
「自分で色を選び、描く」
　障害や難病のある方の就労支援をおこなっている一般社団法人
和乃絆が運営する「就労移行支援事業所マイパレット」管理者の
安藤多恵さんにお話をうかがいました。
　マイパレットの理念は「自分で色を選び、描く」。障害のある方
や難病の方が早期に就労でき、安定して働き続けることを目標に、
最長 2 年間の就労支援を行っています。
　はじめは事業所内訓練（パソコンのリサイクル作業や内職軽作
業など）から、そして施設外就労（近隣の公園での清掃業務など）、
企業等就労体験や実習（企業や店舗への見学、数時間から 3 日間
の就労体験）、そして企業等での実習（実際の勤務と同じ状態の職
業訓練）と、順を追って就労を目指します。

　利用者のみなさんはこれらの訓練や体験を通して、自分に合う
仕事を探していきます。すぐには見つけられないこともあります
が、挑戦する気持ちに 8 人の支援員が寄り添っていきます。安藤
さんは「自分のパレットにいろんな色の絵の具を混ぜて自分の好
きな色（仕事）を見つけて、描いていく（就労していく）ことを
尊重しています。それが『マイパレット』という事業所名になっ
た理由です」と笑顔で語ってくれました。

トライ＆エラーを繰り返しながら
　マイパレットでは、関心のある仕事に挑戦していく気持ちを大
切にしています。自信がない、あるいはなかなか就職に結びつか
ないけれど就職したい、という気持ちを応援しています。挑戦す
れば失敗もあるかもしれない、その「トライ＆エラー」を支えて
います。挑戦して得たものは、次の一歩への力になると考えてい
るからです。取材時には、利用者のみなさんは漢字能力検定の試
験勉強やパソコンのタイピング、表の作成の練習をしていました。

★ 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

■ NPO×NPO大交流会
　コロナ禍もあり、みなさんの交流の機会も減ったのでは。オ
ンラインを活用し、ざっくばらんに交流できる場をオンライン
でご用意します。また、活動を彩る写真の上手な撮り方をカメ
ラマンから学ぶ講座も同時開催！

【日　　時】11 月 20 日（土）14:00 ～ 16:00
【開催方法】ZOOM によるオンライン
【講　　師】黒岩 正和さん（カメラマン）
【参  加  費】無料（事前申し込み必要）
【お申し込み】こちらの QR コードからお申し込みください。

■ インボイスってなに？with NPO 交流会
　今号の特集で取り上げた「インボイス」の概略を学びながら、
NPO 同士の交流をしませんか。

【日　　時】12 月 3 日（金）14:30 ～ 16:00
【場　　所】和歌山ビッグ愛 9 階会議室 C＋ZOOM オンライン
【対　　象】NPO 法人の事務を担当されている方
【定　　員】会場 10 名、ZOOM 20 名
【参  加  費】無料（事前申し込み必要）
【講　　師】松本 哲也さん（税理士）
【内　　容】（1）インボイスに関する講座、（2）参加者自己紹介、
コロナ禍における活動の工夫について情報交換
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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

　時おり、一般就労につながった利用者さんがマイパレットに集
まり交流会をおこなっています。マイパレット側からの声掛けで
はなくて利用者さんが自然と集まったのだとか。実は、これはマ
イパレット自身が期待していたことで、今の仕事の話や悩み事を
話し合うことでお互いの励ましや癒しの場になっているといいま
す。こうした交流会の様子を支援員は見守るだけですが、もし相
談などがある場合は個別に対応しています。
　「今はコロナ禍もあり、就労している企業に支援員が足を運ぶこ
とが難しいなか、企業の担当者と今まで以上に連絡を密にして勤
務中の様子を把握することに努めています」と話してくれました。

就労を目指して
　障害や難病があっても当たり前に働くことができることを目指
している就労移行支援事業所、マイパレット。
　障害や難病等の理由でこれまで経験のない仕事への就職を目指
す方や自分に
はどんな仕事
が向いている
のか分からな
いという方は、
一度相談して
就労移行支援
事業の利用を
考えてみては
どうでしょう
か。

一般社団法人　和乃絆NO.58

2021
November
vol.111

隔 月 発 行

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

一般社団法人 和乃絆
和歌山県和歌山市毛見 1130-1　T・T ビル 1 階
TEL 073-463-0064　URL　https://wanokizuna.org/

■ 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。

【お申し込み】　こちらの QR コードからお申し
込みください。

■ 被災地支援NPO講座
　2018 年西日本豪雨の被災地、岡山県倉敷市真備地区で、被
災地支援に携わった経験から、万一の大災害に備えるすべを考
えます。

【日　　時】12 月 14 日（火）13:30 ～ 15:00
【場　　所】和歌山ビッグ愛 9 階会議室 C＋ZOOM オンライン
【対　　象】NPO・ボランティア団体に所属されている方
【定　　員】会場 10 名、ZOOM 20 名
【参  加  費】無料（事前申し込み必要）
【話題提供】安藤 希代子さん（認定 NPO 法人
ペアレントサポート・すてっぷ理事長）

