
■ 「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 サポートセンターでは「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。
【メリットその 1】マイクとカメラを備えたパソコンとインターネット常時接続環境があれば利用可能。利用料金は無料！
【メリットその 2】Chrome、Firefox、Opera のいずれかのブラウザがあれば専用ソフトウェア不要！
【メリットその 3】必要に応じて画面を共有してご案内が可能です。
　ご利用を希望の方は、 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。
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。

■ 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）。

■ 法律改正に伴う用語の変更について
　工業標準化法の改正に伴い、2019 年 7 月 1 日から「日本工業規格」が「日本産業規格」に改称されます。これにともない、NPO
法人の各種申請に使われる書式もすべて「日本産業規格」に準じることになります。
　和歌山県が公開しているNPO法人の各種申請書類の様式・記載例で、これまで「日本工業規格」と記載されている部分もすべて「日
本産業規格」になりますので、書類作成の際はご留意ください。

■ NPO 基礎講座「NPO のためのソーシャルメディアことはじめ」
　県内の NPO・ボランティア団体でも Twitter、Facebook、Instagram など、様々なソーシャルメディアで情報発信をおこなう団体
が徐々に増えています。そんなソーシャルメディアの活用法と活用事例、注意点などをご紹介します。
　【日程・場所】　8月 22 日（木）14:00 ～ 15:30　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
　【講　師】　志場 久起（和歌山県NPOサポートセンター副センター長）
　【参加費】　300 円（資料代）
　※ 各ソーシャルメディアの操作方法を説明する講座ではありませんので、ご注意ください。　

　今年度はこのほかクラウドファウンディング基礎講座、NPO 法人の運営基盤強化セミナーの開催を予定しています。詳細が決ま
りましたらご案内いたします。お楽しみに。
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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

住み慣れた地域で元気に暮らせるように
　PTG（心的外傷後・成長）という言葉をご存知でしょうか。
　例えば大きな災難や災害に遭遇した方のなかには、PTSD（心
的外傷後ストレス障害）を発症する方がいます。しかし、同じ
ような状況になっても、PTSD にならない人も存在します。そ
の要因のひとつとして考えられているのが PTGです。
　NPO 法人日本ヨーガ療法士協会和歌山支部は、ヨーガの考
え方や手法を伝え、心の落ち着きや睡眠など精神的な健康を向
上させることにより、PTG の能力を高めてもらおうと活動をお
こなっています。

ヨーガ講師として地域のニーズにこたえる
　現在、同会には 31 名の会員がいます。それぞれ個々のプロ
講師として地域で活動していますが、医療・福祉・教育などの
施設や高齢者サロンなどでヨーガを教える依頼を受けることが
年々増え、個々の対応では対応しきれないなどの課題が出てき
たそうです。そこで団体としてフォローできる仕組みをつくり、
お互いに助け合いながら活動を続けています。

PTG をテーマにした無料ヨーガ講座
　また今年初めての試みとして、和歌山県内 3 か所でヨーガ

によって PTG について考える講座を計画しています。これは
熊本地震の際、それまで既にヨーガの智恵を習っていた被災
者からストレスが軽減された、エコノミークラス症候群の予
防になった、などの様々な証言を得られたことから、ヨーガ
が PTG に効果があるのではと考え、不測の事態が起こった際、
少しでも PTGに役立てればとの思いから企画したそうです。

ヨーガの効果が活かせるようなボランティアとして
　「災害の被害を免れたが、避難した車中などでエコノミーク
ラス症候群により亡くなることは悲しいこと。ヨーガは肉体
訓練法、呼吸調整法、瞑想法などを行う、道具を使わない気
軽にストレスの解消とリフレッシュができる方法と考えられ
ています。心身調整プログラムとしてヨーガの効果を活かせ
るようなボランティア活動をさらに充実させたい」と代表の
岡さんは話します。
　今後も地域住民の心身の健康促進のための活動の場を広げ
られることでしょう。

伝統的ヨーガとヨーガ療法を通じて地域に貢献

NPO法人ヨーガ療法士協会・和歌山支部NO.43

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

サポートセンターからのお知らせ

　2019 年 7月から、田辺市市民活動センターでの出張相談を原則毎月第 2金曜日の毎月 1回に変更させていただきました。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。田辺市市民活動センターでもWeb会議のご利用が可能です。

NPO法人日本ヨーガ療法士協会和歌山支部
https://yogawakayama.jimdo.com/

ストレス・タフ PTG（心的外傷後・成長）
　米・ノースカロライナ大学心理学部教授のリチャード・テデスキ博士と
カルホーン博士が提唱した概念。PTG の定義とは「危機的な出来事や困難
な経験との精神的なもがきや闘いの結果、そこに生ずるポジティブな心理
的変容の体験」。PTGの大切さは今年1月16日のNHK総合テレビ「あさイチ」
でも取り上げられています。
国際ヨーガ day2019 ㏌和歌山
　日時：7月 14 日（日）10:30 ～ 15:30
　場所：和歌山市南コミュニティセンター 3階（和歌山市紀三井寺）
　参加費：1クラス 500 円、ランチ 1000 円（ランチ定員 25 名）

