
１．新設ＮＰＯ法人の紹介

２．各種情報

３．Information（助成金や募集など）

No.152

2020

ボランティア・ＮＰＯ活動ニュース県北版　「んだすなＮｏ．152」2020 年 7 月号　（2020 年 7 月 17 日発行）

『んだすな』には、人と人が願いを共感し、協力しあえたらという想いが込められています。
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ふむふむ…

水害ボランティアは、装備や心構えが大切です。左画像
の認定特定非営利活動法人レスキューストックヤードが
発行した『水害ボランティア作業マニュアル』をご紹介
します。

マニュアル内では「廃棄するものでも、家族にとっては
大切な思い出のつまった物ばかりです。取り扱いには十
分配慮しましょう。被災された方の気持ちやペースにあ
わせよう。お話をたっぷり聞こう。真剣さと笑顔を織り
交ぜて。塩分と休憩はしっかりとろう」などが呼びかけ
られています。他にも感染症対策、必要な装備、道具な
どたくさんの情報がつまっています。

疲れている被災者や現地の負担にならず、相手を尊重し、
自己管理をすることは大前提です。自身のボランティア
活動に責任をもちましょう。

（出典：認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード）

7 月豪雨の被災地では、多くの災害ボランティアセンターがいずれも、ボランティアの募
集範囲を当該県内・市町村内に限って募集しています。事前に情報収集をしましょう。な
お、現地に負担がかかる直接の電話問合せは控え、インターネットで自分で調べましょう。
全社協は各地のボランティア募集状況の一覧をウェブサイト（上記ＱＲコード）に掲載し
ています。新型コロナウイルス感染が懸念される現在の状況下で、県及び被災市町村の意
向をふまえ、被災地の状況や情報をよく確認しましょう。

スマホなどで
ダウンロードして
みましょう！

7月豪雨災害特設
ページ（全社協）



　１．新規設立ＮＰＯ法人の紹介

�

理事長　米澤　訓　さん

　私たち「森吉山四季美湖」は会員十数名のボラン
ティア団体で、森吉山ダム様田地区広場に桜等を植
樹することで市民の癒しの広場を建設し、また登山
者の安全のために登山道を整備することをもって、
森吉山を中心に据えた地域観光事業の促進及び地域
環境の保護に寄与することが目的です。

　 昭和４７年７月、米代川一帯は戦後最大の大洪
水に見舞われ、甚大な被害を被りました。この洪水
をきっかけに森吉山ダム建設は計画されました。平
成２４年３月竣工し、農業用水・水道水・発電など
環境にやさしいダム建設当初、完成時には市民の憩
い場となるダム公園の設置も付記されていました
が、長い建設工事の中で計画は風化し造られること
はありませんでした。地域住民は癒しの広場を希望
し、平成２３年４月ボランティア団体「森吉四季美
湖を守る会」を結成、森吉山ダム周辺の広大な土地
に手づくりの市民公園建設を目的に毎年４０～５０
本の桜や広葉樹等の植樹を行い景観づくりを進めて
きました。（一番最初の植樹参加者は、阿仁前田小
学校の生徒 69 名の生徒たちで、桜の成長もさるこ
とながら、子供たちの成長も楽しみです。）

　○設立認証年月日
　　令和２年（2020 年）4 月 9 日
　○お問合せ先
　　yonezawa@ck2.so-net.ne.jp
　　米澤　訓
　　秋田県北秋田市鷹巣字東中岱 7-2

　ダム湖を背景とした市民公園を建設し魚釣り、
ボート遊び、自然に触れ癒しの場になど多様な活用
の仕方により、地域の活性化に資することを願って
活動していきます。
　資金・人員・資材の獲得などの課題を皆様のご協
力を頂きながら乗り越えて行くつもりです。

●団体の活動について●

●今後について●

特定非営利活動法人 森吉山四季美湖

　植樹した樹木の数も、桜の木約４５０本、その他
広葉樹約３００本ほどになり令和元年５月、成長し
開花した桜の花見を実施し、９月には「ダム湖祭り」
も開催されました。これら活動をこのたびのＮＰＯ
法人化でさらに恒常的な活動としていきます。