【お申し込み】　こちらの QR コードからお申し
込みください。

【 各事業共通のご留意事項】
ZOOM 参加の際の通信にかかる機器はご自身でご用意くださ
い。インターネット環境がある場所からご参加ください。スマー
トフォンやタブレットで Wi-fi 接続ではない場合はパケット通
信が発生し、通信料金が高額になる恐れがあります。
また、ZOOMの操作等のご質問にはお答えできません。

紀三井寺運動公園近くの事務所紀三井寺運動公園近くの事務所

パソコン作業の訓練の様子パソコン作業の訓練の様子

清掃活動も実施しています清掃活動も実施しています



助成金 & 公募情報
JR 西日本あんしん社会財団 2022 年度公募助成

【助成テーマ】　① 事故や災害、不測の事態に対する備えに関す
る活動や研究、② 事故や災害、不測の事態が起こった跡の心身
のケアに関する活動や研究、③ 事故や災害等の風化防止に関す
る活動や研究、④ 東日本大震災・平成 30 年 7 月豪雨（西日本
豪雨）による災害に関する被災地・被災者支援活動

【助成金額】　1 件あたり 50 万円以下。研究の場合は 1 年 150
万円以下もしくは 2年 300 万円以下

【締め切り】　11 月 15 日（月）
【主催】　公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団
　　活動助成　https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/
　　研究助成　https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/study/

トヨタ財団 2021 年度特定課題「外国人材の受け入れ
と日本社会」公募

【募集テーマ】　①外国人材が能力を最大限発揮できる環境作
り、②外国人材の情報へのアクセスにおける格差の是正、③ケ
ア・サポート体制を担う人材と既存資源の見直し、④高度人材
の流入促進、⑤日本企業の海外事業活動における知見・経験か
らの学びと教訓

【対象団体】　① 設定した分野に対して、必要かつ適切な広がり
をもつ領域横断的なチームであること、② 代表者の主たる居住
地が日本で、日本語によるコミュニケーションができること、
③ 適切な対象に向けた政策提言や公開シンポジウムの実施等に
よる成果発信を計画に組み込み、助成期間内に達成すること

【助成金額】　1 件あたり 500 万～ 1,000 万円程度（総額 5,000
万円）

【締め切り】　11 月 20 日（土）必着
【主催】　公益財団法人トヨタ財団
　https://www.toyotafound.or.jp/special/2021/migration.html

子ども夢基金
【対象事業】　子どもの体験活動、子どもの読書活動、子ども向
け教材開発・普及活動

【対象団体】　青少年教育に関する活動をおこなう社団法人、財
団法人、NPO法人、法人格を有しない地域のグループ等

【助成金額】　1 活動あたりの上限額は 100 ～ 600 万円（活動を
おこなうエリアの広さ等により上限額は異なります。また活動
実績がない団体については上限額の半額となります。）

【締め切り】　11 月 16 日（火）消印有効（電子申請の場合は 11
月 30 日 17 時）

【主催】　独立行政法人国立青少年教育振興機構
　第 2 次募集が 2022 年 5 月 1 日（日）～ 6 月 14 日（火）消
印有効（電子申請の場合は 6月 28 日 17 時）で実施されます。
　https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/

第 9 回エクセレント NPO 大賞
　国内外の社会貢献を目的にした市民による日本国内の NPO
など種々の民間非営利組織を顕彰します。

【内容】　エクセレント NPO 大賞：賞状、賞金 80 万円、毎日新
聞特集記事で紹介、市民賞・課題解決力賞・組織力賞：それぞ
れ賞状、賞金 30 万円、コロナ対応チャレンジ賞： 賞状、賞金
10 万円

【締め切り】　12 月 10 日（金）必着
【主　催】エクセレントNPOをめざそう市民会議
　http://www.excellent-npo.net/

ベーシックガバナンスチェック
　非営利組織の組織運営について、法令・定款に基づいた基本
的なガバナンスが適切に行われているかどうかを評価するもの
です。結果はウェブサイト（https://jcne.or.jp/org/）で公開。
継続的に第三者評価を受け、情報開示に積極的な透明性の高い
団体であることを社会へアピールできます。
　このチェックを受けていることを加点評価、もしくは提出書
類の一部省略などの適用される助成金事業も増えています。ぜ
ひ、ご検討ください。

【対象法人】特定非営利活動法人（認定を含む）、一般社団・財
団法人法人（非営利型・理事会設置型）、公益社団・財団法人、
社会福祉法人

【費　用】　現在は普及期間につき無料
【評価有効期間】　3年間（更新制）
【主　催】一般財団法人非営利組織評価センター
　https://jcne.or.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。

▶ 情報ブログはこちらから。
　https://blog.canpan.info/wnc/

▶ 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

　消費税にかかる「インボイス（適格請求書）制度」が 2023 年 10 月に導入されます。インボイス制度は、これまで
消費税の納税義務がなかった団体等に大きな影響を及ぼす恐れがあります。いまから情報収集をして備えてください。

