ＮＯ．21９
令和２年５月号

北九州市市民活動
サポートセンター
ー
国の緊急事態宣言が解除されました。これに伴い、市民活動サポートセンターは５月２６日
より開館いたします。手指の消毒、マスク着用などの利用制限はありますが、段階的な活動再
開が始まります。キラキラ５月号は先月号に引き続き、緊急企業支援に関す
るお知らせと、NPO 法人の定款変更について解説します。
NPO 法人も

「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴う緊急企業支援について

家賃補助

事業者です。
まずはご相談を！

緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業や時間短縮営業の
協力要請を受け、休業等した中小企業・小規模事業者の店舗等の賃料を支援します。
対象施設数
補助率
補助上限額
約 1 万施設
５分の４
４０万円
申請受付期間：令和 2 年 5 月 10 日（日）～６月 3０日（火）
申請方法：①電子申請、②郵送での申請、
③窓口での申請（西日本総合展示場本館（小倉北区浅野 3-7-1）
）
（9:00～16:00）
専用コールセンター：０１２０－３３０－５６２（9:00～17:00）
※対象は福岡県の緊急事態宣言に基づく休業要請等の対象となった施設で事業を行う方
（施設の種類によっては対象外等ありますので、詳細は市ホームページをご確認下さい。）

危機関連保証
危機関連保証の認定を受けた中小企業者が本市中小企業融資の景気対応資金を利用す
る場合、信用保証料の利用者負担をゼロにするとともに、貸出金利を 0.9％に引き下げ
ます。

セーフティネット保証４号関連
本市が指定する中小企業融資を利用する中小企業には、保証料の利用者負担をゼロに
するとともに、貸出金利を引き下げます。

ワンストップ相談窓口【予約制】
黒崎ワンストップ相談窓口

小倉ワンストップ相談窓口

戸畑ワンストップ相談窓口

八幡西区ｺﾑｼﾃｨ６階

小倉北区 AIM ﾋﾞﾙ 8 階

戸畑区北九州ﾃｸﾉｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1 階

℡093-642-2861

℡093-551-3619

℡093-873-1433

●雇用調整助成金申請支援窓口 ●資金繰り専門相談窓口
相談時間 月曜日～金曜日 午前９時～１２時 午後１時～５時まで
※詳細な内容、その他の支援については、市ホームページをご確認下さい。
※企業への支援（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901208.html）
※市独自の緊急経済支援（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html）

持続化給付金【国（経済産業省）】/持続化緊急支援金【県・市】
営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対し、支援金を給付します。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700303.html
【北九州市版】主な支援策まとめ（http://www.kirakirakitaq.jp/detail_news.php?ID=324）
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※定款変更について、詳しくは「特定非営利活動法人の管
理・運営の手引き」（P５５～７６）をご確認ください。

定款の変更について

総会で議決し
た内容を「届
出」します。

何を変更するか
認証事項

総会の議決だけでなく
「認証」の申請が必要です。

①目的、②名称
③特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類
④主たる事務所及びその他の事務所の所在地（
）
⑤社員の資格の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く）
⑦会議に関する事項
⑧その他の事業に関する事項
⑨解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るもの）
所轄庁の審査
⑩定款の変更に関する事項

届出事項
左記
①～⑩以外

定款変更届出

定款変更認証申請

＜提出書類＞
㋐定款変更認証申請書【１部】
㋑社員総会の議事録の謄本（議事録のコピー）【１部】
㋒変更後の定款【２部】
㋓定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画
書【各年度２部ずつ】
㋔定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算
書【各年度２部ずつ】
※㋓㋔は、「特定非営利活動の種類」又は「事業」を変更する
場合のみ提出

＜提出書類＞
㋐定款変更届出書【1 部】
㋑定款の変更を議決した社
員総会の議事録の謄本
（議事録のコピー）【１部】
㋒変更後の定款【２部】

所轄庁の審査

所轄庁より定款変更認証書交付

認
証
書

事業報告書等の提出について
NPO 法人は、事業年度終了後 3 ヶ月以内に、事業報告や決算についての書類を作成し、事務所
に据え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
４月１日から３月３１日までを事業年度とする法人は、関係書類を６月３０日までに提出するこ
ととなります。
なお、提出につきましては、郵送や電子申請での提出も受け付けています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送、電子申請等の方法をご利用くださいますよう
ご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策により、事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁（北
九州市）にご相談ください。
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助成金情報
助成制度名
新型コロナウイルス感染症の拡大防止

