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1P ------ 令和 2年度 市民活動支援事業報告会・パネル展　　　　　
2P ------ 令和 2年度 支援事業採択団体活動レポート
3P ------ 支援ブース審査会・Withコロナスキルアップ研修
4P ------ 市民活動アドバイザー紹介・メディコスクラブ
5P ------  NPO 法人のみなさまへ
6P ------ 市民活動団体登録の更新案内・ボランティア
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令和３年　　

ドキドキテラス

日　時

場　所

土を開催します！

を開催します！

　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 14 団体が、アイデアや創意工夫に富んだ活動を行いました。

　さまざまな分野でまちづくり活動に取り組まれた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。どなたでも見学

できます。岐阜市での市民活動を知る良い機会です。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３年
9:00~21:00
※最終日は 17:00 まで２/13 20~（土） （土）
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１. ＫＳＳＢぎふ
２. ほっぺの会　
３. Happy Choice　
４. ペーパーリーフアート倶楽部
５. ＮＰＯ法人市民後見センターぎふ　
６.  Shift　
７. ＮＰＯ法人大和 Company　
８. ＮＰＯ法人ユメココサポート

　「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。審査会では、応募した団体がそれぞれ「ブースをどのように活用していくか」「今後の活動の展望」
などを発表しました。

　令和 3 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。

第 2回

1/15
（金）

第 3回

1/22
（金）

　岐阜市の推進する「協働のまちづくり」において、ＮＰＯは重要な役割を果たし
ています。しかし今回の新型コロナウイルスの影響で、ＮＰＯの多くは活動の休止
や縮小をせざるを得ない状態になっています。
　このような非常時にも柔軟に対応して活動していけるよう、オンラインツールの
使い方から、コロナ禍でのＮＰＯ等の運営について、基本的なスキルを身につける
ための講座を開催します。

▼ 11 月 20 日に実施した第 1 回「オンライン
会議の開き方・オンラインツールの使い方」
では、まちづくり協議会など多くの方々の参
加がありました。



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？

野村  典博
のむら　 のりひろ

村木　壽　
むらき　　ひさし

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、9月、10 月、11 月にオンラインを併用して開催しました。
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、会場での参加者とともに現在の活動の状況やアピール、
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。

　

山田  正行
やまだ　  まさゆき

さん

日程については、随時、メールなどでお知らせいたします。



ＮＰＯ法人のみなさんにおかれましては、活動自体がままならない中、総会の開催方法等にも悩まれている
ことと思います。コロナ禍拡大の状況において、通常の開催に代わる総会開催の方法を紹介します。

NPO 法第 14 条の２で、法人運営の基本として毎年 1回の通常総会の開催が求められていること
を鑑みると、社員が法人の業務に関して直接参画できる機会である社員総会については極力開催
することが望ましく、平時においてもみなし総会（持ち回り決議）を推奨するという趣旨では
ありません。

一か所に人が大勢集まることを避けるために、出席者の大多数が「書面表決」・「電磁的方法表決」・
「委任状」で総会を開催します。定款に沿って「日時」「場所」「審議事項」を記載した案内を社員 ( 正
会員 ) に送付し、どうしても総会に直接参加したい方を除いて、書面または委任状での表決を依
頼します。

総会を開催し、会場の出席者に、ＷＥＢを用いた参加者を加えて審議します。その場合は、役員
のみならず、社員 ( 正会員 ) も発言したいときは自由に発言できるようにマイクを準備し、その
発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のあ
る設備・環境が整っていることが必要です。

特定非営利活動促進法では「社員総会の決議の省略」（第 14 条の 9）を定めており、書面と電磁
的記録 ( メールや FAX など ) による社員総会の開催や、「みなし総会 ( 持ち回り決議 )」も制度上

可能です。

みなし総会 ( 持ち回り決議 ) とは、総会を開催せずに書面または電磁的記録を用いて総会決議が
あったとみなすもので、条件として、社員 ( 正会員 ) 全員から同意の意思表示が必要になります。

注意

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

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

　　http://gifu-npocenter.org/2020/05/npo-3.html
お気軽に

ご相談くださ
い★



岐阜市では、市内で活躍する市民活動団体を積極的に支援していくために、「岐阜市市民活動団体登録制度」
を制定しています。団体活動の充実のために、登録制度をぜひご活用ください。

センター主催のイベント案内、会報誌の送付など、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。

　  登録団体は 30 日前からの予約ができます。 モノクロ印刷機使用料については減額制度があります。

　  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。

市民活動交流センターにて、令和３年度市民活動団体登録の更新手続きを受け付けています。

令和２年度の団体登録の有効期限は令和３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市民活動交流センターまで郵送、または

直接お持ちください。メールでの受付は行いません。ご不明な点などはお気軽にお問合せください。

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、市民活動交流センターのホームページをご覧ください。

◆市民活動団体「みのハイキングクラブ」さんが行っている清掃登山に参加
しました。岩戸山⇒水道山⇒権現山⇒金華山の順にゴミを拾いながら散策し、
前半で中サイズのゴミ袋が一杯に。山の中に落ちているゴミは、自然に溶け
合うはずもなく異物でしかありません。ゴミの重み以上の重みを感じた一日
でした。（多田）
◆施設にいた 10年来の文通の友人が、コロナ禍でしばらく会えないうちに亡
くなりましたが、まだ実感がありません･･･コロナ禍による閉塞感、非日常感
もろもろが早く解消されることを願ってやみません！(小林）
◆Zoomの使用機会が増え、オンラインで飲み会をしたり、講座を受講したり。
便利だけど、イスに座りっぱなしの時間も増え、身体がカチカチです。感染
防止のためにも、ストレッチや運動をがんばります！(吉田）
◆1 年前に新型コロナウイルスとのお付き合いが始まりました。始めは慣れ
なかったマスク着用や手指消毒がいつの間にか当たり前に。日々の手洗いと
消毒液で、手荒れの心配がなかった私でも手の乾燥を感じるようになり、ハ
ンドクリームが私のコロナ対策品のひとつになりました。皆さんも何か必需
品はありますか？（浅井）

【 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
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