
受付期間

申込み 美濃加茂市市民協働部定住自立圏推進室

問い合わせ 郵便番号 ５０５－８６０６

住所 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１－１

電話 ０５７４－２５－２１１１　内線４４７

FAX ０５７４－２５－３９１７

Ｅ－ｍａｉｌgoiken2@city.minokamo.lg.jp

平成２８年４月２０日（水）～５月９日（月）
平日の午前８時３０分から午後５時まで

つ な 

が る 

平成２８年度みのかも定住自立圏 
つながる事業応募の手引き 
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平成２８年度　みのかも定住自立圏つながる事業

「社会貢献サービス型」・「ソーシャルビジネスはじめる型」募集要項

　１　目的

　２　支援の内容

　　　　　①圏域の課題解決に取り組む事業に対して、補助金を交付します。

　　　　　②事業を進める上での相談や改善のアドバイスを、中小企業診断士が行います。

　３　対象事業

みのかも定住自立圏域の課題解決に取り組む事業

　４　対象団体

　対象の団体は、次の全ての項目を満たしている団体です。

１．　国または他の地方公共団体から補助金などを受けていない事業であること。

２．　みのかも定住自立圏の圏域市町村（美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

　　白川町、東白川村）で活動しているか、これから活動を考えている団体または事業者であること。

３．　５人以上の会員で、かつ会員の半数以上が、圏域市町村に居住、通勤または通学していること。

４．　補助金の請求の時に、美濃加茂市内に居住、通勤または通学している人が１人以上いること。

５．　対象事業を実施し、完了することができること。

６．　政治活動、宗教活動または公益を害する活動でないこと。

７．　暴力的不法行為者、圏域市町村の一般競争入札の参加制限者、圏域市町村の税等の滞納者

　　でないこと。

　５　対象事業の種類

　対象事業は、以下の２種類に分けて募集し、決定します。

Ａ　社会貢献サービス型

事業の例：食を通じた多文化交流、子育てサポート事業　など

Ｂ　ソーシャルビジネスはじめる型

事業の例：休耕地活用による地域活性化、特産品開発による地域づくり　など

※応募することができるのは、１団体１事業です。

※応募することができる回数は、３回（継続した３年間）までです。

　

　　　　　みのかも定住自立圏では、地域の人々とつながり、協力して、地域の課題の解決を目指
         し、まちづくりを進める住民団体やＮＰＯ、事業者の皆さんの活動を支援しています。

　　　　　美濃加茂市と坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村は、それ
　　　　ぞれの地域が持つ強みを活かし、弱みを補完し合いながら、圏域全体を活性化させ、人口
　　　　の定住化を図るため、「みのかも定住自立圏」を推進します。

　　　　 ※ソーシャルビジネスはじめる型として補助金の交付を受けた事業は、
　　　　　　次年度以降継続して補助金の交付を受けようとする場合は、社会貢献
　　　　　　サービス型に変更できません。

≪注意事項≫ 
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　６　補助金の概要

　　Ａ社会貢献サービス型

　補助率

　補助額の上限

【対象団体を代表する人は…】

【対象団体は…】

　　Ｂソーシャルビジネスはじめる型

　補助率

　補助額の上限

【対象団体を代表する人は…】

【対象団体は…】

【伴走者は…】

　　補助金交付
　　の要件

・他の伴走者会議と交流する会議「伴走者会議（第１回、第２回）」及び「つながりの
場（第３回）」に出席すること。

・情報の開示・提供を積極的に行うこと。

　　補助金交付
　　の要件

・事業改善のための自己評価を行うこと。

・まちづくりに関する事業に参加すること。

・意見交流会「つながりの場（第１回、第２回、第３回）」に参加すること。

・伴走者に対して２万円以上の謝礼を支払うこと。

対象経費の９／１０　（１年目）、３/４　（２年目）、１/２　（３年目）

２００万円以内（１年目）、１５０万円以内（２年目）、１００万円以内（３年目）

・事業の賛同者から、寄附金を募集すること。

・事業に関するアンケート調査を行うこと。

・対象事業の完了後、次の年から２年間「伴走者会議（第２回）」に参加すること。

・事業改善のための自己評価を行うこと。

・「伴走者（会員以外の人）」を依頼し、助言を受けて事業を行うこと。

対象経費の９／１０　（３年間）

２０万円以内（３年目）

・対象事業に関する研修会等に参加し、その内容を対象団体と共有すること。

・意見交流会「つながりの場（第１回、第２回、第３回）」に参加すること。

・対象事業の進捗を管理し、進捗状況を１年度につき３回以上定住自立圏推進室
へ報告すること。
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　説明会

