
　1998 年に地域の有志メンバー
で、海南市孟子不動谷にとんぼ
池を造成したのがきっかけとな
り、任意団体が結成されました。
「当時は薮が深く、木を伐採して
焼却し、更地にするのが大変で
した」と有本さんは振り返りま
す。以降、里山保全活動を地道
に続け、2004 年に NPO 法人を
設立。2009 年 12 月には、公益
社団法人日本ユネスコ協会より
「孟子不動谷生物多様性活性化プ
ロジェクト」として孟子不動谷
が第１回プロジェクト未来遺産
に登録されています。現在は、和歌山県や企業などの助成金を受け、
里山保全活動のイベント開催や若手プロジェクトリーダーの育成
などにも取り組んでいます。海南孟子不動谷の里山保全活動のほ
かに、海南市から指定管理を受け「海南市わんぱく公園」の運営
もおこなっています。

海南市孟子不動谷『ビオトープ孟子』での活動
　管理活動のほかにも、
子供に自然学習の場の
提供・無農薬での米作
り・間伐材を利用した
黒炭の生産・動植物の
モニタリング調査・動
植物のアドバイザーな
どの活動をしています。
有本さんは「アブラゼ
ミが鳴く時期を記録し

ておくと、今年は早く鳴き始めたとか遅かったとか見えてくるも
のがある。そのデータを基に子供の研究にアドバイスができる」
とモニタリング調査の重要性について話します。現在、約 20 年分
のデータが蓄積されているそうです。
　孟子不動谷では、今まで68種類のトンボ類を確認しています。「人
間の記憶はあやふやで、今年は “このトンボ” が早く観測できたと
思っていても、データを見ると昨年と同じ頃だったりします。で
すからしっかり記録をとることが重要です」と熱心に話します。

★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください

■ 定款を読む会with NPO 交流会を開催します
　ご自身のNPO法人の定款を確認し、組織運営のセルフチェッ
クをしてみませんか。そして、NPO の現場で奮闘しあっている
仲間同士のつながりをつくりませんか。
【日　　時】9月 24 日（金）19:00 ～ 20:30
【開催方法】ZOOMによるオンライン開催
【対　　象】NPO法人の事務を担当されている方
【定　　員】15 名
【参  加  費】無料（事前申し込み必要）
【内　　容】（1）参加者・団体の自己紹介、（2）定款の記載内
容の確認、（3）参加者交流・情報交換
　※ご自身の法人の定款をお手元にご用意ください。
【備　　考】通信にかかる機器はご自身で
ご用意ください。なお、ZOOM の操作等の
ご質問にはお答えできません。
【お申し込み】　こちらの QR コードからお申
し込みください。

■ 今年度のNPOサポートセンター行事予定
　NPO サポートセンターでは今年度、以下の事業を計画してい
ます。開催時には「わか愛愛」や「わかやま NPO 広場」など
でご案内いたします。ぜひご参加ください。
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和歌山県NPO・ボランティア情報紙 わか愛愛

発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター（指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

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

収集した写真やデータ等は、ビオトープ孟子内の資料館で閲覧で
きます。また、学術誌『南紀生物』（※1）でも公開しています。

里山の保全とは？
　「植生遷移（しょくせいせんい ※2）の進行した深い森が増大し
明るい森が減少し、森の生き物が変わってきた」と有本さんは話
します。植生遷移の進行した深い森に棲む生き物には良い環境で
すが、明るい森に棲む生き物の棲み処が少なくなってきています。
この影響は大きく、明るい落葉樹林が好きな昆虫類の生息数が年々
減少しているそうです。そこで、間伐して陽が差す明るい森にな
るよう保全活動をしています。また、水田がなくなることも周り
の生物に大きな影響が及ぶもので、田んぼを１年休耕しただけで、
生物の生息環境に変化があるといいます。

