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1P ---- 令和元年度支援事業報告会・パネル展のご案内　　　　　　
2P ---- 次年度支援ブース使用団体決定・今年度交流会
3-5P - 令和元年度市民活動支援事業　取材報告
6P ---- 団体登録制度　更新手続きのご案内
7P ---- 市民活動アドバイザー派遣・メディコスクラブ
8P ---- NPO 法人のみなさまへ　ほか
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午前の部    9:45 ～ 11:25
　　　　　( 11:25 ～交流会）
午後の部 13:00 ～ 14:45
　　　　　（14:45 ～交流会）
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　市民活動支援事業は、地域社会の課題解決を目的として市民の皆さん自ら
企画・実施する事業を応援する助成制度です。今年度の助成対象となった
31 団体は、アイデアや創意工夫に富んだ活動を繰り広げました。さまざま
な分野でまちづくり活動に取り組んだ様子を、市民の皆さんに知っていただ
くために、公開で報告会を開催します。どなたでも無料で見学できます。岐
阜市での市民活動を知る良い機会ですので、是非お越しください。

　岐阜市で活動しているＮＰＯの皆さんは、福祉、防犯、防災、環境、子育てなど、あらゆる分野で「自
分たちのまちをもっとよくしたい！」という思いを持って、さまざまな活動に取り組んでいます。
活動を紹介するパネル展に参加して、ＮＰＯ活動の理解を深めてみませんか。

ドキドキテラス令和 2年 9:00~21:00
※最終日は 17:00 まで

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
〒500-8076 岐阜市司町 40 番地 5
☎058-264-0011 ／ FAX:058-227-7596　 comm-act@city.gifu.gifu.jp 

みて きいて しる
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　市民活動支援ブースには開館当初から入居している団体もあり、４年目を迎えた今、少しずつ確実に団体同士
の協働も実現しています。今後もこの支援ブースでは、「絆の拠点」として新たな「つながり」が生まれてくるこ
とが期待されます。
　過去にも様々なブース交流会を行ってきましたが、今回は支援ブースの利用者が互いに声を掛け合うことで開
催する運びとなりました。アドバイザーに「ＮPO法人 ぎふ NPOセンター」の理事長  野村氏と事務局長  野尻氏
を迎え、交流会をスタートしました。 
　話し合いのなかで、多くの団体が頭を悩ませていたことは、活動の担い手が集まらないという課題でした。
現在、人口そのものが減ったことも原因の一つですが、その他にも定年退職年齢が引き上げられたことや、共働
き世帯の増加、またそれにより祖父・祖母が孫の世話を委ねられることなど、地域で活動する人の減少が原因と
して挙げられました。また、団体の活動を知ってもらう方法にも行き詰まりを感じていることや、どのようにし
て人を集めればいいのか、各団体の経験談も踏まえ様々な意見が飛び交うなかで、ひとつの課題解決につながる
提案が挙がりました。
　それは、ボランティアや活動の担い手を募集した
い団体が集まり、団体の活動紹介をしながら、興味
を持ってくれた人とつながりを持てるマッチングイ
ベントをメディアコスモスで開催してはどうかとい
う案でした。

　それに対しアドバイザーの野村氏は、市内４２の
まちづくり協議会向けのセミナー、「まちサポトー
ク」に組み込むことができるかもしれないと提案。
それには全員が賛成し、先ずはモデル事業の実現に
向けて検討されることになりました。

　「市民活動支援ブース」は、公益的な活動をする市民活動団体のための共同の事務所スペースとして、市民活動
交流センター内に８区画設置しています。使用団体は毎年募集を行い、審査委員会による審査をもとに決定します。
令和 2 年度の使用団体に決定した８団体は、「自分たちのまちをもっとよくしたい！」という思いで、さまざまな
分野の活動に取り組んでいます。使用団体の活動につきましては、市民活動交流センターまでお気軽にお問い合わ
せください。



　令和２年度市民活動団体登録の更新手続きの受付を開始しました。令和元年度の団体登録の有効期

限は令和 2 年 3 月 31 日までです。更新される団体は、2 月末日までに必要書類を窓口に直接提出して、

更新手続きをお済ませください。ご不明な点はお問い合わせください。

市民活動交流センターが主催する事業の案内、会報誌「協働時代」
の送付など、岐阜市の市民活動に関する情報をお届けします。

館内モニター、ホームページ、チラシなどで登録団体を紹介します。

登録団体については 30 日前からの予約ができます。また当日でも空いて
いれば自由に使えます。モノクロ印刷機使用料については減額制度があります。

動画や映像、音声を編集する講義を受けることができます。

みんなの森 ぎふメディアコスモス有料貸出施設の使用料（支援ブース及び駐車場の使用料は除く）
が減額されます。
※ただし、団体の主たる目的以外での使用等については、減額措置等が適用できないことがあります。
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   令和 2年度 1月 18 日（土）に開催された「ハートフルフェ
スタ 2020」に参加しました。市民活動交流センターでは
「バッチ作りと “市民活動” 相談」コーナーを設けました。
113 人の子どもたちとその家族が参加して、缶バッチ作り
を体験しました。
　また市民活動支援事業の紹介パネルの展示、市民活動交
流センターの資料を配布し、NPO 活動や市民活動の紹介を
しました。
　描いた絵や文字がどのように缶バッチになるのかわくわ
くしながら見ている子どもたちの姿がありました。
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　岐阜市では、地域社会の課題解決を目的に、補助金を交付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。

　令和元年度は、新規事業支援タイプに 11 事業、拡充事業支援タイプに 20 事業が採択されました。

今回は市民活動支援事業の採択事業 31 事業のうち、15 事業の活動の様子を紹介します。
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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内  ℡ 058-264-0011

　今年度も 2 木参加者の「～をしたい」という思いが、

皆様の情報や意見交換で形になったり、チラシ作成が得

意な方と、団体のパンフレットデザインに悩む団体がつ

ながって、素敵なリーフレットが完成したり…２木から

新たなつながりが生まれました。

　「毎月２木集まって情報交換会」は令和２年度も引き

続き開催しますので、皆様の参加をお待ちしております。
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地域団体、NPO、企業の社会貢献活動の部門など、社会課題
の解決に取り組んでいる、または取り組もうとしている団体

まずは、市民活動交流センターへご相談ください。
そこでどんな問題を抱えているか、悩みなどを確認してから
アドバイザー申請等の手続きを進めていきましょう。
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編  集  後  記

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

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）

◆昨年は、相次いで台風や豪雨災害がおき、日本の各地で甚大な被害が発生しま
した。各地に分散している友人達や子ども達のことが心配で、特に長野のリンゴ
園を営農している友人から聞いた内情はあまりにも衝撃的で心が痛みました。
　けれど、スポーツ界が盛り上がった一年でもありラグビーワールドカップでは、
日本代表が、強豪国を倒してベスト８を果たし、世界野球プレミア１２では、侍ジャ
パンが世界一となり、みんなに勇気と感動を与えてくれました。
　思えば私の学童期には、テレビが家に 1 台しかなく、その当時、テレビの主導
権は父。従って野球が開幕するとプロ野球観戦のみ。友達はドラマや音楽を楽し
んでいましたが、私の家では野球のみ。私もドラマが見たいと思いながらも、父
は仕事で疲れて帰ってきているのだから、まあ野球を一緒に見て楽しむかと考え
を方向転換。おかげで野球のルールを熟知した私は、さまざまな皆さんとのかか
わりやつながりをもつことができました。
　当たり前が当たり前でない昨今、益々毎日を大切にしていきたいと思っていま
す。まちづくりに限らず何事もマニュアルどおりにいかないですし、一朝一夕に
はいきません。ネットやメールも一つの方法ですが、顔の見えるコミュニケーショ
ンが大切です。今年も現場を大事にし、少しでもお役にたちたいと思っています
ので、よろしくお願いします。（青木）

【 お問い合わせ・窓口 】
岐阜市市民参画部  市民活動交流センター
〒500-8076　岐阜市司町 40 番地５
みんなの森 ぎふメディアコスモス内　☎ 058-264-0011
E-mail：comm-act@city.gifu.gifu.jp

https://g-mediacosmos.jp/center/act_01/0106/npo.html

平成２８年のＮＰＯ法改正により、ＮＰＯ法人は、毎事業年度後に貸借対照表を公告によって公表することが義務化されまし
た。ほとんどのＮＰＯ法人の定款では、

　　　　【公告の方法】
　　　　　第〇〇条　この法人の公告は、官報に掲載して行う。

と書かれていると思いますが、この条文のままだと貸借対照表の公告も官報に掲載して行うことになり、掲載料（約７万円）

がかかることになります。そうならないためには、定められた４種類の方法の中から決めて公告するよう定款の変更を行う

必要があります。いまだに未完了の場合は、総会で定款変更の決議を行い速やかに定款変更の手続き（定款変更届出）を行っ

てください。なお、貸借対照表の公告をすることで「資産総額の変更登記」は不要になりました。
※定款変更を済ませた法人は、貸借対照表を定めた方法で公告してください。公告を行わなかった場合２０万円以下の過料対象になります。

① 

平成２３年のＮＰＯ法改正により、事業報告書類の財務諸表うち「収支計算書」は、ＮＰＯ法人会計基準法を適用した

“複式簿記・発生主義による会計処理” が前提となる「活動計算書」に変更 されています。まだ変更していない場合は、総会で

定款変更の決議を行い、「収支計算書」から「活動計算書」へ定款変更の手続き（定款変更認証申請）を行ってください。

②

　内閣府より、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について周知依頼がありました。法人の従業員等の方々に、

　マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけを行っていただきますようお願いします。

　呼びかけに係る資料については、内閣府ホームページ（https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html）よりご確認ください。

　

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について


