
NPOと行政による「一斉協議の場」を開催
　市民活動交流センターでは、「NPO との協働事業推進のためのガイドライン」に基づき、協働事業の
提案・呼びかけと協議を随時実施しています。7月を「協働事業提案強化」月間として位置づけており、
７月１日～７月 31 日に協働事業の提案を改めて募集したところ、NPO から 6 事業、岐阜市から１事業
の提案がなされました。

８月３１日（月）
かんがえるスタジオ

　提案事業については、８月 31 日（月）にみんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオで
開催された「一斉協議の場」で提案者と関連する部署が協議を行いました。
　NPOと行政は、役割や立場に違いがありますが、協議の場ではお互いを尊重しながら、対等の立場
で、事業の提案や協議が行われます。

１

1P ------ 令和 2年度一斉協議の場　　　　　　   
2-3P ---  令和 2年度支援事業採択団体活動レポート
4P ------  メディコスクラブ・市民活動アドバイザー制度
5P ------  NPO 法人のみなさまへ
6P ------ 市民活動支援ブース募集・ボランティア
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　会議では、テーブルごとに、各事業
について協働を実現するために、それ
ぞれの立場から積極的に意見が出され
ました。
　協議内容や結果については、今後、
市民活動交流センターのホームページ
で公表します。
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３

～ポストコロナ社会を「ありがとう」があふれる時代に～福祉団体を応援する寄付つき商品開発プロジェクト「GIFU HAPPY-HAPPY PROJECT」

全国に動物避難所を ! 災害時に
すべての命を守るための、

動物避難所マップ作成プロジ
ェクト

募集期間：令和 2年 10 月 3日～令和 2年 12 月 31 日
 募集期間：令和 2年 10 月 1日

～令和 2年 11 月 15 日

和傘を守る！岐阜、そして日
本の和傘の将来を担う

若い職人を育てます

募集期間：令和 2年 10 月 17 日
～令和 3年 1月 11 日

世界に誇る伝統の技のピンチをチャンスに！『長良川流域文化レッドデータブック』をつくりたい。募集期間：令和 2年 10 月 10 日～令和 3年 1月 8日



岐阜市市民活動アドバイザー制度を活用しませんか？

４

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？

杉浦  陽之助
すぎうら　ようのすけ

富樫  幸一
とがし　   こういち

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

さん さん

　コロナ禍で開催を自粛していた２木の情報交換会ですが、約半年ぶりに、オンラインで開催しました。
市民活動支援ブースや自宅からオンラインでの参加者が集まり、コロナ禍での近況報告や活動の状況、
今後の活動の相談や情報交換をしました。
　今後も続けていきますので、是非、お気軽にご参加ください。

　　今後の日程　　11 月 12 日（木）　15 時半～、18 時半～
　　　　　　　　　12 月 10 日（木）　15 時半～、18 時半～

中島  由紀子
なかしま    ゆきこ

野尻  智周
のじり　  ともひろ

さん さん



５

【 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

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/toki2.html

　ＮＰＯ法の施行から２０年が経ち時代が変遷する中、コロナ禍も相まって活動の継続に苦悩されている
ＮＰＯ法人が増えています。役割を終えたならすっきり解散することが、ＮＰＯ法人にとっても、関わる
個人にとっても新しい一歩になるかもしれません。

１　社員総会を開催し、解散を決議する。
　　　　　　▼
２　法務局に解散及び清算人就任の登記を申請する。
　　　　　　▼
３　岐阜市に解散届出書を提出する。
　　　　　　▼
４　官報に公告を掲載する。（※掲載期間 2 か月必要）
　　　　　　▼
５　残余財産の処分を行い、
　　清算事務報告書を作成する。
　　　　　　▼
６　（※官報公告後２か月以上が経過してから）
　　法務局に清算結了登記申請をする。
　　　　　　▼
７　岐阜市に清算結了届出書を提出する。
　　　　　　▼

　　　　解散手続き終了

「何年も全く活動していない」「役員が高齢化して理事会も疎遠

になっている」など、この先どうしようとお悩みのＮＰＯ法人

は、まず、岐阜市市民活動交流センターにご相談ください。

何年もずっと
活動していない！
理事も高齢で…

この先
どうし

たら

いいの
！？

お気軽に
ご相談ください★

■ 岐阜地方法務局

「手続案内予約」電話（代表）
０５８－２４５－３１８１
ガイダンスに沿い、 ② → ③ を押すと、
予約受付係につながります。

■ 法務局での登記相談の方法

現在、コロナウィルス感染拡大防止の

ため、予約による電話案内（２０分間）

のみとなっています（面談による案内

は中止）。相談したい場合は、あらかじ

め法務局に電話をかけ、電話相談日時

をご予約ください。予約日時に法務局

相談員より電話がありますので、事前

に相談内容まとめておいてください。

登記事項（名称、主たる事務所、目的および業務、理事等）に変更があったときは、2 週間以内に登記申請を
する必要があります。特に、理事については、定款で定める任期（最長２年）が満了し、同じ方が再任された
場合でも役員変更登記を申請する必要があります。

 法務局からのおしらせ



■市民活動団体登録を受けた団体であること

■市民活動支援ブースを主たる事務所として使用
する予定であること

■ １２月５日（土）の審査委員会に出席できること

応
募
条
件

検定日 /　１２月６日（日）

会場 /  ハートフルスクエアーG ２階　大研修室
対象 /  ボランティア活動やボランティアコーディネーションに関わった
　　　経験のある方
定員 / ４０名（定員に達し次第締切）
受験料 /  １２，０００円（受験料・テキスト代・検定試験料含む）
主催 /  認定特定非営利活動法人  日本ボランティアコーディネーター協会
協力 /  岐阜市生涯学習センター・岐阜市市民活動交流センター
　　　岐阜市社会福祉協議会

申込締切 /   １１月９日（月）

直前研修：午前１０時～午後４時３０分
検定試験：午後５時～６時

申込先･･･認定ＮＰＯ法人 日本ボランティアコーディネーター協会
協会ＨＰより受付中「 j v c a     ボランティア」で検索！

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。

◆今年で入庁して２年目になりました。顔を覚えてくださる方も増え
うれしく思っています。昨年から趣味を見つけようと御朱印巡りを始
めましたが、コロナ禍で自粛している状態なので、今後は家でできる
趣味を探そうと思います。（山田）
◆最近つけっぱなしにしているテレビ画面に、リト＠木の葉切り絵さ
んの作品が映し出され釘付けに。 アイディア満載の緻密な小宇宙に感
動！障がいも特技に変えられる優しい社会でありたいと。（長谷川）
◆コロナウイルス感染拡大防止を受けて、暮らしの変化を実感してい
ます。頭を柔軟に新しい形式を受け入れて、対応できる技術を磨きた
いです。( 岩月）
◆今年の７月18日でメディコス開館から６年目に突入しました。毎年、
夏は周年記念イベントで盛り上がりますが、今年度はコロナ禍でひっ
そりと５歳の誕生日を迎えました。５年の歩みを振り返るとともに、
以前の賑わいを願い、コロナ終息を祈るばかりです。（水野）

【 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

６


