
□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 2年度 vol.16 R2.11.15 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

堺市市民活動コーナーでは、堺市内における特定非営利活動法人や市民活動団体などに

対し、ホームページや本メールマガジン及び、市民活動支援情報紙〝堺市市民活動コーナ

ーNEWS″などを通じて、市民活動に関連する情報の発信を行っています。 

 なお、本メールマガジンは、毎月 1日、15 日に配信しています。 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

セミナーのご案内  

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

①【運営セミナー やってみよう「事業計画」のブラッシュアップ】 

NPO 法人や市民活動団体が活動をステップアップするため、新規事業への参入などチャ

レンジを検討することも重要です。団体の事業計画を見直して、運営力を強化しましょう。 

法人設立から年数が経ち、新たな展開を意識している団体におすすめのセミナーです。 

 

日時：令和 2年 11月 19日（木）10：30～12：00 

会場：フェニーチェ堺 3 階 文化交流室 B（堺市堺区翁橋町 2-1-1） 

対象：堺市内で活動するNPO 法人、市民活動団体 

講師： 中小企業診断士 下山陽介氏 

定員：20 名（1団体 2名様まで） 

締切：令和 2年 11月 16日（月） 

参加無料 

 

②【応援される団体をめざそう～寄附を集めるには～】 

 団体の活動を継続するために、しっかりとした資金計画を考えることが重要です。 

寄附は資金調達のひとつの方法ですが、集めるためにどのような取り組みをするかが大

切です。企業等と日頃の関係づくりを行い、寄附や様々な協力につなげる方法について、

実践例から学びましょう。特に、法人設立から 1年～3 年程度の団体や、資金調達力を強化

したい団体におすすめのセミナーです。 

 

日時：令和 2年 12月 10日（木）14：00～15：30 

会場：東洋ビル 2階 2F-5（堺市堺区北花田口町 3丁 1番 15号） 

対象：堺市内で活動するNPO 法人、市民活動団体 

ゲスト：認定NPO 法人トゥギャザー 常務理事/事務局長 別府一樹氏 

大阪ガス株式会社 地域共創部門 近畿圏部 ソーシャルデザイン室 係長 中野伊津子氏 



定員：20 名（1団体 2名様まで） 

締切：令和 2年 12月 7日（月） 

参加無料 

 

③【ミニセミナー 助成金申請のコツ】 

 団体によって活動分野はさまざまです。活動内容や規模に合った助成金の探し方、申請

書にまつわるポイントを少人数だからこそできる内容でアドバイスします。 

 前回、開催した助成金セミナーが好評につき、今回も同じテーマで開催いたします。 

※行政からの補助金や給付金ではなく、企業からの助成金についての内容を主に扱います。 

 

日時：令和 2年 12月 22日（火）10：00～11：30 

場所：堺市総合福祉会館２階 ミーティングルーム②（堺市堺区南瓦町２-1） 

講師：認定 NPO 法人大阪 NPO センター職員 

定員：5名 

締切：令和 2年 12月 18日（金） 

参加無料 

 

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ、実施方法や時期を変更させていた

だく場合がございます。ご理解とご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

詳細は堺市市民活動コーナーHPをご確認ください。 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/kouza_kouryuukai/index.html 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

持続化給付金について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

●持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO 法

人は、寄附金等を含めて算定できるようになります。 

●該当法人は、事前確認事務センターに事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申

請をしていただきます。 

※詳細は、下記URL をご覧ください。 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka/ 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

中小法人・個人事業者のための家賃支援給付金について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/kouza_kouryuukai/index.html
https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka/


5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をさ

さえるため、地代・家賃（賃料など）の負担を軽減する給付金について、ご案内いたしま

す。 

 

●【中小企業庁】「中小法人・個人事業者のための家賃支援給付金」 

 ※詳細は、下記URLをご覧ください。 

https://yachin-shien.go.jp/index.html 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

新型コロナウイルスの感染症に関するNPO法人向けの情報について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

新型コロナウイルス感染症に関連する NPO 法人向けの情報を堺市市民活動コーナーHP

や市 HP（NPO で検索）に掲載していますので、ご参照ください。 

※感染拡大状況等で内容が変更になる可能性があります。 

 

堺市市民活動コーナーのホームページURL 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の 

運用について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催や、事業報告書

等の提出遅延の取り扱いについて内閣府ＮＰＯホームページにＱ＆Ａが掲載されています。 

 

●内閣府NPO ホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るＮＰＯ法Ｑ＆Ａ」 

「総会におけるオンライン参加が可能」、「今回の事態は天災等に相当し、事業報告書等

提出が遅延した場合でも認定審査等に影響はあってはならない」等の趣旨が記載されて

います。必ずご確認ください。 

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

 

●堺市ホームページ「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の

開催方法等について」 

社員総会を開催しづらい場合の代替策について記載しています。 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/nposoukai.html 