■ 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。

体育館でのヨーガ教室体育館でのヨーガ教室

気持ちよさそう！屋外でのヨーガ気持ちよさそう！屋外でのヨーガ



助成金 & 支援情報
車両競技公益資金記念財団・ボランティア活動推進
事業助成
　高齢者や障がいを持つ人たちに対する、社会福祉ボランティ
ア活動を支援します。
【助成対象】　国内において実施される、高齢者や心身障がい児・
者に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備費用。
【助成期間】　2020 年 3 月 31 日までに実施される事業。
【助成金額】　1 件あたりの助成率は 90％以内かつ 5～ 90 万円
【締　切】　7 月 19 日（金）消印有効
【問い合わせ】　社会福祉法人和歌山県共同募金会（ 073-435-52
31、https://www.akaihane-wakayama.or.jp/）

緩和ケアに関する活動助成
　生命を脅かす疾患による諸問題に直面している患者や家族の
支援を行う団体に対して助成します。
【助成対象】　緩和ケアの普及・啓発等に取り組む非営利法人
【助成期間】　2019 年 7 月～ 2020 年 6月
【助成金額・団体数】　1 団体当たり上限 50 万円を 5団体程度
【締　切】　7 月 29 日（月）消印有効
【問い合わせ】　公益財団法人公益推進協会（https://kosuikyo.c
om/）

イベント情報
ボランティアふれあいコンサート
　橋本市内で音楽や踊り等の分野でボランティア活動をおこ
なっているみなさんが一堂に会します。
【日　時】7 月 20 日（土）13:30 ～
【場　所】橋本市保健福祉センター 3階多目的ホール
【内　容】津軽三味線、日本舞踊、ギター、ピアノ、盆踊りなど、
音楽や踊りなどの分野で活躍しているボランティアさんが演奏
や演舞を披露します。
【参加費】無料
【主　催】橋本市市民活動サポートセンター（0736-33-0088）

共育支援メニューフェア～発掘！出前授業・体験活動
　県内の様々な企業や NPO、学術機関等がブース出展し、「出
前授業」や「体験活動」として提供できるメニューを紹介します。
他団体と連携した新たな事業づくりのヒントが得られるかも？
【日　時】7 月 28 日（日）14:00 ～ 16:00
【場　所】和歌山県立情報交流センター Big・U（田辺市新庄町）
【参加費】無料
【主　催】和歌山県教育庁生涯学習課（073-441-3725）

SDGs 研修「SDGs の達成に向けてわたしがここで
できること」
　国連で採択された持続可能な開発のための目標（SDGs）に
ついて講座とワークショップで楽しく学びます。
【日　時】8 月 30 日（金）10:00 ～ 17:10
【場　所】和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
【内　容】午前：講義「SDGs 概論（講師：大阪大谷大学教授・
岡島克樹さん）」、午後：ワークショップ・事例紹介、終了後
20 時ころまで交流会あり（参加自由）
【参加費】無料（できるだけ 1団体 2名以上で参加ください）
【主　催】独立行政法人国際協力機構（JICA）
【運　営】特定非営利活動法人関西NGO協議会
【申込先】わかやまNPOセンター（073-424-2223、info@wnc.
jp）

ボランティア募集情報
おどるんや～紀州よさこい祭り～運営ボランティア
　和歌山市の夏を彩る風物詩となった「おどるんや」は、たく
さんのボランティアのみなさんの手で支えられています。みな
さんのご協力をお願いします。
【募集日・時間】　① 8月 4日（日）13:00 ～ 18:00、② 8月 4日（日）
17:00 ～ 22:00、③8月 4日（日）13:00 ～ 22:00 の 3 通り
【場　所】　和歌山城砂の丸広場、けやき大通り周辺
【内　容】　踊り子への給水、ゴミの分別、観客誘導等
【問い合わせ・申込み】　NPO紀州お祭りプロジェクト（073-4
26-4424）
【備　考】　専用Tシャツ進呈（既にお持ちの方は持参ください）、
③の時間帯に参加の方には軽食あり。7 月 7 日がひとまずの締
切となっていますが、その後も開催前まで随時受け付けていま
す。また、7 月 20 日（土）13 時から、19 時からの 2 回、和歌
山市教育文化センター（和歌山市中央公民館内）で説明会があ
りますので、可能な方はいずれかに出席ください。

【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。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
配信先メールアドレスを和歌山県 NPO サポートセンター
（info@wakayama-npo.jp）にお知らせ下さい。

　和歌山県認証の 400 近い NPO 法人には、有給職員として約 1,000 人、ボランティアとして約 1,200 人、関わって
いるとみられます（※）。今回は、有給職員やボランティアに関する費用を活動計算書にどのように計上すればいい
のか、考えます。

