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

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 3年度 vol.2 R3.4.15 

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

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。 

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

堺市市民活動コーナーNEWS 発行月についてのお知らせ 

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

 令和 3年 4 月より情報誌「堺市市民活動コーナーNEWS 」は 2か月に 1回の発行になり

ます。 

発行月：4月・6 月・8 月・10 月・12 月・2月（年間計 6 回） 

 

 DM 同封チラシもNEWS発行月のみとなります。 

 依頼の時期により次号発送までお待ちいただく可能性もありますのでご注意ください。 

 DM 同封締め切り日は、ホームページを参照ください。 

 

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

令和 3年度のプログラム予定のお知らせ 

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

今年度も市民活動の運営に役立つセミナーを多数開催予定としております。 

詳しくは、ホームページや本メールマガジン及び、堺市市民活動コーナーNEWS などで

紹介していきます。 

皆さまのご参加お待ちしております。 

・ＮＰＯ法人・市民活動団体等のための個別サポート 

・広報セミナー 

・会計講座（2 回予定） 

・ミニセミナー（3 回予定） 

・マッチング交流会 

・運営セミナー 

・寄附セミナー 

 

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

《専門家によるサポート》 

NPO法人・市民活動団体等のための個別サポート 参加団体募集！ 

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



 NPO 法人等を継続して活動していくために、それぞれの課題に応じて専門家（中小企業

診断士）と事務局が連携してサポートしていきます。 

最終は報告会を実施。成果を発表する機会もあります。 

一度運営を見直し、次への発展をめざしてみませんか。 

 

【スケジュール】 

・エントリーシート提出（6/30 まで） 

・審査 

・事務局と専門家による個別支援（3～5回） 

・報告会（3月実施） 

 

【参加条件】 

・堺市内に事務所を有しており、堺市内で活動をしているNPO 法人等で、年間を通して継

続して支援を受ける意思があること 

・団体のミッションに公益性があること 

・これまでに市民活動コーナーに相談をしたことがある、または講座受講したことがあるこ

と 

・団体から複数名（2 名～3名）参加できること 

・本事業終了後も、策定した事業計画を運営に反映する意欲が高いこと 

・メールで連絡がとれること 

・NPO 法人の場合、事業報告書の提出と適切に納税をしていること 

・エントリーシートを提出すること 

 ※場合によっては事前ヒアリングを実施することもあります。 

 

《エントリーは以下の必要事項をご記入の上、お申し込みください》 

①団体名 ②設立年月日 ③代表者名④サポート参加者名（2名以上） ⑤連絡先電話 

⑥E-mail ⑦これまでの活動内容（主な活動とその対象者） ⑧団体のミッション 

⑨運営における課題 ⑩今後の展望 

 

【申し込み締め切り】 

令和 3 年 6 月 30 日（水） 

 

【問い合わせ・申し込み】 

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 

 

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

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 

 

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

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る堺市市民活動コーナーの利用について 

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

 ＮＰＯ法人の設立・運営等のご相談は受け付けておりますが、新型コロナウイルス感染拡

大の状況に鑑み、極力お電話・メール・オンラインでのご相談をお願い致します。 

mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
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


 

■お問い合わせ電話番号 

T E L：０７２－２２８－８３４８ 

■お問い合わせメール 

メール：sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

 

＝お問合わせフォーマット＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■団体名： 

■氏名： 

■連絡先： 

■メールアドレス： 

■案件（簡略にお書きください。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

利用者の皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力いただきます

ようお願い致します。 

 

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

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 

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

 

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

mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
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。 

 

【学術・文化・芸術・スポーツ】1件 

助成金名：2021 芸術・文化による社会創造ファンド－2021 Arts Fund－  

実施団体：公益財団法人企業メセナ協議会  

募集終了：2021 年 4 月 20 日 

URL：https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html  

 

【保健・医療・福祉】3件 

①助成金名：2021 年度第一期 団体活動支援助成 

実施団体：公益財団法人ニッポンハム食の未来財団 

募集終了：2021 年 4 月 22 日 

URL： https://www.miraizaidan.or.jp/general_public/grants/2021/01.html 

 

②助成金名：シニアボランティア活動助成  

実施団体：公益財団法人大同生命厚生事業団  

募集終了：2021 年 5 月 25 日 

URL：http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/senior-volunteer/step2.htm 

 

③助成金名：ビジネスパーソンボランティア活動助成  

実施団体： 公益財団法人大同生命厚生事業団 

募集終了：2021 年 5 月 25 日 

URL：http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/volunteer/step2.htm  

 

【環境保全】3件  

①助成金名：未来のみなとづくり助成 

実施団体：一般財団法人みなと総合研究財団  

募集終了：2021 年 4 月 23 日 

URL：https://www.wave.or.jp/doc/2021/2021_josei.html  

 

②顕彰名：第 41回緑の都市賞（緑の市民協働部門） 

実施団体：公益財団法人都市緑化機構 

募集終了：2021 年 6 月 30 日 

URL：https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/guideline-toshisho 

https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html
https://www.miraizaidan.or.jp/general_public/grants/2021/01.html
http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/senior-volunteer/step2.htm
http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/volunteer/step2.htm
https://www.wave.or.jp/doc/2021/2021_josei.html
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/guideline-toshisho


③表彰名：第 32回 緑の環境プラン大賞 

実施団体：公益財団法人都市緑化機構 

募集終了：2021 年 6 月 30 日 

URL：https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan  

 

【全分野】1 件  

支援名：2021 年度サービスグラント プロボノ支援 

実施団体：認定 NPO 法人サービスグラント  

募集終了：2021 年 4 月 30 日 

URL：https://www.servicegrant.or.jp/probono/support/ 

 

【子ども】2 件 

①助成金名：児童養護施設等助成金 

実施団体：一般財団法人 Future for Children FELLOＷS 財団  

募集終了：2021 年 4 月 30 日 

URL：https://fcfzaidan.jp/subsidy.html 

 

②助成金名：2021 年度子ども文庫助成プログラム  

実施団体：公益財団法人伊藤忠記念財団  

募集終了：2021 年 6 月 20 日 

URL：https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html 

 

【国際協力】1件  

助成金名：アジア・市民交流助成 

実施団体：独立行政法人国際交流基金アジアセンター  

募集終了：2021 年 9 月 15 日 

URL：https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/ 

 

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 

https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan
https://www.servicegrant.or.jp/probono/support/
https://fcfzaidan.jp/subsidy.html
https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html
https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/siminnkatudouko-na-joseikinn.html


◆＜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 

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

http://osakanpo-center.com/
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp

