
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 

乳幼児の母親が孤立せずに子育てができる環境づくりを目的として大久保地区で主に「乳

幼児を子育て中のママ」を対象に月２回の交流会を開催している。 

 

●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 
 

 
①既存事業名 

乳幼児を子育て中のママのための

交流会 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

30,000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４）これまで主に乳幼児の母親が孤立せずに子育てができる環境づくりを目的として大久

保地区で「子育て中のママ」を対象に月２回の交流会を開催してきた。しかしながら、母親の

孤立を防ぐためには、母親向けの支援だけでなく、父親の育児参加が重要であると考えられる。

そこで、今回新たに「子育て中のパパ」が参加できる機会を設けるため、パパ同士の交流会や

親子全員で参加できるイベントを企画し、年４回開催することとする。また、その機会に講師

を招いて子育てに関するミニ講座を開催し、子育てに役立つ情報提供や意識啓発を行う。 

裏面も記入してください。 

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） 

子育て中のパパに参加してもらうためには、関心を持ってもらえるような内容を工夫する必要

がある。また、開催日時を土日にするなどの変更が必要であることから、新たな会場の確保が

必要である。 

今まで子育て中のパパ向けのイベントを行ったことがないため、どのような手段でイベントを

周知すれば参加してもらえるかが課題だと感じている。 

 

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） 

子育て中のパパに参加してもらうため、「外遊び」「工作」「料理」など関心を持ってもらいやす

いテーマに関するイベントを企画する。 

開催日時は、土曜日の午後、日曜日の午前中など色々なパターンで実施しながら、子育て中の

パパが参加しやすい日時を模索していく。 

まちナビあかしや SNS、子育て応援ナビなどの媒体を使って広報を行ったり、より多くの層に

知ってもらうため、大久保地区の自治会などにもチラシの配架を行う。 

またチラシにイベントに参加するメリットを分かりやすく提示する。 

（助成金の用途を記入してください） 

イベントの材料費、会場代、講師への報酬 

 

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） 

子育て中の父親の育児参加に対する意識の高まりや育児への参加機会を増やすきっかけとなる

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 

まちづくり協議会の運営、貸室の提供、講演会、セミナーなど 

 

●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 
 

 
①既存事業名 

講演会の開催 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

30,000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）●●まちづくり協議会では、時世にあった講演会を開催している。 

昨年、明石市においてジェンダーと防災に係る専門委員会議が開催され、防災において女性の

視点が必要という意識が高まっていることから、女性の視点による防災について認知度を高め

ることをテーマとして講演会を開催する。 

一般市民の中には、会議が開催されていること自体知らない方も多くいる。避難所運営などは、

行政や自治会等が対応していくことであるが、それに加えて個人でできる備えについては考え

ておく必要がある。 

ひいては、●●大学で●●を研究している●●先生を招き、講演会を開催することで、女性視

点での防災について具体的に考える機会を提供し、意識啓発を行う。 

裏面も記入してください。 

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） 

防災がテーマであることから、参加率の低さが、課題である。 

現状、女性自身の認知度の低さがまだまだあると考えられることから、今回は女性をターゲッ

トとしていきたい（チラシ上は、どなたでも参加可で募集します）。 

 

 

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） 

多様な女性が参加することが望ましいが、広報のしやすさを考え、今回は主婦、子育て世代を

中心に広報を行う。 

まちナビあかしや SNSで広報をする他、あかし女性応援ねっとにも広報の協力を要請する。 

また主婦層が多く集まる場所（スーパー等）にチラシを設置したり、ママさん同士のつながり

を意識し、子供会などにもチラシの配架を行う。 

また具体的な講演内容をチラシに記入することで、手に入る情報をわかりやすく提示する。 

（助成金の用途を記入してください） 

講師●●への報酬。 

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） 

主婦、子育て世代への防災意識の高まりが期待できる。 

 

