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1P ------　協働事業強化月間 ・ ドキドキステージ開催報告 

2P ------　令和４年度市民活動支援事業　公開企画コンペ

3-5P ------　令和４年度補助金交付決定事業 

　　　　　　  　　ＮＰＯ法人のみなさまへ

6P ------ 開館 7 周年記念イベント ・ ボランティア相談

協働時代協働時代

今年度はまだまだイベント開催予定！お楽しみに！！

協働事業提案強化月間のお知らせ
NPO の皆さんと市が協働して行う
　　　 公益的な活動･事業の提案を、集中して募集します ７月

岐阜市では多様な市民ニーズや社会課題の解決に向けて、公共サービスをよりきめ細やかに効率的・

効果的に実施するため「ＮＰＯとの協働事業推進のためのガイドライン」に基づいて、岐阜市の担当

課とＮＰＯとが事業遂行のための協議を実施しています。特に7月を「協働事業強化月間」として
位置づけ、協働事業の提案、呼びかけと協議を集中的に行うこととします。

２０２２

対 象 事 業　ＮＰＯと市が協働することで、よりきめ細やかに、効率的・効果的に実施することが可能なあらゆる分野の事業

募 集 期 間　令和４年７月１日（金）から７月３１日（日）まで

　　　　　　　※提案に基づいた呼びかけ・調整を行い、８月３1日（水）に『一斉協議の場』を実施します　　　　　　　

提 出 書 類　協働事業提案書（ 市民活動交流センターのホームページからダウンロードできます ）

　　　　　　https://g-mediacosmos.jp/center/downlord.html 【 添付書類 ：事業計画書、収支予算書 】

提 出 方 法　市民活動交流センターへ郵送・Ｅメールまたは直接提出してください

in ドキドキテラス

　知・文化・絆の拠点としての「みんなの森ぎふ

メディアコスモス」で岐阜市の市民活動団体の活動を

広く市民にお知らせし、楽しみながら市民活動に対する

関心と理解を深めていただくため「ドキドキステージ」を開催しました。

　当日は歴史、ダンス、スポーツなどのさまざまな分野の市民活動

団体が、健康や教養、癒し等をテーマにそれぞれ趣向を凝らした発表

をしました。

　知・文化・絆の拠点としての「みんなの森ぎふ

メディアコスモス」で岐阜市の市民活動団体の活動を

広く市民にお知らせし、楽しみながら市民活動に対する

関心と理解を深めていただくため「ドキドキステージ」を開催しました。

　当日は歴史、ダンス、スポーツなどのさまざまな分野の市民活動

団体が、健康や教養、癒し等をテーマにそれぞれ趣向を凝らした発表

をしました。

ユリダンスセンター , 黒野城と加藤貞泰公研究会 , ハーラウ･ワレア･ホアヘレ ,ＫＳＳＢぎふ ,
（一社）体力メンテナンス協会 岐阜西支部 , ネシェベリーダンススタジオ , おはなしユニット しゃっぽ

発表団体：

令和４年５月３日（火･祝）
みんなの森に大集合
‐ドキドキステージ‐を
開催しました！ 

令和４年５月３日（火･祝）
みんなの森に大集合
‐ドキドキステージ‐を
開催しました！ 
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令和 4 年度 
岐阜市市民活動支援事業 公開企画コンペを開催しました！