NPO の「人件費」と活動計算書の関係

「有給職員」とは
　NPO が継続的に活動をおこなうなかで、職員を置かな

いと円滑な事業運営に支障をきたすことがあります。は

じめは無償のボランティアであったり、有償ボランティ

アであったりするものが、活動の発展とともに給与が支

払われる有給の職員を配置し、一定の責任のもとで事業

を展開するようになることがあります。

　一般に「有給職員」は、国が都道府県ごとに定める最

低賃金以上の報酬を得ている方を指します。和歌山県の

最低賃金は 2019 年 7 月 1 日現在時給 803 円ですので、現

在はこれが基準となります。

活動計算書と有給職員の関係
　NPO法人会計基準（2017 年 12 月 12 日最終改正）では、

有給職員に支払う人件費は「事業費」と「管理費」で計

上することができます。

　事業費は NPO 法人の事業に直接かかった費用、管理費

は NPO 法人の管理運営のためにかかった費用ですので、

人件費もこの区分にしたがって計上することになります。

例えば介護保険事業をおこなっているNPO法人であれば、

ヘルパーやケアマネージャーなど現場で働いている方の

人件費は事業費に、法人の経理などを担当されている方

の人件費は管理費に計上することになります。

　もし、1人が現場も組織運営も兼務しているのであれば、

その人件費は従事している業務の時間を元に、事業費と

管理費で按分するのが一般的です。例えば 1 週間に 30 時

間は現場の業務、10 時間は組織運営業務に当たっていれ

ば、人件費は事業費 : 管理費に 3:1 で按分計上します。

理事は有給職員を兼務できる？
　NPO 法人の役員が有給職員を兼務しているケースも多

特集 新規設立 NPO 法人 前号以降に新たに認証されたNPO法人をご紹介します
◎NPO法人 子どもの生活支援ネットワークこ・はうす（和歌山市）
　2019 年 5月 16 日認証　代表者　谷口 知美
　ひとり親家庭の小中学生などを対象に、和歌山市内北部で夜の居場所活
動を行っています。大学生や地域の大人たちと一緒に夕食を食べ、遊んだ

り宿題をしたりする何気ない時間が、子どもたちの今と未来を支える力に
なることを願っています。
　電話　090-3709-7136（事務局）　E-mail 　cohouse073@gmail.com
　URL 　https://www.facebook.com/cohouse073/

いのではないでしょうか。実は、NPO サポートセンター

にもご相談が多い部分です。NPO 法上では「報酬を得る

役員の数が役員総数の 1/3 を超えてはならない」という役

員報酬規定がありますが、ここでいう報酬とは「役員と

いう職責に対する報酬」のことを指し、労働の対価とし

て支給する給与のことではありません。したがって理事

が有給職員を兼ねることは可能です。

　NPO 法人会計基準では、理事であろうがなかろうが労

働の対価としての給与は「給与手当」として計上します。

ただし、理事長など代表権を有する理事に対する給与に

ついては労働の対価であっても「役員報酬」として計上

します（事情により、当該費用について役員報酬という

科目が設定できず、給与手当で会計処理をしているなど

の場合は、その旨を計算書類の注記で補足します）。

　なお、法人税法上の「役員給与」の取り扱いについては、

NPO 法上の規定とは異なりますので、法人税の課税対象

となっているNPO法人はご注意ください。

ボランティアへの手当は？
　団体によっては、ボランティアに交通費実費や少額の

手当や商品券等を差し上げるケースも考えられます。ボ

ランティアのみなさんとは雇用関係があるわけではあり

ませんので、このような費用は「人件費」ではなく「そ

の他の費用」に計上するのが一般的。「旅費交通費」、「諸

謝金（少額の手当や商品券等）」など適切な科目で処理し

てください。
　※2014 年にわかやま NPO センターが実施した 「わかやま NPO 白書
2015」実態調査に回答のあった県内 161 法人の常勤職員数合計が 347 人、
非常勤職員数合計が 426 人、ボランティア総数が 1,003 人であったこと
から、回答率等を勘案して推定。
　参考：新版・税理士／公認会計士必携 NPO 法人実務ハンドブック
（NPO 法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク編著／清文社）、みんなで
使おうNPO法人会計基準（http://www.npokaikeikijun.jp/）

例 A さんは週 30時間勤務で、概ね 18時間は現場で仕事、
12時間は法人の運営に携わっています。月給は 15万円
のとき、給料手当の按分はどうなるでしょう？

週によって従事時間が異なる場合は 1ヶ月平均を元に
従事割合を算出するなど合理的な方法をとりましょう

管理費の「役員報酬」（労働の対価ではなく、役職に
対する報酬）を得ている方が、「NPO法で定める役員
報酬」を得ている人数となります。

勤務時間の按分は、事業費：管理費＝18：12＝3：2。
したがって、事業費の給料手当は 15 万×3/5＝9 万円、
管理費の給料手当は 15 万×2/5＝6 万円、となります。

・・

原則として、Bさんは事業費の「給料手当」、Cさんは事業費の
「役員報酬」となります。仮に、Bさんや Cさんに役職に対する
報酬が出ていれば管理費の「役員報酬」に計上します。

例 B さんは NPO法人の理事、CさんはNPO法人の理事長
ですが、それぞれNPO法人で働き給料を得ています。
この場合の活動計算書の記載方法はどうなるでしょう？

・・


