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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：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しております ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://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）

【指定管理者：特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は

子どもと地域、世界とのつながりを
　新宮市の世界遺産・神倉神社の近くに、私設図書館「Youth 

Library えんがわ」があります。運営メンバーの１人である並

河哲次さん（33 歳）に話をお聞きしました。

　並河さんはかねてより、子どもたちの居場所が開設できない

か考えていました。子どもたちは、家庭と学校だけではなく、

地域でも育てられているといえます。そこに、ゲストハウスを

かねた図書館ができれば、世界中から集まった様々な人との交

流が生まれるのではないかと思いついたそうです。

みんなで楽しむ、みんなでつくる
　並河さんたちは、新宮市内で空き家になっていた古民家を借

りて、図書館に整備しました。

　この図書館には厳しいルールはありません。図書館が空いて

いれば小学生から高校生までの子どもたちが集まり、勉強をし

たり、本を読んだり自由に過ごします。

　ゲストハウスに、日本一周をしている若者のように面白い経

験をしている旅人が来ると、子どもたちは食い入るように旅人

と話をしているのだとか。

　例えば利用する子どもから「本棚を設定してほしい」と要

望があればボランティアが集まり、古材を利用した手作りの

本棚を一緒に作成するなどしています。その場その場で起き

る出来事が子どもたちの成長につながっているそうです。

　特に、進路に迷っている高校生などは、今まで触れ合うこ

とのなかった、色々な価値観をもつ旅人と話をすることで、

刺激になっているといいます。

様々な事業に挑戦
　現在、えんがわ運営メンバーは中高生にプレゼンテーショ

ンをしてもらって、海外でのホームステイを実現するための

援助をする活動にも関わっています。

　今後は NPO 法人を設立し、組織を整え、様々な事業に挑戦

してゆきたいとのこと。

　みなさんも新宮にお越しの際は、泊まれる図書館で子ども

たちと交流してはいかがでしょう。

旅人と子どもたちの交流拠点

Youth Library えんがわNO.40

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

NPO基礎講座 in 新宮／休眠預金学習会

■ 2 月は「事業報告・役員変更」に関する事前相談集中月間！
　和歌山県認証NPO法人の約 8割は毎年 3月が事業年度末。事業年度終了後 3ヶ月以内に事業報告書等を県庁に提出するほか、
定款に定める方法で貸借対照表の公告をおこなう必要があります。また、役員の任期が到達した場合は、たとえ全員再任であっ
ても所轄庁への役員の変更届と法務局への役員変更登記が必要です。早め早めの準備で、届出書の提出や登記の漏れがないよう
に心がけましょう。今年度は事業報告に関する講座は開催しません。その代替として、2月を「事業報告・役員変更に関する事
前相談集中月間」として、NPOサポートセンター、橋本・田辺での出張相談にて個別対応をさせていただきます。

■ 田辺市・橋本市での出張相談について （要予約・無料）
　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カ所で出張相談を行なっており
　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時間までとさせていただいております。

Youth Library えんがわ
https://ja-jp.facebook.com/YouthLibraryEngawa

■ 「Web 会議」による相談の受付をおこなっております
　和歌山県 NPO サポートセンターや橋本・田辺での出張相談のご利用が困難な方のために、「Web 会議」による NPO 相談の受付を
スタートしました。利用を希望される方は以下をご確認のうえ、お申し込みください。利用料金は無料です（パソコンやインターネッ
ト接続に関する費用は自己負担）。
【お申し込み方法】
　① お手持ちのパソコンでマイクとカメラが正常に機能するか事前に確認。
　② 電話又は電子メール（宛先 info@wakayama-npo.jp ）で相談したいテーマ・日程を連絡ください。
　③ 相談日程が決まれば、当日アクセスいただくウェブサイトのURL をメールでお知らせします。
　④ 予約した時刻に、通知したウェブサイトにアクセスしてください（相談は 1回 1時間以内）。
　インターネットブラウザは Chrome、Firefox、Opera のいずれかをご利用ください。Internet Explorer、Microsoft Edge は動作保
証対象外となります。

■ NPO 出前相談・出前講座をご利用ください
　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 出前相談・出前講座を承っています（概
ね 5名以上のグループが対象）。ご利用は無料です（会場の賃借料等がかかる場合は負担をお願いします）。

■ NPOサポートセンター会議室の貸出一時休止について
　このたび、和歌山県男女共同参画センター「りぃぶる」が開設 20 周年を迎え、記念行事をおこなうことになり、2 月 26 日（火）
～ 3月 3日（日）の間は、和歌山ビッグ愛 9階の全会議室が利用できませんので、ご了承ください。

