
市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクト 

募 集 要 項 

概 要 

豊田市は、市民や企業、大学等が豊かな発想や近未来の技術を生かした様々な事業に積

極的にチャレンジできるまち、「ミライ・チャレンジ都市」の取組を進めています。 

誰もが幸せに暮らせる社会を「ミライのフツー」にしていくため、未来志向の新たな発

想で社会課題の解決に挑む事業を応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

背 景 

 平成 17 年の市町村合併から 10 年を機に実施した「新☆豊田市誕生 10 周年プロジェク

ト」。10 年の取組の振り返りや豊田市の魅力を再発見する取組などと共に、新たなまちづく

りの展開として、地域課題の解決や新しい社会システムを創るきっかけとするための「ミ

ライのフツー」を先取りした事業を市民が提案、実施する「市民発！まちづくりシン展事

業」に取り組みました。 

このシン展事業の成果を継承しつつ、未来志向の事業の持続的な展開に向けて支援内容

等を充実し、新たに「市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクト」を実施します。 

 

対象事業者 

次のすべてに該当する法人又は団体（以下「団体等」という。）が対象となります。 

（１） 活動拠点が豊田市内にある団体等 

（２） 代表者が１８歳以上の団体等 

（３） 「ミライのフツー」を目指して、持続的に事業に取り組む意思のある団体等 

（４） 法人格を有しない団体にあっては、会則、規約又は定款等が定められており複数

の構成員で組織される団体等 

（５） 法令等に違反する活動や公序良俗に反する活動をしていない団体等 

（６） 以下のいずれにも該当しない団体等 

＊政治活動又は宗教活動を目的とする団体等  

＊暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）  

＊暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が役員

となっている団体等 

＊暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体等 

 

対象事業 

次のすべてに該当する事業が対象となります。 

（１）市内で類似がない革新的な事業であり、豊田市内で実施する事業 

（２）目指す未来の姿が明確にあり、実現への道筋が構想されている事業 

（３）社会課題の解決に挑む広く公益性・社会性のある事業 

（４）豊田市地域自治区条例第４条第２項別表３（平成１７年９月３０日条例第９３号）

で規定する地域会議の範囲又は特定非営利活動促進法第２条別表（平成１０年３

月２５日法律第７号）に基づく特定の活動分野を超えた事業 

（５）概ね３年後に自らの事業資金獲得等により自立した運営が見込める事業 

 （６）以下のいずれにも該当しない事業 

＊特定の個人・団体を対象とした事業 ＊政治、宗教、選挙を目的とした事業 

＊営利を主たる目的とした事業 ＊公序良俗に反する事業 

ミ 

【ミライのフツーの姿】 

（１）多様なつながりで支え合い、生涯を通して安心して健康に過ごすことができ、 

また、全ての人が地域で役割や活躍の場を持つことで、いきいきと暮らせる社会 

（２）地域特性を生かした地域づくりが自立的に取り組まれ、多様なライフスタイル 

が可能な個性豊かな地域社会 

（３）地域資源を最大限に生かして、市民生活や地域を支える活力と豊かな水と緑が 

調和した都市 

 

 

 



採択された団体等が受けられる支援 

（１）補助金 

補助年数 補助率・補助額 

１年目 補助対象経費の１０分の９又は９０万円のいずれか少ない額 

２年目 補助対象経費の１０分の７又は７０万円のいずれか少ない額 

３年目 補助対象経費の１０分の５又は５０万円のいずれか少ない額 

■対象経費（直接経費のみ） 

対象経費 内 容 

報償費  講座、講演会等における講師への謝礼等 

旅費  交通費、宿泊費等 

消耗品費 使用することで消費され、長期間の保存使用に耐えない物品等の購入 

燃料費 工具、器具及び備品等の燃料費 

印刷製本費 チラシ、ポスターの印刷代、コピー代等 

賄材料費 食材等 

通信運搬費 電話代、切手代等 

保険料 ボランティア保険、レクリエーション保険等 

委託料 専門性の高い業務に係る外部委託料 

使用料・賃借料  会場使用料、物品等のレンタル料等 

備品購入費 長期間保存・使用できる物品等 

負担金  視察、研修等における参加費等  

＊豊田市又は豊田市内の外郭団体で実施している他の補助制度の補助を受けてい 

 る事業は対象外となります。 

＊選考により、申請金額について査定させていただくことがあります。 

（２）事業のブラッシュアップ支援 

支援項目 支援内容 

①相談・助言等（伴走支援） 
事業の実施に係る相談に応じ、事業との連携や支援できる団体・機

関等とのマッチング等を行います。 

②目標設定 「ミライのフツー」の実現に向けた目標設定を行います。 

③仮想理事会の実施 

事業を応援する市民等の参加者を仮想理事に見立て、事業の進捗を

確認し、事業終了後を見据えた戦略づくりや様々な経営課題の解決

策について集中的に議論します。 

④ミライサポーターの派遣※ 
上記仮想理事会に参加する等、ミライのフツーの実現に向けたサポ

ートを行います。 

⑤広報・ＰＲ 市ホームページでの掲載等、事業に係る広報・ＰＲを行います 

⑥資金調達等 
事業の持続的発展を推進するため、支援者の発掘、採択団体とのマ

ッチング等により、出資や寄付等につながる支援を行います。 
    ※ミライサポーター･･･企業等から事業のサポートに携わる方を募集し、事業の課題解決に向け

たアドバイスや今後の進め方等について共に検討します 

 

