
様式 1 

（送信先 E メール：oubo@a-machi.jp  Fax:078-918-5618 ） 

２０２２年度ウィズあかし 市民活動ステップアップ助成 申請書 
 

      団体の場合 ✅会則または定款を添付した   個人の場合 □ 活動シートを添付した 

登録者（団体）名 ●●●● 

登録者（団体）住所 ●●●● 

代表者名 ●●●● 担当者名 ●●●● 

代表者住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

連絡先 TEL ●●●●●●●●●●●● FAX ●●●●●●●●●●●● 

E-mail ●●●●●●●●●●●●●●●● 

主な活動エリア 

（例、〇〇コミセンなど） 
●●●● 

現在の活動内容 

ウィズあかしを拠点として、定期的に認知症予防のための講座や交流会を行っている。 

 

●コースを選択してください。 

（１）新規事業チャレンジコース （２）既存事業ステップアップコース 

①新規事業名 

認知症の方とその家族のための

オンライン相談 

 

①既存事業名 

 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
50,000円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

円 

□分野１ 男女共同参画推進 

□分野２ SDGｓ推進 

裏面表１から目標を選択（複数選択可）

（目標                  ） 

③事業の目的、概

要を記入してくださ

い。 

●新規事業チャレンジコースを選択する場合は、新規事業の目的、概要を書いてください。 

●既存事業ステップアップコースを選択する場合は、ステップアップしたい事業の目的、概要を書いてください。 

 

（例 1）現在、ウィズあかしを拠点として、定期的に認知症予防のための講座や交流会を行って

いる。しかし近年は参加者が固定化しており、認知症の方は増えているにも関わらず、参加者

数が伸び悩んでいることが課題である。そこで新たな事業として、「オンライン相談」を行い、

より多くの認知症の方とその家族が安心して暮らしやすい環境づくりを行うことが目的であ

る。 

裏面も記入してください。 
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様式 1 

目的達成のため

に、課題や障害とな

っていることを記入

してください。 

（なにが、どのように、なぜ、だれにとって、どこがなど、課題が分かるように記入してください） 

「オンライン相談」のための機材やノウハウがない。「オンライン相談」を行うにあたっては、

一定のノウハウが必要であるため、研修等によるスキルの習得が必要である。 

より多くの層に知ってもらい、参加者層を広げるため、広報活動に力を入れる必要がある。 

 

 

課題解決をどのよう

にするのか具体的に

教えてください。 

また、助成金を使用

する用途を教えてく

ださい。 

（課題をどのように解決するのか実施する方法、内容を記入してください） 

「オンライン相談」のための機材の購入や、研修受講等により、オンライン相談のスキルを習

得する。 

まちナビあかしや SNSで広報をする他、自治会や公共施設、お店等にチラシを設置する。 

（助成金の用途を記入してください） 

オンライン相談の研修費、オンライン機材の購入費 

課題を解決すること

によって、期待でき

る成果や変化を記

入してください。 

（目的が達成できたか、成果が得られたかなど記入してください） 

オンライン相談を実施することで既存メンバーだけでなく、より多くの認知症の方とその家族

が安心して暮らしやすい環境づくりを行うことが期待できる。 

 

※記入欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 

 

●表 1 SDGｓにかかる 17の目標一覧 

目標 1 貧困をなくそう 目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 2 飢餓をゼロに 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 3 すべての人に健康と福祉を 目標 12 つくる責任 つかう責任 

目標 4 質の高い教育をみんなに 目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 5 ジェンダー平等を実現しよう 目標 14 海の豊かさを守ろう 

目標 6 安全な水とトイレを世界中に 目標 15 陸の豊かさも守ろう 

目標 7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 8 働きがいも、経済成長も 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう  

 



