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提案型協働事業
を募集します
募集期間

令和２年

４月２１日（火）～

５月２１日（木）

この事業は、ＮＰＯ法人やボランティアグループなどの市民活動団体から、姫路
市と協働で取り組む公益性のある事業を募り、審査を通過したものについて助成金
を交付するものです。
「こんなことができたら、姫路のまちがもっとよくなるのに」
その想い、姫路市と手を組んで実現してみませんか。

書類提出・問い合わせ先
（書類提出・問い合わせ）

姫路市 市民活動推進課
〒670-8501 姫路市安田四丁目 1 番地（姫路市役所本館 4 階）
TEL 079-221-2737
FAX 079-221-2758
WEB : http://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000006037.html

MAIL : sankaku@city.himeji.lg.jp

（問い合わせのみ）

姫路市 市民活動・ボランティアサポートセンター

「ひめじおん」

〒670-0015 姫路市総社本町 112 番地（市民会館 3 階） ※毎週月曜日と５月８日
（金）は休館です
TEL 079-281-2660
FAX 079-281-2662
WEB : http://himeji.genki365.net/
MAIL : shimin-support@city.himeji.lg.jp

応募団体の要件
姫路市内に活動拠点を置いている、次の①から③のいずれかに該当する団体が応募できます。
①

不特定多数の利益の増進を目的とする公益的活動を行う、非営利の団体

②

特定非営利活動法人

③

①、②に該当する団体の共同体

募集部門と採択件数
１．テーマ設定事業（４件程度）
以下の３つのテーマについて、具体的にご提案ください。

１
若者による観光情報の発信
事業
（協働先：観光推進課）

市内の若者による、ＳＮＳや各種メディアを利用して本市の魅力の
発信を目指す事業。
本市の観光魅力の再確認・新たな発掘などの過程における気付き
や、地域との触れ合い等を通じて、市民の本市への愛着を増進させる
とともに、地域観光づくりの担い手として若者の育成を目指す。また、
若者の利用頻度が高いＳＮＳやメディア等の効果的な媒体を利用し、
プロモーションを展開することにより、本市への誘客を目指す。
(例) 各種メディアを利用し、本市の魅力を発信・誘客を促進すると
ともに、本市への愛着を増進する。

２
ひきこもり状態の方の「居
場所」づくり
（協働先：総合福祉会館）

「ひきこもり」といわれる社会的孤立状態にある方について、国の
調査では中高年（４０歳から６４歳）で全国に６１万人いるとの推定
が出されている。
ひきこもり状態の方への支援については、これまでも保健所の保健
師による相談支援のほか、県の委託によるＮＰＯによる相談支援や、
親の会の活動等、様々な取り組みが行われてきた。また、平成２８年
度から平成３０年度までの関係機関のネットワーク構築の取り組み
によって、連携による支援の幅の広がりも見られてきたところであ
る。しかしながら、現状本市においては、ひきこもり者が社会に一歩
を踏み出す際に、
「就労支援」は構築できているものの、それ以前の、
支援を受ける力が乏しく就労の意思を持つまでに至らない方が社会
とのつながりを持つことができる「居場所」が未整備の状況である。
国も補助制度の創設など支援体制を打ち出している中で、今後、本
市において必要とされる支援機能とその運営のありかたについて、官
民共同によるモデル事業の実施と効果の検証を通じて検討、研究を深
めたい。
(例)「ひきこもり」状態にある方が、社会への一歩を踏み出す際の
受け皿を官民の連携により創出する。

３
文化芸術を通じた社会参画
の促進に関する事業
（協働先：文化国際課）

文化芸術基本法では、文化芸術を創造し、享受することが人々の生
まれながらの権利であり、年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住
する地域にかかわらず等しく文化芸術の機会を享受することができ
るよう環境整備を図ることが基本理念としてうたわれている。
また、文化芸術は、人々が文化芸術の場に参加することを通じて、
多様な価値観が尊重され、他者との相互理解が進むという「社会包摂」
の機能を有している。
そこで、子供、高齢者、障害者、在留外国人、その他社会的に困難
を抱えている人々などを含めた幅広い市民を対象に、文化芸術を通じ
て社会との接点や他者との触れ合いの機会を創出する事業を募集す
るもの。
(例) 障害のある方々とともにつくる芸術祭、不登校の子供たちを対
象とした音楽や演劇のワークショップなど

２．自由テーマ事業（５件程度）
１のテーマを除く姫路市政全般について、自由にテーマを設定し、提案してください。
３．地域資源活用事業（５件程度）
本市における地域の歴史、文化、自然等の資源（地域資源）の価値を改めて見直し、地域資源を活
用して当該地域の魅力を高めること又は地域資源を未来に継承することを目的とした事業を募集
します。
※いずれも事業に要する経費は１０万円以上であることとします。
※他の補助制度や助成金に申し込みをした事業は対象外とします。

