
■ 「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
実施しています。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）。

【ご利用手順】
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を事前に確認してく
ださい。
② 電話または電子メール（宛先 info@wakayama-npo.jp ）で相談したいテーマ・
希望する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
時間以内を目安とさせていただきます）。
　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）。
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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：認定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

自らのつらい経験を乗り越えて
　「ココニハ」は、性暴力やデート DV（親密な関係の間で起こ

る暴力）の被害を受けた人の自助グループで、2016 年から活

動を行っています。グループ名の「ココニハ」は、「ここに来れば、

安心できる場所と仲間がいるよ」という想いで名づけました。

　代表の方は、親族から性的虐待を受けて、誰にも「助けて」

と言えなかった当時の、そして長い間「フラッシュバック」に

苦しんだこれまでの経験から、被害者が「助けて」と言える場所、

安心して語れる居場所を作りたいと考えていました。その想い

を聞いた副代表も痴漢被害を打ち明け、ともにグループを立ち

上げようと動き始めました。

　当時、和歌山には性暴力被害者の自助グループはなく本当に

手探りでした。そこで、2013 年に開設された「性暴力救援セ

ンター和歌山（通称：わかやま mine）」の講座や県外の性暴力

被害者支援講座などを受講し、「ココニハ」の形を作ってきま

した。定期的に「茶話会」を行い、被害のことを無理に話す必

要はなく何気ない日常のことや近況などについて自由に話せる

「場」としています。

　茶話会に来れな

い方にはメール相

談や個別相談も

行っています。ま

た、被害者への偏

見やバッシングを

少しでもなくして

いくために講演会なども開催しています。

あらゆる形態の性暴力への理解を
　団体が大切にしているのは、「性暴力とは性にまつわるすべ

ての言動による傷つき」だということ、「性別に関係なくすべ

ての人に寄り添う」ことです。

　そこで、男性や LGBT と呼ばれる性的少数者も含めすべての

人を対象としています。なぜなら、男性は「男のくせに逃げ

られずなぜ被害に遭ったんだ」という男性であるがゆえの偏

見が、また性的少数者は存在自体が理解されにくいことによ

る偏見が根強く残っているため、そうしたなかで「被害に遭っ

たことを打ち明けることなど到底できない」と苦しむ人が多

い現状があると考えているからです。

　被害は予想もできないことで、決してその人に「スキ」や「落

ち度」があったからではありません。どんな事情や状況であっ

ても性暴力を用いた加害者に非があり、決して被害者自身や、

被害者の人生を否定される理由はありません。「ココニハ」に

つながり、人生を歩むきっかけにしてもらえばと願っていま

す。

　そして、性についてもっとオープンに話し合い、正しい知

識をもてる機会を増やす活動を通じて、すべての人が安心し

て暮らせる和歌山にすることをめざしています。

様々な性暴力に苦しむ人々が集える場所を

オールセクシャリティのための
セルフヘルプグループ「ココニハ」NO.41

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

　2019 年夏からを目処に、田辺市市民活動センターでの出張相談の回数を変更させていただく予定です。詳細は追ってご案内させて
いただきます。定例の相談日に左右されない「Web会議」等の活用もご検討下さい。

オールセクシャリティのためのセルフヘルプグループ「ココニハ」
E-mail　coconiwa2019@gmail.com　　Facebook ページ　「ココニハ」で検索

■ 事業年度末を迎える NPO 法人のみなさまへのお願い
　毎年、総会前後のシーズンや事業報告書提出期限前は特にお電話・ご相談が集中します。また、和歌山県 NPO サポートセンター
はここ最近、火曜午前・水曜午前のお電話・ご相談がたいへん多くなっております。この時間帯にはお電話の着信が重なり、電話
をお受けできないことがありますので、なにとぞご了承下さい。
　来所でのご相談の場合は、できるだけ事前にご予約をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。上記以外の時間帯に分散
してのご利用もご検討ください。
　電子メールでの相談については、誤って迷惑メールと判別されてしまうことがあります。3 業務日を過ぎても返信がない場合は恐
れ入りますが、電話でお問い合わせください。なお、数メガバイトを超える大容量の添付ファイルの送信はお控えください（メー
ルサーバの仕様上、受信できないことがあります）。
　なお、相談へのご対応には少々お時間をいただくことがあります。特に今年は 4月から 5月にかけて祝祭日が連続し、NPOサポー
トセンターは 4月 29 日から 5月 6日まで 8連休となる予定です。早め早めのご準備をいただけますと幸いです。