分野

実施主体

締切

保健

公益財団法人 JKA

福祉

北九州市
子ども家庭局子育て支援課

6/1

そらべあスマイルプロジェクト

福祉

ＮＰＯ法人そらべあ基金

6/1

配食用小型電気自動車寄贈事業

福祉

公益財団法人みずほ教育福祉財団

6/5

公益財団法人トヨタ財団

6/8

策に対する支援
みんなの子育て・親育ち支援事業
活動支援補助金

トヨタ財団

まちづ

随時

「2020 年度国内助成プログラム」

くり

2020 年度ニッセイ財団高齢社会助成
「実践的課題研究助成」
「若手実践的課題研究助成」

福祉

公益財団法人日本生命財団

6/15

2020 年度社会福祉事業
ＮＰＯ基盤強化資金助成
「住民参加型福祉活動資金助成」

福祉

公益財団法人 SOMPO 福祉財団

6/19

子ども文庫助成事業

子ども

公益財団法人伊藤忠記念財団

6/20

2020 年度助成金募集

スポーツ

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団

6/20

エフピコ環境基金

環境

株式会社エフピコ

6/30

文化財保護活動助成

文化

公益財団法人朝日新聞文化財団

6/30

第 51 回 博報賞

学術

公益財団法人博報堂教育財団

6/30

森村豊明会助成金（前期）

文化

公益財団法人森村豊明会

※ホームページ〈キラキラネット〉の「助成金情報」に掲載しています。

北九州市内のＮＰＯ法人数：３０５団体

（令和２年 4 月末現在）

※市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数

【新規設立法人（令和２年 4 月中に認証）】
・（特非）ＨＡＮＡＭＡＲＵ動物園
・ＮＰＯ法人にじのいろ
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7/9

法人
対象

６月１０日（水）、７月８日（水）
会計や税務に関する相談（1 団体１時間） １７時～２０時（原則第 2 水曜日）

NPO
対象

税理士相談会

NPO 入 門 説明 会
ＮＰＯ法人設立の準備を始めた方向け

どなた
でも

サポートセンターの 日
市内で活動するＮＰＯ団体の活動発表会

STAY
大久保相談員の場合･･･
HOME

5 月 27 日（水）、6 月 10 日（水）
１９時～２０時（原則第 2・４水曜日）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
５月のサポートセンターの日は中止します。
（原則、毎月第 4 木曜日に開催）
●何かしたいと思う方、実際に活動をしている相談員と
話すことで、形がみえてくることがあります。大久保相談
員の担当は毎週月曜日１７時～２１時です（要予約）。

新型コロナウィルスは、市民活動を実践する NPO にも大きな影響を及ぼしています。
私の場合、各種講演・研修会はすべてキャンセルとなり、小学生との体験活動も中止。本当に生活
が一変しました。
我が家は、在宅勤務の妻、休校になった小学生の長男、登園自粛中の保育園児の次男と私の 4
人で外出自粛。この状況で、自分にできることはと考え、まず、ずっと気になっていた居間の壁塗
りをしました。小学生やスタッフたちとは一緒にしたことのある漆喰（しっくい）塗りも、我が子
とするのは初めてです。重たい漆喰に、慣れない道具。9 歳の長男はなんとか予定の範囲を塗り
上げましたが、5 歳の次男は早々と戦線離脱。途中から「手で自由に塗っていいよ」というと、遊
び半分、楽しそうに塗っていました。また、ＤＩＹで台所の棚を作ったり、私も漢字を勉強したり
…子どもたちと一緒にいろいろと自粛活動中です。
緊急事態宣言が延長となり、子どもたちの休校期間ももうしばらく続きます。そして、幸か不
幸か、私の自粛期間ももうしばらく続きそうです。しかし、これだけ子どもたちといっしょにい
ることのできる機会は、そんなにあるものではありません。焦る気持ちもありますが、オンライ
ン会議なども行いながら、今できることを見つけながら過ごそうと思っています。
■特定非営利活動法人ＫＩＤ’ｓ ｗｏｒｋ

代表

大久保大助氏

子どもたちが「自分たちでしっかりと考え、行動できる」大人へと成長することを願い、感
性・社会性・創造性を育む機会として様々な体験活動の場を提供している。「馬島キャンプ」
や５泊６日の不便な暮らし体験「くらしまるごと体験宿」などを主催。
最近では、防災運動会や災害復興支援にも関わる。生涯学習講座の講師としても活躍。

✍編集後記

ＮＰＯ・市民活動の相談窓口

◆北九州市市民活動サポートセンター
ＴＥＬ：０９３-６４５-３１０１
ＦＡＸ：０９３-６４５-３１０２

キラキラネット

開館時間：月～土１０：００～２１：００
日・祝１０：００～１９：００
（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始は休館日）

北九州市八幡西区黒崎三丁目
ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp
メールアドレス

support3@axel.ocn.ne.jp
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検索

GW は自宅で映画鑑賞。
握手や人ごみなど半年前ま
では普通のシーンが、なん
だか懐かしく感じました。
「三密」は避けますが、
気持ちぐらいは空を泳ぐ
「こいのぼり」のように、
自由でいたいなぁと思うの
でした。
ｂｙうらら

