
えがおポイント助成事業 
 
駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会は、市民の皆さんの 

  地域活動を応援しています。 
 
 

助 成 事 業 の 趣 旨 
                      

「駒ヶ根市えがおポイント事業」とは、市内企業・団体が実施するポイント交

付対象事業に参加するとポイントがもらえ、そのポイントをつれてってカードに

入力すると買い物に利用できる制度です。 

この事業の資金の一部を活用し、助成を行います。地域の課題に取り組む活動

を支援し、笑顔あふれる住み良い駒ヶ根市を創っていくことを目的としていま

す。皆様からの積極的なご応募をお待ちしています。 
 
申請期間  令和３年８月１７日（火）～ ９月１０日（金） 
 

〇申請までの手順 

 

1 申請用紙を下記のサイトからダウンロード（ぱとなにも申請用紙はあります） 

   

「令和３年度 えがおポイント助成事業関連サイト」 

   www.patona-k.com 
※ 応募にあたっては、「注意事項及び申請用紙記入の手引き」をご覧下さい。 

 
２ 「注意事項および申請用紙記入の手引き」を参考に申請書類を作成 

 

３ 申請書類を提出「令和３年９月１０日（金）必着」 

 

郵送または受付窓口に持参。（ＦＡＸでの事前申込は受付を致しません。）   

 

     

 

 

 

 
 

令和３年度助成事業 応募要項  

【送付・問い合わせ先】 

〒399-4112 

 駒ヶ根市中央 16番 7号 

こまがね市民活動支援センター「ぱとな」 

駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会 事務局 

電話 82-1150 FAX 82-1151 

Email: kmcenter@cek.ne.jp 

 



１ 支援内容 
 

 １ 助成の対象となる活動 

  ・駒ヶ根市内において、市民等（団体、グループ、個人）が主体となって継続的に地域

活動を行い、環境美化や地域活性化につながるもの。 

 

２ 助成期間・助成金額 

   【内訳】令和 3年度助成  助成総額 10万円程度（年 3件程度） 

 

２ 申請者の資格 
 

 ⑴ 原則として、駒ヶ根市に拠点を有する非営利活動をする団体、グループ 

   個人を対象とします。 

 ⑵ 活動実績の期間は問いませんが、助成金の受領を目的として立ち上げた 

事業については対象外とさせて頂きます。 

 ⑶ 政治的、営利的、宗教的活動等、類似的な活動は対象と致しません。 

 

３ 選考の基準と選考方法 
 
 ⑴ 選考の基準 

   ① 地域活動の経験 

     申請する活動団体または、グループ、個人が継続的に活動を有して 

いること。 

   ② 申請活動の内容 

     公益性・・・・対象地域のニーズに対応した有益な活動であるか。 

     自立発展性・・自助努力による持続性や広く市民へ活動の広がりが 

            期待できること。 

 ⑵ 選考方法・スケジュール 

  

 

 

 

 

 

 

 

① 審査方法・・・駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会助成事業認定審査会によ

り、書類審査により行ないます。 

①  活動調査・・・推薦による申請の場合には、対象となる活動団体の情報を調査

し、選考します。 
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公募期間 
（８月１７日 
～９月１０日 審 査 

助成金 

交 付 
活動広報 



４ 助成金交付決定及び通知 

 

   ⑴ 審査会において助成金交付対象候補団体を推薦後、協議会において 

     交付団体の決定を致します。 

   ⑵ 申請団体につきましては、交付の有無に関わらず、申請頂いたすべ 

     ての団体等に対してご通知致します。 

   ⑶ 審査の結果に係る内容等につきましては、ご回答できませんので、 

     あらかじめご承知おきください。 

   ⑷ 助成金交付決定後、申請者の活動が申請内容と異なる場合、また 

     は、虚偽による申請事項があった場合には、交付決定の取り消し、 

     または、助成金の返還をしていただく場合があります。 

 

５ その他 
   ⑴ 交付対象団体等の活動を広く市民の皆さんにお知らせすることから 

     交付決定の対象となった活動に関する情報や資料をご提出頂く場合 

     がありますので、ご協力をお願い致します。 

 

   ⑵ 資料の作成、または申請方法について不明な点やわからない事項に 

     つきましては、 

 

          こまがね市民活動支援センター「ぱとな」 

           電話 82-1150 FAX 82-1151 

           開館時間：午前 9：30～午後 6：30（火～土曜日） 

午前 10：00～午後 6：00（日曜日） 

           休  館  日：毎週月曜日、祝日（詳しくはＨＰをご覧下さい） 

 

      で、ご支援することができますので、お気軽にお出かけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度 えがおポイント助成事業 

 

注意事項および申請用紙記入の手引き 
 

申請の注意事項 

１ 当助成事業は駒ヶ根市内において、市民等（団体、グループ、個人）が主体となって

継続的に地域活動を行い、市民活動の先進的な事例となる活動が対象です。対象とな

る活動は、令和３年度中に活動を終了または継続中の事業に限ります。 

 

