
上限 30 万円の「スタートアップ支援コース」だけの受付開始！

締切が 6月 24 日（月）ですから検討・申請をお急ぎください！

★ 「公益信託うつくしま基金第 17回後期募集受付」 特集号！ 第 30 号

　2019 年度公益信託うつくしま基金の第 17 回後期募集

の受付が始まっています。 今回は上限 30 万円 （事業費

の 10 分の 10 助成） の 「スタートアップ支援コース」 だけ。

締切が 6 月 24 日 （月） ですから検討 ・ 申請をお急ぎく

ださい。 このコースは立ち上げ後概ね 3 年以内の団体が

支援対象。 申請は 「支援センター」 もサポートいたします。

事業期間 2019 年 10 月～ 2020 年 3 月が対象
個人 ・ グループ ・ 任意団体でも応募できます ！

・右の写真が今回の募集のチラシです。「うつくしま
NPOネットワーク」のHPからダウンロードできます。
ほかにも「募集要項」「申請書」「申請書記入要領」「申
請書記入のポイント」がHPにあります。とくに「申
請書記入のポイント」（右下）は「申請書作成」に大
いに役立ちますからダウンロードがおススメです。
・「うつくしま基金」は応募できる団体の条件が緩や
かです。申請書冒頭にも「個人、グループ、任意団体、
NPO 法人」と書いてあります（ただし、個人の場合
は申請者以外に共同参画者 2名以上が必要です）。
・「公益的事業を支援します」とありますから堅苦し
い印象ですが、具体的には「NPO法人認証の 20分野
の事業」と同じですから、日頃から市民活動をしてい
るグループや団体なら、まずは有資格となります。
・ただし、申請事業の実施時期には、2019 年 10 月
～ 2020 年３月までの約 6か月の間に終了すること
という定めがあります。

選考は A4 サイズ４頁の 「書類審査」。 公益性 ・
必要性 ・ 実現可能性 ・ 費用の妥当性がポイント。

・「スタートアップ支援コース」の選考は「書類審査」。
右下の写真がその１枚目の一部。全部で４頁ですが最
終頁はほぼ「組織等の状況」「当事業に携わるスタッフ」
の記入頁ですから、力を入れたいのは２頁と３頁の「助
成金事業の計画」と「収支計画」になります。幸い「申
請書記入のポイント」で親切に「箇条書き」で「要点
を」と書き方要領も教えてくれていますから安心です。
・審査基準も事業の「公益性」「必要性」「実現可能性」
「費用の妥当性」と公表されていますから、「この４点
を外さず」「箇条書き」することが必要なようです。
・多くの市民団体の皆さんにチャレンジをおススメし
ます。「支援センター」も書類作成を応援します。

2019 年 ( 令和元年） 6 月 10 日発行

＜サポート組織＞
特定非営利活動法人
うつくしまNPOネットワーク

〒963-8835　郡山市小原田二丁目 19-19
TEL. 024-953-6092　FAX.024-953-6093

メールアドレス：uketsuke@utsukushima-npo.jp
ホームページ：http://www.utsukushima-npo.jp/

申請書作成などのご相談は…

申請書提出先

東邦銀行　個人コンサルティング営業部
公益信託うつくしま基金事務局

〒960-8633　福島市大町 3-25　TEL. 024-523-3131

　「公益信託うつくしま基金」は、県内における
NPO活動が、より広く、より活発に展開され、県
内一人ひとりが参画した地域づくりが行われること
を目的として、2003年3月31日福島県のうつくしま
未来博成果継承基金により作られました。

公益信託うつくしま基金とは

　公益信託とは個人や法人（委託者）が、財産を一
定の公益目的のために信託し、受託者（信託銀行等）
が定められた公益目的に従い、その財産を管理・
運用し、公益目的を実現する制度です。