四季美湖は東京ドーム 2 個分の大きさ四季美湖周辺の草刈り作業のようす



�

２．各種情報　

秋田県地域づくり推進課が行う募集

４７コロナ基金

「NPO のための新型コロナウイルス対応お役立ちサイト」

チェックしてみましょう！→

新型コロナウイルスによって影響を受けている NPO（市民活動団体）に役立つ情報をお知
らせすることを目的に、「市民活動三体のための新型コロナウイルス対応お役立ちサイト」
がオープンしています。
支援情報や IT 活用による運営アイディアなどの情報提供の役割も担い、NPO からの相談
の FAQ や提言活動も掲載・報告が掲載されています。
さまざまな困りごとがある場合、ここをみて情報収集を行うことをおすすめします。

国でこのコロナ禍を乗り切ろうという取り組みとして６/ １より開始。預った寄付
を基に、全国各地のコミュニティ財団や NPO 支援センター、地域づくりセンター
などと連携して、この危機的な状況を支えようと現場で踏ん張るＮＰＯ、企業、医
療者等の支援を地域のニーズに応じて設計した取り組みで支援されます。応援した
い都道府県を選んで寄付をしてみましょう（※寄付金控除対象）。

チェックしてみましょう！→

令和２年度若者チャレンジ応援事業（補助金）の第２回募集
２０２０年７月１日（水）から８月３１日（月）まで
若者ならではのアイデアを生かした地域の元気を創出する戦略的な取組
原則県内在住の１８歳以上４０歳未満の個人（高校生等を除く）
またはそれらの個人で構成される団体（会社等を除く）
１００万円／年、総額２００万円／補助期間

募集期間

地域づくり活動応援事業（補助金）の再募集
２０２０年７月１４日（火）～８月２５日（火）まで
地域づくりを行う民間団体（ＮＰＯ、地域おこし団体、ボランティアグループ、学生グループ等）
１．地域の賑わいづくりに向けた取り組み　
２．地域の生活課題解決に向けた取り組み
３．先進技術を活用した地域課題解決に向けた取り組み
補助率：補助対象経費の１／２、補助上限額：６００，０００円

募集期間
対　象

助成額

対　象

助成額

若者活躍プラットフォーム構築事業「あなたラボ」の参加者を募集
２０２０年７月２２日（水）
原則、県内在住の１８歳以上３９歳以下の若者（高校生は除く）
交流会の開催（全４回）及びＳＮＳを活用した交流プラットフォーム運営等

申込期限
対　象

開催概要

問合先

新型コロナウイルス関連情報

あきた未来創造部 地域づくり推進課
TEL 018-860-1237 FAX 018-860-3875 Email chiiki@pref.akita.lg.jp

活動アイデアのブラッシュ
アップや仲間づくりに！

スキルアップの研修費やイベ
ント開催経費などに活用でき

ます！

9月上旬に秋田市内で
審査実施予定



秋田県北部市民活動サポートセンター

〒 017-0842　大館市字馬喰町 48-1（北部男女共同参画センター内）
TEL.0186-49-8553 ／ FAX.0186-49-8589
[ ＨＰ ]https://akita-north-civic-act.jimdo.com/

[Facebook]https://www.facebook.com/akita.north.civic.act/

編集　　　特定非営利活動法人 秋田県北ＮＰＯ支援センター
編集人　　髙坂 翔
発行　　　秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課

INFORMATION

編
集

後
記

開館時間 月火水金 9：00 ～ 21：00、土日 9：00 ～ 17：00
　　　　　木曜と年末年始（12/29 ～ 1/3）は休館

■県央部
あきた中央市民活動サポート
センター
秋田市上北手荒巻字堺切
24-2
電話 018-829-5801

■県南部
南部市民活動サポート
センター
横手市神明町 1-9
電話 0182-33-7002

【県央部、県南部の相談はこちら】

NPOの便利帳

【サポセンで配布中】

コミュニティビジネス
ガイドブック 2018

サポセンの
twitter アカウント
@akita_n_saposen

　　…  対象　　　…  募集期間　　　…  助成等内容  　　 …  問合せ先 期 問助対

熊本県内の豪雨災害で、とある

サッカーのジュニアチームが半

そで・短パン・スニーカーなど

の軽装で水害ボランティアを行

うようすをメディアが紹介し、

物議を醸しました。破傷風など

感染リスクが高い状態での作業

は、twitter などで多くの指摘が

相次ぎ、チームは後日謝罪しま

期

助

問

対

●「トヨタ環境活動助成プログラム」
　2020 年度 助成プロジェクトの募集
　【トヨタ自動車株式会社】
　民間非営利団体
　（NPO・NGO、公益法人および法人格を持たない任意団体やグループを含む）

　2020 年 4 月 6 日（月）～ 9 月 3 日（木）必着
　100 ～ 700 万円 /1 件あたり
　トヨタ環境活動助成プログラム事務局
　Email tmc-ecogrant@g500.jp

