
◆◆

んのやる気を応援 します

団体 募集中 ◆◆

受付期間 2018年 7月 20日～8月 20日必着

第 19回 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ

市民活動応援プログラム 市民活動支援金

パルシステム神奈川ゆめコープは、市民が主体となつた元気な地域づくりのため、当組合の理念と一致し、

地域の個性や魅力、活力をつ<りだしている市民活動を応援しています。市民活動応援プログラムは、広く

/AN募・選者し支援団体を決める「市民活動支援金」と組合員カンパで応援する「賛助金」があります。

1.市民活動支援金 応募を受け、組合員と市民活動支援運営委員会で選者 し、支援先を決定します。

・ 2018年度助成総額は4∞ 万円。 1団体への支援金額は上限 30万円。金額は千円単位。

・ 一次選者通過団体は、賛助金対象になります。

・ 支援金の活用期FB5は、2019年 1月から2019年 12月 末までの 1年間です。

2.賛助金 一次選者通過団体に、当組合の組合員がカンパで「応援したい気持ち」を届ける制度です。

2018年 7月 20日～8月 20日 必着

応募用紙と必要書類価募要項 10参卿を垂3送で 1壷付けます。

書類審査 事務局で応募書類の審査を行います。

一次選者
2018年 9月上旬

■次選考を1通過し|た1団体はI革助金対象団体となります:

団体面接
2018年 9月下旬～2018年 10月中旬

―次選者を通過した団体に、事務局が面接します。

賛助金カンパ募集
2018年 10月 末から 11月上旬

一次選者通過団体の情報を公開し、組合員からカンパを募ります。

選者

(支援金助成団体決定)

2018年 11月
市民活動支援運営委員会で、2018年度市民活動支援金助成団体を決定します。

支援金送金と活用期間 2010‐年11月中に掌書を締結:|11‐ 2月に支援金を送金します81

支援金の使用期間は、2019年 1月～2019年 12月 末までです。

支援金弓1渡 し式 2018年 12月

賛助金送金 20119年 2月にt‐組合員からのカンパを送金します:

団体訪間 2019年 2月～3月

報告・ 交流会 2019年 5月～6月

支援金助成団体は、支援金引渡し式、報告・交流会に、ご参加お願いします。

◆◇ 支援金助成は、1団体につき2回までです ◇◆

2018年度 市民活動応援プログラム市民活動支援金 ,賛助金

受付期間



生活協同組含パルシステム神奈川ゆめコープは、個人対応型無店舗事業υツレシステム事業)を中

lか に神奈川県内で活動 している生活協同組合です。「笙路を ご しみ、自立と協同の力で、lb豊かな

地域社会を創り出します」を組織の理念として掲げ、事業と活動に取り組んでいます。

20∞ 年 4月 1日、けんぼく生協と生協ゆいの合併により設立しました。新横浜に本部をおき、

2018年 3月 31日現在、神奈川県下に配送センター11カ所、福祉事業所 6カ所、文化活動拠点 1カ所、活動拠点 1

カ所があります。2018年 3月末現在の組合員数は 31万 8,294名、総事業高は 472億円(2017年度実績)、 事業区

域は県西の一部を除く神奈川県全域です。2000年に始まった「市民活動応援プログラム」は、昨年までに 18回実施

し、累計で355団体に対して7,003万円の支援金をお渡ししました。今後も市民活動を応援します。

■パルシステム神奈川ゆめコープの組含員でなくても、応募できます。

■小さな活動でも、やる気を応援 します。

■選者には組合員も参加 します。

■支援金とは別に、組合員カンパ (賛助金)も募ります。

お問い合わせ、応募要項および応募用紙のお取り寄せは…

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 市民活動応援プログラム事務局

丁EL:045-470-1154(広 報課)FAX:045-470-4178
E―mal:yumeshinnin@pal.or.ip  ∪RL:http://― palsystem― kanagawa.coop

生活協目組合パルシステム

神奈川ゆめコ卓

生活協同組含パルシステム神奈川ゆめコニプのご紹介



(第 19回)生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ

2018年度市民活動応援プログラム 市民活動支援金 応募要項

1 趣旨

パルシステム神奈川ゆめコープは、市民が主体となった元気な地域づくりのため、当組合の理念と一致し、地域の個

性や魅力、活力をつくりだしている市民活動を応援 します。

2 目的

(1)市民活動団体を資金面で応援することで、活動の発展を支援します。

(2)神奈川県内を中心に活動する市民活動団体を組合員に紹介し、団体同士のネットワーク形成を支援することで、豊

かな地域社会づくりめざします。

3 受付期間            ヽ

2018年 7月 20日～2018年 8月 20日 (必着)   (詳 しくは「10応募方法」をご参照<ださい)

*応募用紙に必要書類を添えて、市民活動応援プログラム事務局へ :邸送 で ご提出ください。

4 助成対象期間

2019年 1月 1日～2019年 12月 31日 の期間に行われる活動・事業を助成対象とします。

5 助成対象団体

(1)神奈川県内を中心に活動するボランティアグループや市民団体、NPO法人等。

(2)神奈川県内に活動拠点 (事務所、連絡先等)があり、継続的に震災関連の支援活動を行つている団体。

*いずれも活動の運営主体となるメンノヽ一が3人以上の団体。

*政党 。政治団体としての活動、宗教の布教および営利を目的とする団体は対象となりません。

*過去 2回、当プログラム支援金の助成を受けた団体は応募できません。

6 助成内容

2018年度の助成総額は、400万円。 1団体への支援金額は、上限 30万円。千円単位。

*支援金は、 2回まで助成を受けられます。 (毎回応募、審査が必要です)

7 対象費目

(1)活動や事業に要する費用 (人件費や事務所経費、家賃などを含む)の一部

(2)目 的をもつた物品の購入費用の金額または一部

8 選者方法

応募書類の審査を行います。審査で本制度の趣旨にそぐわず対象とならない団体には、ご連絡いたします。

(1)市民活動支援運営委員会委員および組合員を含む選者補助委員が一次選者 します。

*一次選者を通過した団体は、組合員カンパ (賛助金)の対象団体となります。

*一次選者を落選した団体にもメールでご連絡します。落選理由の問い合わせには応じられません。

(2)一次選者を通過した団体は、市民活動応援プログラム事務局が面接します。

(3)一次選者結果と面接内容を参考に、市民活動支援運営委員会で本選者します。

(4)選者の評価項目は以下の視点で行います。

① 社会的嚇要性(地 1或 0社会のニーズに基づいているか)

② 地域・ <ら しへの貢献(実行可能で、地域・くらしに還元されるか)

③ 社会に与えるインノヾクト(実施により、よい波及効果が期待できるか)



9 応募書類の入手方法       ‐

当組合のホームページからダウンロードすることができます。市民活動応援プログラム

http://….palSyStem― kanagawa.coop/activity/ouen_program

または、市民活動応援プログラム事務局にご連絡いただければ郵送、メール送信いたします。

10 応募方法

書類を市民活動応援プログラム事務局に郵送で提出してください。記載事項および必要書類に不備がある場合、選考

の対象外とさせていただきます。応募方法にご不明な点がある場合は、事務局にご相談ください。

(1)応募用紙 (※ 必須 )

(2)定款または会貝」(※提出できない場合はその理由の記載が必要)

(3)直近の収支報告書、または予算書 (※提出できない場合はその理由の記載が嚇要)

(4)団体のバンフレット等広報物 (※任意提出)

注 1)応募用紙は必ず記名押 E日のうえ、原本を提出してください。FAX・ 電子メール等は無効といたします。

注 2)これから活動しようとしている団体で、収支報告書がない場合は、予算書を提出してください。

注 3)選者過程で、必要に応じて間き取り調査や新たな資料の提出をお願いすることがあります。

注 4)お送りいただいた書類はお返しできませんので、送付前に必ずコピーをとっておいてください。

*応募用紙の記入をバソコンで行つた場合、事務局あてに原本郵送のうえ、応募用紙をメール添付で送信ください。

11 選者結果

一次選者の結果は、2018年 9月 下旬にメールでご連絡いたします。

二次選者の結果は、2018年 11月にご連絡いたします。なお、採否に関するお問い合わせには応じられません。

12 助成決定後について

(1)団体名、代表者名、所在市区町村名、活動概要、支援金額を公表します。

(2)パルシステム神奈川ゆめコープと覚書を結んでいただきます。その後、団体の指定□座に支援金が振り込まれます。

(3)本プログラムは、市民活動団体同士の交流および活動団体と当組合および当組含組合員との連携・協力関係の構築

も目的の一つとしています。支援金ヨ1渡 し式(12月頃開催)や活動報告・交流会(2019年 5月～6月 頃開催)への

参加をお願いします。

(4)貴団体を訪間し、活動状況を拝見させていただきます。

(5)2020年 1月末までに、活動報告書と会計報告書の提出をお願いします。

(6)災害等やむを得ない理由により、目的どおりの支援金使用ができない場合や使用用途を変更する場合は、事前に事

務局へご相談ください。

(71当組合および当組合の社会貢献活動、市民団体支援に関する広報活動にご協力をお願いします。

(貴団体ホームページヘのパナー掲載のご協力等)。

*本プログラムは「ノウレシステム神奈川ゆめコープ市民活動支援規程」に基づきます。

*本プログラムで取得する個人情報につきましては、市民活動支援金選者および賛助金関連の広報の範囲で使用し、そ

れ以外の用途には使用いたしません。また関係者以外の第三者に提供することはありません。

応募用紙の提出先 おFD5い合わせ先

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 市民活動応援プログラム事務局

〒222-○033横浜市港北区新横浜 3-18-16新横浜交通ビル 3階
丁EL:045-470-1154(広 報課)FA×.:045-470-4178
E―man:yumeshimin@pal.o「 .jp ∪RL:http://m〃 ゛ゞ.palsystem― kanagawa.coop