令和４年５月２８日(土)・２９日(日)　みんなの森 ぎふメディアコスモス  ドキドキテラス

岐阜市では、地域社会の課題解決を目的として市民活動団体の事業を応援する「あなたの思いをかたちに 市民活動支援事業」

を実施しています。令和４年度は、事業費の５分の４以内で上限８万円を助成する新規事業支援に７団体、事業費の３分の２

以内で上限２０万円を助成する「拡充事業支援」には２２団体、合わせて２９団体からの応募がありました。５月２８日（土）、

２９日（日）の２日間にわたって公開企画コンペを開催し、多彩な企画のプレゼンテーションが繰り広げられました。

【応募事業一覧】

 G ツインズ
 岐阜市ノルディック ・ ウォーク推進協議会
 小さな声から未来をつくる会
 朗読群像 「羊の会」
 岐阜公園信長公のおもてなし歌舞音曲隊
（一社） 体力メンテナンス協会岐阜西支部
（一社） カンボジア人支援協会
（特非） 地域支え合い倶楽部
 網代歴史研究会
 日野南 FAM
 ごろごろ
 ドレミファの会
 ひとり親 Cheers
 岐阜メンタル集談会
（特非） コミュニティサポートスクエア
（特非） ほっぺの会
（特非） えん
 障がい児者の通学 ・ 通勤支援を考える会
（特非） 人生サポートゆずりはの会
 ふるさと黒野の言葉調査隊
 岐阜吉田流鷹匠継承会
 日本遺産信長公のおもてなし実行委員会
 井の口まちづくり会
（特非） 幼稚舎サンタセシリア
 狂俳発祥 250 年記念事業実行委員会

（特非） こどもトリニティネット
（一社） ぎふおウチごはん協会
（一社） キッズベース

フリースクール Free will

新
規
事
業
支
援

拡
充
事
業
支
援

※順不同

団  体  名　       事  業  名
こども

こども
シビック
プライド

協 働

協 働

多胎児と多胎家庭への子育て支援活動
健康ノルディック ・ ウォークの体験会
地域社会の 「小さな声」 発信プロジェクト
夏休み子供企画 「本物の朗読を味わってみよう」
日本遺産信長公のおもてなし歌舞音曲事業
ぎふイキイキ健康づくりの日
外国人と地域住民の交流
めざそう健康長寿サロン
『夫婦岩案内板』 設置事業
日野南フェス
夜の子どもの居場所 「ごろごろ」
ひきこもる若者 ・ その家族に対する支援事業
ひとり親＆サポーター “つながる” “ひろがる” 事業
うつ感情の悲観的人生観から脱皮するセミナー
Waon SDGs Kitchen
親子でたのしく食育♪いっしょにクッキング
不登校フェス in ぎふ
障がい児者の移動支援の充実をめざして
〝 楽しく終活 〟笑顔の遺影写真撮影会
ふるさと黒野の言葉調査事業
岐阜吉田流鷹匠継承会支援事業
日本遺産信長公のおもてなし
井の口まちづくり会設立 15 周年記念事業
孤立する子育てパパママのための居場所づくり事業
狂俳発祥 250 年記念事業

ぎふママ子育てサロン
脳の若返りスープ そなえごはんクッキング
より質の高い第 3 の居場所事業

 地域理解と共に創るフリースクール課外活動
『Free will add Project』



≪令和４年度 市民活動支援事業 補助金交付決定事業≫

　令和４年度は２９団体の事業提案があり 「公開企画コンペ」 を開催することができました。
過去２年間はコロナ禍の影響で従来通りの実施が難しかったのですが、 オンライン使用により
学ぶこともありました。
　今年度はひきこもり問題、 子どもや若者の居場所づくり、 高齢者のフレイル予防など、 先の見え
ない不安が要因となる社会課題解決を目的とする事業が多く提案されました。 今後も引き続き感染
拡大防止に細心の注意を払いつつ、 活発に事業が展開されることと思います。
　市民活動支援事業の活動の様子は、 メディコス館内モニターで紹介するほか
市民活動交流センターのホームページや　広報ぎふに掲載します。
　次号からは、 各団体が行う事業の様子を紹介していきます。

