
日程：2015 年 8 月 2 4 日（月）

第2回 忠海つながる会議

時間：18: 30 ～ 21: 00
場所：忠海公民館

● 次回のつながる会議
日時：10月25日（日）18：30 ～ 21：00
場所：忠海公民館
講師：安田智紀氏（att 代表）
テ－マ：地域がつながる拠点づくり

具体的な活動の一
端に関われると思
うと今後が楽しみ
です。

資金の捉え方や
工夫、アイデアが
参考になりまし
た。

助成金に挑戦して
みようと思います。
目的がぶれないよ
うに注意したいで
す。

みなさんのアイデ
アの違いが刺激に
なりました。

お知らせ 宿題

参加者の感想

● 一緒に取り組みたい人を誘ってきてください
● 交流拠点のアイデアを考えてきてください

「忠海つながる通信」Vol.2　発行元：広島県商工労働局海の道プロジェ
クト・チーム／編集・制作：studio-L ／発行日：2015 年 10 月 15 日

講義に対する質問

Ｑ

交流会「つながる会議のテーマを考えよう」

昨年実施した「瀬戸内しまのわ 2014」に引き続き、
今年もみなさんが地域を楽しくするための活動をサ
ポートします。
本講座「つながる会議」は、地域内のつながりをさ
らに深めたり、広げたりしながら、地域をより楽し
くしていくためのアクションを生むキッカケの場で
す各地域ごとにテーマを決めて取り組んでいます。
また、しまのわをやる中で見えた、みなさんが知り
たい４つのテーマ（①情報発信　②資金集め　③拠
点づくり　④仲間づくり）についての講座を開催し
ます。
その他にも、地域外でつながる「瀬戸内シゴトツクー
ル」や、実践をサポートする「個別相談会」も実施
していますので、併せてご活用ください。

活動資金について学びました！

①　はじめに

②　レクチャー

「地域を幸せにするお金のつかい方」

　　醍醐 孝典氏（studio-L ディレクター）

③　質問タイム

④　交流会

⑤　おわりに

当日のプログラム

■今年度実施する３つのサポート
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「江田島のお土産を考えよう！」

「つながる会議」について

①瀬戸内シゴトツクール

②つながる会議　

③個別相談

「大崎上島で活動している人たちともっとつながろう！」

「空き家をつかって観光客におもてなしをしよう！」 「まちなかを活用したアートイベントを考えよう！」

「“定住交流センター”の運営を考える！」 「空き家をつかってイベントをやろう！」

江田島

忠海

三原

大崎上島

音戸

内海

まずどのような助成金から
申請するとよいでしょうか。
ステップのようなものがあ
れば教えてください。

ＡＡ地元の自治体レベルから、
県、国レベルと難しさに段
階があります。まずは自分
の住んでいる自治体レベル
から申請していくのがよい
でしょう。

Ｑ助成元は助成先の活動内容を
チェックするのでしょうか。

Ａ中にはチェックしに来ることも
あります。公益性、独自性、実
現性、波及性があるかどうかを
確認する場合が多いので、助成
を受けた後はそれらを意識して
活動する必要があります。反対
に、申請の際はそれらのチェッ
ク項目を申請書にしっかり書け
ていると通りやすくなります。

Ｑ助成金を申請する際、自分のや
りたい想いが強すぎて、助成元
の想いとずれないか心配です。

Ａ助成元の審査員と全く話がか
み合わず落とされることもあ
るので、助成元の想いを理解
し、それにすり合わせるよう
に自分たちの想いを伝えると
よいでしょう。申請の通過後
にある程度活動に合わせえて
修正するのも一つの方法です。

Ａ Ａ

江田島のお土産を開発すると仮定して、江田島の各地域にあ
る資源から、お土産の題材となるものを出し合いました。これ
らを材料に、アイデアをより深めていきます。

大久野島にたくさん来ている観光客に、忠海の町なかを楽し
んでもらうためのコンテンツを考えています。「日本茶カフェ」
「ガイド発着所」の２チームが動き出しています。

佐木島のサギセミナーセンターを活用した島内外の人の交流
拠点のアイデアを出しあいました。ゆくゆくは外から来る人の
移住定住につながるような場となることを目指し考えています。

まずは住む以外の空き家の活用事例を自分たちでつくることに
なりました。内海の人と情報が集まる楽しい場づくりに向けて、
物件探しや具体的な話し合いを進めています。

「音戸の町並を活かしてアートイベント」を仮定し、アイデアを
考えました。子どもと一緒にみんなで何かをやることが、楽しく
てかつ作品のようになりそうだというアイデアが出ました。

島内にまだまだいる活動団体の人たちとつながれる場をつくる
べく、「交流部」「デザイン部」「情報部」の３チームに分かれ
て準備を始めています。

地域を楽しくする小さなアクション

忠海　　　　通信
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醍醐 孝典氏
だ い ご  たかのり

studio-L：ディレクター

講座：お金の使い方
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■企画書作成のプロセス
企画書は事業を実施するための設計図です。
　①あらかじめ決められた条件を確認。
　②「私がやりたいこと」「社会が求めていること」  
　  「私ができること」の３つを確認。
　③想い（意図）・中身（内容）・段取り（計画）
      の組立て。
　④計画書にわかりやすい文章でまとめる。
　⑤何度も検討し、何度も書き直す。