2018年度応募用紙

生活協同組含パルシステム神奈川ゆめコープ

2018年度市民活動応援プログラム 市民活動支援金 応募用紙

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ

市民活動応援プログラム事務局 御中

パルシステム神奈川ゆめコープ2018年度市民活動応援プログラム市民活動支援金に応募申請します。

当団体は政治活動、営利活動、宗教活動もしくは公益を害する団体のいずれにも該当せず、下記の記載事項

に相違ありません。

記入者 : 記入日 :2018年  月   日    印

■団体の概要

団体名
*法人の場合は法人名も
ご記入ください

ふりがな

代表者

役職         氏名          らヽりがな            年齢

(  )歳代

団体所在地等
*個人宅の場合は、「様方」も
ご記入ください

T      ~

( 様方)

ホームページ : □あり∪RL:

□なし

E―man:
電話 : FAX:

団体の設立または

活動開始日
西暦    年  月  日(法人設立の場合 西暦    年  月  日)

主な活動地 i或

*記入例① 横浜市緑区
*記入例② 神奈川県

活動分野
*主たる活動分野 1

つを◎して下さい。
*その他の活動分野

全てにOを記入 し

てください。

子どもの健全育成 地域づ<り 平和 0人権

経済格差対策 防災・地域安全 福祉

生涯学習 震災支援 環境

医療・健康づ<り 国際交流

その他 (具体的|こ )

応募担当者

役職         氏名          ふりがな            年齢

(  )歳代

担当者連絡先

一Ｔ

巨―man:

電話 :

日中の連絡先 (電話 )

FAX:

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 2018年度市民活動応援プログラム

□



2018年度応募用紙

1.活動紹介

「組合員カンパ募集チラシ」などで紹介文として使用させていただきます。

その際、趣旨に反しない範囲で、当組合表記ルールにしたがい、表記・表現・文字量などを変更させ

ていいただく場合があります。ご了承<ださい。句読点は文字数に含まれます。

活動のきつかけ

0社会的ニーズ

活動の紹介

・活動目的

・地域への貢献

・ 将来の目標

*150文字以内

支援金を活用 して

実現したいこと

*50文字以内

2.応募金額・ 内訳と財源

一部支援になつた場合の優先度に○をつけて<ださい

応募金額 千円 (上限30万円・干円未満切捨)

内訳 優先度

高・ 低

高・ 低

高・ 低

高・ 低

高・ 低

高・ 低

高・低

会費 (金額)、  寄付 (ど こから)、  他団体の助成 (実績、申請中)など

: |万 !

内容 (単価・ 数量など)

現在の財源

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 2018年度市民活動応援プログラム

高・ l_t



2018年度応募用紙

3.2019年のおもな活動予定

2019年 おもな活動予定

1月～ 3月

4月～ 6月

7月～ 9月

10月～ 12月

4.団体の体制、地域での協力団体

(1)団体全体の会員数    名

(2)運営人員(団体の主な役員体制、役割などをご言己入<ださしり

氏名 年代 団体での役職、役害」 勤務体制 報酬・給与等

歳代 常勤 。非常勤 あり。なし

歳代 常勤・非常勤 あり。なし

歳代 常勤・非常勤 あり。なし

歳代 常勤・非常勤 あり。なし

歳代 常勤・非常勤 あり。なし

(3)協力団体 (/AN的機関や市民団体など、連携・協力している団体をご言己入<ださい)

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 2018年度市民活動応援プログラム



2018年度応募用紙

5.書類確認

◆◇応募書類がそろつているか、郵送前に必ず確認して<ださい◇◆

(1) 応募用紙

この応募用紙の 1枚目に必ず記名捺印のうえ、

原本を郵送で提出して<ださい。

FAX・ 電子メール等は無効といたします。

(2) 定款 または 会則

提出できない場合はその理由を記入して<ださい :

有り・ 無し

有り・無し

直近の収支報告書

これから活動を始める団体で、収支報告書がない場合は

予算書を提出して<ださい。

提出できない場合はその理由を記入して<ださい :

団体のバンフレット等広報物 (※任意提出)

有り 。無し

有り・無し

注 1)選考過程で、必要に応じて電話、メールでの間き取り調査の実施や新たな資料の提出をお

願いすることがあります。

注 2)提出していただいた書類はお返しできませんので、提出前に必ずコピーをとっておいて<
ださい。

注 3)記載事項および必要書類不備がある場合、選者の対象外とさせていただきます。

応募方法にご不明な点がある場合は、お問い合わせ窓□にご相談ください。      
´

6.市民活動応援プログラムの情報をどこで知りましたか?
該当箇所にチェックして<ださい

パルシステム神奈川ゆめコープ

ホームページ

パルシステム神奈川ゆめコープ

発行物

新聞記事

新聞 月 日)

知人や他団体からの紹介

チラシ

入施設名 :

その他

(3)

(4)

事務局記入欄 (応募団体は記入しないで<ださしり

事務局受付日 :   月   日 特記 通番

書類審査   一次選者   本選者

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 2018年度市民活動応援プログラム

ヽ
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