市民活動支援事業の交付事業は、市長が委嘱した有識者や市民活動団体、

自治会関係者など５人の委員による審査委員会の審査結果をもとに決定

します。令和４年度は、コンペの審査により新規事業支援として５事業、

拡充事業支援に２０事業が採択されました。

新規事業支援

コンペを終えて

① 地域社会の課題解決を目的とした事業ですか

② 市民への意識啓発、波及効果の度合いが優れていますか

③ 着眼点が優れている事業ですか

④ 提案団体のさらなる発展、継続につながる事業ですか ※拡充のみ

⑤ 予算額から見た事業性の度合いは適切ですか ※拡充のみ

審査のようす

選
考
の
基
準

多胎児と多胎家庭への
子育て支援活動

 G ツインズ 小さな声から未来をつくる会

岐阜公園信長公のおもてなし
歌舞音曲事業

地域社会の 「小さな声」 発信
プロジェクト

朗読群像 「羊の会」 岐阜公園信長公のおもてなし歌舞音曲隊

ぎふイキイキ健康づくりの日

（一社） 体力メンテナンス協会 岐阜西支部

夏休み子供企画
「本物の朗読を味わってみよう」

多胎家庭は同じ境遇の家庭との出会いが少

なく、多胎育児特有の悩みによりストレスや

孤立を招いてしまうケースが多くあります。

多胎育児支援活動を広く知ってもらい、共有

できる仲間との出会いの場を作っていきま

す。また、一人の親では参加しづらい育児教

室等を、ボランティアの協力のもと安心して

参加できる体制をつくります。

いじめ・人権・差別など社会問題や課題は広

く報道されますが、身近には地域社会に届か

ない「小さな声」が多数あります。その「思い」

を自分で発信できるよう、参加者を募りイン

ターネットを活用して自主番組を企画・制作

するセミナーを開催します。自らの声を発信

する機会と仕組みを構築し、公平・公正な地

域社会環境をつくります。

子どもたちの本離れがすすむ中、「朗読」を通

して本と触れ合うイベントを企画します。夏休

み期間に「岐阜市」を題材とした朗読劇の鑑

賞や、実際にステージに上がって朗読を体験

します。この体験を通して子どもたちの本へ

の興味、読書に対する意欲を高め、岐阜市と

いう郷土のすばらしさを知るきっかけになる

ことを目指します。

岐阜公園の総合案内所、庭園に面した和風ス

ペースを活用し、岐阜市内外の歌舞音曲の愛

好家が集って毎週日曜日、和・洋音楽、舞踏、

詩吟謡曲等の演奏発表を行います。

市内外からのお客様には、岐阜縁の歌舞音曲

を「信長公のおもてなし」として実施し、岐阜

の旅の思い出の一コマとなるよう取り組みま

す。

病院で診断がつかない不調(肩こり、腰痛、自

律神経の乱れなど)を抱える方へ、バランス

ボールを使った有酸素運動、姿勢維持、スト

レッチや筋トレなどを行います。自分の心と

身体の変化を学ぶセルフメディケーションの

機会を作り、いつまでもイキイキとした生活

を送っていけるよう、みんなで楽しく健康づ

くりを目指します。

あ

な
たの
思いをかた

ち
に
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拡充事業支援

めざそう健康長寿サロン

夜の子どもの居場所 「ごろごろ」

（特非） 地域支え合い倶楽部

ごろごろ

不登校フェス in ぎふ

岐阜吉田流鷹匠継承会支援事業

（特非） えん

岐阜吉田流鷹匠継承会

障がい児者の通学･通勤支援を考える会

うつ感情の悲観的人生観から
脱皮するセミナー

岐阜メンタル集談会

Waon SDGs Kitchen

障がい児者の移動支援の
充実をめざして

（特非） コミュニティサポートスクエア （特非） ほっぺの会

（特非） 人生サポートゆずりはの会

親子でたのしく食育♪
いっしょにクッキング

〝 楽しく終活 〟
笑顔の遺影写真撮影会

日本遺産信長公のおもてなし実行委員会

日本遺産信長公のおもてなし

井の口まちづくり会

井の口まちづくり会設立