※次のどちらかの説明会に、必ず参加してください。

１ 日時 平成２８年４月８日（金）　午後７時～午後９時

場所 美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

２ 日時 平成２８年４月１０日（日）　午後２時～午後４時

場所 美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

中小企業診断士のアドバイスも聞けるよ。 
「社会貢献サービス型」 
「ソーシャルビジネスはじめる型」 

どちらに応募する場合も、 
必ず説明会に参加してね！ 

みのかも定住自立圏 
 マスコットキャラクター 

      かも丸・かも美 
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　７　事業の流れ

≪事業採択までの流れ≫

１ 説明会 ４月８日（金）　午後７時～午後９時
４月１０日（日）午後２時～午後４時

応募する団体は、いずれかの説明会に必
ず参加してください。

２ 勉強会 ４月１５日（金）午後７時～午後９時
４月１７日（日）午後２時～午後４時

応募する団体は、勉強会に必ず参加して
ください。

３ 提案事業受付 ４月２０日（水）～５月９日
（月）

応募の書類は、必ず団体の方が、直接ご
持参ください。

相談会
（応募書類作成）

４月２７日（水）、4月２８日（木）
４月２９日（金・祝）

５ 書類審査 ５月１２日（水）～ 書類により、選考委員会が評価します。

６ 書類審査
結果通知

５月２３日（月） 書類審査の結果を発送します。
基準点以上の評価を受けた事業は、選考
会に進みます。

相談会
（プレゼン資料作成）

５月２７日（金）、５月２９日（日）

８ 選考会 ６月５日（日）午前９時～ 公開プレゼンテーションを行い、選考委員
会が評価します。

９ 選考会結果通知 ６月１６日（木） 対象事業の最終選考結果通知を発送し
ます。

≪選考会結果通知後の流れ≫

１ 補助金交付
申請書の提出

選考会結果通知書を受け取り後、
すみやかに補助金交付申請書を
提出してください。

ただし、最終選考評価によっては、事業
計画書についても、修正をお願いすること
があります。

２ 事業実施 補助金等交付決定通知日から 事業完了前に補助金が必要な場合は、
概算払いの相談を受付します。

３ 「つながりの場」 ６月２３日（木）午後７時～午後９時
１０月２０日（木）午後７時～午後９時
１月１２日（木）午後７時～午後９時

対象団体の代表者は、交流会「つながり
の場」に参加してください。第3回は、伴走
者も参加してください。

４ 「伴走者会議」 ６月３０日（木）午後７時～午後９時
１１月１７日（木）午後７時～午後９時

ソーシャルビジネスはじめる型の「伴走
者」は、「伴走者会議」に参加してくださ
い。

５ 成果発表会 ３月５日（日）午後１時～午
後５時

事業の活動を公開プレゼンテーションに
より発表します。補助団体および伴走者
は参加してください。

ご相談は、問い合わせ先へ事前にご連絡
ください。

※上記３日間のうち、専門家との相談を１時間受けることができます。
※勉強会において相談の申込み方法をご案内します。

※上記２日間のうち、専門家との相談を１時間受けることができます。
※書類審査結果通知において相談の申込み方法をご案内します。

４

７ ご相談は問い合わせ先へ事前にご連絡く
ださい。
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≪補助金交付までの流れ≫