※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 

誰もが抱える子育ての悩みをみんなで考えるボランティアグループ。 

現在月 1～2回程度活動しており、子育てについての情報共有、交流会、講演会の開催、

一時保育等を中心に活動している。 

 

●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 
 

 
①既存事業名 

子供の一時預かり 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

30,000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 2）コロナ禍において、失業者が増える中、サービス業、エンタメ、飲食業での非正規就業

者への打撃が顕著になっている。特に女性の非正規就業者の割合は、男性に比べ多いことから、

失業で困っている女性が多くいると考えられる。 

失業中の女性が、就職活動に専念できるように、お子さんの一時預かりを充実させることで、

就業を目指す女性を応援していきたい。 

具体的には、月 1 回実施していた一時預かりを月 2 回実施する。また、面接等で預かりが必要

なお子さんがいる場合は、優先的に預かりを行う。 

裏面も記入してください。 

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） 

①一時預かりをする人員確保、場所の確保が課題である。 

面接の予約は、直近で決まることもあるため、事前に貸室などの予約がしずらい。 

また、確保にあたって発生する費用を抑える必要がある。 

 

②失業者への応援を行っていることへの認知度を上げ、利用者を増やす。 

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） 

①当グループの会員が持つ空き家を使わせてもらう。 

また、当グループの中から、一時預かりできそうな方の曜日を管理していく。 

費用については、一回の一時預かりにつき●●円いただき、空き家を貸してくれている会員へ

の補填とする。 

 

②まちナビあかしや SNSを活用する他、あかし女性応援ネットにも広報を依頼する。 

またハローワークやあかし男女共同参画センターなど働きたい女性が来る可能性のある所にチ

ラシを設置する。 

（助成金の用途を記入してください） 

空き家の整備費用（危なくないように、環境を整える） 

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） 

失業中の女性が就業活動に専念できる。 

また就職が決まることで、当グループも達成感が得られ、グループのステップアップにつなが

ると考えられる。 

※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 

小学生向けボーイスカウト（キャンプ、アウトドア調理等）の運営。冬季は休業。春

から秋にかけて活動。 

月 1回程度で活動をしている。 

 

●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 
 

 
①既存事業名 

アウトドア関連のセミナー 

②助成希望額 

（上限 50,000 円） 
円 

②助成希望額 

（上限 30,000 円） 

分野も選択してく

ださい。 

30,000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 3） 

普段ママが料理してくれるけど、パパの手料理も子供に食べてもらいたい。アウトドアで子供

にかっこいいところを見せたい。でも料理なんかしたことないしやり方が分からない。 

そんなパパのために、お子さんに見つからずに料理の勉強ができる場として料理教室開催する。 

当グループは、普段、子供向けにボーイスカウトをしているが、パパ向けに「アウトドア派 パ

パのための料理教室」を開催することで、アウトドアや料理の基本的な知識を身に着けてもら

うことを目的とする。 

セミナーは３回コースで行い、１回目は調理実習（会場：ウィズあかし）、２回目はアウトドア

実習（●●キャンプ場）、３回目は振り返り、交流会（会場：ウィズあかし）とする。 

裏面も記入してください。 

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） 

子供向けにボーイスカウト教室を行っているため、保護者向けの教室を開催した経験がない。 

パパは働いている方が多いため、広報に工夫が必要である。 

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） 

・SNSやまちナビ明石で広報すると同時に、アウトドアショップやスポーツジムなど、男性の趣

味となりやすい店などにチラシ配架を行う。 

・男性の講師が教えることを押し出し、チラシに体験談を乗せるなど得られるものをわかりや

すく PRする。 

・就業している男性が来場しやすい会場（駅近）、日時（アフターファイブや土日など）に開催

する。 

 

 

（助成金の用途を記入してください） 

３回分の会場の確保、調理器具、釣り餌代など 

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） 

基本的な料理やアウトドアの知識を身に着けてもらう。またパパ友ネットワークを形成し、自

分一人ではないということを知ってもらう。 

 

※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  

 