15 周年記念事業

ひきこもる若者 ・
その家族に対する支援事業

ドレミファの会

ひとり親＆サポーター
“つながる” “ひろがる” 事業

ひとり親 Cheers

日野南フェス

日野南ＦＡＭ

新型コロナウイルスの感染拡大により外出機

会が減ったことで、高齢者の孤立やコロナフ

レイル(体力・気力の低下)のリスクが高まっ

ています。生涯にわたって住み慣れた地域で

いきいきと過ごすため、高齢者が気軽に集え

るサロンを運営し、健康状態・社会的環境・生

活環境等を充実させ、フレイル予防を目的に

活動していきます。

地域の子ども達に日野南に対する愛着を

もってもらいたいという思いのもと、「ふるさ

と」の思い出作りのため、二十数年前に廃止

されてしまった地域の夏祭りを令和2年度に

復活させました。今年度は第3回の開催を目

指します。夏祭りの実施により、地域の子ど

もからお年寄りまで、様々な人がつながる

「地域の絆」の強化を図ります。

長期に渡るコロナ禍で、思春期から青年期の

「ゆれうごく世代」に対して、家庭や学校外の

「居場所」、サードプレイスでの交流が困難に

なってきています。2021年1月に開設した

夜の子どもの居場所「ごろごろ」では、より専

門性の高いスタッフを配置して地域の様々な

社会資源や起業家、学生たちと交流し、社会

とのつながりを保つきっかけとします。

コロナ禍の不安、戦争の悲惨さが伝えられ、

うつに代表される悲観的な見方が蔓延して

います。悲観的に物事をとらえる人生観（心

の癖）を修正し、バランスのとれた行動や認

識の強化を目的に開催します。前向きな行動

の習慣をつくることで心理面の改善を図り、

仲間との共感のなかで自己実現を目指しま

す。

昨年度初めて開催した「不登校フェスinぎふ」

を、今年度は「親の気持ちを楽にする」をテー

マに開催します。パネルの展示や相談ブース

を設け、有識者の話を聞く場、対話する場な

ど様々な場面を設定し、参加者同士でつなが

れる場所をつくります。また当事者だけでな

く、多くの方に関心を持ってもらい、一緒に

考えていく仲間が増えるよう取り組みます。

かつて岐阜でも行われていた「鷹狩」の実態

と吉田流鷹術の伝統的手法を広く知っても

らうため、フライトショーや講話を開催しま

す。鷹匠や鷹狩りの技法を直接体感すること

で、戦国時代から現代へと変化した「鷹狩」の

時代的変遷や様子を広く理解してもらい、岐

阜市における歴史的文化の存続を継承して

いきます。

「障がい児者の通学・通勤支援を考える会」2

年目の活動として、前年のアンケートを生か

しての課題の整理と具体化、当事者(家族)と

の意見交換・交流の場として「オープンカフェ

(開放的なつどいの場)」を開催します。

また県内の「移動支援事業」と「特別支援教育

就学奨励費」の実態調査に取り組み、専門講

師を招いた「公開学習会」を開催します。

岐阜公園周りの草取りや花植えの年間を通

した活動を継続実施することで、　市内外か

らのお客様を、環境美化の点からの「おもて

なし」します。また「茶道」「香道」「連歌」「陶芸

絵画等美術」「能楽」等へ関心を寄せる市民や

愛好家が、信長以前と以後の展開について調

査研究するとともに、令和版「信長公のおも

てなし」を展開します。

自分の最期を迎える準備である〝終活〟。

一人で取り組むことが難しい課題について、

本事業を通して、今後の人生をどう生きてい

くか、無理なく終活に取り組めるようなきっ

かけ作りをします。その一環として「遺影写真

撮影会」を開催し、具体的に何をどうしたら

良いか、仲間と共に楽しく学んで、頭の中や

心の中を整理していきます。

発足15周年の節目を迎える今年度は、「まち

なか七夕コンサート」「お月見アート」をはじ

め、住民が主体的に関われる様々な参加型記

念事業を実施します。参加することを通して、

地域住民が、自分が住むまちに新たな魅力を