■ 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。

打ち合わせをするスタッフのみなさん打ち合わせをするスタッフのみなさん

「庭」をイメージしたフライヤー「庭」をイメージしたフライヤー



助成金 & 支援情報
農業農村活性化支援モデル事業
　地域に活気を呼び起こし、農業用施設や農地の利活用・保全
につながるモデル的な活動を支援します。
【応募要件】　（1）県内の中山間地域であること、（2）公益性が
あること、（3）事業委託契約から 2022 年 3 月 31 日までの間
で実施できること、（4）原則として他の補助金等を受けないこ
と（例外あり）、（5）過去に同様の事業を実施していないこと
…をすべて満たす事業
【事業の例】　（1）中山間地域における都市住民の援農支援、
（2）農地復元のための用水路・ため池の保全、（3）農業用施設
を使った学習会、（4）古くからの行事を復活させるための農地
の利活用、（5）遊休農地を活用した特産加工品の原料づくりや
景観作物の植栽、など
【応募資格】　和歌山県内に所在する農業集落、生産組織、NPO
法人・ボランティア団体等
【支援額】　1 団体につき 1 年目 50 万円、2 年目 30 万円、3 年
目 20 万円を上限。
【締　切】　3 月 13 日（水）必着
【提出先】　団体が所在する地域を所管する県振興局の農地課
（東牟婁振興局は農業水産振興課）
【問い合わせ】　和歌山県庁農業農村整備課（073-441-2943）も
しくは各振興局農地課（東牟婁振興局は農業水産振興課）

地域福祉を支援する「わかば基金」
　地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが、活動の
幅を広げるための支援を実施します。
【助成部門】　支援金部門（最高 100 万円、10 団体程度）、リサ
イクルパソコン部門（1団体につき 3台まで、総数 50 台程度）、
災害復興支援部門（最高 100 万円、5団体程度）
【対　象】　地域に根ざした福祉活動を行っているグループ。部
門により要件が異なりますので、必ず募集要項をご確認下さい。
【締　切】　3 月 29 日（金）必着
【主　催】　NHK厚生文化事業団（https://www.npwo.or.jp/）

和歌山県地域・ひと・まちづくり補助金
　和歌山県の 7 つの振興局ごとに、地域における魅力的な地域
づくり活動に対して支援をおこないます。
【対　象】　和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体（ほかに、
市町村や広域市町村圏協議会なども対象となっています）
【対象事業】　① 地域文化育成事業、② 地域資源活用事業、③ 地
域交流事業、④ UJI ターン促進事業、⑤ 地域情報化推進事業、⑥ 
ひとづくり推進事業、など
【補助額】　補助対象経費の半額以内、かつ 100 万円が上限

　本事業の募集は新年度予算の成立が前提となります。また、
募集期間は振興局によって異なります。詳しくは各振興局企画
産業課のウェブサイト等をご確認下さい。

イベント情報
第3回紀の川フルーツ体験！ぷるぷる博覧会
　紀の川市で「フルーツのまちおこし」を進めようという趣旨
に賛同した市民のみなさんによる 31 もの事業が紀の川市内全
域で繰り広げられます。
【日　程】3 月 3 日（日）～ 4月 7日（日）
【場　所】紀の川市内各所（事業によって異なります）
【参加費】事業によって異なります。
【主　催】一般社団法人紀の川フルーツ・ツーリズム「ぷる博
事務局」（TEL 070-2292-2218）
【備　考】イベントの詳細はパンフレットもしくはウェブサイ
ト（http://www.kinokawa-fruits.jp/）をご覧ください、

設立 25周年記念講演とミニコンサート
　高齢者施設や病院等に出向いて、音楽療法の理論をベースに
したレクリエーション活動や、傾聴を基本とした寄り添いの活
動をおこなっている「ボランティアグループアップル」の 25
周年を記念したイベントです。
【日　時】4 月 13 日（土）13:00 ～
【場　所】ルミエール華月殿（和歌山市屋形町）
【内　容】講演「生きていく幸せ感」（講師：安田一之・大阪学
院大学名誉教授）、ミニコンサート（出演：FMバナナオフィシャ
ルバンド）、訪問プログラム紹介、茶話会、障害者作業所の出
店など
【参加費】無料
【主催・問い合わせ】ボランティアグループ アップル（073-47
3-2415・岡さん）

