
　小牧市市民活動センターは市民活動支援の拠点として平成 17 年に開設し、運営を NPO 法人
こまき市民活動ネットワークが担う公設民営の施設です。市民活動関連の情報の提供、相談やサ
ポートを行うとともに、団体相互・市民・行政・企業・大学との連携を交流会や公開学習会など
を通して推進しています。 
　「人」と「人」がつながることで新たな「市民活動」が生まれ、「人」と「市民活動」がつなが
ると新しい活躍のステージが見えてきます。さらに「人」と「地域」がつながると活動の場が広
がります。また「人」と「企業」がつながって新しい目線からの社会貢献活動を誕生させること
もできます。 
　市民活動センターは、今年の 9 月初旬にラピオ 2 階への移転を予定しています。「新たな“つ
ながり”の場」として、市民活動のみならずボランティア活動、地域活動、生涯学習活動など、
さまざまな活動を「つなげる」ことで小牧市がより一層元気になるよう努めていきます。今後の
市民活動センターの動きにご期待ください。 
　次ページでは、市民活動センターが行っている事業がどのようにつながり、広がっていくかを
図解していきます。 

問合先 協働推進課（☎ 76‐ 1629）

～新たな ～新たな  ““つながりつながり””の場を目指して～の場を目指して～～新たな ～新たな  ““つながりつながり””の場を目指して～の場を目指して～

つなげるつなげる つながるつながる ひろがるひろがる

まちを育む市民と行政の協働交流会まちを育む市民と行政の協働交流会

しきの会による“休みの国 EXPO”しきの会による“休みの国 EXPO” 公開学習会の交流タイム公開学習会の交流タイム

特 集特 集
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産前産後サポートを行っているコト
トモが呼びかけ、カツミ製作所の防
災用新商品開発に市民が参画
場所提供：シオン倶楽部
協力：よみきかせ隊「このゆびとまれ」

市民病院市民病院ととよみきかせ隊よみきかせ隊
「このゆびとまれ」「このゆびとまれ」との協との協
働事業：入院中の小児患者働事業：入院中の小児患者
に対するふれあい事業 に対するふれあい事業 

外国人の学習支援を NPO 法人にわとりの会・ひよこの会・一色コスモスサポート学習の会
が相互に協力して実施

NPO 法人にわとりの会
と手まり塾（市民ボラン
ティア）で桃花台地区の
外国人の学習を支援 

地域自治活動の活発化

　市民活動センターでは、 団体のメンバーになりたい、 ボランティ
アをしてみたい、団体を立ち上げたいなど、市民活動に関する様々
な相談に応じています。 お気軽にお立ち寄りください。 　

【問合先】
小牧市市民活動センター
〒 458‐0041
小牧 2‐107（市公民館 4階）
☎ 74‐4011　 74‐4070
komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp

開設時間　午前 10時～午後 6時
休館日　日・月曜日
年末年始（12月 29 日～ 1月 3日）

協働提案事業化制度

こまき市民活動祭
”ええがね！こまき”

産学官が集結して市民活動・社会貢献活動の
魅力や大切さを伝えます！ 

地域自治活動の活性化地域自治活動の活性化
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アレルギーっ子のつどいアレルギーっ子のつどい
クリスマスローズクリスマスローズ主催イ主催イ
ベント「アレルギーっ子ベント「アレルギーっ子
防災キャンプ」に防災キャンプ」に小牧防小牧防
災リーダー会災リーダー会が協力が協力 本庄小学校区地域協議会本庄小学校区地域協議会がブースを出がブースを出

