「SDGs（エスディージーズ）」。初めて目にされた方も多いのではないでしょうか。これは国連で 2015 年 9 月に採
択され、2016 年に発効した「持続可能な開発目標」。もちろん日本も参加しており、首相官邸にはすべての国務大
臣を構成員とする「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」が、同本部のもとに「SDGs 推進円卓会議」がそれぞ
れ設置されており、円卓会議には行政、有識者、企業等に加えて NPO・NGO 関係者もメンバーとして参加すること
になっています。つまりわたしたちNPOも SDGs の担い手なのです。

全世界の「持続可能な開発」のために～ SDGs を知ろう～

SDGs とは？
　世界のグローバル化が進み、環境
問題や人種問題、経済格差などが大
きな問題となっています。2000 年に
採択された国連ミレニアム宣言に盛
り込まれた「ミレニアム開発目標
（MDGs）」では 8 つの数値目標を
2015 年までに達成するといった指標
が示され、2015 年には「歴史上最も
成功した貧困撲滅運動になった」な
どといった成果が公表されています。
　今回の SDGs は MDGs に続くもの
で 2030 年までを目処に 17 分野 169
項目の目標が掲げられています。世
界各地で持続可能な開発を目指し、
誰も置き去りにせず、豊かさを追求
しながら地球を守るといったことな
どをうたう「野心的な目標」となっ
ています。
　持続可能な成長を図るには、経済
成長、社会的包摂、環境保護の 3 つ
の要素を調和させることが必要で、
「あらゆる形態と次元の貧困」に終止
符を打つことが必須であるとしてい
ます。

5 つの P
　SDGs は 17 の分野とは別に「5 つ
の P」でくくることもできます。これ
はすなわち「人間（People）」「豊か
さ（Prosperity）」「地球（Planet）」「平
和（Peace）」「パ ー ト ナ ー シ ッ プ
（Partnership）」です。
　【人間】尊厳を持ち、平等に、かつ
健全な環境の下でその潜在能力を発
揮できるようにする
　【豊かさ】すべての人間が豊かで充
実した生活を送れるようにするとと
もに、自然と調和した経済・社会・
技術の進展を確保する
　【地球】持続可能な消費と生産、天
然資源の持続可能な管理、気候変動
への対応を図る

新規認証 NPO 法人 紹介コーナー 2016 年 10・11 月に認証された団体です

◎チーム紀伊水道（和歌山市）
　2016 年 11 月 2日認証　代表者　衛澤創
　E-mail　kii.suidoh@gmail.com　　URL　http://kii.coron.jp/
　セクシュアルマイノリティとセクシュアルマイノリティを理解
したい人のグループです。セクシュアリティを問わず、居心地の
いい場所を提供することを望んでいます。誰かを攻撃する意志を
持たない人であれば、どなたでもご参加頂けます。まずはメール
でご連絡を。
◎日高総合型クラブ（御坊市）
　2016 年 11 月 8日認証　代表者　古賀敬教
　電話番号　090-9863-7777
　E-mail　hidaka_sougougata_club@yahoo.co.jp

　URL　http://hidaka-sougougata-club.com/
　総合型地域スポーツクラブとして設立しました NPO 法人日高
総合型クラブです。「いつでも、どこでも、だれでも、いつまで
も楽しめる」多様な種目のスポーツや文化活動を多世代の人が集
い行うことで、新しい地域コミュニティを広げる活動を行なって
います。
◎one-s future（紀の川市）
　2016 年 10 月 31 日認証　代表者　上田頼飛
◎七彩会（太地町）
　2016 年 11 月 22 日認証　代表者　平谷瑞樹
※ 前号発行後以降、和歌山県内で新しく設立認証を受けた
NPO法人の情報をお届けしています。

　【平和】 恐怖と暴力のない平和で公
正かつ包摂的な社会を育てる
　【パートナーシップ】すべての国、
すべてのステークホルダー、すべて
の人々の参加により、持続可能な開
発に向けたグローバル・パートナー
シップを活性化する
　…などと定義づけられています。

各国に努力義務を課す
　SDGs には 17 の分野がありますが、
いずれかの分野に特化するのではな
く、全分野の取り組みを総合的に進
めることが求められています。また、
SDGs には法的拘束力こそありません
が、国ごとの実情を考慮しながらも
各国が監督・責任体制を構築し、定
期的な進捗確認と審査をおこなうこ
とを求めています。それらはフォロー
アップされ、国際的な評価につなげ
られます。

わたしたちにできること
　よく生涯学習の分野などで「Think 
globally Act locally」という考え方が
紹介されています。地球規模の幅広
い視野を持ちながら、地域で行動す
ることを指します。グローバル化は
決して遠い世界の話ではありません。
わたしたちが暮らす社会もグローバ
ル社会の一部ですから、無縁ではあ
りません。しかし個々の NPO が
SDGs の 17 分野 169 項目という膨大
な内容をつぶさに理解し、行動する
のも限界があります。SDGs について
わかりやすく解説しているウェブサ
イトや書籍等も増えてきていますの
で、一通り学んで、できるところか
ら活動に取り込むことから始めるの
もいいかもしれませんね。

【参考】国連広報センター　http://www.
unic.or.jp/activities/economic_social_development/