里山で遊ぶ楽しさを広めていきたい
　今は、前理事長の北原敏秀さんの目標であった学習施設をビオ
トープ孟子に建設計画中。現理事長の坂本さんは「ぜひ孟子の里
山に訪れていただきたい。
最近はバーチャルでいろ
んなことが学べ、経験し
たつもりになっているこ
とがありますが、実際に
体験することは大事です」
といいます。有本さんは
「僕が子供の頃、図鑑の写
真は鮮明でないものが多く、実物を見ると美しく感動したけれど、
最近の図鑑には綺麗な写真が載っているので、実際見たつもりに
なり、実物の観察をしなくなることが心配だ。例えばクマタカ（※
3）は、生息場所に赴いて 6 時間待って、5 秒しか観察できないの
が一般的で、それが自然を体験すること」と続けます。また、子
供にとって学校内の人間関係だけでなく、里山を訪れるさまざま
な人と接することで社会性を培う場でもあると話していました。

※1『南紀生物』…南紀生物同好会が年 2回刊行する会誌。
※2 植生遷移…植物が生育していくにつれ、その場所の環境が変化していく
こと
※3クマタカ…森林に生息するタカ科の鳥。
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TA 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～ 16 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：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活
動しようとする団体

各種相談のご案内

和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ

NPO法人自然回復を試みる会ビオトープ孟子
海南市大野中 995-2 　海南市わんぱく公園内
TEL 073-484-5810　URL　https://mo-ko.jp/

■ 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 サポートセンターでは以下の 2 カ所で出張相談をおこなっております。ご希望の方は各センターへお電話でご予約
ください。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。

■ ZOOM による相談について（要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは対面・電話・メールのほかに、ZOOM による相談も受け付けています。事前に日時をご予約
ください（※）。画面共有などオンラインならではの機能でわかりやすくご案内いたします。
　※ ご予約状況により、当日対応可能なこともあります。お気軽にお問い合わせください。

もうこ

【被災地支援NPO講座】
　和歌山県は常に大規模災害のリスクにさらされています。実
際に大規模災害が起こったあと、NPO は何をすべきかを学ぶ講
座を計画しています。
【NPO向けスキルアップセミナー】
　NPO を対象としたスキルアップセミナー。今年度は会計に関
する講座を計画しています。
【NPO交流会with ミニ講座】
　新型コロナ禍以降、インターネットを活用したオンライン講
座・オンライン会議を開催される団体が増加しています。また、
SNS などを使った情報発信に取り組む団体も目立っています。
　今年度は SNS で情報発信する際に役立つ「写真の撮り方」を
学びながら、参加者同士の交流ができる機会を計画しています。
【地域NPO交流会】
　県内の NPO やボランティア団体のみなさんが交流できる機
会を 3回程度計画しています。
　第 1回は 9月 24 日の定款を読む会with NPO 交流会、もう 1
回は県内の NPO・ボランティア支援センターを交えた交流会、
さらに地域で開催される交流会との合同開催を計画していま
す。
【NPO基礎講座】
　年度末に NPO 法人の事業報告書作成等に関する講座を計画
しています。

理事長の坂本雅城さん ( 左 ) と

理事の有本智さん

理事長の坂本雅城さん ( 左 ) と

理事の有本智さん

孟子不動谷での観察会孟子不動谷での観察会

自然豊かなビオトープ孟子自然豊かなビオトープ孟子



助成金 & 公募情報
スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム
【対象事業】　① 一般コース：地域のなかで一人ひとりの健やか
な暮らしの実現につながるコミュニティスポーツに取り組む事
業。② 特定コース：心身の障がいや長期療養などにより社会参
加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ
に取り組む事業。
【対象団体】　国内に拠点のある民間の非営利団体（法人格の種
類・有無は不問）
【支援内容】　（A）チャレンジコース…2022 年 4 月 1 日～ 2023
年 3 月 31 日に行われる事業で助成金額 50 万円以下、15 団体
程度を想定。（B）アドバンスコース…2022 年 4 月 1 日～ 2024
年 3 月 31 日に行われる事業で助成金額 300 万円以下、5 団体
程度を想定。
【締切】　9 月 22 日（水）必着
【主催】　公益財団法人住友生命健康財団
　https://skzaidan.or.jp/

