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次
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起
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①
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共
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②
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共
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プ
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③
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同
参
画
社
会
基
本
法

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

トライコース申請の流れ
①事前相談受付（要予約）
　〔市民協働推進課による書類審査〕
②補助決定、補助金交付
③事業終了後、実績報告書の提出
④令和３年３月　実績報告会で発表

■問い合わせ先
　　市民協働推進課　☎（32）8887

新規トライコース募集中！
　市民活動補助事業は、補助の区分によって、４つ
のコースに分かれています。
　現在、募集しているのはトライコースのみです。
市民活動にご興味のある方、熱意のある方、ご検討
ください。
■応募資格
•自主的に取り組む事業で、市民主体のまちづくり
の原動力となる効果が認められる事業であること
•原則として市内で実施され、今年度からスタート
する事業であること
•補助事業の実施期間中、事業の財源として本市ま
たは本市外郭団体等の他の補助金を受ける団体でな
いこと
•事業の実施計画が明確であること
•単年度ごとに成果が出る事業であること
■補助率　100%（補助対象経費に限る）
■補助の上限　5万円
■申込期限　８月31日㈪
※詳しくはQRコードから市ホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。

市ホームページ　市民活動補助事業のページ

広報しもつけ　2020.6

Shimotsuke
9

昨年度のけんこう広場deマルシェの様子

天平の芋煮会
健康ウォーク事業
（下野市健康推進員協議会）

えごのき塾
（下野ふれあい会）

キンボールスポーツ
ボランティア養成事業
（下野市スポーツ推進委員会）

若者サポート支援事業
（若者サポート・ハチドリ
の会）

ひなた会あおぞら食堂事業
（ひなた会あおぞら食堂）

マママグマルシェ事業
（マママグマルシェ実行委
員会）

　毎年天平の丘公園で開催される「天平の芋煮会」にあわせて、市
民と県内外の観光客に PRできる健康的なウォーキングイベントを
開催する。参加者に地元の史跡や文化財等を楽しんでもらいながら、
郷土愛の醸成と健康増進を図る。
　食育や寺子屋活動を通じて、子どもたちの思いやりや人の命を大
切にする気持ちを育てる。子どもたちと地域の大人が交流を図りな
がら、子どもの偏食（孤食）や児童虐待（DV）予防のほか、マナー
や交通安全を学ぶ機会につながる居場所づくりを目指す。
　キンボールは、子どもから高齢者まで楽しめるニュースポーツで、
2022 年開催の栃木国体のデモンストレーション競技として、本市
を会場に開催することが内定している。キンボールスポーツの普及
とスポーツボランティアを養成するため、各種講習会や出前講座を
開催する。　
　市内公共施設を活用して、引きこもりやニートなど悩みや困難を
抱える当時者とその家族を支えるための相談支援事業を行う。活動
範囲を市内全域に広げつつ、ポラリス栃木などの関連団体と連携を
とり、相談支援の一層の強化を図る。
　核家族化にともなう子どもの孤食や地域のつながりの希薄化への
対策として、多様な世代が交流できる食堂の運営を行う。保護者や
高齢者が集うことで、子どもたちの食育や学習支援だけでなく、新
たな居場所づくりに繋げる。
　市内で子育て中または子育てを検討している家族が集うマルシェ
イベントを開催し、新たなコミュニティの創出に繋げる。また、イ
ベントを通じて子育てしやすい下野市の魅力を市内外へ発信し、交
流人口の増加を目指す。

継続
３年目

新規
１年目

継続
３年目

継続
２年目

継続
２年目

継続
２年目

事業名（団体名） 事業内容 コース
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