１ ３月１０日（金）まで

２ ３月中旬

３ ３月中旬

４ ３月下旬

８　実施期間

９　対象経費の例

　補助金の対象になる経費は、対象事業に直接的に必要な経費で、次の表に示すものです。

項目

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

光熱水費

通信運搬費

役務費

使用料及び
賃借料

原材料費

負担金

委託料

備品購入費

※次のものは、補助金の対象になりません。

　①団体の経常的な活動に要する経費

　②団体の構成員の親睦代及び飲食代

　③団体の構成員が受取人となる謝礼

　④その他市長が適当でないと認める経費

行事保険料、振込手数料等

募集案内等を送付するための郵送料等

講師、指導者、専門家、伴走者等への謝金

事業実施に伴い使用した会場の電気・水道等の使用料
（団体事務所等の管理運営に要したものを除く）

チラシ（看板、包装紙等）作成のための印刷経費

資料等のための用紙・事務用品等の購入経費

交通費や宿泊費の実費

補助金交付請求書を提出してください。

実績報告書を精査した後、補助金額の確
定通知を送付します。

対象事業完了後すみやかに実績報告書
等を提出してください。

実績報告書
等の提出

補助金の交付

請求書提出

補助金交付
確定通知書

補助金を交付します。

事業実施に要する備品の購入経費
（一つにつき購入費用１０万円以上の備品を除く）

　補助金交付決定通知の日から平成２９年３月１０日（金）までの間に実施する事業です。

内　　　　　　　　　　　　容

ホームページ作成委託料等

研修会参加費等

特産品等の原料、試作品の材料代等

会場室、器具の使用料やバス等の借上げ料等

-５- 



１０　補助金交付の請求

１１　説明会の開催

① 日時　　平成２８年４月８日（金）　午後７時から午後９時まで

会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

② 日時　　平成２８年４月１０日（日）　午後２時から午後４時まで

会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

１２　勉強会の開催

① 日時　　平成２８年４月１５日（金）　午後７時から午後９時まで

会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

② 日時　　平成２８年４月１７日（日）　午後２時から午後４時まで

会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

１３　応募の相談

①応募書類作成の相談会

●相談期間：

②プレゼン資料作成の相談会

●相談期間：

美濃加茂市市民協働部定住自立圏推進室
電話 ０５７４－２５－２１１１　内線４４７
FAX ０５７４－２５－３９１７

Ｅ－ｍａｉｌ goiken2@city.minokamo.lg.jp

※上記３日間のうち１時間の相談を受ける事ができます。
　 具体的な申し込み方法は、勉強会においてご案内します。

問い合わせ先

　書類審査を通過した団体を対象に、中小企業診断士が、選考会でのプレゼン方法についての
相談を行います。

　　　　　　応募を予定する団体は、いずれかの説明会に必ず参加してください。

　　　　　　事前に参加の旨を定住自立圏推進室まで、電話にてご連絡ください。

　　　　　　応募を予定する団体は、いずれかの勉強会に必ず参加してください。

　　　　　　事業計画書の作成に必要な手順や方法を学ぶ勉強会を、次のとおり開催します。

　　　　　　事前に問い合わせ先へ電話にてご連絡ください。

※上記３日間のうち１時間の相談を受ける事ができます。
　 具体的な申し込み方法は、書類審査結果通知においてご案内します。

平成２８年５月２７日（金）、５月２９日（日）

　応募予定の団体を対象に、中小企業診断士が対象事業についての相談を行います。

　事業完了後は、すみやかに実績報告書を提出してください。実績報告書を審査し、『補助金等確定通知
書』を送付します。　対象団体は、補助金等確定通知書の金額にもとづいて、『補助金等交付請求書（様式
第７号）』を提出してください。

　前払いが必要と認められる場合は、概算払いによる補助金の一部を、事業完了前に請求することができま
す。
　◆概算払いは、１団体２回までを限度とします。１回につき補助決定額の３割が上限となります。

