
「みんなの活動」
官民合同資金調達

ミニセミナー＆相談会

２０１９年９月１９日



補助金説明
その前に・・・



話題提供

NPO活動の
資金調達について



ビジョン達成のためのミッション

１.事業の実施背景
地域課題

3.事業の実施
ミッション

2.目指すべき
社会・状態

（ビジョン）



STEP１「ミッション！」をはたすために

必要な仲間 → 事業を考える

STEP２ 本当に必要なものは何か考える

※お金？ モノ？ 人？

STEP３ その調達の種類を考える

資金調達はじめの一歩



やるべきことを明確にした上で、
資金調達を考える

一般的な社会的事業における２種類の顧客

社会
起業家

支援者
（第２の顧客）

受益者
（第１の顧客）



公益セクターの多様な資金源（参考）

これらの資金源からどのように活動資金を

調達するのか、目的や内容によってもかわる

寄付金 支援者（個人・組織）から

クラウドファンディング 支援者（個人・組織）から

会費 会員から

自主事業収益 事業の受益者から

補助金・委託金 国、県、市、町、村から

助成金 公益法人、株式会社から

融資・借入金 金融機関から

投資、私募債 等 投資家、支援者等



お金の種類

種類 特に必要なもの リワード・責任

投資 事業の可能性 お金or商品＋ α

融資
信用（過去）
※事業性評価

お金

補助金 適合性 報告書

助成金（民間） 実行力（実績） 成果・報告書

委託（行政） 実行力（実績） 成果・報告書

寄付金・会費 責任感 成果＋ α



補助金・助成金の紹介

民間助成団体・金融機関・自治体



社会福祉法人岡山県共同募金会



共同募金の組織としくみ

 共同募金は、社会福祉法に定めれた「共同募金会」と
いう民間の団体によって、都道府県を単位に行われて
いる募金。

 使いみちや集める額を事前に決めて（＝計画募金）、
厚生労働大臣の定める期間内に募金を募るしくみ。

 岡山県で集められた募金は、岡山県内で、じぶんたち
の住む市町村で使われている。

↓

「じぶんの町を良くするしくみ。」（共同募金運動メインテーマ）

 大規模災害時には、災害義援金を受付けるとともに、
東日本大震災や平成28年熊本地震、また、このたびの
「平成30年7月豪雨災害」でも、災害ボランティアセ
ンターの設置・運営費として、被災地支援にも共同募
金が活用されている。

