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１． 市民活動・NPO 月間 2018

募集要項
事業概要

【実施目的】
NPO 法の施行月である 12 月を市民活動・NPO 月間と定め、県内各地で市民活動・NPO について集中的に広
報・啓発を行うことにより、活動に対する県民の理解を深め、参加につなげることを目的としています。

【主催】
・三重県
・みえ市民活動ボランティアセンター（指定管理者：特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター）

【共催】
日本政策金融公庫

【後援】
三重ソーシャルビジネス支援ネットワーク

２． 第 2 回

三重 NPO グランプリ

参加団体

募集内容

【実施目的】
三重県内の市民活動センターや中間支援組織等と連携し、県全域で NPO 活動についての啓発を行うと共に、
県内各地の NPO 等の非営利組織（法人格の有無は問わない）が取組む活動や事業について発表していただ
く場を設けることで、県民の方への NPO 活動に対する理解を深め、参加・参画につなげることを目的とし
ています。また、それぞれの NPO 活動に個性があり違いがあるということを踏まえつつ、その中でも、こ
れからの時代を生き抜くための指針となる NPO 像が示されることにより、県民の方にとってより NPO が身
近なものになるとともに、NPO 関係者にとっては目指すべき方向性の 1 つが見えることを期待し「三重 NPO
グランプリ」を開催致します。

【参加対象】
三重県内を拠点としている、市民活動団体・NPO 等を始めとする非営利組織（法人格の有無は問いません）
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【三重 NPO グランプリの流れ】

応募期間

予選

本選

プレゼンテーション

プレゼンテーション

書類選考

応募書類の提出

書類のみの審査

書類選考を通過した 8 団体が

各地域の予選を 1 位で通過し

プレゼンテーションを行う。

た計 8 団体がプレゼンテーシ
ョンを行う。

【予選の開催地域】
予選は、活動拠点に該当する地域の予選会に参加し、プレゼンテーションをしていただきます。

■地域 1（桑名市、いなべ市、東員町、木曽岬町、菰野町）
■地域 2（四日市市、朝日町、川越町）
■地域 3（津市）
■地域 4（亀山市、鈴鹿市）
■地域 5（伊賀市、名張市）
■地域 6（松阪市、明和町、大台町、多気町、大紀町）
■地域 7（伊勢市、志摩市、鳥羽市、玉城町、度会町、南伊勢町）
■地域 8（尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町）

【NPO グランプリに関する注意事項】
「書類選考・予選・本選」の共通の注意事項
■昨年度のグランプリ、準グランプリの団体は、1 年間応募ができません。
■本選出場団体が辞退した場合は、予選にて次位の団体に本選出場をお願いします。
∟本選への辞退表明は、2018 年 11 月 30 日（金）までに事務局に連絡してください。

「予選」に関する注意事項

「本選」に関する注意事項

■予選に参加できるのは、1 地域 8 団体までです。

■プレゼンテーションの前に、1 分間の発表団体の紹

■応募締切後に、申請書の修正期間があります。

介があります。
■プレゼンテーションの時間は 1 団体 6 分間です。

■各地域、3 団体以上の応募がある場合に限り、予選

■各団体に審査員から 4 分間の質疑応答があります。

を行います。
■応募数が 2 団体以下の場合、近隣の地域と合同で
予選を行う予定です。
■プレゼンテーション時間は 1 団体 6 分間です。
■各団体に審査員から 4 分間の質疑応答があります。

2

【スケジュール】
（１）応募期間（7/11～8/31）
三重 NPO グランプリ出場のための応募期間。

◆参考① 第 1 回 NPO グレードアップセミナー（8/18）
岡山 NPO センターの石原さんをお迎えして「岡山県から学ぶ １から始める調査の方法～地域に必要と

される支援～」を開催します。書類作成等のヒントにしていただければと思います。（※参加は任意）
・日時：2018 年 8 月 18 日（土）13:00～16:00
・場所：みえ県民交流センター（三重県津市羽所町 700 アスト津 3 階）

（２）事務局からのフィードバックと再提出期間（9 月中）
事務局で応募書類を確認し、フィードバックさせていただきます。
※再提出は任意です。再提出の有無自体は審査の点数に影響しません。

（３）書類選考

結果発表（10 月上旬）

審査員による書類選考と結果発表

◆参考② 第 2 回 NPO グレードアップセミナー（10 月中～下旬）
2017 年度 NPO グランプリのグランプリと準グランプリ団体からのプレゼンテーションのコツをお聞
きします。※内容は変更になる可能性があります。※参加は任意となります。

（４）予選（11 月上～中旬）
三重県 8 地域で予選会を開催します。書類選考を通過した団体（1 地域、最大 8 団体）でプレゼンテーシ
ョンを行い、1 位を決めます。

（５）本選（12/16）
場所：アスト津 3 階

みえ県民交流センター

8 地域の予選で 1 位になった団体は、12 月 16 日（日）に開催する「三重 NPO グランプリ本選（以下、本
選）」で、プレゼンテーションをしていただきます。本選では、グランプリ、準グランプリの 2 団体を決
定し、活動応援金をお渡しします。

★グランプリ（1 位）：15 万円

★準グランプリ（2 位）：5 万円

※総額：20 万円
※3 位～8 位の団体には、10,000 円+交通費（最大 5,000 円）をお支払いたします。
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【書類選考の基準】
※以下の内容について書類選考いたします。
①：課題を明確に捉え活動できているか。 （5 点満点）
②：①の課題から対象を明確に特定できているか。

（5 点満点）

③：団体の将来像ではなく、地域社会の将来像を描けているか。 （5 点満点）
④：③を目指すことが可能な活動か。 （5 点満点）
⑤：成果・効果が社会課題の解決や目指すべき地域社会の将来像につながっているか。つながりそうか。
（5 点満点）
計 25 点満点。
1 つの地域で 9 団体以上の応募があった場合は、点数の上位 8 団体が書類選考通過となります。

３． 提出書類について
以下の書類をメール、郵送、窓口のいずれかにて、申込先へご提出ください。
■申込書、前年度の会計報告書類【必須】

※ただし NPO 法人の場合、会計報告書類は不要

■団体の活動がわかるパンフレット等【任意】 ※A4 サイズ 4 枚まで

＜提出締切：2018 年 8 月 31 日（金）

22:00 必着＞

【申込先・問合せ先】
みえ市民活動ボランティアセンター
（みえ県民交流センター 指定管理者：NPO 法人みえ NPO ネットワークセンター）
〒514-0009 三重県津市羽所町 700 アスト津 3 階
電話：059-222-5995

FAX：059-222-5971

メールアドレス：center@mienpo.net

HP：http://www.mienpo.net/
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