■ NPO基礎講座 in 新宮
　NPO 法人等、市民による公益的活動の活性化を図るための法
人の制度や役割について学びます。
　日時　2月 13 日（水）19:00 ～
　場所　新宮市福祉センター第 2会議室　参加費　無料
　申し込み　和歌山県NPOサポートセンター（073-435-5424）

■ NPO基礎講座・特別編「休眠預金等活用法ってなに？」
　一定期間以上動きがない銀行預金等の一部を、地域の公益活
動に活用する制度で、今年からパイロット事業が行われます。
最新情報をお伝えします。

図書スペースから縁側の風景が望めます図書スペースから縁側の風景が望めます

暖かい日は外で勉強する学生も！暖かい日は外で勉強する学生も！

【橋本会場】
　3月 7日（木）19:00 ～ 20:30 橋本市市民活動サポートセンター
【和歌山会場】
　3月 8日（金）19:00 ～ 20:30 和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
【田辺会場】
　3月 9日（土）14:00 ～ 15:30 田辺市民総合センター 2階会議室 1
【全会場共通】　参加費 300 円（資料代）、定員 20 名

　お申込みは和歌山県 NPO サポートセンター（073-435-5424）
まで。



助成金 & 支援情報
オーライ！ニッポン大賞
　都市と農山漁村の共生・交流の優れた取り組みを表彰します。
【助成種類】　グランプリ　1 件副賞 20 万円／オーライ！ニッ
ポン大賞　3 件程度、副賞 5 万円／審査委員会長賞　5 件程度、
副賞 3万円／ライフスタイル賞　3件程度、副賞 3万円
※ 副賞は、賞金ではなく活動への助成金の形で支給されます。
【締　切】　1 月 31 日（木）消印有効
【主　催】　オーライ！ニッポン会議（03-4335-1985・都市農山
漁村交流活性化機構内）
【主　催】　詳細はウェブサイトをご覧ください。応募用紙のダ
ウンロードも可能です（https://www.kouryu.or.jp/informatio
n/ohrai16th.html）。

紀の国森づくり基金活用事業
　森とあそぶ・まなぶ、森をつくる・まもる、森をいかす、森
づくりへの提起といった企画提案を募集します。
【応募資格】　和歌山県内に事務所又は営業所を有する法人、そ
の他の団体
【締　切】　2 月 8 日（金）消印有効
【主　催】　和歌山県森林整備課（073-441-2977）もしくは各振
興局の林務課
【備　考】　詳細はウェブサイトをご覧ください。応募用紙のダ
ウンロードも可能です（https://www.pref.wakayama.lg.jp/pre
fg/070700/kikin/koubo_jigyou.html）。なお、2 月 1 日まで応
募に関する相談を受け付けています。また、来年度の和歌山県
当初予算成立後に採択の可否が決定されます。

イベント情報
和歌山県災害ボランティアセンター常設化 10 周年
記念フォーラム
　全国でも珍しい常設型の災害ボランティアセンターが 10 周
年を迎えます。南海トラフを震源とする地震などが懸念される
なか、これまでの災害に学び、教訓を「いま」、「未来」にどう
活かすか考えます。
【日　時】1 月 21 日（月）13:00 ～ 16:00

【場　所】和歌山ビッグ愛 1階大ホール
【内　容】
　・説明「和歌山県災害ボランティアセンター 10 年の取組」
　・基調講演「災害時にも強く、一人ひとりを大切にする “地域”
とは」（講師：コミュニティ・エンパワメント・オフィス FEEL 
Do 代表・桒原英文さん）
　・実践リレートーク「あの日あの時の教訓を紡ぐ “いま”」
【参加費】無料（事前申し込み必要）
【定　員】300 名
【主　催】和歌山県社会福祉協議会（073-435-5222）

助成金ワンポイント！
　助成金公募は概ね年に 3回、ピークを迎えます。
（1）毎年 4月～ 6月頃：当年度に実施する事業への応募
（2）毎年 9月～ 11 月頃：翌年度に実施する事業への応募
（3）毎年 1月～ 3月頃：翌年度に実施する事業への応募
　※ もちろん上記以外の時期に募集されるものもあります。

　これからしばらくの間は、今年 4 月以降に実施される事業に
関する助成金等の公募が集中して発表される見込みです。
　和歌山県 NPO サポートセンターに届いた助成金情報は、「わ
かやまNPO広場」内の情報ブログや毎月1日・15日頃配信のメー
ルマガジンでご紹介していますので、随時チェックしてみてく
ださい。
　◆ 助成金は、それまで団体がおこなっていた事業ではなく、
モデル的事業や新規の事業など、創意工夫を活かした事業が対
象になるのが一般的です。
　◆ 応募の際には、事業計画書のほか、事業予算書、団体概要
書などの添付が求められるのが一般的です。場合によっては第
三者の推薦書、登記簿謄本、過去の事業の様子がわかるチラシ
や新聞記事などが必要なことがあります。
　◆ 締切日は必着か消印有効なのか、普通郵便でいいのか簡易
書留等でないといけないのか、など細かい点について、厳密に
判断される助成事業もありますので、募集要項はよく確認し、
不明な点は遠慮せずに助成金事業の事務局に問い合わせましょ
う。
　助成金の応募の際は、様々な書類を準備する必要があります。
早め早めの情報収集と対応を心がけるようにしましょう。