２ 助成金の応募は自薦、他薦を問いません。以下のような方が申請できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「令和３年度 えがおポイント助成事業関連サイト」www.patona-k.com からそ

れぞれの申請用紙をダウンロードできます。 

 

４ ｢申請書｣または｢推薦書｣以外に団体等の概要や活動内容のわかる資料を添付資料と

してご用意下さい。添付資料についての既定の様式はありません。 

 

５ ｢申請書｣または｢推薦書｣に必要事項を日本語でご記入の上、添付資料と共に下記住

所までご送付または直接窓口へご持参下さい。 

 

６ ｢申請書｣または｢推薦書｣はパソコンによる入力(申請書等の書式の変更は不可)か、

手書きの場合は黒ボールペンまたは万年筆にてご記入下さい。 

 

７ 申請書類の提出期限は、令和３年９月１０日（金）必着です。 

 

 問合せ先 

こまがね市民活動支援センター｢ぱとな｣ 

電話 ：82-1150 FAX：82-1151 

Email: kmcenter@cek.ne.jp 

住所 ：〒399-4112 駒ヶ根市中央 16番 7号 

駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会 

①駒ヶ根市内で地域活動をしてい

る団体や個人。 

②駒ヶ根市内で地域活動をしてい

る団体や個人を推薦したい方。 

様式第１号 えがおポイント助成

事業申請書に記入します。 

 

記載例 １を参考にご記入下さい。 

様式第２号 えがおポイント助成

事業推薦書に記入します。 

 

記載例 ２を参考にご記入下さい。 



様式第１号 

令和３年８月２０日 

 

えがおポイント助成事業申請書 

 

（申請先）駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会 

     

 

申請者  住所（所在地） 駒ヶ根市赤穂１２３４       

     氏名又は名称  ○○川愛護会         

     代表者     駒ヶ根一郎        ㊞   

     担当者     赤穂二郎           

     連絡先（電話番号） ８２－１１５０        

 

 えがおポイント助成事業の助成の助成を受けたいのでえがおポイント助成事業実施要綱の規定に

より申請します。 

 

地域活動の名称 令和３年度 ○○川アレチウリ駆除作業 

実施年月日 令和３年○月○日 

実施場所 △△地区 ○○川 

事業内容 
○○川の自然環境を破壊する外来植物アレチウリの駆除活動。 

事業の効果 

○○川の自然環境、生態系を回復させ、自然豊かな環境を次世代

に引き継いでいく。 

助成金の用途 

草刈り機が足りないので、１台購入する。 

添付資料 
会則、参加者募集のチラシ、活動の写真、新聞掲載記事等 

備 考  

つれてってカードの有無 
つれてってカードを  持っている   持っていない  
※ 該当する項目○で囲んでください。 

団体等の概要と活動内

容がわかる資料を添付

します。 

申請する団体又は個人の住

所、連絡先等の記入し、押印

をします。 

申請者が団体の場合は 

団体名義のカードの有

無、個人の場合は個人

名義のカードの有無を

お知らせください。 

記載例 １ 

助成金の使用方法を具

体的に記入してくださ

い。。 



 

様式第２号 

令和３年８月２０日 

 

えがおポイント助成事業推薦書 

 

（推薦先）駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会 

  

 

推薦者  住所（所在地） 駒ヶ根市赤穂１２３４５                 

     氏名又は名称                     

     代表者     赤穂太郎        ㊞  

     担当者                    

     連絡先（電話番号） ８３－２１１１      

 

 

 えがおポイント助成事業の助成金交付候補者として、    ○○○の会       を推薦

します。 

 

代表者名 
駒ヶ根花子 

所在地 駒ヶ根市中央１６－７ 

連絡先 ８２－１１５１ 

活動内容 
月1回、○○○会のボランティアによる、◇◇地区通学路歩道脇の

花壇整備 

推薦理由 

○○○会はボランティアによる花壇の整備を長年続けることで、通

学路を通る生徒児童の心を豊かに育み、地域の緑化に大きく貢献し

ている。先進的な事例として市内に活動を広報し、そういった活動

により多くの市民に取り組んで欲しいので推薦したい。 

添付資料 活動の様子のわかるもの、新聞掲載記事等 

備 考 
 

つれてってカードの有無 
候補者がつれてってカードを  持っている   持っていない  
※ 該当する項目○で囲んでください。 

 

推薦者が推薦する

団体の名称又は個

人の氏名を記入し

ます。 

推薦者が推薦する

団体又は個人の情

報を記入します。 

候補者を推薦する団体

又は個人の住所、連絡先

等を記入し、押印をしま

す。 

記載例 ２ 

団体等の概要や活動内

容がわかる資料等があ

れば添付します。 

候補者が団体の場合は
団体名義のカードの有
無、個人の場合は個人
名義のカードの有無を
お知らせください。 