NPO も無縁じゃない ?! インボイス制度

消費税の仕組み
　まず消費税の課税の仕組みをおさらいします。
　消費税は一般的に、物やサービスを購入した際に課税
されます。消費税を納税している事業者は、受け取った
消費税額と支払った消費税額の差額を計算し納税します。

　

　課税対象額が 1,000 万円を下回る場合は消費税の納税義
務はありません。一部の福祉事業など、公共性を考慮し
て消費税が非課税となっている事業もあります。このた
め NPO 法人のなかには消費税の課税対象になっていない
団体が多くあります。

インボイスとは？
　インボイスとはもともと「送り状」という意味の英語
ですが、消費税制度にかかるインボイスとは簡単にいえ
ば、請求書や領収書に「消費税率 8% の商品をいくら、
10% の商品をいくら購入し、消費税額はそれぞれいくら
です」などと消費税の内訳を詳細に明記するものです。
　インボイスは今後、消費税額の計算に必須となるため、
消費税を納税している事業者にとってはインボイスの取
得が必要になってきます。

　ということは、消費税を納税している事業者にとって
みると、インボイスを発行できない事業者に物品やサー
ビスを発注しても消費税の税額が安くならないことから、

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。

今後、発注がしづらくなる可能性が出てくる、というこ
とになります。
　また、このインボイスを発行するためには「適格請求
書発行事業者」になる必要があり、「適格請求書発行事業
者」になるためには消費税を納税する必要があります。
　したがって、インボイスを発行するには、これまで消
費税を納税する必要がなかった NPO 法人であっても消費
税を納税しなければならない、ということになります。

判断のポイント
　では、これまで消費税を納税していなかった NPO 法人
が適格請求書発行事業者になるか否かはどこで判断すれ
ばいいのでしょうか。
　税理士の松本哲也さんによると、① 取引の相手方が課税
事業者か免税事業者（消費者）か、② 消費税の支払いが多
い（仕入れが多い）か少ない（仕入れがない）か、の 2
つが主な判断基準になるのではないかと指摘しています。
　請求書や領収書を発行する相手が個人ばかり、という
ことであればインボイスの発行はそれほど重要ではない
と思われます。一方、企業などに対して販売やサービス
の提供をおこなっている場合は「適格請求書発行事業者」
登録をおこない、インボイスの発行をするのが有利にな
るケースが多いでしょう。
　また商品の仕入れが多い団体は適格事業者になったほ
うが有利、仕入れが少ない団体は適格事業者にならない
ほうが有利なケースが多いとみられます。
　
　制度の開始まで 2 年を切りました。徐々に情報収集を
して準備を進めてください。NPO サポートセンターでも
インボイス制度については随時お知らせする予定です。

「インボイスってなに？ with NPO 交流会」開催します！
　インボイス制度の概略を松本税理士に解説いただきま
す。12 月 3 日（金）14 時半から開催します。詳しくは裏
面をご覧ください。

◎NPO 法人 CRUISE ARIDA（有田市）
　2021 年 9 月 1日認証　代表者　橋爪 裕介

◎NPO法人更生サポート縁和会（串本町）
　2021 年 10 月 1日認証　代表者　山本 顕央

事業者20 万円 8万円

　ある事業者が売上で 20 万円の消費税を受け取り、仕入れ等で 8万円
の消費税を支払った場合、20－8＝12 万円を消費税として納税します
（課税対象額が 5,000 万円を下回る場合は「簡易課税制度」の適用が可
能となり、この場合の計算方法は異なります）。

　消費者が支払った消費税は上記のような流通の経過のなかで、受け
取った消費税と支払った消費税の差額を算出して納税されています。

事業者20 万円

インボイスあり

6 万円
インボイスなし

2 万円
　ある事業者が売上で 20 万円の消費税を受け取り、8万円の消費税（う
ちインボイスがある税額6万円、インボイスがない税額2万円）を支払っ
た場合、インボイスに明記されていない 2 万円は差し引くことができ
ず、納税する消費税額は 20－6＝14 万円となり、同じ 8 万円の消費税
を支払ったとしても納税する消費税額が増えてしまうことになります。
※ 実際には、2023 年 10 月から 6 年間は経過措置があり、一定割合の
税額はインボイスがなくても差し引くことができます。

消
費
者

小
売
店

卸
　
売

製
造
者

11,000 円
（税額 1,000 円）

1,000－700＝300 円
▼
納税

納税する消費税額 700－500＝200 円 500 円

7,700 円
（税額 700 円）

5,500 円
（税額 500 円）

請求書
特定非営利活動法人●●
登録番号 T00000000000

●● 御中

2021 年 11 月 1日
2021 年 11 月 1日
2021 年 11 月 5日

合　　計
8%対象（消費税額）
10％対象（消費税額）
*は軽減税率対象

お菓子 *
ノート
文具

￥216-
￥165-
￥330-

￥711-
￥216-（￥16-）
￥495-（￥45-）

インボイスの例

▲ 適格請求書発行事業者番号

▲  税率ごとの合計額と税額

▼ 取引年月日

◀ 取引先

▼
納税

▼
納税