重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成
　重い病気により長期入院や長期療養をしている子供の意欲を
高め、学びに取り組む手助けとなる事業に対して助成します。
【対象】　上記のような活動をおこなう NPO（法人格の有無は不
問）で、2022 年 4月から 2023 年 3月の間に行われる事業
【助成金額】　1 件あたり 50 万～ 200 万円程度を想定、総額
1,000 万円程度
【受付期間】　9月 24 日（金）
【主催】　公益財団法人ベネッセこども基金
　https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/
【備考】　9月 16 日まで個別相談を受け付けています。

読売福祉文化賞
　新しい時代にふさわしい福祉活動に取り組んでいる団体など
を顕彰します。
【顕彰部門】
　① 一般部門（障害者・子供への福祉を中心に福祉全般を対象）
… 3 件で各 100 万円、新聞での活動内容の紹介、② 高齢者福祉
部門（高齢者を支援する活動を対象とします）… 3 件で各 100
万円、新聞での活動内容の紹介
【締切】　9月 30 日（木）消印有効
【主催】　社会福祉法人読売光と愛の事業団（https://www.yomi
uri-hikari.or.jp/）

「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth」 
アクション応援プログラム 
　国際協力推進や多文化共生社会の実現を目指して活動する高
校生のアクションを応援します。
【募集コース】　① アイデア探求コース…社会課題を見つけ、解

決のためのアイデアを発表。他の高校生や NGO などとの意見
交換などをおこないます。② 課題発見・実践コース…アイデア
を具体的なアクションに移すための活動費獲得を目指します。
【参加要件】 　2 ～ 6 名により構成された高校生のチーム（他校
との混合チームでもOK）
【選定団体数】 　① アイデア探求コース… 10 チーム（アイデア
をブラッシュアップする機会提供あり）、② 課題発見・実践コー
ス…7チーム（アクションプランをブラッシュアップする機会、
活動費 3万円以内の支給あり）
【締切】　10 月 14 日（木）13 時
【主催】　ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 実行委員
会（NPO法人関西NGO協議会内）https://owf-youth.com/

花王ハートポケット倶楽部 地域助成事業 
　和歌山県内でがんばる NPO・ボランティア団体の地域コミュ
ニティ活性化につながる事業を応援します。
【募集コース】　① スタートアップ支援事業…設立 2 年以内のグ
ループが対象で、5 万円の助成を 4 団体に。② パワーアップ支
援事業…設立 2 年以上のグループが対象で、10 万円の助成を 3
団体に。
【締切】　11 月 15 日（月）消印有効
【主催】　花王ハートポケット倶楽部、花王株式会社
【運営】　認定特定非営利活動法人わかやまNPOセンター
　http://www.wnc.jp/kao/ （9 月 16 日からご覧いただけます）

イベント情報
紀の国わかやま文化祭 2021
　「山青し　海青し　文化は輝く」をキャッチフレーズに、県
内各地で 160 を超えるイベントが開催されます。
【日程】　10 月 30 日（土）～ 11 月 21 日（日）
【場所】　和歌山県内各地
　詳しくは公式サイトをご覧ください。
　https://kinokuni-bunkasai2021.jp/

【各種情報はブログやメールマガジンで発信中！】
　NPO・ボランティア団体のみなさまからのイベント情報、ボ
ランティア募集情報、各種助成金や公募に関する情報等は、和
歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」内の情報ブロ
グ（随時更新）と、ブログに新たに掲載された情報を毎月 2 回
コンパクトにお届けするメールマガジン「NPO☆つれもて☆
メール」で発信しています。

　メールマガジン配信登録は以下のいずれかの方法で受け付け
ています。
　① 右の QR コードを読み込み、登録フォー
ムにお名前、配信希望アドレスを入力
　② メール本文にお名前と配信希望アドレス
を記入の上、info＠wakayama-npo.jp へメー
ルを送信

　営利企業における法令遵守（コンプライアンス）をよ
り求める動きが広がりをみせるなか、NPO をはじめと
した非営利組織の法令遵守をどう考えるか、という動き

定款・規約を読もう

定款通り運営できていないNPO法人が多い？
　西日本のある自治体では、NPO 法人の運営が定款通り
おこなわれているかを確認する取り組みが進められてい
ます。実際に確認業務に携わっている NPO の関係者によ
ると、NPO 法人で定款通りの運営ができていない実態が
少なくないといいます。
　例えば、電子メールで理事会の招集をおこなっている
ものの、定款に電磁的方法による理事会招集についての
規定がなかったり、決算書類として活動計算書を作成す
ると定めているのに収支計算書を作成していたり、など
といったケースが。少々のことは大丈夫、とお考えの方
もいらっしゃるかもしれませんが、定款とは異なる手続
きを経た行為は法的に無効となることもありうるので注
意が必要です。