再確認し、歴史文化の継承、住んで楽しいま

ちづくりに主体的・積極的な関わりを持つ機

会を図ります。

自粛生活による孤立、物価高騰の影響による

家計の悪化といった問題の解消につなげる

ため、ぎふメディアコスモス広場で啓発イベ

ント「Not Alone Day」を開催します。

「Waon SDGs Kitchen」屋台では、子育て

世帯を対象に、各回150食を事前予約・無償

で提供します。通常の屋台でも流通過程のフ

ードロス削減に取り組みます。

子どもの「食」をはじめとする、子育ての悩み

や不安の解決をサポートし、心と体の健全な

発達に繋げるため、家庭で実践できる食育の

普及を目指します。

親子で一緒に楽しんで調理し「食」の大切さ

を学ぶ食育クッキング講座、農園活動で食材

を育て、命をいただく感謝を学ぶ講座、食物

アレルギー対応の食育講座を開催します。

競争社会の中で生きづらさを感じ、自己の存

在感を見失ってひきこもる(孤立化する)若

者が社会に着地できるよう、「親の会」を定例

開催し、サポートと情報の提供を行います。ま

た専門家・識者による講演会を実施します。

若者が社会とつながり、家族の日常生活が安

定するよう、支援と啓発活動を行います。

社会的に孤立しがちなひとり親家庭の親子

が、必要な支援につながるきっかけ作りの場

として、食品や日用品などの「おすそ分け会」

を開催します。支援の情報をリアルとWEBの

両面から発信し、活用の促進を図ります。

支える人材の育成として「ひとり親サポータ

ー養成講座」受講者を広く募り、関連団体と

のネットワーク構築につなげます。
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（特非） こどもトリニティネット

フリースクール Free will

地域理解と共に創るフリースクール課外
活動 『Free will add Project』

狂俳発祥 250 年記念事業実行委員会

狂俳発祥 250 年記念事業

（特非） 幼稚舎サンタセシリア （設立申請中）

孤立する子育てパパママのための
居場所づくり事業

（一社） ぎふおウチごはん協会

ぎふママ子育てサロン 脳の若返りスープ
そなえごはんクッキング より質の高い第３の居場所事業

（一社） キッズベース

ＮＰＯ法人のみなさまへ

社会的なサポートを得にくく、孤立しがちな0

歳～2歳のパパママ向けの居場所づくりに、

イベントを開催します。同じ境遇のパパママや

先輩パパママとのつながりを作りることで

「孤育て」を防ぎます。みんなで支え合って育

て合うコミュニティを形成し、子どもたちが生

き生きとのびのびと育っていくことのできる

地域社会を目指します。

岐阜市発祥で、令和5年に発祥250年を迎

える世界一短い短詩文芸「狂俳」。発祥250

年を期して川原町広場に「狂俳発祥250年

記念碑と宗家二翁の句碑」建立を目指し、市

民県民や観光客、令和６年実施の国民文化祭

参加者にも広くアピールします。また研究会

やシンポジウムを通して「狂俳論」「狂俳歌学」

を探求・確立し、後世へ伝えていきます。

人として主体的に生きるための多様な原体

験、それを具現化できる現場環境の必要性か

ら、先生ではない大人との関わり合いと体験

を通した学びを目的に、地域の事業者と協働

して課外活動を実施します。フリースクール

の必要性、不登校児や個々の発達障がい特

性への理解を深めてもらい、協力と共創を図

ります。

「子育ての孤独化」問題を解決するため、子育

て当事者同士のコミュニティを形成するきか

っけとして、交流や悩みの解決ができる場を

つくり課題解決を行います。当事者の視点に

よる本質的なニーズや課題を捉え、専門家と

連携をとった場づくりを通じて、親子それぞ

れの育ちあいや社会参加へのきっかけを生

み出し、自己肯定感の向上を図ります。

「団塊の世代」(1947年～1949年生まれ)