 

https://yachin-shien.go.jp/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/nposoukai.html


●堺市ホームページ「事業報告書等の提出期限について」 

事業報告書等の提出期限について記載しています。 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/asdfg.html 

 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

堺市市民活動コーナーをご活用ください！  

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

堺市市民活動コーナーでは、NPO 法人の設立・運営や認定 NPO 法人取得について、相

談を受けています。堺市への届け出書類の作成支援や書類の確認、定款変更や役員変更に

関する相談等も行っております。 

また、相談内容に応じて会計、税務、労務、資金計画などの各分野における専門家（行

政書士・会計士等）による専門家相談も随時実施しております。 

疑問や質問等ございましたら、気軽にご相談下さい。 

 

＝相談等に関するお問い合わせ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

堺市市民活動コーナー 

住所：〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2 番 1号（堺市総合福祉会館 2 階） 

TEL：072-228-8348 FAX：072-228-8352 

E-mail：sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

URL:https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

助成金情報  新規の助成金情報をお知らせします 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

財団法人や民間企業等の助成金情報です。 

 

【保健・医療・福祉】4件 

①助成金名：令和 2 年度 第 2回ボランティア活動推進事業 

実施団体：社会福祉法人京都府共同募金会・公益財団法人車両競技公益資金記念財団 

募集終了：令和 2 年 11 月 20 日 

URL：https://akaihane-kyoto.or.jp/publics/index/181/ 

 

②助成金名：居場所を失った人への緊急活動応援助成 第 2 回助成 

実施団体：社会福祉法人 中央共同募金会 

募集終了：2020 年 11 月 20日 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/asdfg.html
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html
https://akaihane-kyoto.or.jp/publics/index/181/


URL：https://www.akaihane.or.jp/news/15232/ 

 

③顕彰名：2021 年度 生き生きシニア活動顕彰  

実施団体：公益財団法人 日本生命財団 

募集終了：2020 年 11 月末日（申請受付期間は都道府県毎に定められています。各都道府

県担当部門にご確認ください） 

URL：http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/02.html 

 

④助成金名：日母おぎゃー献金基金 施設・什器・備品等助成 

実施団体： 公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 

募集終了：2020 年 11 月 30日 

URL：http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/ 

 

【まちづくり】1 件 

助成金名：2021 年度公募助成 非営利団体の活動を助成する事業  

実施団体：公益財団法人 熊西地域振興財団 

募集終了：2020 年 11 月 30日 

URL：https://kumanishifoundation.com/news/2020/08/18/ 

 

【子ども】3 件 

①助成金名：2021 年度 児童・少年の健全育成助成 

実施団体：公益財団法人 日本生命財団 

募集終了：2020 年 11 月末日（申請受付期間は都道府県毎に定められています。各都道府

県担当部門にご確認ください） 

URL： http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html 

 

②助成金名：困難な状況にある子ども達への支援事業 

実施団体：一般財団法人 中辻創智社 

募集終了：2020 年 12 月 7 日 

URL：https://nakatsuji-ff.org/offering/kodomo/ 

 

③アワード名：2020 年度 近畿ろうきんNPO アワード 

実施団体：近畿労働金庫 

募集終了：2021 年 1 月 31 日 

URL：https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ 

 

https://www.akaihane.or.jp/news/15232/
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/02.html
http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/
https://kumanishifoundation.com/news/2020/08/18/
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html
https://nakatsuji-ff.org/offering/kodomo/
https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/


【環境保全】1件 

アワード名：第 16 回エコツーリズム大賞 

実施団体：環境省／一般社団法人日本エコツーリズム協会 

募集終了：令和 2 年 11 月 30 日 

URL：https://ecotourism.gr.jp/16-2/ 

 

【学術・文化・芸術・スポーツ】1件 

助成金名：スポーツ庁 令和 2年度第 2 次補正予算事業スポーツ活動継続サポート事業 

実施団体：公益財団法人 日本スポーツ協会 

募集終了：2020 年 11 月 30日 

URL：https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html 

 

現在募集中の助成金については、下記ホームページにてご確認ください。 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/siminnkatudouko-na-joseikinn.html 

 

◆＝市民活動・NPO に関する情報等をお寄せください＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◆ 

◆＜配 信 元＞堺市市民活動コーナー 

 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2 番 1号（堺市総合福祉会館 2階） 

 T E L：072-228-8348 / FAX：072-228-8352 

◆＜発  行＞堺市市民人権局市民生活部市民協働課 

◆＜企画編集＞認定 NPO 法人大阪NPO センター http://osakanpo-center.com/  

登録変更・解除はこちらまでお願いします→E-mail:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

◆＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◆ 

https://ecotourism.gr.jp/16-2/
https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/siminnkatudouko-na-joseikinn.html
http://osakanpo-center.com/
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp

