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ＮＰＯを支援するＮＰＯ

当センターの相談窓口

これ全部分かりますか？　正しく手続きされていますか？

西宮市市民交流センターは、「中間支援（Intermediary）」を行っている「ＮＰＯを支援する施設」です。

内閣府の報告書では、中間支援組織を「多元社会における共生と協働という目標に向かって、地域社会とＮＰＯ

の変化やニーズを把握し、人材、資金、情報などの資源提供者とＮＰＯの仲立ちをしたり、また、広義の意味で

は各種サービスの需要と供給をコーディネートする組織」と定義されています。

ＮＰＯ法人や市民活動団体の立ち上げ相談や、運営相談を行っています。その内容は多種多様で、助成金の申請

や、定款変更・役員変更・ボランティアの募集などなど・・・。無料の相談窓口ですので、お気軽にご活用くだ

さい。

相談方法
受付け時間：午前９時から午後１０時まで（事前にご予約いただくとお待たせせずスムーズです。）

お電話・メール等で相談内容とご希望の日時をご連絡ください。窓口だけでなく、電話・メールでの相談も可能

です。些細なお悩みでも気軽にご相談ください。所轄庁や法務局へ書類を提出する前の内容チェックだけでも大

丈夫です。

簡単な説明を裏面に記載しています。参考になさってください。



01 「平成29年度　団体連携事業採択団体決定 」
活動報告

ＮＰＯ支援

ＮＰＯの広報を戦略的に・・・

まちのＮＰＯのアイデアを市民交流センターで

02 広報のススメ「チラシの配架コーナー」

最近、全国各地で「チラシのつくり方」をテーマにした講座が人気があり、よく見かけるようになりました。「つくり

方」だけではなく、「【だれ】に渡すのか、【どこ】に置くと、費用を抑えて高い効果が得られるのか」ということも

重要です。“デザイン”がより簡便で誰でもできるように変化している中、もう一度広報戦略を見直す必要があるかも

しれません。

7月6日に、平成29年度団体連携事業の選定委員会が開催されました。選定委員会では、応募いただいた事業を選考基準

に基づき議論し、採択団体を決定しました。

今後、採択団体と当センターが連携して、市民対象の講座を実施していきます。講座内容のブラッシュアップを行い広

報戦略を立てて実行していきます。ＮＰＯの独特なアイデアを当センターと連携することで、より多くの市民に知って

もらうを目指していきます。ご期待ください。

■選考基準

7月6日に、平成29年度団体連携事業の選定委員会が開催さ

れました。選定委員会では、応募いただいた事業を選考基

準に基づき議論し、採択団体を決定しました。

配架条件の目安(次のいづれかに該当するもの)

・市内NPO法人及び登録団体の設立趣旨に基づく

　事業に係るもの

・国又は地方公共団体により名義後援を受けた

　事業に係るもの

１階の受付け横には、60種類以上のチラシを

配架するコーナーがあります。配架されてい

るチラシの多くは、NPO主催の講座や、イベ

ントのチラシです。市民交流センターには、

“NPO”や“市民活動”に興味を持っている

方々が多く訪れます。配架希望の方はチラシ

を持って受付けにお越しください。配架条件

や内容を考慮して配架致します。

●ＮＰＯ法人認知症予防サポートネット

●ＮＰＯ法人ＴＯＰＯ

●ＮＰＯ法人圃場(ほじょう)の学校

●ＮＰＯ法人すこやか女性プロジェクト

●ＮＰＯ法人障害者生活支援センター遊び雲

●素人落語　我楽多の会

西宮市市民交流センター主催団体連携事業

講座開催予定期間    2017.08.01-2018.02.28

「只今、ブラッシュアップ中」
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あなたに代わって団体へ連絡しておきます。だから、気軽に参加できます。

市民活動 きっかけづくりボランティア体験セミナー参加者募集中！

西宮市市民交流センターは、あらゆるＮＰＯ団体の活動拠点であり、毎日多くの市民が来館されています。そんな当センタ
ーが「市民」と「ＮＰＯ」を繋ぐためのきっかけづくりを目的としたボランティア体験セミナーを開催します。
当センターが繋ぎ役となることで、より気軽に市民の皆さまは各団体へ連絡や日程調整は必要ありません。当センターに参
加申し込みをしていただくだけで、様々な団体のボランティア活動を体験することができます。
２０１７年８月から翌年１月までの期間に、全１２回の体験セミナーを開催します。各回２時間程度のプログラムとなって
おり、団体の活動目的や理念を十分に理解することができる内容です。

体験セミナー協力団体を紹介
第1回 NPO法人チーム御前浜・香櫨園浜里浜づくり

海辺と人との多様なつきあい方を大切にし、御前浜・香櫨園浜をかけが
えのない地域の“宝”里浜として、より良いカタチで未来に継承するこ
とを目的として設立された市民活動組織です。

セミナー日時：8月20日(日)10時から12時頃

第2回 NPO法人日本タッチカウンセリング協会

タッチ（心のふれあい・スキンシップ）とカウンセリングを融合したタ
ッチカウンセリングにより生まれる愛情と信頼関係で心の健康促進を図
り、地域住民の健康福祉の向上に寄与する事を目的とする団体です。

セミナー日時：9月5日(火)10時30分から12時30分頃

第3回 一般財団法人日本熊森協会

日本熊森協会は、森＝植物＋動物＋微生物という考えに基づいてクマを
シンボルに、豊かな奥山を保全、再生しようと活動している自然保護団
体です。

セミナー日時：9月5日(火)14時から16時頃

第4回 NPO法人武庫川スポーツクラブ

スポーツを取り組む全ての人に対して、生涯スポーツの普及と振興を図
り、地域と連携してマラソン大会や駅伝大会等の主催、記録会や定期講
習会等を行い健全な社会づくりに寄与することを目的とする団体です。

セミナー日時：9月10日(日)8時から11時頃

第5回 ボランティアグループ「ゆりの会」

震災による災害跡地に芝桜等花木を植え、「ゆりのガーデン」と
し、震災経験を風化させることなく人々の絆を深め、次世代に引
き継ぐ街づくりを目指し活動しています。

セミナー日時：10月8日(日)9時から11時頃

第6回 NPO法人PETS FOR LIFE, JAPAN

人と動物の福祉向上を目指す動物福祉団体です。行き場を失った
犬・猫の新しい飼い主探しの支援や、飼育放棄を未然に防ぐため
の啓発活動を実施しています。

セミナー日時：10月8日(日)13時から15時頃

第7回 NPO法人兵庫介助犬協会

介助犬の提供により、肢体不自由者の自立と社会参加を支援する
ことをミッションとしています。介助犬の育成、介助犬への理解
の普及、障害者雇用の促進等に取り組んでいます。

セミナー日時：10月17日(火)10時から12時頃

第8回 地域活動支援センター　太陽

主に透析患者様の就労支援及び憩いの場の提供を目的とする団体
です。利用者さんひとり一人がいつまでも元気で明るく「太陽の
ような人」であり続けてほしいと願って活動しています。

セミナー日時：10月17日(火)13時から15時頃

第9回 NPO法人海浜の自然環境を守る会

海浜の自然のしくみを知り、人と海浜の関わりについて考え、人
と海浜と自然についての理解を深めるための普及啓発に関する事
業等を行っています。

セミナー日時：11月5日(日)10時から11時頃

第10回 NPO法人はらっぱ

子どもを真ん中にして大人たちがつながる場所がほしい、いろい
ろな子どもたちが遊び暮らす場所がほしいとはじまった保育所で
す。子ども一人ひとりの育ちを大切にしています。

セミナー日時：11月25日(日)10時から12時頃

第11回 NPO法人NiCCL西宮暮らしやすい地域をめざす会

障害ある人もそうではない人も、誰もが暮らしやすい地域を作っ
ていくために、活動をしています。利用者の方が自分らしい生活
を自身の手で築いていくことを願って活動しています。

セミナー日時：11月25日(土)14時から15時30分頃

第12回 NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク

災害救援に携わる国内外の様々な団体が互いに協力し、行政機関
と緊密な連携を保ちながら行う速やかな被災者の救援、更には被
災地域の復興活動を側面から支援することを目的としています。

セミナー日時：2018年1月上旬 10時から12時頃
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：

ＮＰＯ支援 西宮市市民交流センターの相談窓口は無料です。ぜひご活用ください！

貸借対照表の公告のために定款変更を行う法人が増えています。しかし、総会終了後に記載内容に
ついてのご相談や、所轄庁へ提出された後にご相談に来られるケースが増えています。当センター
の職員は全員が相談を受け付けることができます。また、無料で相談を受付けています。
ぜひ、お気軽に相談窓口を活用してください。メールで書類を送っていただいても結構です。
提出する前に、“念のため”見てもらおうかな・・・というときにご活用ください！

ホームページ（運営相談ページ）
http://shimin-koryu.net/npo/

定款変更は、まずは総会で変更の決議を行います。その後、所轄庁へ“定款変更認証
申請書”もしくは、“定款変更届出書”を提出します。認証を必要とする変更の場合
は、提出後縦覧期間中、市民に公開されます。その他、認証後に法務局への登記が必
要な場合もあります。

ＮＰＯ法人は、毎年法務局への資産の登記が義務付けられています。これを怠った場
合は、20万円以下の過料が請求されます。ただし、昨年の法改正が施行されると資産
総額の登記が、貸借対照表の公告義務に変わります。準備はできていますか？

定款に定められた任期に従い、理事は就任・辞任します。理事が重任した場合でも、
法務局へその登記が必要です。これを怠った場合20万円以下の過料が請求されます。
平成23年の法改正をきちんと理解して登記を行っていますか？

新任の理事が就任した場合、所轄庁への役員名簿だけでなく、就任承諾書や住所を証
明するものの添付が必要です。また、代表権を持たない理事は法務局への登記は不要
です。

定款に定められた任期に従い、理事は就任・辞任します。同じ人が重任する場合でも
意思決定機関による選任が必要です。さらに選任後、所轄庁へ役員名簿の提出も必要
です。

昨年の法改正で、資産総額の登記に代わって、貸借対照表の公告が義務付けられまし
た。施行時期は未定ですが、来年の12月6日までに施行されることが決定しています。
公告の方法は定款に定められていますが、官報の場合毎年お金がかかります。定款を
変更して、他の方法で公告される法人が多くいらっしゃいます。

役員の任期は定款に定められています。例えば任期を２年としているだけでは、就任
日から2年を過ぎて総会を開催することはできません。そのため毎年総会の開催日を調
整する手間が生じます。これを回避するため任期を総会終結まで伸長する規定です。

前述の伸長規定に関連する規定です。役員任期満了前に総会を行なった場合、新しく
選任された理事は前理事の任期が終了するまで、理事ではありません。これを総会終
結時に任期を短縮し、理事を切り替える規定です。

これ全部分かりますか？　正しく手続きされていますか？