公益信託とは

公益信託
うつくしま基金

これから社会貢献的な事業を始めたい地域づくり事業に積極的に参画したい

2019年度

みなさんの公益的な事業を支援します

5月24日（金曜日）～6月24日（月曜日）

スタートアップ支援コース
◆助成金上限

◆第17回後期募集受付期間（2019年）

2019年10月～2020年3月
◆事業実施期間

30万円
（助成金の給付は2019年10月です）

申請書類は公益信託うつくしま基金ホーム
ページよりダウンロードしてください。
また、募集要項は、同ホームページをご覧下さい。

http://www.utsukushima-npo.jp/



設立されたばかりの 「子ども音楽基金」 が助成団体を募集中！
第 4回 「福島県NPOのつどい」 は 「企業との協働」 がテーマ

子ども対象に音楽活動をする団体が助成対象。
助成期間は 2020 年度、 締切は 6 月 28 日です。

・さまざまな音楽活動を展開している「ソニー音楽財
団」がこの 5月設立したばかりの基金が「子ども音
楽基金」。18歳未満の子どもを対象に音楽活動をして
いる団体を助成してくれます。助成対象期間は 2020
年 4月１日～ 2021 年 3月 31 日、助成金額は１団体
につき「10万円～ 300 万円（年度）」。応募締切が 6
月 28日（金）と迫っていますから、これも早目の検討・
ご応募がおススメです（下記は応募用紙記載例）。

・福島県が主催する「福島県 NPO のつどい」はこと
しで第 4回。毎回、全県から、NPO 法人はじめ各種
市民活動団体が参集し、テーマ講演を聞き、事例報告
をしあい、ワークショップで意見交換をし、次の活動
への刺激を受け止める機会になってきました。
・ことしは「NPOと企業の大交流会」と銘打ち「NPO
と企業との協働を考える」がテーマになっています。
・福島県は 2017、2018 年と「NPO と企業との協働
マッチング事業」を主催してきていますが、今回はそ
の「協働事例トーク」を第１部（13：30 ～ 14：00）
とし「第２部大会議」（14：00 ～ 14：40）「第３部
交流会・情報交換会」（14：40 ～ 16：00）の「３部
構成」で展開される予定です。会場も企業活動の情報
が集まる「郡山商工会議所６階中ホール A」。NPO法
人や市民団体中心のこれまでとはまた違う、刺激的な
報告や提案に出会える「つどい」が期待できそうです。
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電話番号 ： 　０２４- ５８３- ２８００　　　FAX ： 　０２４- ５８３- ２８２０

　　○開館 ： 　毎週 ・ 月～土曜 （日曜休館）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前 9 時～午後 6 時

ふれあいセンター ３

　 伊 達 市 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー 　

伊達ふれあいセンター 3 階まで

・今回ご紹介した「公益信託うつくしま基金」や「子ども音楽基金」の他にも、

各種助成金情報が「支援センター」に届いています。「支援センター」はそうし

た各種助成金情報のご紹介にとどめず、具体的な「申請書類」の作成もサポート

していますからお気軽にご相談ください。とくに「公益信託うつくしま基金」の

ＨＰには「後期募集は今回で最後になります」とありますから、2020 年度は前

期だけの募集になりそうですのでご注意ください。ご相談ください。

　　 「公益信託うつくしま基金」ほか助成金の申請書類作成は「支援センター」にご相談ください ！ 
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■グローバル企業や全