共同募金の組織

募金ボランティア

市町村共同募金委員会

都道府県共同募金会

中央共同募金会



共同募金の助成について

 県・市町村社会福祉協議会への助成（サロン助成、ボランティア育成等）

 福祉施設・事業所への助成（備品・設備整備、車両整備、建物の改補修）

 ボランティア・NPO法人等非営利団体への助成（福祉を目的とする活動支援）

 歳末たすけあい、NHK歳末たすけあい（配食サービス、福祉団体の活動支援等）

 災害時の対応・支援（災害等準備金、災害見舞金、死亡弔慰金等）

※その他、共同募金会が申請窓口となっている助成財団

 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団

募集時期：毎年4月～5月末

対象事業：社会福祉法人の備品整備、車両整備等

 公益財団法人車両競技公益資金記念財団

募集時期：毎年6月上旬～7月中旬頃、9月中旬～10月中頃（年2回募集）

対象事業：障害者、高齢者に関するボランティア活動



福祉施設等への助成（申請時期：4月～5月末）

 助成対象団体：社会福祉法人・NPO法人等非営利の団体、更生保護法人

 助成対象となる事業

・施設機能充実強化のための備品・設備整備

・緊急を要する建物の改修・補修等

・利用者送迎等に使用する車両整備

 助成率：事業費の1/2以内（車両は基準額を別途設定）

 助成限度額：100万円

 助成制限：1法人1施設（1事業）

当該年度助成を受けた以後3年間は助成対象とならない



赤い羽根ボランティア団体・NPO活動支援事業
（申請時期：10月～12月中旬）

 助成対象団体：ボランティア団体・NPO法人等非営利団体

 助成対象となる事業

・子育て支援や児童の健全育成に関する事業

・障がい者の自立した生活や社会参加を促進する事業

・高齢者の生活支援等に関する事業

・虐待、ひきこもり等の社会問題に取り組む事業

・ボランティア・NPO活動を担う人材の育成事業

・その他、福祉に関する諸事業

 助成額：事業に係る経費の3/4以内、限度額50万円

 助成期間：同一団体については、原則として3年以内



赤い羽根共同募金 地域ささえあいプロジェクト
（申請時期：4月～6月末）

 助成対象となる団体：NPO法人等非営利団体

 助成対象となる活動

• 子育て支援や児童の健全育成に関する事業

• 障がい者の自立した生活や社会参加を促進する事業

• 高齢者の生活支援等に関する事業

• 生活困窮者への支援活動

• 孤立を防ぎ、またその解消を図るための支援活動

• 自殺予防活動

• その他地域の社会課題の解決を図る活動

 助成期間：制限なし



赤い羽根共同募金 地域ささえあいプロジェクト
（申請時期：4月～6月末）

【プロジェクトの特徴】

 参加団体が各々の活動を県民にアピールしながら、

自らその活動に必要な資金を集める。

 募金活動期間：1月～2月

 各団体の専用振込用紙（ゆうちょ銀行）を使い、

寄付をお願いする。（振込先は岡山県共同募金会）

 寄付金は共同募金の寄付扱いとなるため、

寄付者は税制上の税制優遇を受けることができる。

 集めた募金額に応じて、団体の助成額には、

マッチングギフトが加算される。 （参考）団体専用振込用紙



岡山県共同募金会ホームページやfacebookでも、本会の助成事業のほかに、
他の財団等の助成に関する情報を発信しています。

 岡山県共同募金会HP

http://akaihane-okayama.or.jp/

 岡山県共同募金会FB
https://www.facebook.com/akaihane.okayama/

【お問い合わせ】

社会福祉法人岡山県共同募金会

〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ3階

TEL:086-223-0065／FAX：086-223-0083

E-mail：akaihane@kirameki-plz.com



おかやま県民文化祭共催事業



【助成金の趣旨】
文化・芸術を生かした地域的・社会的課題への対応
を通じ、新たな価値の創造を目指す事業で、以下の
いずれかにあてはまる事業に助成

①ジュニア育成支援事業
子どもたちの文化活動を支援する活動

②文化団体育成強化事業
団体のレベルアップを図る活動

③地域文化創造支援事業
文化を切り口に地域を元気にする活動

※おかやま県民文化祭では、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピックのアクション＆レガシーを見据えた文化プログラム
「beyond2020プログラム」へ参画しています。採択となった場合には、
同プログラムへも申請いただきます。



【beyond2020認証要件】
・障がいのある人にとってバリアを取り除く取組

or

・外国人にとって言語の壁を取り除く取組



【助成対象者】
②・・・岡山県内で文化・芸術活動を行う団体
①、③ 主たる分野が文化・芸術でなくとも、文

化・芸術をひとつの切り口として新たな
価値を創造する活動を行おうとする団体

※合計10団体程度を予定。任意団体、NPOも可
【助成額】
上限20万円（但し、対象経費の1／2以内）

【申請期間】
毎年2月～3月初旬

【交付決定】
採否にかかわらず、3月末に文書にて通知

【選考方法】
おかやま県民文化祭実行委員会の助成事業選考委
員会において、厳正に選考し決定



「ＮＰＯ活動」官民資金資金調達
説明会＆相談会

教育と文化芸術の両面から、

地域社会の課題解決と社会的価値
の創造を図る活動を応援します。

ミッシヨン：



公募による教育文化活動助成について

教育と文化の持つ力によって
岡山県が豊かで充実した社会になる。
そのためのチャレンジ「やってみる」を

応援します!



公募による教育文化活動助成について

1. 教育及び文化芸術による地域社会の課題解決
や社会的価値の創造に取り組む活動

2. 教育及び文化芸術による次世代育成に取り組
む活動

3. 教育の質の向上や普及に取り組む活動

4. 文化芸術の質の向上や普及に取り組む活動
※教育文化活動による被災地支援も対象となります。

対象となる活動：



岡山県内で上記の助成対象となる教育
文化活動を行っている団体・個人

応募資格：

公募による教育文化活動助成について



NPO法人だっぴ

26



子ども劇場笠岡センター

27



老いと演劇OiBokkeShi
演劇を通じて「老い」「ボケ」「死」に向き合う演劇ユニット



助成決定までのながれ

申請書作成 応募手続き（メール申請ができるようになりました!）

↓ 財団公式webサイトから申請書様式をダウンロード

財団へメールで送付(郵送も受け付けます)

↓

審査委員会 3月上旬

↓

助成決定通知 3月下旬

↓ 助成団体の活動は4月1日より

助成金入金 4月上旬

↓ 活動終了は3月31日まで

助成報告書・会計報告書提出

活動終了１カ月以内



１ 助成金額の限度額は１０万円

２ 助成額以上の対象経費が見込まれること。

３ 収支の金額は、同額となること。

４ 財団ＨＰに記載説明書と入力フォーム（Ｅｘｃｅｌ）がアップされるの
で、エクセルに入力し、エクセル（ファイル名は団体名＿事業名とす
る）と申請書（押印）を提出すること。