期
助
問

対

● Panasonic NPO/NGO サポートファンド
　 for SDGs ［国内助成］2020 年募集
　【パナソニック 株式会社】
　国内の貧困の解消、または、貧困と関連のある問題の解消に取り組む NPO ※条件あり
　2020 年 7 月 16 日（木）～ 7 月 31 日（金）必着
　上限 100 万円～上限 200 万円
　特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
　〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MI ビル1階 　
　TEL 03-5623-5055 FAX 03-5623-5057 E-mail support-f@civilfund.org

した。個人的に思ったのが、こ

れを疑問もなくメディアが美談

として取り上げたことも問題だ

ということです。ボランティア

をはじめ市民活動のみならず、

課題解決を次の世代へと無自覚

で乱暴な押しつけをしてはいけ

ないことを、大人が認識する必

要があります。（髙坂）

●新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
　日常生活に困難を抱える子どもと家族への緊急支援活動
　【実施：社会福祉法人 秋田県共同募金会】
　県内における社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、　一般財団法人、
　公益社団法人、公益財団法人及び法人格を持たないボランティア団体・福祉団体
　2020 年 5 月 15 日（金）～ 8 月 31 日（月）
　１団体あたり２０万円まで（募金状況等により調整）
　社会福祉法人 秋田県共同募金会　〒010-0922　秋田県秋田市旭北栄町1-5 
　秋田県社会福祉会館内2階  TEL 018-864-2821　FAX 018-895-7513

期
助
問

対

募集期間が
延長されました

期
助
問

対

● 2020 年度の助成金申請
　【公益財団法人 SBI 子ども希望財団】
　「児童養護施設」における「地域小規模児童養護施設」の新設、
　または「分園型の小規模グループケア」の新設 
　2020 年 8 月 30 日（月）必着  
　上限 200 万円
　〒 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー 19F 
　TEL 03-6229-1003 FAX 03-3582-0686 
　Email sbichildren@group.co.jp

期
助
問

対

●第 16 回 住まいのまちなみコンクール
　【一般財団法人住宅生産振興財団】
　地域の維持管理活動を行っている団体であること。たとえば町内会、自治会、管理組合、
　建築協定に基づく運営委員会、地域NPOなど。法人格の有無は問わず　※他条件あり
　2020 年 5 月 1 日（金）～ 8 月 24 日（月）必着
　国土交通大臣賞　1点／賞状、住まいのまちなみ賞　4点／賞状　※受賞5団体に対しては、
　維持管理活動の推進のための調査検討経費を支援。50万円（1団体・1年あたり）を3年間支援
　（一財）住宅生産振興財団内　住まいのまちなみコンクール事務局　担当：松岡
　〒 105-0001　東京都港区虎ノ門 3-11-15　SVAX TT ビル 5 階　
　TEL 03-5733-6733　FAX 03-5733-6736

期
助
問

対

● JT SDGs 貢献プロジェクト
　【公益社団法人日本フィランソロピー協会】
　原則、法人（営利／非営利等の法人格は問わない）であること
　※他条件あり
　通年 
　1 法人 1 事業を対象とし、上限 200 万円
　JT SDGs 貢献プロジェクト外部事務局
　〒 100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 244
　公益社団法人日本フィランソロピー協会内
　Email jt_sdgs@philanthropy.or.jp

●地域助け合い基金
　【公益財団法人 さわやか福祉財団】
　非営利の組織であること。法人格の有無は問わない。
　※自治会・町内会、地域の住民グループ等、個人の活動以外申請可能

　２０２０年５月１８日から常時実施。寄付は時期を問わず、配分は随時
　10 万円～ 20 万円
　公益財団法人さわやか福祉財団　　
　〒 105-0011 東京都港区芝公園２－６－８ 日本女子会館７階
　TEL 03(5470)7751　FAX 03（5470）7755
　Email mail@sawayakazaidan.or.jp

期
助
問

対

期
助
問

対

●地域づくり活動応援事業（補助金）の再募集
　【秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課】
　地地域づくりを行う民間団体
　（ＮＰＯ、地域おこし団体、ボランティアグループ、学生グループ等）　※他条件あり
　2020 年 7 月 14 日（火）～ 8 月 25 日（火）まで
　補助率：補助対象経費の１／２、補助上限額：600,000 円
　あきた未来創造部 地域づくり推進課
　TEL 018-860-1237 FAX 018-860-3875 
　Email chiiki@pref.akita.lg.jp