補助金の額
１事業について５０万円を上限とします。
ただし、事業の内容によっては、経費の一部のみを対象とする場合もあります。

スケジュール
提案受付
書類審査結果の通知
提案発表会
助成団体決定
事業実施
実績報告
事業実践報告会

令和２年４月２１日（火）から令和２年５月２１日（木）
【午前８時３５分～午後５時２０分】（土曜・日曜・祝日は除く）
令和２年６月１０日（水）頃
令和２年６月２０日（土）
令和２年６月３０日（火）予定 ※提案発表会に参加した全団体に文書で通知します。
令和２年７月初旬～ 令和３年３月３１日（水）
令和３年３月３１日（水）まで
未定、事業実施団体に対し、別途お知らせします。報告会を実施しない場
合は、報告資料をホームページに公開するなどに替える場合があります。

提案発表会
【開 催 日】
【会
場】
【内
容】
【審査基準】

令和２年６月２０日（土）
姫路市総合福祉会館（姫路市安田三丁目１番地）
書類審査を通過した提案について、提案者によるプレゼンテーションを行います。
市民ニーズや社会的課題に沿ったものであるか、公益性が高いものであるか、
事業計画の実行性・事業効果・先駆性があるか、等について評価を行います。
【持ち時間】
８分程度 （発表後、評価員から質問がありますので簡潔に答えてください。）
※新型コロナウィルス感染症の影響により、内容を変更・中止する場合があります。

応募方法
以下の書類を用意して、姫路市市民活動推進課まで持参してください。
①
②
③
④
⑤
⑥

※
※

企画提案書（様式第１号）
事業計画書（様式第２号）
役員及び事業関連者等名簿（様式第３号）
団体目的等についての誓約書（様式第４号）
団体の定款の写し又はこれに代わるもの
団体の活動内容が分かるもの
団体の設立趣意書、直近２年間の事業内容、
収支決算書の写し、他事業のチラシ等

①～④の様式は、市民活動推進課ホームページにも掲載しています。
①～⑤は必須、⑥は審査の参考としますので資料があれば提出してください。

注意事項
１ 企画費、プレゼンテーションにかかる費用は応募者の負担とします。
２ 提出された企画提案書等は、返却しません。
３ 事業の実効性を高めるために、必ず、応募書類の提出前に協働の相手方となる担当課と十分な協
議を行ってください。担当課がわからない場合は、市民活動推進課へお問い合わせください。
４ 申込み用紙の記入方法、事業の進め方等の相談については、市民活動推進課又は市民活動・ボラ
ンティアサポートセンター（市民会館３階）で行います。お気軽におたずねください。
５ このパンフレットとは別に「応募の手引き」を配布していますので、ご覧ください。

（参考）

令和元年度はこんな事業に助成しました

テーマ
文化芸術：文化芸術を活用した地域活性化に関する事業
地域協働推進：地域における協働の推進に関する事業
自由：姫路市政全般について、自由にテーマを設定する事業
地域資源活用事業：本市の地域資源の活用、魅力の向上、未来への継承を目的とする事業
No

テーマ

1

文化芸術

第 3 回大津ふれあい音楽祭

2

地域資源

姫路キッズ・ビッグアートプロジェクト

水上夢倶楽部

3

地域資源

地域の歴史を伝える-中学校と連携して-

香寺歴史研究会

4

地域資源

5

文化芸術

6

自由

7

地域資源

8

自由

9

自由

10
11
12

地域協働
推進
自由
地域協働
推進

13

自由

14

自由

提案事業名称

提案団体
姫路市大津まちづくり協議会

「2019 飾磨街道フェス～日本遺産「播但貫く、銀の馬
車道 鉱石の道」」

員会

姫音祭（姫路ミュージック＆ダンスフェス）
地産地消ひめじバル

ひめじあかり実行委員会
赤ちょうちん屋台の会

姫路おでんといえば〇〇！実現プロジェクト
「日本一～認知症高齢者にやさしいまちづくり姫路
～宣言事業」
ママ防災士による『ファミリー減災クッキング教室』
～地域のみんなで災害対策について考えよう～

特定非営利活動法人
コムサロン二十一
青山１０００人会

ひめじキッズスマイル

特定非営利活動法人

太市 まちの担い手づくり事業

姫路コンベ

ンションサポート

国際女性フェスタ２０２０
３つのエコシステムによる「城の西

「銀の馬車道」飾磨街道活性化委

国際女性フェスタ実行委員会
みらい構想」実

践事業
紙芝居を活かした消費者被害防止による安心安全ま
ちづくり
地域の誰もが安心して暮らせる姫路市づくり

城の西エリアマネジメント準備会

認知症予防教室

一輪会

特定非営利活動法人はなのいえ