　　　　　　募集内容等の説明のほか、事業計画書作成に必要な考え方を学ぶ説明会を開催します。

平成２８年４月２７日（水）、４月２８日（木）、４月２９日（金・祝）

-６- 
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１４　申請の方法

　① 提出方法 必ず応募する団体が、直接持参してください。

※対象事業の内容を確認するため、説明や内容の修正を求める場合があります。

　② 受付期間 平成２８年４月２０日（水）から５月９日（月）までの平日

時間　午前８時３０分から午後５時まで

　③ 提出書類 応募にあたっては、次の書類を提出してください。

●

　■団体の概要

　■対象事業の実施体制

　■対象事業の概要

　■つながる事業の要件の確認

　■収支予算計画書

● 『選考会（公開プレゼンテーション）配布資料用　要約計画書』

　④ 提出先 美濃加茂市市民協働部定住自立圏推進室
（美濃加茂市役所　本庁舎２階）

Ｅ－ｍａｉｌ　　goiken2@city.minokamo.lg.jp

ＦＡＸ　　０５７４－２５－３９１７

電話　　０５７４－２５－２１１１　内線４４７

住所　　岐阜県美濃加茂市太田町３４３１－１

『みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業計画書（様式第１号）』

-７- 
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１５　採択事業決定までの流れ

選考・審査の流れ

１６　書類審査

　平成２８年５月１２日（木）から選考委員が書類審査を行います。

　平成２８年５月２３日（月）に書類審査の結果を全ての応募団体に郵送します。

　基準得点以上の事業は、書類審査合格として選考会（公開プレゼンテーション）に進みます。

　評価得点は、選考委員の評価指数の平均点に、該当する評価項目の係数を乗じて算出します。

＜基準得点＞ Ａ社会貢献サービス型　　　　　　　　平均５１点以上

Ｂソーシャルビジネスはじめる型　　　平均５１点以上

１７　選考会（公開プレゼンテーション）

　日時 平成２８年６月５日（日）　午前９時から

　会場 美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

　公開プレゼンテーションの割当時間は、１団体５分以内、質疑応答１０分以内を予定しています。

　　※応募団体の数が決まってから、全体の時間配分を調整します。

　ソーシャルビジネスはじめる型の応募団体は、「伴走者」と一緒に参加してください。

　評価得点は、選考委員の評価指数の平均点に、該当する評価項目の係数を乗じて算出します。

＜基準得点＞ Ａ社会貢献サービス型　　　　　　　　平均５１点以上

Ｂソーシャルビジネスはじめる型　　　平均５６点以上

　　　　　申請された事業は、書類審査により、選考委員会が評価を行います。
　　　　　書類審査の結果、基準得点以上となった事業は、選考会に進みます。

　　　　　選考会は、公開プレゼンテーションにより実施し、選考委員会の最終選考評価に基づき、市長が補助
　　　　金の交付を決定します。

② 

選考会 
公開プレゼン 

６月５日 

① 
書類審査期間 

５月１２日～ 

◆５月１７日 

書類審査会 

③ 

選考会 
結果通知 

④ 
補助金 

交付申請書の 
提出 

５月２３日 
審査結果（合否）は全ての応募団体に 

郵送します。基準得点以上となった 
事業は②選考会に進みます。 

６月１６日 
審査結果は選考会に参加した 
全ての応募団体に郵送します。 
広報・ＨＰで公開します。 

５月９日 

応募締切 
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１８　審査の基準

　　　　評価得点は、選考委員の評価指数の平均点に、該当する評価項目の係数を乗じて得た点となります。

　①評価区分と評価指数

　②書類審査の評価の基準

　　Ａ社会貢献サービス型

平均点
の上限

係数 上限
平均点
の上限

係数 上限

１．重要性
地域の課題や住民のニーズに適切に
対応した事業である。

10 2 20

２．共感性 住民の共感が得られる事業である。 10 2 20

３．協働性
地域や人とのつながりが強くなる事業で
ある。

10 2 20 10 3 30

４．効果性
効果が、持続的に地域社会や住民に還
元される事業である。

10 2 20 10 3.5 35

７．実現性
実行可能な方法、スケジュール、予算で
計画された事業である。

10 2 20 10 3.5 35

100 100

　　Ｂソーシャルビジネスはじめる型

平均点
の上限

係数 上限
平均点
の上限

係数 上限

１．重要性
地域の課題や住民のニーズに適切に
対応した事業である。

10 1 10

２．共感性 住民の共感が得られる事業である。 10 1.5 15

３．協働性
地域や人とのつながりが強くなる事業で
ある。

10 1.5 15 10 2.5 25

４．効果性
効果が、持続的に地域社会や住民に還
元される事業である。

10 1.5 15 10 2.5 25

５．継続性
将来、自立した事業運営となる事業であ
る。

10 1.5 15 10 2 20

６．創造性 新たに工夫して実施する事業である。 10 1.5 15

７．実現性
実行可能な方法、スケジュール、予算で
計画された事業である。

10 1.5 15 10 3 30

100 100

9～10

２年目（３年目）の事業

7～8

１年目の事業

5～6

評価得点

3～4

1～2

評価得点

評　価　区　分

「高く評価できる」

「高く評価できる」と「普通」の間の評価

「普通」

「普通」と「あまり評価できない」の間の評価

「あまり評価できない」

評価指数

内容評価項目

評価得点内容評価項目

計

１年目の事業

計

評価得点

２年目（３年目）の事業

※書類審査において、対象事業（Ａ社会貢献サービス型もしくはＢソーシャルビジネスはじめる型）の種類の
変更を提案する場合があります。
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　③選考会の評価の基準

