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名古屋市では、「ボランティア活動の促進　協働会議」(以降「協働会議」)を設置し、名古屋市をはじめ、名古

屋市社会福祉協議会、大学、企業、ＮＰＯが参加して、原則毎月１回活動しています。協働会議では、毎年、ボ

ランティアを“したい人”と“必要としている団体”のマッチングイベント「ぼらマッチ！なごや」（主催：名古屋市・名

古屋市社会福祉協議会）の企画・運営をしており、なかでも、参加大学の学生達が企画から当日の運営まで大

活躍しています。

「ボランティア活動の促進　協働会議」をご紹介します！！①

ぼらカフ
ェ

ボッチャ体験

ぼらトーーーク！

「ボランティア活動の促進　協働会議」をご紹介します！！ 特　　集

令和元年度　ボランティア活動の促進協働会議参加団体 （５０音順）

愛知大学ボランティアセンター、愛知学院大学地域連携センター、愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレー

ションセンター、株式会社デンソー、同朋大学DVNみらい、名古屋NGO センター、名古屋学院大学社会連

携センター、名古屋市、名古屋市社会福祉協議会、名古屋市青少年交流プラザ ユースクエア、名古屋市

立大学学生課、日本福祉大学地域連携推進室、ボラみみより情報局、名城大学ボランティア協議会

次ページは、今年度の協働会議の取り組みについて紹介するよ！
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特 集

「ボランティア活動の促進　協働会議」をご紹介します！！② ～今年度の取り組み～

名古屋市市民活動推進センター　大学生インターンの声をお届けします！　　

Zoom講座

8/26（水）に行いました。参

加数は18名であり、若い方か

らご高齢の方まで多くの方々

に参加頂きました。講座では、

Zoomの基本操作を実際に体

験しながら学んで頂く形式で

行いました。（報告　髙田）

　８月から９月までの約2か月間、当センターに大学生のインターンが１名やってきました。今年度当センターでは、施設管理、

主催事業の準備や当日の運営、業務改善などに携わっていただきました。

●コロナ禍での協働会議のテーマ

　今年度は、残念ながら新型コロナウイルスの影響により、６月に予

定していた「ぼらマッチ！なごや」の開催を見送ることになりました。悶々

とする日が続きましたが、しかし、協働会議のテーマは、ボランティア

活動の促進です。みんなで話し合い、今だからできることをやろう！！と、

新型コロナウイルス影響下での、今後の団体活動やボランティア活

動を行うヒントとなるよう事例集作成に取り組むことにしました。

●団体のみなさん。ご協力ありがとうございました！！

　コロナ禍の影響を受け、多くの市民団体が活動の中止や休止を余儀なくされる中でも、活動の方法や規模を変えたり感

染対策をしたりと、工夫を重ねて活動を続けている団体もあります。

　私たちは、８月から９月にかけて、大学生や参加団体のスタッフが手分けし、参加団体と関わりのある市民活動団体にコ

ロナ禍での活動への影響や活動を続けるための工夫などについて聞き取りやアンケートを行いました。事前の聞き取りや深

掘りのインタビューで集まった事例から、活動継続のポイントを整理してご紹介する予定です。

　コロナウイルス感染拡大の影響で、何に困り、どの様な工夫をして活動を続けているのかを紹介することで、コロナ禍での

活動の継続や団体の立ち上げに苦心されている方々の活動のヒントとなり、ボランティア活動や市民活動の「元気」につな

がれば幸いです。

●鋭意作成中ですっ！！

　事例集は、12月頃の完成を目指し作業を進めています。３月には小冊子としても作成予定です。これからも、ボランティア

活動の促進のため、何ができるか考えていきたいと思います。

Zoom講座（右記）に

スタッフとして参加し

ました。市民の方々に

直接関わることがで

き、良い経験になりま

した。センターで学ん

だ社会人としてのマ

ナー、基礎能力を今

後の大学生活で活か

したいと思います。

髙田 康太さん Zoom講座での一コマ

接続作業のサポート中！

Zoomや対面で

お伺いしました。

7・8月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

モチーフ

Bastet

ブレスド愛知スポーツクラブ

中村区

北区

天白区

保健・医療・福祉

環境保全

学術・文化・芸術・スポーツ
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う、総会運営の方法、
事業報告書の提出について

はち丸くんのちょこっとインタビュー

NPO法人の総会の開催を省略することはできないよ。１年に１回、必ず社員総会を開催することが、

NPO法によって定められているんだ。会員のみんなで、会計や活動の情報を共有し意思決定する、

大事な場だからね。コロナウイルスによる法人への影響も、活動の対策も、みんなで考えないとね。

ねえ、ねえ、はち丸くん。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、みんなで集まって開催す

るNPO法人の総会を今年は中止にしようと思うんだけど、中止にしてもいいのかな？

新型コロナウイルス影響下の総会開催は、次のやり方が考えられるよ。表にまとめたので参考にして

ね。どの方法も、自分の法人の定款にどのように定めているか、確認してね。必要なら、定款を変更す

ることを検討してみよう。

そうだね、わかったよ。でも、社員全員が出席しなくてもできる、総会のやり方ってないのかな。

みんなが集まった時に、感染が拡大するのも避けたいし・・・

新型コロナウイルス感染症にかかる認定・特例認定・認証NPO法人の方々への情報が、以下のURLに掲載されています。
情報は随時更新されていますのでご確認ください。

◆内閣府：NPO法人向け新型コロナウイルス感染症関連情報
　https://www.npo-homepage.go. jp/news/coronavirus

◆市民活動推進センター：新型コロナウイルスに関するNPO法人等の支援について 
　http://www.n-vnpo.city.nagoya. jp/npo-support/npo_covid19.html