展した本庄小学校のイベントに、展した本庄小学校のイベントに、小牧小牧
竹とんぼの会竹とんぼの会が竹馬などを貸し出しが竹馬などを貸し出し

小牧竹とんぼの会が講師になりサロンサロン

地域自治活動の活発化

誰かの役に立ちたい誰かの役に立ちたい

地域の役に立ちたい地域の役に立ちたい

専門性を生かしたい専門性を生かしたい

団体の PR をしたい団体の PR をしたい

趣味・特技を生かしたい趣味・特技を生かしたい

子どもたちと関わりたい子どもたちと関わりたい

同じ想いを持つ人を探したい同じ想いを持つ人を探したい

P6 で令和元年度助成金交付団体を紹介しています 

助成金の基本や申請方法などを
学びます 

活用する
市民活動助成金申請団体の補助

助成金講座

小牧竹とんぼの会小牧竹とんぼの会

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン
×

市民活動団体

Web公開しています
komaki-guidebook.jp

活動現場に伺います

知る

こまき団体情報ガイドブック
情報収集・公開

団体活動取材

ホットな情報満載！
情報誌発行

小牧市市民活動センターの

しくみしくみ
小牧市市民活動センター小牧市市民活動センターのの

学ぶ・出会う

まちのかたり場
地域課題や困りごとを住民同
士で共有し、語り合います

各種団体が出会い、交流を深める
場です 

協働のパートナーである市民と行政が
交流します

今年度から始まりました！

団体のスキルアップにつなが
る各種講座を開催します 

団体の活動を市民の皆さんに
知っていただく機会づくり 

団体交流会

市民活動団体によるサロン向け講座

まちを育む市民と行政の協働交流会

市民活動団体向け講座

市民活動団体による公開学習会

地域の子どもたちと交流地域の子どもたちと交流

市民活動センターを通して市民活動センターを通して

実現させているんだね！実現させているんだね！

しくみしくみ

行政

市民活動団体
大学 市民

ボランティア

地域

企業

42020
3.15広報



産前産後サポートを行っているコト
トモが呼びかけ、カツミ製作所の防
災用新商品開発に市民が参画
場所提供：シオン倶楽部
協力：よみきかせ隊「このゆびとまれ」

市民病院市民病院ととよみきかせ隊よみきかせ隊
「このゆびとまれ」「このゆびとまれ」との協との協
働事業：入院中の小児患者働事業：入院中の小児患者
に対するふれあい事業 に対するふれあい事業 

外国人の学習支援を NPO 法人にわとりの会・ひよこの会・一色コスモスサポート学習の会
が相互に協力して実施

NPO 法人にわとりの会
と手まり塾（市民ボラン
ティア）で桃花台地区の
外国人の学習を支援 

地域自治活動の活発化

市民活動団体
×

市民活動団体

市民
×

市民活動団体

外国人の学習支援を NPO 法人にわとりの会NPO 法人にわとりの会

　市民活動センターでは、 団体のメンバーになりたい、 ボランティ
アをしてみたい、団体を立ち上げたいなど、市民活動に関する様々
な相談に応じています。 お気軽にお立ち寄りください。 　

【問合先】
小牧市市民活動センター
〒 458‐0041
小牧 2‐107（市公民館 4階）
☎ 74‐4011　 74‐4070
komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp

開設時間　午前 10時～午後 6時
休館日　日・月曜日
年末年始（12月 29 日～ 1月 3日）

企業
×
市民
×

市民活動団体

協働提案事業化制度

市民活動団体
×

市民活動団体

こまき市民活動祭
”ええがね！こまき”

産学官が集結して市民活動・社会貢献活動の
魅力や大切さを伝えます！ 

行政
×

市民活動団体市民活動団体

地域自治活動の活性化地域自治活動の活性化
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アレルギーっ子のつどいアレルギーっ子のつどい
クリスマスローズクリスマスローズ主催イ主催イ
ベント「アレルギーっ子ベント「アレルギーっ子
防災キャンプ」に防災キャンプ」に小牧防小牧防
災リーダー会災リーダー会が協力が協力

地域協議会地域協議会
×

市民活動団体市民活動団体市民活動団体

本庄小学校区地域協議会本庄小学校区地域協議会がブースを出がブースを出
展した本庄小学校のイベントに、展した本庄小学校のイベントに、小牧小牧
竹とんぼの会竹とんぼの会が竹馬などを貸し出しが竹馬などを貸し出し



団体助成団体助成 事業助成事業助成
『はじめる』部門 『ひろげる』部門 『つなげる』部門

市内で活動を始めようとしている
団体や、活動を始めて設立５年未
満の団体の運営や活動に補助

市内で活動を継続し、団体の強化
や会員の拡大、活動の活性化を目
指す団体に補助

登録団体が実施するまたは登録団
体と他組織（団体、企業など）が
協働して実施する、先駆性・創造
性がある新たな事業経費を補助

助成金額 ５万円（上限） 10万円（上限） 20万円（上限）
回数 １団体につき２回まで １団体につき３回まで １事業につき３回まで

補助率 100％ １回目：80％、２回目：70％、
３回目：60％

１回目：80％、２回目：70％、
３回目：60％

対象経費 団体の設立、活動準備、運営、具
体的な市民活動に要する費用　　　　　　　　　

団体の運営、組織強化、具体的な
市民活動に要する費用 補助対象事業の実施に係る費用

　市では、新しく市民活動を始めようとしている団体や、活動を活性化するための取り組みをしたい団体へ
の助成（団体助成）のほか、他の団体と協力して取り組む事業などへの助成（事業助成）を行っています。
　協働によるまちづくりを一緒に進めていただける団体または事業をお待ちしています。