　　Ａ社会貢献サービス型

平均点
の上限

係数 上限
平均点
の上限

係数 上限

２．共感性 住民の共感が得られる事業である。 10 1 10

３．協働性
地域や人とのつながりが強くなる事業で
ある。

10 2 20 10 2 20

４．効果性
効果が、持続的に地域社会や住民に還
元される事業である。

10 3 30 10 4 40

７．実現性
実行可能な方法、スケジュール、予算で
計画された事業である。

10 3 30 10 3 30

８．プレゼン わかりやすい説明である。 10 1 10 10 1 10

100 100

　　Ｂソーシャルビジネスはじめる型

平均点
の上限

係数 上限
平均点
の上限

係数 上限

２．共感性 住民の共感が得られる事業である。 10 1 10

３．協働性
地域や人とのつながりが強くなる事業で
ある。

10 1.5 15 10 1 10

４．効果性
効果が、持続的に地域社会や住民に還
元される事業である。

10 1.5 15 10 3 30

５．継続性
将来、自立した事業運営となる事業であ
る。

10 1.5 15 10 2 20

６．創造性 新たに工夫して実施する事業である。 10 1.5 15

７．実現性
実行可能な方法、スケジュール、予算で
計画された事業である。

10 2 20 10 3 30

８．プレゼン わかりやすい説明である。 10 1 10 10 1 10

100 100

評価得点

２年目（３年目）の事業

※補助金額は、評価得点による補助金額の上限の定め（１１ページ参照）があり、事業計画書の交付申請額のと
おり交付されるものではありません。

計

評価項目 内容

１年目の事業

計

評価得点

内容

１年目の事業

評価項目

２年目（３年目）の事業

評価得点 評価得点
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１９　補助金額

　①補助率

　１年目 ２年目

Ａ社会貢献サービス型 9/10 9/10

　Ｂソーシャルビジネス
　　はじめる型

9/10 3/4

　②補助金額の上限

　　Ａ社会貢献サービス型
単位：千円

評価得点の平均点 　１年目 ２年目

51点以上70点以下 150 150

71点以上 200 200

　　Ｂソーシャルビジネスはじめる型 単位：千円

評価得点の平均点 　１年目 ２年目

56点以上60点以下 500

61点以上65点以下 1,000

66点以上70点以下 1,500 1,000

71点以上 2,000 1,500 1,000

500

500

9/10

補助金額の上限

補助金額の上限

　３年目

　３年目

200

150

　事業計画書に記入した補助金よりも、最終選考評価にもとづく補助金が下回る場合は、事業計画を修正
の上、再提出をお願いすることがあります。

　補助金の交付の額は、評価得点による補助金額の上限以内です。

200

　採択された事業の補助金の合計額が、予算額を上回る場合、同率の割合にて減額し、総額は予算額の
範囲内とします。

　３年目

1/2

※平成28年度改正
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２０　結果通知及び公表

提出書類 『補助金等交付申請書（規則様式第１号）』

２１　内容の変更等

提出書類

２２　実績報告

提出書類

　■収支決算書

　■経費の内訳に関する資料

　■みのかも定住自立圏具体的取組補助事業実施団体による自己評価

●『補助事業等実績報告書（規則様式第５号）』

　事業採択を受けた団体は、次の書類を、定住自立圏推進室へ提出してください。

　審査結果は、選考会（公開プレゼンテーション）に進んだすべての団体に対して、書面通知します。
　◆平成２８年5月23日（月）発送予定

　また、市のホームページ等でも結果を公表します。

●『補助事業等計画変更・中止（廃止）申請書（規則様式第3号）』

　提出していただいた補助金交付申請書に大きな変更（事業内容の変更、予算の変更）がある場
合は、変更事業を開始する前に必ず定住自立圏推進室へ相談 してください。

　内容を変更・中止・廃止しようとするとき、経費の配分を変更しようとするとき等は、次の書類を、
定住自立圏推進室へ提出してください。

　その内容を精査し、申請した団体へ、補助金の変更・中止・廃止の承認又は不承認について通
知します。

　補助金の交付の決定を受けた団体は、対象事業が完了したとき、または平成２８年３月１１日
（金）のいずれか早い日に、次の書類を、定住自立圏推進室へ提出していただきます。