定款あるある
　和歌山県内に限らず、全国各地でみられる「NPO 法人
の定款あるある」をまとめてみました。
　
①時代の変化と定款が合致していない
　インターネットの普及により、電子メール等で会議を
招集する機会が増えました。またオンライン会議システ
ムを活用するケースも増えています。このような時代の
変化に定款が追いついていないケースがみられます。

②年月が経ち、定款を作った方が引退している
　NPO 法人の定款を作成された方は記載内容をよくご存
知の事が多いのですが、年月が経ち、世代交代により定
款を作成された方が引退され、定款の詳細までをご存知
の方がいなくなってしまい、組織運営のことがわからな
くなる、というケースがみられます。

③なぜか定款が変わっている
　所轄庁に定款変更の申請や届出をしたわけではないの
に定款の条文が変わっている法人がまれにあります。総
会で議決したのに所轄庁への提出を失念されているのか
もしれません。確認してみてください。

一度定款・規約を読んでみましょう
　事務局や役員のみなさんでご自身の団体の定款を読ん
でみて、総会や理事会の開き方や、その会議で決められ

特集 新規設立 NPO 法人 ※ このコーナーでは、前号発行以降にNPO法人の新規設立認証を受けた
NPO法人をご紹介しています。

る事項など、様々な項目を書き出して整理をすることを
おすすめします。
　「わかやま NPO 広場」に掲載されている「年度末実務
まとめ帳」も参考にしていただきながら、団体の年間ス
ケジュールを作成するとよりわかりやすくなるかと思い
ます。実態にそぐわない定款の条文があれば次の総会で
の定款変更もご検討ください。
　まとめ帳はこちらからダウンロードできます。
　https://www.wakayama-npo.jp/20210301.pdf

　ご不明な点があれば和歌山県 NPO サポートセンターに
お問い合わせください。

「NPO 法人の定款」 主なチェックリスト

【総会 ・ 理事会編】

　□ 総会 ・ 理事会で議決する事項は？

　□ 総会 ・ 理事会の定足数は？

　□ 総会 ・ 理事会の議長は誰？

　□ 総会の委任表決 ・ 表決委任で電磁的方法は OK ？

　□ 総会 ・ 理事会は何日前までにどのように招集する？

　□ 議事録に記載する内容と作成方法は？

【組織運営編】

　□ おこなう活動の種類と事業内容は？

　□ 会員の種別はいくつ？

　□ 会員の入会方法は？

　□ 会員の資格を喪失するきっかけは？

　□ 役員 （理事 ・ 監事） の定数と任期は？

　□ 役員 （理事 ・ 監事） の役割は？

　□ 所轄庁の認証が必要な定款変更手続きは？

　□ 貸借対照表の公告方法は？

　□ 職員の種類と任命方法は？

NPO法人の事務担当者向け
「定款を読む会with NPO 交流会」開催します！
　これを機会にご自身の法人の定款を確認しませんか。
同時に、和歌山県内で活動する NPO 法人同士の横のつな
がりもつくりませんか。
　9 月 24 日（金）19 時から、オンライン会議システム
「ZOOM」で開催します。詳しくは裏面をご覧ください。

◎NPO 法人紀州ピンクリボン（和歌山市）
　2021 年 7 月 7日認証　代表者　芳林 浩史

◎NPO法人アスリートの未来を考える会（和歌山市）
　2021 年 7 月 30 日認証　代表者　松尾 幸義　

もあちこちでみられています。NPO 法人は行政の監督
がそれほど及ばない反面、NPO 法人自身が自らを律す
る取り組みが求められるといわれています。この機会に、
団体の定款を振り返ってみませんか。
　※任意団体の場合は、規約・規則、役員会などと読み
替えてください。


