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

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 4年度 vol.11 R4.09.01 

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

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法人、市民活動団体のための計画どおり事業を進めるコツ 

ガントチャートを活用しよう！ 

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

新しい事業や活動をしたい！と思っていてもなかなか実施できなかったこと、計 

画どおりに進まず困った経験はありませんか？そこで役立つツールが『ガントチャ 

ート』です。 

事業を行うために誰が、何をするか、今どうなっているのか等を「見える化」す 

ることができ、これからどう動いていけば良いのか確認することができます。『ガン 

トチャート』の使い方を学び、事業をスムーズに進めていきましょう。 

※『ガントチャート』とは、プロジェクトの進歩管理等で使用するスケジュール帳 

のことです。 

 

日時：2022 年 10 月 19 日（水）10：00～11：30 

場所：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・市民活動団体等 

締切：2022 年 10 月 13 日（木） 

定員：20名（1団体 2 名様まで） 

参加無料 

 

※お申し込みは、下記 URL からお申し込みください。 

お申し込みフォーム URL：https://forms.gle/DqvHfyrj8FLactyR8 

 

※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。 

 

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

https://forms.gle/DqvHfyrj8FLactyR8


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 

https://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 

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

 

●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」 

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。 

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。 

https://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 

 

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

 

【環境保全】3 件 

①助成金名：こくみん共済 coop 2022 年地域貢献助成 

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：こくみん共済 coop（全国労働者共済生活協同組合連合会） 

募集終了：2022年 9 月 16 日 

URL：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html 

 

②助成金名： 2023 年度 環境市民活動助成「地域美化助成」 

実施団体：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

募集終了：2022年 10月 5 日 

URL：https://www.7midori.org/josei/ 

 

③助成金名：2023 年度 環境市民活動助成「活動助成」「NPO 基盤強化助成」 

実施団体：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

募集終了：2022年 10月 31 日 

URL：https://www.7midori.org/josei/ 

 

【子ども】1 件 

助成金名：子供の未来応援基金 令和 5 年度 未来応援ネットワーク事業 

実施団体：独立行政法人 福祉医療機構 

募集終了：2022年 9 月 20 日 PM3：00 

URL：https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/ 

 

【国際協力】1 件 

助成名：味の素ファンデーション AIN「食と栄養」国際支援プログラム 

実施団体：公益財団法人 味の素ファンデーション 

募集終了：2022年 9 月 30 日  

URL：http://www.theajinomotofoundation.org/about/ 

 

【保健・医療・福祉】1 件 

助成金名：2022 年度 ホース未来福祉財団 障害者福祉助成金 

実施団体：公益財団法人 ホース未来福祉財団 

募集終了：2022年 9 月 30 日 

URL：https://horse-fw.or.jp/2022-joseikin-bosyu/ 

 

【社会教育】1 件 

助成金名：生涯学習開発財団 松田妙子賞 

実施団体：一般財団法人 生涯学習開発財団 

募集終了：2022年 10月 3 日  

https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html
https://www.7midori.org/josei/
https://www.7midori.org/josei/
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/
http://www.theajinomotofoundation.org/about/
https://horse-fw.or.jp/2022-joseikin-bosyu/


URL：https://www.gllc.or.jp/project/matsudataeko/ 

 

【NPO 支援】1 件 

助成金名：2022 年度 社会福祉事業 NPO 基盤強化資金助成／認定 NPO 法人取得資金助成 

実施団体： 公益財団法人 SOMPO 福祉財団 

募集終了：2022年 10月 7 日 

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

 

【まちづくり】1 件 

助成金名：令和 4 年度「生活学校助成」 

実施団体：公益財団法人 あしたの日本を創る協会 

募集終了：2022年 10月 31 日  

URL：http://www.ashita.or.jp/sg2.htm 

 

【災害救援】1 件 

助成金名：ＪＲ西日本あんしん社会財団 2023 年度 活動助成 

実施団体：公益財団法人 ＪＲ西日本あんしん社会財団 

募集終了：2022年 11月 15 日  

URL：https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/ 

 

【学術・文化・芸術・スポーツ】1 件 

助成金名：2023 年度 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 助成金 

実施団体：公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 

募集終了：2022年 11月 30 日 

URL：http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/ 

 

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。 

https://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://www.gllc.or.jp/project/matsudataeko/
https://www.sompo-wf.org/jyosei/nintei-npo.html
http://www.ashita.or.jp/sg2.htm
https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/
http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/
https://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


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