様式 1 

（送信先 E メール：oubo@a-machi.jp  Fax:078-918-5618 ） 

２０２２年度ウィズあかし 市民活動ステップアップ助成 申請書 
 

      団体の場合 ✅会則または定款を添付した   個人の場合 □ 活動シートを添付した 

登録者（団体）名 ●●●● 

登録者（団体）住所 ●●●● 

代表者名 ●●●● 担当者名 ●●●● 

代表者住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

連絡先 TEL ●●●●●●●●●●●● FAX ●●●●●●●●●●●● 

E-mail ●●●●●●●●●●●●●●●● 

主な活動エリア 

（例、〇〇コミセンなど） 
●●●● 

現在の活動内容 

児童を対象にした自然体験、教育。 

月１回程度で、明石公園や六甲山で、自然観察を行っている。 

主にウィズあかし、明石公園を拠点に、児童に自然と触れ合う機会の提供、命の大切

さ、自然を学ぶ楽しさを伝えている。 

ITの時代となり、昔のように、蝉取りしたり、池でザリガニ釣りをしたりといった子

供たちをあまり見なくなった。自然と触れ合うことは、未知を知る楽しさや様々な研

究にもつながる。また、環境保全が必要な理由を知ることもできる。小さいころの体

験が、人生を豊かにし、将来の夢にもつながる。 

 

●コースを選択してください。 

（１）新規事業チャレンジコース （２）既存事業ステップアップコース 

①新規事業名 自然観察体験合宿 ①既存事業名  

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
50,000円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

円 

□分野１ 男女共同参画推進 

□分野２ SDGｓ推進 

裏面表１から目標を選択（複数選択可）

（目標              ） 

③事業の目的、概

要を記入してくださ

い。 

●新規事業チャレンジコースを選択する場合は、新規事業の目的、概要を書いてください。 

●既存事業ステップアップコースを選択する場合は、ステップアップしたい事業の目的、概要を書いてください。 

（例 1）現在、ウィズあかしを拠点として、児童を対象に、自然観察、教育を行っているが、今

までは日中に子供たちと自然散策を行っていた。この度、合宿事業を新規開設し、子供たちに

新たな体験をしてもらうため、夜間散策と昆虫の灯火採集を行いたい。日中と違い、夜間に自

然に入ることのドキドキ感やキャンプでしか味わえない体験をしてもらうことが目的です。ま

た採集した昆虫や植物、キノコは標本や写真に残す予定。 

キャンプは夏に千種川のキャンプ場で行うことを予定しており、その後の振り返りはウィズあ

かしで会場を借りて行う。 

mailto:oubo@a-machi.jp


様式 1 

目的達成のため

に、課題や障害とな

っていることを記入

してください。 

（なにが、どのように、なぜ、だれにとって、どこがなど、課題が分かるように記入してください） 

様々なアウトドア用品や特殊な機材が必要となるが、資金が足りない。 

また、夜間に児童を引き連れていくため、児童の安全確保が課題である。 

 

課題解決をどのよう

にするのか具体的に

教えてください。 

また、助成金を使用

する用途を教えてく

ださい。 

（課題をどのように解決するのか実施する方法、内容を記入してください） 

（資金調達） 

資金面を抑えるために、参加者が自身でキャンプ用品を持ち寄ることとする。また、募集を明

石、神戸、加古川等近隣から行い、参加料は取り、キャンプ用品の不足分や食料を購入する費

用に充てる。 

（安全管理） 

安全面を確保しつつ、自由さを尊重するため、数人で班を作り、緊急連絡先の共有、緊急時の

マニュアルを整備しておく。事前に視察し、行動範囲を決めておくことで、危険地帯に近寄ら

ないようにさせる。ヘッドライトの予備、ステロイド軟こう等の医療品の用意もしておく。 

（助成金の用途を記入してください） 

参加費だけでは賄えない雑費や特殊な機材（灯火採集用のブラックライト）や発電機の購入、

発電機稼働用のガソリン代など 

視察時の交通費 

 

課題を解決すること

によって、期待でき

る成果や変化を記

入してください。 

（目的が達成できそうか、成果が得られそうかなど記入してください） 

子供たちに体験したことのない非日常を体験させることができるようになる。 

灯火採集やキャンプができるようになるため、単純に活動の幅が広がる。 

体験を通して、子供たちの自主性を育てることができる。 

※記入欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 

 

●表 1 SDGｓにかかる 17の目標一覧 

目標 1 貧困をなくそう 目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 2 飢餓をゼロに 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 3 すべての人に健康と福祉を 目標 12 つくる責任 つかう責任 

目標 4 質の高い教育をみんなに 目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 5 ジェンダー平等を実現しよう 目標 14 海の豊かさを守ろう 

目標 6 安全な水とトイレを世界中に 目標 15 陸の豊かさも守ろう 

目標 7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 8 働きがいも、経済成長も 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう  

 



様式 1 

（送信先 E メール：oubo@a-machi.jp  Fax:078-918-5618 ） 

２０２２年度ウィズあかし 市民活動ステップアップ助成 申請書 
 

      団体の場合 ✅会則または定款を添付した   個人の場合 □ 活動シートを添付した 

登録者（団体）名 ●●●● 

登録者（団体）住所 ●●●● 

代表者名 ●●●● 担当者名 ●●●● 

代表者住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

連絡先 TEL ●●●●●●●●●●●● FAX ●●●●●●●●●●●● 

E-mail ●●●●●●●●●●●●●●●● 

主な活動エリア 

（例、〇〇コミセンなど） 
●●●● 

現在の活動内容 

高校生・大学生のメンバーを中心に明石市内で小学生向けのゲームや野外活動等のボラン

ティアを行っている。 

 

●コースを選択してください。 

（１）新規事業チャレンジコース （２）既存事業ステップアップコース 

①新規事業名 
高校生・大学生による小学生向け

の学習支援 
①既存事業名 

 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
50,000円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

円 

□分野１ 男女共同参画推進 

□分野２ SDGｓ推進 

裏面表１から目標を選択（複数選択可）

（目標                  ） 

③事業の目的、概

要を記入してくださ

い。 

●新規事業チャレンジコースを選択する場合は、新規事業の目的、概要を書いてください。 

●既存事業ステップアップコースを選択する場合は、ステップアップしたい事業の目的、概要を書いてください。 

 

（例 1）これまで高校生・大学生のメンバーを中心に小学生向けのゲームや野外活動等のボラ

ンティアを行ってきた。それらの活動を通じて、学校に行きづらく、学力の遅れが目立つ子ど

もたちとの接点が生まれ、少しでも子ども達の学力を保障するための支援ができればとの思い

を強く抱くようになった。 

このような問題意識から、ゲームや野外活動等の遊びを中心とした活動に加えて月１回子ども

の学習支援の機会を設けることとする。これにより、少しでも参加する子ども達の学力向上を

支援し、子ども達の未来や夢を後押しすることを目的とする。 

裏面も記入してください。 
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様式 1 

目的達成のため

に、課題や障害とな

っていることを記入

してください。 

（なにが、どのように、なぜ、だれにとって、どこがなど、課題が分かるように記入してください） 

子どもへの学習支援を行うのは初めてであるため、家庭教師や塾講師等の経験があるスタッフ

を募る必要がある。 

子ども達に学ぶことが楽しいと感じてもらうために教材やプログラムの工夫が必要である。 

また、学習支援の取り組みをこれまで参加したことがない層にも広く知ってもらうために広報

活動に力を入れる必要がある。 

 

課題解決をどのよう

にするのか具体的に

教えてください。 

また、助成金を使用

する用途を教えてく

ださい。 

（課題をどのように解決するのか実施する方法、内容を記入してください） 

チラシや SNS 等を通じて、今回の活動の趣旨に賛同し、学習支援の経験があるスタッフを募集

する。 

学習支援を行っている他の団体等にアドバイスをもらう。 

より広い層に知ってもらうため、まちナビあかしや SNS、チラシ等で広報を行う。 

（助成金の用途を記入してください） 

教材等の購入費、チラシの印刷費 

課題を解決すること

によって、期待でき

る成果や変化を記

入してください。 

（目的が達成できたか、成果が得られたかなど記入してください） 

学校への行きづらさを抱えていたり、居場所のない子ども達に学ぶことの楽しさを知ってもら

い、学習の機会をつくることで、子ども達の学びの意欲を高め、未来の目標に向かって一歩踏

み出すきっかけづくりを行うことが期待できる。 

 

※記入欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 

 

●表 1 SDGｓにかかる 17の目標一覧 

目標 1 貧困をなくそう 目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 2 飢餓をゼロに 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 3 すべての人に健康と福祉を 目標 12 つくる責任 つかう責任 

目標 4 質の高い教育をみんなに 目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 5 ジェンダー平等を実現しよう 目標 14 海の豊かさを守ろう 

目標 6 安全な水とトイレを世界中に 目標 15 陸の豊かさも守ろう 

目標 7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 8 働きがいも、経済成長も 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう  

 