■作成ポイント
・課題を取り巻く環境が把握できているか？
・課題解決に有効な事業か？
・そのために有効な事業か？
・収支の見立ては妥当か？
・助成期間が終わったら事業も継続できるか？
・過去の助成を受けた団体の傾向をつかむ。
・審査員のマイブームをつかむ。

今回のテーマは資金。活動する上でお金は必要です。
しかし、プロジェクトや活動に必要なのはお金だけで
はありません。アイデア、場所や備品の提供、人材の
紹介、応援などお金以外にも様々な投資の仕方があり
ます。お金は様々な投資のひとつであることを踏まえ
資金調達について考えましょう。

プロジェクトへの「投資」の仕方と同様に、その投資の「利回り」も様々です。地域で新しい役割や仲間が
できる、健康的になる、誰かから感謝されるなど、一つ一つが活動する上での自分にとっての利回り、儲け
とであり。中心メンバーになるほど利回りは高いと言われています。

資金獲得についての大きく６つのステップにまとめました。

■富ロボ（群馬県富岡市）
富ロボは著作権フリーで使えるため、
市民が自由にグッズを制作・販売をし
ている。売り上げの一部が活動資金に
つながっている。

■生活スタジオ（大阪府堺市）
資金を自分達で出し合い、ポストカード
の集合体で本を作り地域をリサーチした
内容をまとめた。のちに自分達の仕事に
つながった。

これから行いたい活動に対し、ウェブ
上で必要金額と募集期間を示し寄付を
募る。社会的な価値をしっかり示すこと
が重要。

助成金とは社会的・公益的な活動の成長を助け
るために提供される。金額も大きく事業を進め
るチャンスになる。

活動に関心を持つ一般市民から出資金を集め、
NPOなどの市民事業に融資。市民の間で資金を
有効に循環させることを目指している。

■クラウドファンディング

地域で活動していく、あるいは新たな活動を始める際に必要となってくる活動資金について、助成金にたよ
らない活動の仕方や助成金の申請のコツをお話いただきました。ぜひ参考にしてください。

企画書や助成金申請書の書き方についてレクチャーしていただきました。助成金はあくまで手段で、ステップアップ
として使うこと、自分たちの活動の整理のためにまずは書類を書いてみることが重要だということを教わりました。

企画書・助成金について

楽しいことを大切に

6つのステップ

① 自分たちで出し合う ② 活動費を小さく得る ③ クラウドファンディング

「資金」について考える前に

「地 域 を 幸 せ に す る お 金 の つ か い 方」

1976 年大阪府生まれ。兵庫県農林水産部、（財）京都市景観・まちづくりセンターを経て、
2006 年より studio-L に参画。兵庫県姫路市家島地区など全国各地の地域づくりの支援に携
わる。東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科准教授、NPO 法人ソーシャルデザイン
ラボ理事長、総務省地域力創造アドバイザー。

感謝 成功仲間 笑顔 充実

元気 達成健康 役割 お金

コア
メンバー

活動

メンバー

サポーター

中心に近いほど
利回りが高い

右の図は楽しみの満足度と持続性を示しています。
お金を払い楽しませてもらう「受動的な楽しみ」
よりも、自ら楽しみを見出したり、つくったりす
る「能動的な楽しみ」の方が満足度も持続性を高
まります。また、それを誰かとやる方がより大きく、
より持続します。自分の周りの人たちで楽しめる
ことを見つけ、それが地域のためにもなることで
長く楽しく活動できる組織になります。お金の心
配だけに振り回されず、活動の主旨を忘れずに意
識しましょう。

プロジェクト

応
援

お金＄

労力や
活動

アイデア

情報発信
PR

場所・備品の
提供

人材の
紹介

「投資」も「利回り」もお金だけではない
プロジェクトへの様々な「投資」

■助成金財団センター
製材所の広い敷地と機械を活用し、森林教
育や家具づくり体験による事業化を目指し
ている。

■穂積製材所プロジェクト（三重県伊賀市）■NPO バンク

④ 助成金を獲得する ⑤ NPOバンク等の融資 ⑥ 事業化による収益

個人 集団

能動
(活動・参加)

受動
(消費)

・友達をつくること
・知識や情報を得ること
・技術を身につけること
・感謝されること
・仲間ができること
・健康になること

・パチンコ

・テレビ

・買い物

長い

短い

大きい小さい

真の楽しさ

・趣味

・読書など学び

・居酒屋に行く

・カラオケ

・ボーリング

消費の楽しさ

学び

満足

持
続
性

助成元がやってほしいこと

＋

私がやりたいこと
（Will・Wish)

（Needs)

社会が
求めていること (Can)

私ができること

企画

趣味夢

労働