※つなげる部門は他組織との協働事業でも可

問合先問合先
協働推進課　☎ 76‐1629協働推進課　☎ 76‐1629
市民活動センター (小牧２‐107 市公民館４階 )　☎ 74‐4011　市民活動センター (小牧２‐107 市公民館４階 )　☎ 74‐4011　 74‐ 407074 ‐ 4070　 ：komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp：komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp

小牧市市民活動助成金小牧市市民活動助成金ののお知らせお知らせ小牧市市民活動助成金小牧市市民活動助成金ののお知らせ　お知らせ　

助成金に応募するためには、 「市民活動団体登録」 が必要です！

市民活動団体の登録Step1
   登録資格
市民活動を主たる目的とする団体で、次の条件を満た
すこと
①主たる活動が市内で行われている、または活動拠点が
市内であること。
②３人以上の会員がいる団体であること。
③代表者および運営方法が規約または会則で定められ
ていること。
  登録方法
市ホームページ、協働推進課および市民活動センター
にある市民活動団体申請書に規約（会則）、役員名簿、
会員名簿を添えて協働推進課（郵送可）または直接市
民活動センター。

団体または事業の公募Step 2
   応募受付期間（予定）
　４月１日㈬から５月１日㈮までに市民活動センター
（げんき考房こまき）まで必要書類を持参してくだ
さい。
※必ず事前にご相談ください。

☆詳しくは公共施設、市民活動センターに設置してある応募
要領をご覧ください（市ホームページにも掲載）。市民活
動助成金交付申請書は応募要領の中にあります。また、申
請内容等の相談は、市民活動センター（げんき考房こまき）
または協働推進課で行っていますので、お気軽にお問い合
わせください。

助成の流れ

　登録された市民活動団体の情
報は市ホームページなどで公開し
ますので、 団体や活動内容を広
くＰＲすることができます。
　また、 市民活動助成金を申請
する場合は登録が必要です。
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市民活動団体の登録

