
H30 市民自治活動推進補助金 

 

 

平成３０年２月２３日 

 

日進市長あて 

 

団体名 にっしんわくわくクラブ 

団体登録番号 な-200 

所在地 日進市蟹甲町池下 268 

代表者 日進 太郎  印 

 

日進市市民自治活動推進補助金事業企画書（ステップ支援補助金） 

 

下記のとおり事業を企画したので、関係書類を添えて提案申請します。 

 

記 

 

事業の名称  農でふれあう地域の居場所づくり 

総事業費  109,100 円 

 

事業対象分野 

あてはまる分野すべて 

に○をつけてください 

１ 環境 

４ 人権 

７ 食育 

10 子育て 

２ 国際理解 

５ 平和 

８ 健康 

11 防災 

３ 男女共同参画 

６ 伝統・文化 

９ 福祉 

12 防犯 

添付書類 

・事業計画書（様式-01） 

・収支予算書（様式-03） 

・団体概要書（様式-04） 

 

※本企画書が採用された場合、市と団体において事業内容の調整をします。その後「補助金

交付申請書」をご提出いただきます。 

 

サンプル 

にぎわい交流館に登録し

た際に発行される番号の

ことをいいます。 
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（様式－01） 

平成 30年度日進市市民自治活動推進補助金 事業計画書（ステップ支援補助金） 

 

補助対象事業の名称  農でふれあう地域の居場所づくり 

事業実施責任者名  日進 太郎 連絡先  0561-73-3194 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３０年１２月３１日 

１ 事業実施のきっかけ 

この事業を行うことになった動機やこれまでの経緯等について具体的に記載してください。 

 

 現在、地域のつながりの希薄化が進み、地域の課題を解決したいと思っていても、なかな

か自分の力を発揮したり、仲間作りをするきっかけをつかめずにいる人も少なくありません。

そこで自分の住んでいる地域でイキイキと暮らしていけるよう、地域の人が気軽に交流でき

る居場所づくりを実施してみようと思いました。 

２ 事業の内容 

この事業を、「誰と」「誰（何）を対象に」「いつ」「どこで」「なにを」「どのように」

実施するのか、箇条書きで具体的に記載してください。 

 

・「誰と」 

農業クラブ、子ども会、大学、老人クラブ、自治会等 

・「誰（何）を対象に」 

 市内小学生 40名 

・「いつ」 

平成 30年 5月から月 2回程度 

・「どこで」 

 地域の不耕作地 

・「なにを」 

 地域の人の憩いの場、交流の場をつくる 

・「どのように」 

 農業クラブに指導してもらいながら、不耕作地となっている畑を耕やし、学生や地域の高

齢者等といっしょに野菜作りを行います。さらに東屋やベンチ、花壇なども設置し、地域

の人が集える整備も進めていきます。 
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３ 事業の目的やねらい、期待される効果 

 事業の目的やねらい、期待される効果について、それぞれ具体的に記載してください。 

① 事業の目的やねらい 

作業や体験、イベント等を通じて交流することにより、地域のつながりを強化し、共助の

関係性を構築することを目的とします。 

② 期待される効果 

・環境整備による共助の関係性の構築 

・不耕作地の削減 

・地域の困りごとが地域で把握できるようになり、解決へ向かい、暮らしやすい地域とな

っていく 

 

４ 実施体制・スケジュール 

事業の実施に向けて、「何人のスタッフで」「いつから」「どのような」準備を始めるの

か、具体的に記載してください。 

① 実施体制 

にっしんわくわくクラブ 10名 

指導協力：農業クラブ 3名 

運営協力：子ども会 2名、学生ボランティア 5名、老人クラブ 2名、自治会 2名 

②事業の実施までのスケジュール 

  4月：参加者募集（小学生 40名） 

  5月：不耕作地の整備、野菜作り、花壇の整備等 

  ↓  通年野菜の苗の植付け、育成、収穫 

 10月：収穫祭 

 11月：東屋、ベンチの作成・設置 

 12月：事業完了 



H30 市民自治活動推進補助金 

 

５ 今後の活動計画 

 

※ 用紙が足りない場合は、Ａ４タテ型で追加してください。 

 

今後の活動継続の有無や、今年度の活動成果をどのように今後の活動に結びつけるかなど

を、具体的に記載してください。 

 

補助金で購入できた備品を活用し、次年度以降も継続して実施していきます。消耗品の購

入については、野菜の苗や花苗を提供してくださる方も広く募り、削減に努めていきたいと

考えています。また削減できなかった場合は、参加費や収穫できた野菜の販売等で収入を確

保し、持続可能な運営をめざしていきたいと考えています。 
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（様式－03） 

平成 30年度 日進市市民自治活動推進補助金 収支予算書（ステップ支援補助金） 

補助対象事業の名称 農でふれあう地域の居場所づくり 

＜収入＞ 

科 目 金 額 積算根拠 

日進市市民自治活動推進補助金1 50,000円  

事業収入（参加費等） 20,000円 参加費 @500×40 人=20,000 円 

自己資金 39,100円  

合 計（Ａ） 109,100円  

＜支出＞ 

科 目 金 額 

積算根拠 

（人数、単価、数量、回数等の明細が

分かるように記入してください。） 

謝礼 15,000円 
農業クラブ講師謝礼 

@1000×3名×5日=15,000 円 

旅費 円  

消耗品費 90,000円 

草刈機 15.000円 

草刈機刃 5,000 円 

野菜苗 10,000円 

花苗  10,000円 

東屋用材料 30,000 円 

ベンチ用材料 10,000 円 

花壇用材料 5,000 円 

肥料 @1,000×5袋=5,000 円 

印刷製本費 2,100円 チラシ＠2.1×1000 枚=2,100 円 

役務費 2,000円 保険料@50×40名=2,000円 

委託料 円  

使用料及び賃借料 円  

その他の経費 円  

合 計2（Ｂ） 109,100円  

                                                
1 「日進市市民自治活動推進補助金」の計算方法＝（Ａ）－（事業収入）。ただし、上限５万円かつ

千円未満切捨て 
2 （Ａ）＝（Ｂ）となっているか確認してください。 
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（様式－04） 

平成 30年度日進市市民自治活動推進補助金 団体概要書（ステップ支援補助金） 

 

（平成 30年 4月 1日現在） 

団体登録番号 な-200 

団体名 にっしんわくわくクラブ 

代表者氏名 日進 太郎 

設立年月日 平成 27年 4月 1日 会員数 10名 

団体の目的 

活動の概要 

だれもが暮らしやすい地域をめざし、地域の居場所づくりを行ってい

ます。 

平成 29年度の 

主な活動実績 

公民館において月１回第２日曜日に「わくわくカフェ」をオープンし、 

地域の人が集える居場所を設けた。１回平均５０人の来客があり、お

客さんからスタッフになったケースも出ました。 

自治体や民間等からの資

金助成及び委託等の実績

（過去 3年間） 

平成 28 年度に○○信用金庫地域活性化助成金 10 万円を獲得し、居場

所開設に向けた立ち上げ資金に充てました。 

団体の直近 1事業年度 

の財政状況 

収支決算額 

会計期間 

平成 28年 3月 1 日 

～ 平成 29 年 2月 28 日 

収支予算額 

会計期間 

平成 29年 3月 1日 

～ 平成 30年 2月 28日 

252,000円 154,000円 

 

 