●『みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業（変更・中止・廃止）概要書（要綱様
式第２号）』

●『みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業実績報告書（要綱様式第３号）』
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２３　対象事業の広報

２４　つながりの場への参加

【出席者】 日時　　平成２８年６月２３日（木）午後７時から午後９時まで

代表者 会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

【出席者】 日時　　平成２８年１０月２０日（木）午後7時から午後９時まで

代表者 会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

【出席者】

２５　伴走者会議への参加

【出席者】 日時　　平成２８年６月３０日（木）午後7時から午後９時まで

伴走者 会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

【出席者】

　「つながりの場」では、団体間の交流をはかりながら、事業実施にむけた情報交換や研修会を進
めます。

　補助金の交付の決定を受けた団体の代表者と伴走者は、他の対象事業実施団体との意見交換
会「つながりの場」に参加していただきます。

　補助金の交付の決定を受けた団体は、住民の方に、みのかも定住自立圏共生ビジョンをより
知っていただくため、市が行うPRにご協力ください。

　対象事業の広報には、みのかも定住自立圏マスコットキャラクターを活用してください。

　補助金の交付の決定を受けた団体は、対象事業の活動を住民等へ広く紹介し、情報提供を
行ってください。

伴走者と
過去伴走者

日時　　平成２８年１１月１７日（木）午後7時から午後９時まで
会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

　「ソーシャルビジネスはじめる型」の伴走者は、他の団体の伴走者と交流する会議「伴走者会議」
に出席していただきます。

　対象事業の推進に関する悩みや、研修会等に参加し学んだ内容を話し合います。
　さらに、地域のまちづくりについても考えます。

　なお、伴走者は対象事業の完了後、次の年から2年間「伴走者会議」に参加していただきます。

　つながりの場の開催予定は次のとおりです。

日時　　平成２９年１月１２日（木）午後7時から午後９時まで
会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０３号室

第１回

第３回

２回目

１回目

　伴走者会議の開催予定は次のとおりです。

代表者
伴走者

第２回
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２６　成果発表会での報告（公開プレゼンテーション）

日時　　平成２９年３月５日（日）午後１時から午後５時まで
会場　　美濃加茂市生涯学習センター２０１号室

　補助金の交付の決定を受けた団体は、成果発表会に参加し、公開プレゼンテーションにおいて
事業の成果を報告していただきます。発表内容は、選考委員が講評します。

　ソーシャルビジネスはじめる型の応募団体は、「伴走者」と一緒に参加してください。

成果発表会

　※応募団体の数によって、詳細なスケジュールを決定します。

　成果発表会の開催予定は次のとおりです。

 次年度につなげるための重要な発表会です。 
 わかりやすく、楽しい成果発表会づくりにご協力を
お願いします。 

 皆さんの活動成果の発表を、楽しみにしています！ 
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２７　用語の説明

１ 定住自立圏 　美濃加茂市とその周辺町村は、いつまでも、いきいきと、安心し、「住み続け
たい」「住んでみたい」と感じるまちづくりを目的に、「みのかも定住自立圏共生
ビジョン」を策定しました。

　現在、将来像「ここに住むしあわせ。HOTエリアみのかも。」に向けて、美濃
加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村が
一緒に様々な事業に取り組んでいます。

２ 社会貢献サービ
ス

　子育て支援、福祉、防災・防犯、環境、交流、文化など、身近な地域の課題
を、住民の互助により解決に取り組む事業です。

３ 　様々な社会的課題を市場として考え、その解決を目的とする事業です。

　「社会性」「事業性」「革新性」の３つを要件とします。

　「社会性」解決が求められる社会的課題に取り組むことを、事業活動の役割・
使命とします。

　「事業性」役割・使命をビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めます。

　「革新性」新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを
開発・活用し、活動が社会に広がることを通して新しい社会的価値をつくりま
す。