団体または事業の公募

事前説明会

企画提案発表会

市民活動促進委員会による審査

助成

事業等の実施

実績報告会　

5/8（予定）

5/16（予定）

（3月末期限）

5月下旬～ 6月上旬

Step 1

Step 2

★ 必ず出席してください。

★

★

★

令和元年度 市民活動助成金交付団体を紹介します令和元年度 市民活動助成金交付団体を紹介します
市では市民活動を支援するために市民活動助成金を交付しています

ー　はじめる部門　ー

ー　ひろげる部門　－

ー　つなげる部門　ー

団体名
申請内容

団体名

団体名 団体名

団体名 団体名

団体名 団体名

団体名 団体名

岩崎山の歴史と文化交流会

ひよこの会

しきの会

桃花台を考える会

南部地区ボランティア連絡会

ファシリテーターの会

小牧市障害者団体連絡会 

アレルギーっ子のつどいクリスマスローズ

NPO 法人ちぇぶら

NPO 法人にわとりの会

岩崎山の歴史や文化の学びを通じて市民との

交流と会員の増大を図る

岩崎山の歴史と文化を学び、史跡保存・環
境整備などに感心を持つことにより市民と
の交流を図っています。 

申請内容

事業名

申請内容

事業名

申請内容

申請内容

事業名

申請内容

事業名

市民参加交流会「みんなで岩崎山探検しよう」 ▶

スキルアップと会員の増員

外国につながる子どもたちの学習支援インスト

ラクターの養成

交流会により障害者を取り巻く課題等を共有し、

ホームページや会報で市民に向け発信する

PRリーフレットの作成とバリアフリーイベント企画 アレルギーに関する研修会・ワークショップ・

調理実習を行い、基礎知識を習得する

桃花台の活性化事業 更年期ケアと乳がん検診で、健康な女性を増や

すプロジェクト 

高齢者の「地域親」事業 小牧市の外国人児童生徒学習支援事業

会議やプロジェクトなどで「明るく、
楽しく、元気よく」をモットーに、議
事進行が円滑に進むようサポートして
います。 

「ファシリテーションについて学ぼう」講座▶

小牧小学校区で、外国につながる子
どもたちに漢字を中心とした日本語
支援を行っています。 

漢字インストラクター養成講座▶ 

「つながって→ひろげる」を合言葉に市内
で活動する障害者団体がつながって、だれ
もが暮らしやすい小牧市のまちづくりをひ
ろげていきます。 

運営スタッフ▶　

障がい児・者が参加できるバリアフリーイ
ベントの企画・運営を通し、障がいの有無
を問わず、大人から子どもまで関わり合え
るコミュニティーづくりを目指しています。

アレルギーを持つ子どもたちのための情報発信
や暮らしやすい環境への働きかけをしていま
す。広く一般の方にも啓発活動を行っています。

◀パッククッキングの調理実習

桃花台ニュータウンの急激な人口
減少、少子化、高齢化といった諸
問題を直視し、その中でより住み
やすいまちづくりを目指して活動
しています。 

定例会に集まったメンバー▶

更年期を迎える女性の健康サポートとし
て、「心とカラダのトリセツ教室」の出張
開催や更年期の情報発信などを行ってい
ます。

骨盤エクササイズ▶ 

南部地区のまちづくり、人づくり、次
世代の育成を高齢者が担い、活躍の場
を広げています。 

地域親事業の一つ・保育園児と芋ほり▶

外国語で音声の出る漢字カードを製
作するなど、市内外の外国人の学習
を支援する事業を行っています。

冬休み宿題お助け教室▶ 

　休みの国 EXPO
◀～あそぶ・学ぶ・かなでる～

私たち助成金で
こんな活動をしました！
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団体助成団体助成 事業助成事業助成
『はじめる』部門 『ひろげる』部門 『つなげる』部門

市内で活動を始めようとしている
団体や、活動を始めて設立５年未
満の団体の運営や活動に補助

市内で活動を継続し、団体の強化
や会員の拡大、活動の活性化を目
指す団体に補助

登録団体が実施するまたは登録団
体と他組織（団体、企業など）が
協働して実施する、先駆性・創造
性がある新たな事業経費を補助

助成金額 ５万円（上限） 10万円（上限） 20万円（上限）
回数 １団体につき２回まで １団体につき３回まで １事業につき３回まで

補助率 100％ １回目：80％、２回目：70％、
３回目：60％

１回目：80％、２回目：70％、
３回目：60％

対象経費 団体の設立、活動準備、運営、具
体的な市民活動に要する費用　　　　　　　　　

団体の運営、組織強化、具体的な
市民活動に要する費用 補助対象事業の実施に係る費用

　市では、新しく市民活動を始めようとしている団体や、活動を活性化するための取り組みをしたい団体へ
の助成（団体助成）のほか、他の団体と協力して取り組む事業などへの助成（事業助成）を行っています。
　協働によるまちづくりを一緒に進めていただける団体または事業をお待ちしています。

※つなげる部門は他組織との協働事業でも可

問合先問合先
協働推進課　☎ 76‐1629協働推進課　☎ 76‐1629
市民活動センター (小牧２‐107 市公民館４階 )　☎ 74‐4011　市民活動センター (小牧２‐107 市公民館４階 )　☎ 74‐4011　 74‐ 407074 ‐ 4070　 ：komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp：komaki.npo-c@me.ccnw.ne.jp

小牧市市民活動助成金小牧市市民活動助成金ののお知らせお知らせ小牧市市民活動助成金小牧市市民活動助成金ののお知らせ　お知らせ　

助成金に応募するためには、 「市民活動団体登録」 が必要です！

市民活動団体の登録Step1
   登録資格
市民活動を主たる目的とする団体で、次の条件を満た
すこと
①主たる活動が市内で行われている、または活動拠点が
市内であること。
②３人以上の会員がいる団体であること。
③代表者および運営方法が規約または会則で定められ
ていること。
  登録方法
市ホームページ、協働推進課および市民活動センター
にある市民活動団体申請書に規約（会則）、役員名簿、
会員名簿を添えて協働推進課（郵送可）または直接市
民活動センター。

団体または事業の公募Step 2
   応募受付期間（予定）
　４月１日㈬から５月１日㈮までに市民活動センター
（げんき考房こまき）まで必要書類を持参してくだ
さい。
※必ず事前にご相談ください。

☆詳しくは公共施設、市民活動センターに設置してある応募
要領をご覧ください（市ホームページにも掲載）。市民活
動助成金交付申請書は応募要領の中にあります。また、申
請内容等の相談は、市民活動センター（げんき考房こまき）
または協働推進課で行っていますので、お気軽にお問い合
わせください。

助成の流れ

　登録された市民活動団体の情
報は市ホームページなどで公開し
ますので、 団体や活動内容を広
くＰＲすることができます。
　また、 市民活動助成金を申請
する場合は登録が必要です。
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　登録された市民活動団体の情
報は市ホームページなどで公開し
ますので、 団体や活動内容を広

　また、 市民活動助成金を申請

市民活動団体の登録

団体または事業の公募

事前説明会

企画提案発表会

市民活動促進委員会による審査

助成

事業等の実施

実績報告会　

5/8（予定）

5/16（予定）

（3月末期限）

5月下旬～ 6月上旬

Step 1

Step 2

★ 必ず出席してください。

★

★

★


