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

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 2年度 vol.4 R2.05.15 

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

 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。 

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

新型コロナウイルスの感染拡大に係るＮＰＯ法人向けの相談窓口について 

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

新型コロナウイルスの影響を受け、市民活動・事業活動の継続に課題のある法人向けの相

談窓口や支援策について、下記に概要を掲載しております。ご活用ください。 

 

●【日本政策金融公庫】「新型コロナウイルスに関する相談窓口」 

※詳細は、下記 URLをご覧ください。 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html 

 

●【経済産業省】新型コロナウイルス感染症関連「経済産業省の支援策」 

・「持続化給付金」NPO法人も対象に明記！ 

・事業全般に広く使える給付金最大 200万円を支給 

※給付に当たっては条件もありますので、必ず下記をご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

●【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症について「働く方・経営者への支援」 

・厚労省による「雇用調整助成金」「時間外労働等改善助成金（テレワーク助成）」 

・条件を満たせば、NPO法人等でも助成対象 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakuh

ata 

 

 ●内閣府 NPO ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種

支援措置について 

・NPO法人が対象となり得る支援措置が随時更新されています。 

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

 

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

 

●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 

 

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

相談受付体制の一部変更についてのお知らせ 

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

堺市市民活動コーナーは、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、緊急事態宣言が発

令されている間、相談受付体制を一部変更する運びとなりました。 

NPO法人の設立・運営等のご相談は受け付けておりますが、直接窓口でのご相談は自粛し

ていただき、極力、電話やメールでのご相談をお願いいたします。 

なお、緊急事態宣言が発令されている間の土曜日は堺市総合福祉会館が閉館するため窓

口でのご相談には対応することができません。ただしスタッフは出勤しておりますので、電

話・メールにてお問合わせいただきますよう、お願い申し上げます。 

緊急事態宣言の発令が解除になるまでは、堺市総合福祉会館の開館状況を考慮しながら

の運用となります。堺市市民活動コーナーのホームページに最新情報を掲載しております

ので、ご覧ください。 

 

■お問い合わせ電話番号 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/nposoukai.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/asdfg.html


T E L：０７２－２２８－８３４８ 

■お問い合わせメールフォーマット 

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。 

 

※緊急事態宣言の発令が解除となるまでは、直接窓口でのご相談は自粛していただき、極力、

電話やメールでのご相談をお願いいたします。 

 

＝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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

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】4 件 

①助成金名：稲盛財団文化芸術支援プログラム 

実施団体：公益財団法人 稲盛財団 

募集終了：2020 年 5月 17日 

URL：https://www.inamori-f.or.jp/2020/04/28_forarts 

 

②助成金名：文化芸術活動特別助成事業 

実施団体：社会福祉法人清水基金 

募集終了：2020 年 6月 05日 

URL: https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/arts/ 

 

③助成金名：文化財保護活動への助成 

実施団体：公益財団法人朝日新聞文化財団 

募集終了：2020 年 6月 30（郵送）7月 15 日（WEB） 

URL：https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html 

 

④助成金名：日本音楽健康協会「音健アワード 2020」 

実施団体：一般社団法人日本音楽健康協会 

募集終了：2020 年 8月 31日 

URL: https://www.onkenkyo.or.jp/award.html 

 

【まちづくり】7 件 

①助成金名：令和 2年度予算 データ利活用型スマートシティ推進事業に係る提案の公募 

実施団体：総務省 

募集終了：令和 2 年 6月 30日 

URL：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000247.html 

 

②助成金名：令和 2年度 国土交通省「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」 

実施団体：株式会社価値総合研究所 

募集終了：令和 2 年 6月 10日 

https://www.inamori-f.or.jp/2020/04/28_forarts
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URL：https://www.vmi.co.jp/jpn/consulting/seminar/2020/akiya-ninaite2020.html 

 

③助成金名：第 40回緑の都市賞 

実施団体：公益財団法人 都市緑化機構 

募集終了：2020 年 6月 30日 

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

 

④助成金名：2021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：2020 年 7月 27日 

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

 

⑤助成金名：「Panasonic NPO / NGO サポートファンド for SDGs “国内助成”」 

実施団体：パナソニック株式会社/特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 

募集終了：2020 年 7月 31日 

URL: https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2020_recruit.html 

 

⑥助成金名：2020年度 地域振興助成 

実施団体：公益財団法人 前川報恩会 

募集終了：2020 年 8月 31日 

URL：https://www.mayekawa.org/grant/regional_improvement/regional_youkou_2020.html 

 

⑦助成金名：2020年度 年度内募集 

実施団体：公益財団法人 日本財団 

募集終了：2021 年 3月 31日 

URL：https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/year 

 

【環境保全】3件 

①助成金名：第 31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：2020 年 6月 30日 

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

 

②助成金名：2020年度 第 16期ナショナル・トラスト活動助成 

実施団体：公益財団法人 日本ナショナル・トラスト協会 

募集終了：2020 年 8月 21日 
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URL：http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html 

 

③助成金名：JT SDGS 貢献プロジェクト 

実施団体：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

募集終了：随時  

URL: https://www.philanthropy.or.jp/jt/ 

 

【国際協力】2件 

①助成金名：海外研修事業 

実施団体：社会福祉法人清水基金 

募集終了：2020 年 6月 30日 

URL: https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/oversea/ 

 

②助成金名：日本財団「海外の事業 “海外における人道活動や人材育成事業”」 

実施団体：公益財団法人 日本財団 

募集終了：随時 

URL：https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/overseas 

 

【災害救援】1件 

助成金名：新型コロナウイルス感染拡大による特別活動支援金 

実施団体：公益財団法人 ウェスレー財団 

募集終了：随時 

URL：https://wesley.or.jp/program/news/post-17.html 

 

【保健・医療・福祉】4件 

①助成金名：ＮＰＯ基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」 

実施団体：公益財団法人 SOMPO福祉財団 

募集終了：2020 年 6月 19日 

URL：https://www.sompo-wf.org/jyosei/juminsankagata.html 

 

②助成金名：新型コロナウイルス感染症『医療崩壊』防止活動支援プログラム 

実施団体：Yahoo!基金 

募集終了：2020 年 6月 30日 

URL：https://kikin.yahoo.co.jp/support/covid.html 

 

③助成金名：自動車購入費助成 
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実施団体：公益財団法人 SOMPO福祉財団 

募集終了：2020 年 7月 10日 

URL：https://www.sompo-wf.org/jyosei/jidousya.html 

 

④助成金名：2020年度 福祉助成 

実施団体：公益財団法人 前川報恩会 

募集終了：2020 年 7月 31日 

URL：https://www.mayekawa.org/grant/welfare_grant/welfare_youkou_2020.html 

 

【子ども】1 件 

助成金名：2020年度 SBI 子ども希望財団「施設充実事業に関する助成金」 

実施団体：公益財団法人 SBI子ども希望財団 

募集終了：2020 年 8月 31日 

URL: https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/ 

 

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 

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