４ 　地域の課題を解決しようと、様々なところで、様々な団体が活発に活動してい
ます。

　そうした活動に参加・見学し、対象事業の活動のヒントを見つけます。

　参加するまちづくりに関する事業は、圏域の内外を問いません。

５ 　共感と協働のまちづくりを行う団体同士や行政との間をつなぎ、対象事業が
活発になるためのお手伝いをする団体の会員以外の人です。

　伴走者の居住は、圏域の内外を問いません。

　伴走者は、対象事業に関する研修会や地域のまちづくりに関係する研修会
に参加して、その内容を対象団体と共有し、対象事業に活かします。

　伴走者は、対象事業の進捗を管理し、進捗状況を１年度につき３回以上、定
住自立圏推進室へ報告します。

　伴走者は、他の伴走者と交流する会議「伴走者会議（第１回、第２回）」及び
「つながりの場（第３回）」に出席します。お互いの悩み等、気軽に相談できる仲
間をつくり、対象事業やまちづくりに関する課題解決につなげます。

　伴走者は、対象事業の完了後、次の年から２年間「伴走者会議」に参加しま
す。

　対象団体は、伴走者に対して2万円以上の謝礼を支払います。

ソーシャルビジネ
ス

伴走者

まちづくりに関す
る事業
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６ 　つながる事業対象団体による意見交換会です。

　お互いの活動事業の内容を語り合い、活発な事業の推進のヒント等を得ま
す。事業推進のために研修を行います。

　地域の課題を共有し、課題解決に向けた取り組みを応援します。

７ 　対象事業に関する「課題の原因」や「ニーズ」を確かめます。

　どのような方法でもかまいません。対象事業のイベント等を実施した評価や、
参加できる理由・参加できない理由等を確かめます。

　アンケート調査結果を活かして、対象事業を改善します。

８ 　対象事業の趣旨に賛同する人から、寄附金を募ります。

　どのような方法でもかまいません。対象事業のイベント等を実施したときに呼
びかける等、団体を応援してくれる人を増やします。

９ 　周りの人々等に、対象事業の趣旨への理解や協力を得るため、対象事業の
目的、概要等を広く周知します。

　みのかも定住自立圏のホームページの利用も可能です。
報道関係への情報提供については、定住自立圏推進室へご相談ください。

１０ 概算払い 　前払いが必要と認められる場合は、概算払いによる補助金の一部の交付を、
事業完了前に受けることができます。

アンケート調査

つながりの場

情報の開示・提
供

寄附金

-１６- 



２８　様式の目次

○応募するときに提出する書類

①みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業計画書
様式第１号
（要綱第6条関係）

・・・　１８

　■団体の概要

　■対象事業の実施体制

　■対象事業の概要

　■つながる事業の要件の確認

　■収支予算計画書

②選考会（公開プレゼンテーション）配布資料用　要約計画書 付属資料 ・・・　２３

○選考会結果後、補助金交付を申請するときに提出する書類

③補助金等交付申請書
様式第１号
（規則第8条関係）

・・・　２４

○事業内容等を変更するときに提出する書類

④補助事業等計画変更・中止（廃止）申請書
様式第３号
（規則第17条関係）

・・・　２５

⑤みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業（変更・中止・廃止）概要
書

様式第２号
（要綱第11条関係）

・・・　２６

○成果発表会前に提出する資料

⑥成果発表会（公開プレゼンテーション）配布資料用　要約実績報告書 付属資料 ・・・　２７

○事業が完了したときに提出する書類

⑦みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業実績報告書 ・・・　２８

　■収支決算書

　■経費の内訳に関する資料

⑧補助事業等実績報告書
様式第５号
（規則第18条関係）

・・・　３２

○概算払いを請求するときに提出する書類

⑨みのかも定住自立圏つながる事業補助金支払計画書
様式第４号
（要綱第13条関係）

・・・　３３

○補助金等確定通知書を受け取った後に提出する書類

⑩補助金等交付請求書
様式第７号
（規則第21条関係）

・・・　３４

様式は、みのかも定住自立圏ホームページからダウンロードできます。
「http://wikii.jp/teijyu-minokamo/」⇒「定住自立圏事業のタブ（紫色のタブ）」⇒「つながる事業」⇒
「募集要項・様式集」

様式第３号
（要綱第12条関係）

　■みのかも定住自立圏つながる事業補助金事業実施団体による
自己評価

-１７- 


	0表紙目次.pdf
	1募集要項.pdf
	2流れ.pdf
	3募集.pdf
	4審査.pdf
	5基準.pdf
	6補助金額.pdf
	7通知.pdf
	8用語.pdf
	9様式目次.pdf