申請方法 

交付要綱に規定する次の書類に記入のうえ、申請してください。 

【申請書類】豊田市ホームページでダウンロード又は企画課で配布 

補助金交付申請書（様式第１号） 

＜添付書類＞ 

・事業計画書 

・予算書 

・団体調書・構成員名簿 

・規約、会則又は定款等の写し 

【申請先】 

豊田市役所企画政策部企画課へ郵送又は電子メールで提出してください。 

【申請期限】平成２８年５月３１日（火）必着 

 

事業実施期間 

 平成２８年７月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 



スケジュール 

【選考まで】 

【採択後】 

 

募集説明会 

 事業の募集説明会を開催し、募集内容の説明を行います。＊任意参加 

 

 

 

 

申請を考えている団体等を対象に事業を計画・提案するための研修を開催します。＊任意参加 

 

 

 

 

 

選 考 

【書類選考】応募事業が多数の場合は、事務局による書類選考を行います。 

【最終選考】プレゼンテーション形式による選考を行います。５事業程度を選考します。 

  

 

 

■選 考 者：学識経験者、金融機関、企業、行政等で構成される選考委員会が選考します。 

■選考基準：革新性、実現性、社会性などの視点から総合的に選考します 

 

仮想理事会 

事業を応援する市民等の参加者を仮想理事に見立て、事業の進捗を確認し、事業終了後

を見据えた戦略づくりや様々な事業課題の解決策について集中的に議論します。 

 

 

 

 

 

＊第 3 回は中間報告会として開催 

 

成果報告会 

 採択団体が次年以降も持続的に事業を実施できるように事業成果を市民等に報告します。 

 

 

 

 

 

日程 4 月 26 日(火) ５月 9 日（月） 5 月 31 日（火） 6 月上旬 6 月 11 日(土) 

項目 募集説明会 
事前研修 

（計画づくり） 

申請書 

提出〆切 

書類選考 

（応募者多数の場合） 
最終選考会 

日程 6 月 30 日(木) 9 月 14 日(水) 11 月 19 日(土) 1 月 21 日(土) 3 月 

項目 
第１回 

仮想理事会 

第２回 

仮想理事会 

第３回 

仮想理事会 

（中間報告会） 

第４回 

仮想理事会 
成果報告会 

事前研修 

＜第１回＞日 時：平成２８年 ６月３０日（木）１９：００～２１：３０ 

＜第２回＞日 時：平成２８年 ９月１４日（水）１９：００～２１：３０ 

＜第３回＞日 時：平成２８年１１月１９日（土）１４：００～１６：３０ 

＜第４回＞日 時：平成２９年 １月２１日（土）１４：００～１６：３０ 

  

市民活動セとよた男女共働参画センター・情報交換室ンター・ホー 

日 時：平成２８年４月２６日（火）１９：００～２０：３０ 

場 所：とよた男女共同参画センター・情報交換室 

申込み：４月２５日（月）までに事務局へ電話又は電子メールで申込み 

日 時：平成２９年３月（土曜日を想定） 

日 時：平成２８年６月１１日（土）１０：００～１５：００ 

 場 所：崇化館交流館・第２会議室 

 

＜社会を変える計画づくり～ミライのフツーを目指して～＞ 

日 時：平成２８年５月９日（月）１９：００～２１：３０ 

 場 所：市民活動センター・ホール 

  



＜参 考＞ 
■豊田市地域自治区条例第４条第２項別表３（平成１７年９月３０日条例第９３号） 

区分 地域協議会の組織 構成員の定数(人) 

旭地域自治区 旭地域会議 20 以内 

足助地域自治区 足助地域会議 20 以内 

稲武地域自治区 稲武地域会議 20 以内 

小原地域自治区 小原地域会議 20 以内 

上郷地域自治区 上郷代表者会議 
上郷地域会議 

20 以内 
20 以内 

末野原地域会議 20 以内 

挙母地域自治区 挙母代表者会議 

逢妻地域会議 

20 以内 

20 以内 

朝日丘地域会議 20 以内 

梅坪台地域会議 20 以内 

崇化館地域会議 20 以内 

豊南地域会議 20 以内 

猿投地域自治区 猿投代表者会議 

井郷地域会議 

20 以内 

20 以内 

石野地域会議 20 以内 

猿投地域会議 20 以内 

猿投台地域会議 20 以内 

保見地域会議 20 以内 

下山地域自治区 下山地域会議 20 以内 

高岡地域自治区 高岡代表者会議 

前林地域会議 

20 以内 

20 以内 

竜神地域会議 20 以内 

若園地域会議 20 以内 

若林地域会議 20 以内 

高橋地域自治区 高橋代表者会議 

高橋地域会議 

20 以内 

20 以内 

益富地域会議 20 以内 

美里地域会議 20 以内 

藤岡地域自治区 藤岡代表者会議 
藤岡地域会議 

20 以内 
20 以内 

藤岡南地域会議 20 以内 

松平地域自治区 松平地域会議 20 以内 

 

 

■特定非営利活動促進法第２条別表（平成１０年３月２５日法律第７号） 

別表(第二条関係) 

(平一四法一七三・平二三法七〇・一部改正) 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動 

八 災害救援活動 

九 地域安全活動 

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動 

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動 

十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動 

十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

  

市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクト事務局（豊田市役所企画政策部企画課） 

≪住所≫〒471-8501 豊田市西町３丁目６０番地 

≪電話≫0565-34-6602 ≪ＦＡＸ≫0565-34-2192 

≪E-mail≫kikaku@city.toyota.aichi.jp ≪ホームページ≫http://www.city.toyota.aichi.jp/ 