が75歳以上になり、高齢者の5人に1人が認

知症といわれる2025年「大認知症時代」に

備え、岐阜食材のごはんで予防する「そなえ

ごはんクッキングセミナー」を開催します。毎

日食べる認知症予防ごはんのレシピを開発。

作り方食べ方を伝え、健康で長生きできるひ

とづくり・まちづくりを目指します。

学ぶことを楽しく感じてもらえる学習支援、

育児の不安や焦りなどを話せる保護者サロ

ンを行ない、抱える問題の共有、緩和を図り

ます。子ども・保護者・心に悩みを抱えるボラ

ンティアの第3の居場所として、再び社会と

関わって動き出すための「自信」を得やすい

環境を作りだす、地域コミュニティとしての役

割を果たします。

『計算書類の
注記』 の添付

について

所轄庁の条例で定めるとおり、ＮＰＯ法人は「前事業年度の事業報告書等」を事業年度ごとに提出しな

ければなりません。その際の添付書類「計算書類の注記」のうち【重要な会計方針】についての記載が

最新のもの（ＮＰＯ法人会計基準 最終改正）になっていない事例が見受けられますので、書類作成の際

にはご留意ください。

≪正しい記載例≫

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010 年 7 月 20 日

2017 年 12 月 12 日最終改正ＮＰＯ法人会計基準協議会）に

よっています。 

＊2017年12月に改正されたＮＰＯ法人会計基準の変更内容については「2017年12月に改正された

ＮＰＯ法人新旧対照表」等をご参照ください。

＊「計算書類の注記」は、情報公開の重要な部分を占めるＮＰＯ法人の会計報告についての統一した

ルールです。報告の際に添付して公表することで、ＮＰＯ法人としての信頼性をより高めることにつな

がります。
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編  集  後  記

 開館時間

午前9時~ 午後9時

   休 館 日

・ 毎月最終火曜日
   * 祝日と重なる場合は翌日

・ 年末年始 (12/31 ～１/３）

ボランティア相談

市民活動交流センターでは、岐阜市生涯学習センターと連携して、

専門スタッフによるボランティア相談を受けています。

専門スタッフの対応日は、市民活動交流センターのホームページをご覧ください。

・ボランティアを募集したい
・特技や経験を活かして活動したい
・ボランティアを通して社会課題を
　　　　　　　　　　　学びたい

‐相談事例‐ みんなの森 ぎふメディアコスモス　市民活動交流センター　ボランティア相談窓口

午前 9 時 30 分～ 16 時 （不定期）　℡058-264-0011

ボランティアで自分にできる事を
探している方、ボランティアの力を

借りたい団体・施設など、
皆さんからの相談をお待ちして

おります。ボランちゃん

今年も暑い季節となってきました。 家では早々にクーラーをつけ快適に

過ごしています。 皆さまはどのようにお過ごしでしょうか。 「今年は活動

がやっとできそう」 と多くの団体の方からお話を聞くことが増えてきまし

た。 今後も皆様の活動の内容や様子を見させていただき、 学んでいきた

いです。 （山田）　

「なんだか元気が出てきたわ ! まず一歩進んでみるわ」 昔から私とつながりが

あった市民活動団体さんの紹介で来館された方の帰り際のお言葉です。 今の

社会環境の中、 人と人のつながりが希薄になり、 今まで当たり前に存在して

いたお互いに支え合っていこうとするネットワークが崩れてきています。 けれ

ど一言が懸け橋となって心が伝わり、 会話が始まり、 一言によって人と人と

のつながりが生まれればマイナス作用を食い止めることができます。 私も落ち

込む事柄がありましたが、 この言葉で、 少し元気になりました。 今後とも微

力ながら少しでも皆さんのお役にたてるように頑張りたいと思います。 （青木）

だんだん
段ボールタウン

開館７周年記念イベント
ゆったりカルチャー 3days

段ボールが“まち”
に変身！

みんなで段ボールに
絵を描いて、

ここだけのすてきな
“まち”を

作ってみませんか。

7/18（月･祝）10:00-15:00
みんなの森ぎふ メディアコスモスドキドキテラス

‐段ボールに自由に絵を描き、まちを作るワークショップ‐

参加
自由

会 場 企画：メディコスクラブ・市民活動交流センター

ハートフルスクエアー G  岐阜市生涯学習センター　生涯学習･ボランティア相談コーナー

午前 9 時 30 分～ 16 時　月～金曜日 （平日）　℡058-268-1055


