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

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 3年度 vol.6 R3.06.15 

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

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。 

 

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

NPO等活動支援による社会課題解決事業について（大阪府事業） 

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

大阪府では、昨年度より新型コロナウイルス感染症の影響で顕在化した社会的な課題に

対して、民間の資金提供先と NPO 等との協働により課題解決を図る取組みを実施していま

す。事業実施のためにクラウドファンディングを活用して NPO が寄付を募り、集まった金

額と同額が民間資金提供先からのマッチング寄付により支援されるという仕組みです。こ

の度、採択事業が５つに決まり、クラウドファンディングを開始しました。 

このうちのひとつである「泉北ニュータウンの子どもたちの社会的孤立を支える！子ど

も食堂ゴーストキッチンサポート事業」（一般財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団）

では、堺市の泉北ニュータウンを舞台に子ども支援団体が調理拠点として活用できるシェ

アキッチンや地域のフードバンクの整備などを行う予定です。 

 

詳細は下記 URLをご覧ください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/suishin/npo/index.html 

 

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

《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 

https://www.pref.osaka.lg.jp/suishin/npo/index.html


・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】 

2021 年 6 月 30 日（水）   

 

【募集団体数】6 団体 参加無料 

 

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

ミニセミナー 助成金申請のコツ 

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

どんな助成金があるのか？申請書の書き方がわからない。何に応募したらいいのか？ 

このように感じたことはありませんか？ 

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。 

 



日時：2021 年 7 月 7日（水）  13：30～15：30 

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 

締切：2021 年 6 月 22日（火） 

定員：５名 

参加無料 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ、開催方法を変更させていただく場合が

あります。 

 

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

「今年もやります」 超初級会計講座 

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

NPO 法人の会計を初めて担当する方、または再確認したい方へ！ 

今後 1 年間における会計作業について、学んでみましょう。 

請求書・領収書の整理の仕方、貸方借方の説明などの基本的な知識について、会計ソフ

トを導入していない方にも分かりやすく解説します。 

研修の前半は、会計担当者としての心構えや年間を通じてやるべき事を学びます。 

後半は、NPO 法人や市民活動団体の会計担当者の日頃のお悩みを解決します。 

 

日時：2021 年 7 月 8日（木） 10：00～12：00 

場所： フェニーチェ堺 3階 文化交流室 B 

講師：税理士・准認定ファンドレイザー 中山麻衣子氏 

締切：2021 年 7 月 5 日（月） 

定員：２０名 

参加無料 

 

【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 

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

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


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。 

 

■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 

 

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
mailto: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 

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

 

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

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。 

 

【子ども】3 件 

①助成金名：2021 年度 子ども育成支援事業 

mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html


実施団体：社会福祉法人 読売光と愛の事業団 

募集終了：2021年 6 月 30 日 

URL：https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-342.html  

 

②助成金名： 「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」 第 3 回（2022 年度）募集 

実施団体：公益財団法人 ソニー音楽財団 

募集終了：2021年 7 月 9 日 

URL：https://www.smf.or.jp/kok/application/ 

 

③助成金名：コロナに負けるな！ 浅井スクスク基金 子ども緊急助成プログラム 

実施団体： 公益財団法人 公益推進協会 

募集終了：2021年 7 月 12 日 

URL：https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2 

 

【全分野】2 件  

①懸賞名：第 101 回 リユース PC 寄贈プログラム 

実施団体：認定 NPO 法人 イーパーツ 

募集終了：2021年 6 月 30 日 

URL：https://www.eparts-jp.org/program/2021/05/101st-koubo.html 

 

②助成金名： 2022 年度 社会的・文化的諸活動助成 

実施団体：公益財団法人 KDDI 財団 

募集終了：2021年 7 月 30 日 

URL：http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/ 

 

【国際協力】1 件  

懸賞名：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 

募集終了：2021年 9 月 15 日 

URL：https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1 

 

【保健・医療・福祉】3 件 

①助成金名：子育てと仕事の両立支援に対する助成活動 

実施団体：一般社団法人 生命保険協会 

募集終了：2021年 6 月 30 日 

URL：https://www.seiho.or.jp/activity/social/support/guideline/ 

https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-342.html
https://www.smf.or.jp/kok/application/
https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2
https://www.eparts-jp.org/program/2021/05/101st-koubo.html
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/
https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1
https://www.seiho.or.jp/activity/social/support/guideline/


 

②助成金名：2021 年度 特定活動助成 一人ひとりの心に寄り添う“傾聴ボランティア” 

実施団体：公益財団法人 ユニベール財団 

募集終了：2021年 7 月 31 日 

URL：https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant 

 

③助成金名：2021 年度助成金 第 2 期募集 

実施団体：一般社団法人 芳心会 

募集終了：2021年 8 月 31 日 

URL：https://houshin-kai.or.jp/offering/ 

 

【環境保全】4 件 

①助成金名：第 32 期 プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 

実施団体：公益財団法人 自然保護助成基金 

募集終了：2021年 7 月 15 日 

URL：https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html 

 

②助成金名：公益信託 大成建設自然・歴史環境基金  

実施団体：大成建設株式会社 

募集終了：2021年 7 月 31 日 

URL：https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html 

 

③助成金名：第 17 期 ナショナル・トラスト活動助成 

実施団体：公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 

募集終了：2021年 8 月 20 日 

URL：http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html 

 

④助成金名：2021 年度 環境助成金プログラム 

実施団体：パタゴニア日本支社 

募集終了：2021年 8 月 31 日 

URL：https://www.patagonia.jp/how-we-fund/ 

 

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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◆ 

https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant
https://houshin-kai.or.jp/offering/
https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html
https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
https://www.patagonia.jp/how-we-fund/
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/siminnkatudouko-na-joseikinn.html


◆＜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 

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

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

