
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２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。  支援事業は４月１日より事
業の募集がスタートし、直後、国内外で感染が続いている新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、
４月中旬には岐阜市独自の非常事態宣言が発令されました。今年度応募を希望していた市民活動団
体の中には、この状況では事業の実施は難しいと断念されたところもありました。当センターにも様々な不安の声
が寄せられました。前年度に続きステップアップ事業を計画し、対策方法に頭を悩ませながら締切り間際まで計画
を練り、応募しようと奮闘する団体も多くありました。また、この状況を受け、コロナ禍だからこそ必要とされて
いる新たな取り組みを始める団体も出てきました。

　
　今年度の公開企画コンペは、新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、時間指定をして一団体ごとにプレゼンを行い、審査の結果、１４
団体が採択されました。どの団体も困難な状況の中、対面で実施予定
だった事業をオンラインで行うなど、様々な工夫を凝らしながら事業
を展開されます。今後の事業の様子は、ホームぺージや会報誌「協働
時代」で紹介します。是非ご覧ください。

６月６日（土）　おどるスタジオ

新型コロナ感染予防対策市民活動交流センターの
with コロナの状況下で、できるだけ安全にセンターをご利用いただけるよう、 以下の取り組みを行っています。
ご不便をお掛けすることもありますが、ご協力よろしくお願いいたします。

事業やイベントの実施については、例年と違う形で行う場合があります。
詳細はセンターまでお問い合わせください。
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　令和元年度市民活動支援事業に採択され
た 31 団体による報告会を開催しました。
各団体は昨年 6 月から取り組んだ事業成果
や、今後の課題として広報・告知の仕方な
どを報告しました。
　審査委員からは「支援事業に応募し、さ
まざまな団体の活動を知る機会にもなった
と思う。交流会では横のつながりを作り、
他団体と協働しながら活動を発展させてほ
しい」と講評がありました。

　報告会後には、審査委員のみなさんとともに交流会を行いました。報告
会では伝えきれなかった事業への思いや今後の展望、本音など、団体同士
語り合う場となりました。今年度新規助成を受けた団体から「失敗しても
いいからと思い行動してみたら、良い結果が得られた」と感想がありました。
この団体は応募前から何度も当センターへ足を運び、よい事業になるよう
相談されていました。まずは始めてみることが大事だということ、また努
力が成果に結びつくことを教わりました。当センターでは今後も多方面か
ら団体のサポートに力を入れていきます。

岐阜市市民活動支援事業 報告会＆交流会を開催令和元年度

令和２年度 市民活動支援事業 補助金交付決定事業
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▲  交流会の様子

①地域社会の課題解決を目的とした事業か

②市民への意識啓発、波及効果の

    度合いが優れているか

③着眼点が優れている事業か

④提案団体のさらなる発展、継続に

    つながる事業か※

⑤予算額から見た事業性の度合いは適切か※

※･･･拡充事業のみ

要
チェ

ック
 ！



岐阜市市民活動アドバイザー制度を活用しませんか？
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まちづくり、NPOの問題解決の一歩に！『市民活動アドバイザー制度』とは？『市民活動アドバイザー制度』とは？

市來  恭子
いちき  やすこ

島田  貴子
しまだ　たかこ

さん さん

　新型コロナウイルスの影響で、活動が困難になっている市民活動団
体が多くあると思います。
　このような中で、特定非営利活動法人ぎふＮＰＯセンターにおいて、
岐阜県内の現状を把握するため緊急調査が行われ、その結果を岐阜市
に報告していただきました。
　調査結果から、市民活動団体の活動が困難になっていることや、そ
の先の支援が必要なところにも大きく影響していることが明らかに
なっています。また、この状況下で活動していくための具体的な方法
を模索している様子もうかがえました。
　市民活動交流センターとしては、市民活動団体に非常時でも柔軟に活動ができるように、with コロナに対応す
るスキルを身に付けるための支援をしていきたいと思っています。

調査結果はNPOセンターホームページ（  ）より確認いただけます。

▲  受け渡しの様子



　岐阜市を中心として活動しているＮＰＯは、福祉、防災、環境、
子育て、男女共生などあらゆる分野で「自分たちのまちをもっ
と良くしたい！」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。その活動を市民の皆さんに広く周知し、活動の
促進と協働の推進につなげるため、紹介パネルの展示を行いま
した。
　アンケートでは、「こんな活動があると初めて知った」「参加
してみたい活動があった」などの声がありました。
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■ 対 象 事 業

■ 応 募 方 法

■ 応募の要件 5 名以上の構成員で組織された NPO 法人等であること

主に岐阜市内で実施される特定非営利活動促進法第 2 条別表に掲げる活動を
含む地域社会の課題の解決に資する事業、かつ、事業費が 100 万円以上の事業。
※応募は 1 団体 1 事業まで。
（岐阜市から業務委託を受けている事業や、特定の政治・宗教・営利を内容とする事業は対象外）

提案された事業について、岐阜市がクラウドファンディングで集めた寄附金の
約 95%（クラウドファンディング掲載サイト利用料を差し引いた額）を交付金
として支援します。

■ 支援の内容

■募 集 締 切

申請書および必要書類を 7 月 31 日（金）必着で、郵送または直接「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」に提出してください。　

令和2年 7月 31日（金）必着

「ＮＰＯ法人等応援事業」募集します！
クラウドファンディング型ふるさと納税を活用したクラウドファンディング型ふるさと納税を活用した クラウドファンディング型

ふるさと納税を活用した

「ＮＰＯ法人等
 応援事業」
「ＮＰＯ法人等
 応援事業」

　岐阜市では、岐阜市住民自治基本条例に「市民はまちづくりの主権者である」ことを基本理念に掲げ、住民

自治を展望しつつ、市民がお互いに、そして市民と行政が、それぞれの持つ特性を生かしながら、補完し合い、

協力し合い、社会的課題の解決に当たり、地域に共通する課題を解決する、協働のまちづくりを推進しています。

　「クラウドファンディング型ふるさと納税を活用したＮＰＯ法人等応援事業」は、寄附者が事業を指定して寄

附できる「クラウドファンディング型ふるさと納税」制度を活用し、全国の方々からＮＰＯ法人等の事業に対

して寄附を募り、集まった寄附金を岐阜市からＮＰＯ法人等に交付し、ＮＰＯ法人等に事業を実施していただく

ことで、地域社会の課題解決を目指します。

申込み・応募に関する詳細は、岐阜市のホームページをご確認ください。

お問い合わせ・ご質問は、市民活動交流センターまでお電話・メールください。
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【 窓 口 】　　岐阜市市民協働推進部  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
comm-act@city.gifu.gifu. jp

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

　岐阜市内にのみ事務所を置くＮＰＯ法人は、毎年事業年度初めの 3 ヶ月以内 に前事業年度の事業報告書等を
作成し、法人の事務所に備え置くとともに、岐阜市（市民活動交流センター）に提出しなければなりません。

必要です。 ＮＰＯ法において「休止」といった制度はありません。

1 年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績が

ない旨を事業報告書等に記載し提出してください。

活動休止中も
報告が

必要なの？

教えて！

　ＮＰＯ法人の役員の任期は 2 年または１年と定められています。改選されたら（任期満了でも）必ず「役員
の変更届出書」を提出してください。

　平成２３年のＮＰＯ法改正により、“収支計算書” は「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” に変更されました。ＮＰＯ法人会計基準を適用して活動計算書を提出する場合には、総会において定
款変更の決議を行い、定款変更の認証申請を提出してください。

必要です。

任期を 2 年に定めている場合は、2 年ごとに

必ず提出してください。

役員全員
再任でも

届けが必要？

教えて！

　平成２８年のＮＰＯ法改正により、ＮＰＯ法人は、毎年度 “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。多くのＮＰＯ法人では①公告の方法を決めて、②定款の変更（定款変更の届け出）を行う必要が
あります。今一度、定款を確認してください。なお、貸借対照表の公表をすることにより資産総額の変更登記
は不要になりました。

H23 の法改正で
提出書類が変更

複式簿記
発生主義による
会計処理

定款の変更が必要

“貸借対照表” の
公告による公表が義務化

毎年度
H28  法改正

どのように公告するか決める

・事務所の掲示板に掲載する
・新聞へ掲載を依頼する･･･など

定款変更の届け出を提出し、
公告の方法について
定款に定める

お気軽に
ご相談ください！



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）

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。専門スタッフがいる
日時はホームページをご覧ください。

◆国内外で新型コロナウイルス感染症への感染が今なお続いています。本市
においては、外出の自粛や休業要請などへの協力の結果、感染拡大が沈静化
し、独自に発令した非常事態宣言が５月１６日に解除されました。
全館臨時休館していたぎふメディアコスモスにおいても、5 月１９日から

は２階の岐阜市立中央図書館を一部サービスに限定して開館。６月１日から
は、不特定多数の利用者が滞在するエリアの利用と一部サービスを休止しつ
つも利用を再開いたしました。
この間、これまで特に意識することなく行っていた公共施設の利用ができ

なくなったり、更には学校への通学、会議や打ち合わせすら出来なくなり、
人との繋がりが希薄になることが懸念される事態となりました。
新型コロナウイルスとの戦いは、ワクチンが開発されるまでの長期戦にな

ることが見込まれます。今後は、新型コロナウイルス感染症が存在するとい
う前提に立って、新しい生活様式を確実に実践する “with コロナ” の考え方
を土台とし、感染拡大防止と社会経済活動との両立を図ることが重要です。
その中で、ぎふメディアコスモスも人と人との繋がりを保つ場を皆様にお届
けし続けたいと思っています。（善住）

【 各種お問い合わせ・窓口 はこちら】
岐阜市市民協働推進部  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

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
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　岐阜市では、多様な市民ニーズや社会的課題に対応するため、「岐阜市ＮＰＯとの協働事業推進のためのガイド
ライン」に基づき、NPOと市が協働で行う公益的な活動・事業の提案や呼びかけ、協議を実施しています。
受付は随時、市民活動交流センターにて行っていますが、毎年 7月を強化月間として広く募集しています。
NPOの皆さん、及び岐阜市からの提案を心よりお待ちしています！

※ここでいう NPO とは、社会的課題を解決することを目的とした継続性のある組織で NPO 法人のほか、　法人格を持たないボランティア団体・市民
活動団体等の任意団体も含みます。

強化月間期間　　   7 月 1 日（水）～ 31日（金）

対象となる事業　　ＮＰＯと市が協働することで、よりきめ細やかに、かつ効率的・効果的に実施する
ことが可能なあらゆる分野の事業

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

メディコスクラブは、4月～７月の間、しばらく中止としておりましたが、今後はコロナ対策をしての開催を
予定しております。８月以降の開催方法、日時については決まり次第、HPやメールにてご連絡いたします。