　「NPO 法人は税金を納付しなくてもいいのですか？」というご質問が少なくありません。実は NPO 法人も、法人
格を持っていない団体でも、場合によっては税金を納付する必要があります。

決して無縁ではない NPO と税金

NPOに課せられる税金とは
　その自治体の住民であれば住民税を支払うのと同じよう

に、法人も住民税を支払うことが原則です。NPO 法人で

あれば、少なくとも住民税均等割と、和歌山県独自の「紀

の国森づくり税」はすべての NPO 法人が課税対象となっ

ています。

　その NPO 法人が、①法人税法に定める「収益事業 34 業

種」を、②事業場を設けて、③継続的に行っている、という

3 条件をすべて満たした場合は法人税・法人事業税・住民

税法人税割等の課税対象になります。逆にこの規定に当て

はまらない NPO 法人は申告の上、住民税均等割が免除・

減免されることがあります。

　取引金額が年間 1,000 万円を超える場合は消費税・地方

消費税の申告納付が必要になります。また、自動車を取得

した場合は自動車税・自動車取得税・自動車重量税など、

不動産を取得した場合は不動産取得税・固定資産税などの

ように、NPO 法人が課税対象になる税金は多岐にわたり

ます。

　NPO 法人格を取得していない任意団体でも、「みなし法

人」として上記のような税金を納付する必要がある場合が

あります。法人格を有していないからといって課税されな

いとは限りません。

法人税の課税判断は複雑！
　まれに「うちは、特定非営利活動に関する事業しかおこ

なっていないので法人税は非課税でしょう？」という団体

がありますが、これは正しくありません。

特集 新規設立 NPO 法人 前号以降に新たに設立されたNPO法人をご紹介します
◎NPO法人紀州の郷（日高川町）
　2018 年 11 月 26 日設立　代表者　的場　信夫
　参加者個々の現役時に培った技能、知識やネットワーク等の無
形資産を活用し、農業関連（食材）事業に対して参加者個々に応じ
た自由な就労が可能な事業を行い、その職に応じた収入確保及び交
流の場の提供に寄与することを目的としています。
　目的達成のための事業：①高齢者雇用、②地場産業の育成、地場
農業関連産業の育成事業、③新食材の発掘及び育成事業、④薬膳料理
の PR と普及、料理教室事業、⑤食材販売ルートの開拓と販売事業、
⑥六次産業事業、⑦食材の輸入及び輸出事業

　電話・FAX 0738-22-1105　matobamago@ip-net.ne.jp
　当面はメールで連絡をお願いします。今後ウェブサイト開設予定。

◎NPO法人みんなの保健室（橋本市）
　2018 年 12 月 10 日設立　代表者　中野　庸介
　和歌山県橋本市の紀見地区を中心に住民さんに対して運動器検
診と相談業務を実施したり、イベントに参加したりと、健康寿命延
伸を目的に活動しています。今後も理学療法士、看護師、薬剤師な
どの専門性を活かした取り組みを行っていきたいと考えています。
　電話 0736-36-3008　minnanohokenshitsu2019@gmail.com
　インスタグラム　minnanohokenshitsu2019

　NPO 法人が行う事業が、法人税法上の収益事業に当たらない場
合は、法人住民税均等割（市町村民税・県民税）が減免・免除に
なることがある。詳しくは役場・県税事務所の法人税担当課へ。

法人税法上の「収益事業」に
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NPO法人は非営利だから
税金はかからないのでしょう？

それ、大きな勘違いです！
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　特定非営利活動に関する事業であっても、法人税法に定

める 3条件をすべて満たせば法人税課税対象となります。

　とはいえ「その事業に法人税が課税されるかどうか」の

判断は非常に難しいのが実態です。というのも、法人税法

の運用に際してはとても多くの規定があり、先述の 3 つ

の条件を満たしていても内容や運営実態によっては課税対

象から外れることがあります。逆に、法令の改正や国税庁

の通達により、従来は法人税非課税と考えられていた事業

が課税対象になるというケースもあります。

　詳しくは税務署や税理士などの専門家に相談されること

をおすすめします。インターネットで Q&A を探すことも

できますが、なかには情報が古いものがありますので利用

規約等に十分にご注意ください。

※ 和歌山県 NPO サポートセンターでは、税務に関するご
相談は原則として承ることができませんので、あらかじめ
ご了承ください。




