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新型コロナウィルスの影響による NPO 及び多様な市民活動の
存続危機に対する支援に関する要望書
上記につきまして、地域の様々な課題解決を担う NPO の事業停止等により、さらに困難を抱える方が増えな
いためにも、早急な対応をいただきたく、以下のとおり要望いたします。
1．要望の趣旨
2020 年 2 月中旬から続く新型コロナウイルス拡大防止のための自粛要請に伴い、NPO（NPO 法人又はそれに
準じて社会課題の解決等に取り組む組織）の事業継続にも影響が出ており、またその深刻性が増しています。地
域には NPO による多様な支援が生活の支えとなっている方が多くおられます。今回の自粛要請に伴う事業停止
や利用者の減少により組織維持や職員の雇用が困難になれば、NPO の支援を受けている人も支えを失い、困難
を抱える人が急増する可能性があります。そうした事態を引き起こさないためにも NPO への支援を求めます。
2．要望の理由
現在、新型コロナウイルスによる被害を最小限に抑えるべく、官民挙げた取り組みが進んでおりますが、それ
に伴う経済的な被害や失業への不安が広がっています。今後、経済的困窮の加速から複合的な困難を抱える人が
増えていくことが予想される中で、NPO が事業の停止や廃止、組織の解散を選択しなくてはならない事態が多
発した場合、困難を抱える人を支える NPO が不足し、状況が悪化する事態が懸念されます。
全国には障がい者を支援する NPO が一組織しかない地域もあり、その組織を失うと代わりとなる存在をつく
ることは困難です。また、福祉だけでなく、文化、スポーツ、教育、まちづくり、離島や山間地の支援など、多
様な分野において活発な市民による取り組みが消滅または後退し、連鎖して様々な社会の綻びが生まれていく可
能性があります。こうした事態を避けるためにも NPO の事業継続を支援する必要があります。
3．要望の詳細 上記の状況に対して以下の６つの支援策実施を要望します。
（１）今後、展開される事業者を対象とした緊急経済対策等において、NPO 法人及びそれに準じる組織も対象
とすることを明確化し、自粛要請による影響で売上の減少や委託業務等が減少した NPO 法人及びそれに
準じる組織が資金的な支援等が得られるようにすること。
（2） 自治体等より委託や指定管理等を受けて施設管理やイベント・セミナー開催を行う事業について、新型コ
ロナウイルスを理由とした自粛要請で閉所や開催中止を余儀なくされた際において、委託金等の減額を行
わないよう各自治体へ通達をすること。特に雇用維持の観点から、人件費については前年度予算並みを維
持すること。その際には、実績に応じた支払を行う事業（成果連動型報酬）の事業も対象とすること。
（3） 新型コロナウイルスで影響を受ける人に対する多様な取り組みを推進するために、休眠預金等活用制度の
柔軟運用や福祉医療機構、環境再生保全基金などを通じた緊急助成事業の実施。
（4） 年度末業務により出勤を余儀なくされることを回避するための、税務申告の期限の一律延期。NPO 法人
の事業報告書等の提出期限の一律延期。それらの各法人への周知徹底。
（5） 新型コロナウイルスの支援パッケージ等の支援策について、NPO 法人への周知徹底および各地の NPO 支
援センター等を通じた相談支援の実施・強化
（６）その他、各都道府県ないしは市町村単位での NPO の事業継続のための包括的な支援の実施。

4．その他
本要望書は「新型コロナウイルスの感染拡大への対応及び支援に関する岡山県内 NPO 法人緊急アンケート」
の結果を基に、各地域の NPO 支援センター等と協議をして作成をしております。現在、全国の NPO 支援セン
ター等の支援組織が各地域の NPO の状況把握と支援を進めています。
官民連携でこの難局を乗り切りたいと考えておりますので、ぜひ後押しいただけますようお願いします。
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三戸俊徳(公益財団法人宝塚市文化財団 事務局次長)

認定 NPO 法人宝塚ＮＰＯセンター
認定 NPO 法人コムサロン２１
NPO 法人市民活動センター神戸
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NPO 法人えひめリソースセンター

兼久信次郎(任意団体 Code for DOGO 事務局長)

NPO 法人いよココロザシ大学
NPO 法人えひめグローバルネットワーク
NPO 法人西条まちづくり応援団
NPO 法人港まちづくり八幡浜
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NPO 法人ふくおかＮＰＯセンター
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一般社団法人 SINKa
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NPO 法人さが市民活動サポートセンター
NPO 法人とす市民活動ネットワーク
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サワディー佐賀

長崎県

NPO 法人Ｆｉｎｅネットワークながさき

熊本県

一般社団法人九州環境地域づくり

大分県

NPO 法人おおいたＮＰＯデザインセンター
NPO 法人地域ひとネット
公益財団法人おおいた共創基金

宮崎県

NPO 法人宮崎文化本舗

鹿児島県

NPO 法人かごしまＮＰＯ支援センター

沖縄県

NPO 法人まちなか研究所わくわく
NPO 法人１万人井戸端会
糸満市市民活動支援センターまちテラス
一般財団法人沖縄県公衆衛生協会
一般社団法人沖縄県芸能関連協議会
公益財団法人みらいファンド沖縄
以上。