５ インターネットが利用できない方は直接、財団に電話で申請書を
要求してください。

６ 助成を受けられた団体は、ＲＳＫラジオによる生出演で活動内容
を広報する機会があること。

７ 応募期間は、毎年） 11．15～1．20 ※20日が土日の場合は翌月曜

８ 申請内容の確認のための連絡は、原則としてファックスかメール
となります。必ず、日中に連絡のとれる電話番号を記載すること。

９ 助成事業予算は、概ね２００万円（１０万×２０団体）。

マルセンスポーツ・文化振興財団



応募資格

岡山県内で助成対象となるスポーツ・文化活動

を行っている団体・個人

・1年以上の活動実績を有すること。

・原則として、連続しての助成は行わない。

・活動への参加に制限がなく、だれでも参加できるものであること。

・その他財団行事に対し、活動に支障のない範囲内で協力すること

（贈呈式・活動報告会に参加）

マルセンスポーツ・文化振興財団



助成決定までのながれ
申請書記入 申請書は財団HPからも入手できます

↓

財団へ送付 毎年）１１．１５～ １．２０※ 期間内に提出

↓

審査委員会 ２月上旬

↓

助成決定通知 ３月下旬

↓

助成金贈呈 マルセン表彰式に実施（希望により事前交付あり）

助成団体の活動は4月1日より3月31日まで

↓

助成金報告書・会計報告書提出 活動終了1か月以内

マルセンスポーツ・文化振興財団





■助成金額
20万円～300万円／件

■応募期間
2019 年 9月1日（日）9時 ～10 月31 日（木）17時

■採否決定
2020年3月中

■助成対象
岡山県内で活動行う県内のNPO法人、任意団体、個人等

■対象事業期間
１年間（2020年4月1日～2021年3月31日）

応募要項（抜粋） ※詳細は募集要項参照してください

Web申請のみ

新規立ち上げ事業OK



どのような活動が対象？





どのような経費が対象？



対象経費



応募期間： 2019年8月19日（月）午前9時〜9月30日（月）午後3時

※9月24日まで相談受付

助成総額： 1億1,000万円

しらべる助成：約2,000万円（上限 100万円／件）

そだてる助成：約8,000万円（上限なし（過去3年間の実績平均654万円／2年）

発信・提言助成：約1,000万円（上限 600万円／件）

ポイント

・様式変わったけどコンセプトは変わってない

・マルチステークホルダーを巻き込み重要

・地域の中の生態系をつくる

（そのテーマを1団体でなくて、地域で人財を育てる）

〇しらべる（育てるための準備） 調査＋事業戦略をつくる ことが重要

〇そだてる・・・ 育てるを経たのと同じニーズ把握と関係構築が求められる

トヨタ財団



みんつくの使い方



財団のもつ主な機能

３つの「しくみ」

割り勘で
かなえる

みんなの
貯金箱をもつ

みんなで話す
テーブル



資源循環を通じて、取り組みを加速！



世の中の仕組みへ（制度化・事業化）



割り勘で夢をかなえよう！

「地方版クラウドファンディング」



事業の継続性、質を高める

○ 通常の助成とは違う
つながりが生まれる助成

→ 仲間が増える
→ 情報が増える
→ 意識が高まる

３０万円の価値が３０万円以上に！



割り勘で夢をかなえよう

１．事業の実施背景
地域課題

３．今回の
実施事業

２．目指すべき
社会・状態

５．事業実施後の
ビジョン４．今回の申請

事業による社会
への影響



助成金
（冠基金のご案内）



個人や団体が設置した基金

2019年度の助成予定（募集12月頃～）

3月29日 みんつくフォーラム助成式

冠基金

 

まち・むら 

（地域:倉敷市） 

くらし“き”になる基金 

（丸口 晋司さん） 

200,000円 

（10 万円×2団体） 

福祉 

（学び・キャリアの支援） 

福祉人財育成基金 

（匿名 希望） 

1,000,000円 

（50 万円×2団体） 

福祉 

(老年期の支援) 

山本基金 90 万円を予定 

(50万上限) 

子ども 

（貧困・育ちの環境） 

J基金 ※活動基盤助成 

（福武 純子さん） 

1,000,000円 

（1団体） 



金額： 一律５万円（分配）

対象： NPOの活動分野（定款）

※昨年度の場合
（１）保健、医療又は福祉の増進・・・１法人
（２）まちづくりの推進・・・・・・・・・・・・ １法人
（３）子どもの健全育成・・・・・・・・・・・１法人

ろうきん寄付システム



ご清聴ありがとございました。
皆様の活動の

成長につながれば幸いです。