【情報ブログで随時情報発信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベントや助成金等
の情報は、情報ブログ（http://blog.canpan.info/wnc/）に随時
掲載中。例年、3 月下旬ころから補助金・助成金の募集がたく
さん配信され始めます。是非チェックして下さい。
【メールマガジンは毎月 2回配信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベント・助成金情
報を毎月1日・15日頃にとりまとめてお届け。ご希望の方はメー
ルアドレスを和歌山県NPOサポートセンター（info@wakayam
a-npo.jp）にお知らせ下さい。携帯電話・スマートフォンへの
配信の場合は、配信元アドレス（npo_tsuremote_mail@googl
egroups.com）の受信許可の手続きをお忘れなくお願いします。

　NPO 法人は法律で毎年 1 回の総会の開催が義務付けられています。また、任意団体でも規約等で「年 1 回、総会
をおこなう」と定めているところは多いのではないでしょうか。総会は各団体の最高意思決定機関。だからこそ、
事前の準備が大切です。

いまから準備を！団体の「総会」

総会の開催要件を確認しましょう
　NPO 法人が総会を開催する場合は、① 招集方法、② 総会

成立のための定足数、③ 議案の作成方法、などが定款で定

められています。

　③ については、多くの NPO 法人は「総会に付議する事

項は理事会で議決する」となっていますので、この場合は

総会の前に理事会を開くことが必要です。

　任意団体でも規約等で総会の開催要件が定められている

ケースが多いはず。一度確認してみてください。

総会の役割を確認しましょう
　総会でどのようなことを決めればいいかは、定款や規約

で規定されています。

　多くのNPO法人では、総会の役割として、

　① 前年度の事業報告や決算の承認

　② 新年度の事業計画と予算の承認

　③ 役員の選任

　④ 定款の変更

　⑤ 会費や入会金の変更

　⑥ 事務局の組織に関すること

　などが議決事項として定められています。任意団体でも

概ね同じような事柄を議決することとされていると思いま

す。事前に定款等を確認しておきましょう。

　総会終了後はなるべく早く議事録を作成してください。

総会のあとも忘れずに
　NPO法人の場合は「県庁への事業報告書等の提出」と「貸

借対照表の公告」が必須です。また、役員変更（再任含む）

があった場合は「県庁への役員変更届の提出」と「法務局

への役員変更登記」をお忘れなく。さらに定款を変更した

場合は「定款変更届の提出もしくは定款変更認証申請（変

更内容により異なります）」をおこなってください。

　このほか、法人税や消費税等の納税義務がある法人は納

税手続きを、その他の報告義務がある場合も適切な手続き

をおこなってください。

　任意団体の場合も、総会終了後に必要な実務がある場合

はお忘れなく。

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法人ぷろぼのくまの（新宮市）
　2019 年 1月 8日設立　代表者　柴田 哲弥

　このコーナーでは、前号発行以降に和歌山県認証で新たに
設立されたNPO法人をご紹介しています。県内のNPO法人
のウェブサイトや Facebook ページ等へのリンク集は和歌山
県NPOホームページ「わかやまNPO広場」にございます。

事業年度終了

理事会で総会に付議する事項を確認

総会議案書作成

サポセンの新印刷機はカラーにも対応。
両面印刷・ステープル綴じのほか、小冊子印刷に
も対応。議案書作成の強い味方！

「わかやまNPO広場」に「2019 年度版！NPO法
人年度末事務まとめ帳」がありますのでご参考に。

総会招集通知

議事録の作成

県庁への事業報告書等提出

貸借対照表の公告

役員変更手続き（県庁・法務局）

定款変更届出・定款変更認証申請

納税（納税の義務がある場合）等

出席・委任出席・書面表決数確認

総会開催

諸手続き

総会の流れ（例）
1. 定足数の確認
2. 議長の選出
3. 議事録署名人の選任
4. 議案の審議・採決
5. 議案審議終了・議長退任
6. 総会の終了
シナリオの例は「わか愛愛」2013 年 5月号に掲載
しています。「わかやまNPO広場」から PDF ファ
イルでご覧いただけます。

新年度予算や事業計画の作成

前年度決算の確認
　・年度末日時点の現預金有高確認
　・未収金や未払金等の確定
　・その他決算処理

前年度の事業成果のとりまとめ

監事による監査