所管法人の皆様へ

8月末現在の所管法人数

認証法人数 ： 877法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

年１回の事業報告書等の所轄庁への提出が義務付けられているから、提出しなくてはならないんだよ。

新型コロナウイルスの影響で活動ができないのに、事業報告書の提出をする必要はあるかな？

提出期限の延長はないよ。新型コロナウイルスの影響に配慮し、提出が遅延した場合でも早急な督促

を行わない対応はしているけど、できるだけ早く名古屋市へ提出してね。

事業報告書の提出期限は延ばしてもらえるの？

総会運営に最低限必要な人※だけが集まり表決（①）し、そ
の他の正会員は集まらずに表決（②③）する。
※議事録作成に必要な、議長と議事録署名人数名

情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が確保され
れば、通常総会と同等条件を満たしていると解され、定款に
特別の定めがなくても開催は可能。ただし、適切な法人運営
の観点から速やかに定款変更を行い定款に明記する。

実際に総会を開催せずに議決を行う。正会員全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示を示した場合、議決で
きる。ただし、1人でも反対があった場合は、議決することがで
きないので注意。定款に、みなし総会開催の記載が必要。

①出席して表決
②代理人が表決（委任）
③書面又は電磁的方法による表決

ＩＴ・ネットワーク技術を活用して画面
越し等で表決

会員全員の書面又は電磁的記録に
よる表決

（1）会場に集合して行う総会

（2）オンライン上での総会

（3）みなし総会

　 （総会の決議の省略）
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10:00 ～ 12:00

11/7［土］ 　12/2［水］ 
14:00 ～ 16:00

14:00～16:00
11/21［土］ 

14:00～15:30
１/24［日］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：齋藤

今年の４月に当センターの推進員となりました。元々ホームページを作る中小企業で働いた

こともあり、ＮＰＯが運営するシニアパソコン教室でのボランティアをしたり、ＮＰＯのホーム

ページを作ったりしていたので、当センターでもZooｍ講座を担当しています。少しでも皆さ

んの活動の手助けができればと思っています。

講座受講のお申込みは、窓口・電話・FAX・電子メールにて
受付けます。電子メール・FAXでお申込みの際は、講座名・
氏名・電話番号・所属団体・参加動機をご記入ください。
名古屋市内で活動しているまたは活動する意思のある個人・
団体を対象とします。詳しくは、当センターのホームページ

「なごや★ぼらんぽナビ」をご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

名古屋市市民活動推進センター主催講座・イベントのご案内　　　

NPO法人を設立するために必要な事前
準備や手続きなどについて学びます

■定　　員： 20名　■参加費： 500円
■講　　師： 市民活動推進センター職員

【問合せ・申込先】

名古屋市市民活動推進センター

電話： 052-228-8039   FAX： 052-228-8073  

電子メール： npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

URL： http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

■NPOアドバイザーによる個別相談のご案内　［参加費：無料、要電話予約］　　　　　　　

日　程内　容 担当アドバイザー

■NPOアドバイザーによるNPOのための専門講座のご案内　［参加費：1,000円、要予約］　

11/19［木］13：30～15：30 足立 勝彦（税理士）

日　程内　容 担当アドバイザー

会計報告の作り方
　～日常の会計管理から決算書作成～

12/17［木］13：30～15：30 堀尾 博樹（税理士・行政書士）
NPOの納税義務
　～法人税・消費税・源泉所得税など～

※以下の日程は今後の状況により開催中止もしくは内容が一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

NPO講座　～法人設立編～

ボランティア実践者からお話を伺います。
ボランティアの基礎知識、探し方を学び
ます。※オンラインでの参加も可能です。

■会　　場： 名古屋市総合社会福祉会館7階 大会議室（又はオンライン）
■定　　員： 30名
■ゲ ス ト： 災害ボランティアちくさネットワーク　浅野 環さん
■参 加 費： 500円（※オンライン参加の場合は無料）

一歩踏み出そう　ボランティア入門講座

NPOの基礎的な知識とNPOの活動をし
ているゲスト団体からお話を伺います。

■定　　員： 30名（１２月１１日（金）受付開始）　■参加費： 500円
■ゲ ス ト： 認定NPO法人レスキューストックヤード
　　　　　　事務局長　浜田 ゆうさん

NPO講座　～NPOを知ろう編～

織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）設立・運営
11/  6［金］，13［金］，20［金］，27［金］ 17:00 ～

12/  4［金］17:00 ～

橋本 俊也（税理士）橋本 俊也（税理士）設立・運営
11/11［水］11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～，17:00 ～

12/22［火］11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～，17:00 ～

11/11［水］11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～，17:00 ～

12/22［火］11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～，17:00 ～

足立 勝彦（税理士）

黒田 朱里（公認会計士・税理士) 

足立 勝彦（税理士）

黒田 朱里（公認会計士・税理士) 

会計・税務

会計・税務

11/19［木］16:00 ～，17:30 ～ 

12/  9［水］10:00 ～，11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～

水野 真由美（NPO法人ボラみみより情報局）水野 真由美（NPO法人ボラみみより情報局）設立・運営 12/11［金］13:00 ～，14:30 ～

藤田　 哲（弁護士）

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

藤田　 哲（弁護士）

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

法務

会計・税務

11/  4［水］10:00 ～，11:30 ～ 12/  1［火］10:00 ～，11:30 ～

11/  6［金］13:00 ～，14:30 ～ 12/17［木］16:00 ～，17:30 ～
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