国企業はむろん、 地方

の小規模事業所でも「社

会貢献」 「地域貢献」

抜きにビジネスは語れな

い時代です■ 「NPO と

企業の協働」 もこうした

時代の産物なのかもしれ

ません■最近 「お弁当・

お惣菜大賞」 「おにぎり

部門」 全国コンテストで

「最優秀賞」 を獲得した

「まちの駅 ・ やながわ」

「肉ゴロっとおにぎり」 の

事例は 「NPO と企業の

協働の成果」 の伊達市

版であり、 その 「協働に

事業を委ねた行政の成

果」 とも言えそうです。

■募集要項 ・ 応募用紙

は 「ソニー音楽財団　子

ども音楽基金」 の HP ＝

www.smf.or.jp/kok/ から

ダウンロードできます■

なお HP には応募用紙

の記載例もありますから

（左欄下の写真で一部

紹介） 応募の際はぜひ

参考にしてみてください。

■財団は HP で一度詳

細を確認した上での応

募を期待しておりますか

ら、 応募前には必ず HP

にアクセスすることをおス

スメします。

「福島県 NPO のつどい」 は 7 月 23 日 （火） 「NPO
と企業の大交流会」 と銘打ち郡山商工会議所で。

ふりがな

活動名

活動期間

活動場所
（会場名等）

（　東京　）

未就学児 小学生 中学生

大学生 障害者 指導者

その他１ 　　　　　　　　　　　　　 その他２

名 名 名

参加費
（いずれか１つに〇
を記入）

　有料 　無料
補足
説明

ふりがな

団体名

ふりがな

団体代表者名

電話 Email

携帯 FAX

ふりがな

担当者名

電話 Email

携帯 FAX

団体の活動概要・実績

２０１５年より●●区民保護者有志により活動開始。近隣小学校より不要となった楽器を譲り受け、●●区文化会と●●区公民館の協
力のもと月１回、年間２００名程度の区民を対象に実施している。２０１８年度末までに累計８２３名の子どもたちが参加。
２０２０年４月より●●区文化会より経費削減のため活動費補助が停止する予定。

添付資料　　※添付する資料の内容を箇条書きで記入してください。例：企画書（A42枚以内に収めてください）、過去の活動報告書・収支決算書、アンケート集計結果等

・「子ども向け楽器体験教室」企画書
・過去収支決算書
・２０１５年～２０１７年までの活動報告書（写真）
・過去実施した参加者へのアンケート集計結果

おんがくじろう

住所 同上
音楽二郎

連絡先
03-0000-1111 ongaku3＠kyoushitsu.co.jp

090-000-1111 同上

おんがくたろう

住所 同上音楽太郎

連絡先
０３－００００－００００ ongaku＠kyoushitsu.co.jp

０９０－０００－００００ 03-0000-0001

1回につき２００円（その
他１は無料）

共催・協賛・後援・助成・協力等の予定

協力：●●区公民館（活動場所、楽器保管場所の提供）、一般からの寄付（年間平均５０，０００円程度）

応募団体について
●●おんがくしんこうかい

住所 東京都●●区〇〇１－１－１●●音楽振興会

対象人数
子ども（１８歳未満） 障害をもつ１８歳以上の方

３０人×7回＝２１０ 3名×7回＝２１

２０２０　年　７　月　２５　日　（　土　）　　　　～　　２０２１　年　３　月　27日　（　土　）※決定していない場合は予定を記入してください

●●区公民館 　　都　　　道　　　府　　　県　※該当するものにチェック

活動の対象
（あてはまるものに
チェックを入れてくだ
さい。複数可）

高校生

その他（　　　　　　　　　　　　）

活動概要
（企画書を別途添付
してください）

子どもたちが音楽に慣れ親しめるよう、楽器を触ったり演奏したりできるイベント。東京都●●区民の子どもとその保
護者を対象に月一回開催。地元の演奏家（プロアマ混在）がボランティアで参加。

活動の種類
（あてはまるものに
チェックを入れてくだ
さい。複数可）

子どもを対象とする活動 経済的に困難な状況にある子どもを対象とする活動

指導者育成 子どもを教育する環境整備

障害を持つ子どもを対象とする活動 その他

こどもむけがっきたいけんきょうしつ

312,800 円子ども向け楽器体験教室

ソニー音楽財団　子ども音楽基金
　　　　　第１回（２０２０年度）　応募用紙　書式　(1/2)　記載例A

応募する活動について
助成金交付申請額


