
助成金活用 入門講座

助成制度の紹介、申請書の書き方、採択後の作業

⑤ 9時30分～12時30分

日本財団 審査本部 和田 真

（2014年12月17日）



１９８０年 新潟県妙高市生まれ

２０００年～２００５年 米国の大学・大学院に留学

２００５年６月～ 日本財団に就職

海洋グループ、広報グループへの異
動を経て海洋グループで審査を担当
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自己紹介
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１．助成金とは？

２．助成金情報の収集

３．助成金申請書作成のコツ（ワーク）

４．まとめ＆質疑応答

＊途中で１５分程度の休憩を入れます。

本日の内容



本日の目標

１．「助成金」の性格や特徴を理解する

２．「自分に合った助成制度」を見つける方法がわかる

３．「採る」助成金申請書作成のコツを習得する
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こんなつもりで聞いていただきたい…

①自分がやりたいと思っている事業を想像する

②「来月締め切りの助成金」の申請書を自分が作成する

③講義、ワーク、話し合いも含めてとにかく吸収する
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１． 助成金とは？
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助成金：

事業や研究などを助けて成就させること。力を添

えて成功させること。（広辞苑より）

このセミナーでは…

NPOやボランティア団体などの非営利団体が、民

間の助成団体に申請書等を提出し、採択された際

に社会貢献のために使用できるお金のこと。

助成金とは？
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ちなみに

補助金：

不足を補うために出す金銭。特定の事業の促進を

期すために、国または地方公共団体が公共団体・

私的団体・個人に交付する金銭給与。

助成金とは？
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助成金と言っても…
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種類(例）

（１）募集方法 公募型 計画型

（２）対象団体 法人格必要 法人格不要

（３）活動実績 ○年以上 実績不問 立ち上げ支援

（４）対象経費 事業助成
（管理費無し）

事業助成
（管理費有り）

基盤助成

（５）自己負担 有り 無し

（６）使途 自由 制限有り 特定

（７）支払方法 前払い 精算払い

（８）選考方法 事務局審査 選考委員会 投票など

（９）期間 単年度 複数年度 継続

（１０）出し手 助成財団 行政・国 企業

制度は助成団体によって異なるので注意！

助成金とは？



「助成財団ってどんなところ？」

「助成財団の職員ってどんな仕事をしているの？」
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少し戻って自己紹介



「日本財団って何？」
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少し戻って自己紹介



「助成金」の話をすると…
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助成金とは？



「どういう事業が採択されやすいんですか？」

「人件費、助成金で賄ってもらえますよね？」

「少なくても５年間は助成金で活動を支援して欲しいのです」

「コネとかないとダメなんでしょ？」

「こんなにお金に困っているのに助成してくれないなんて！」

「良い活動をしていれば助成金はもらえるはず」
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助成金とは？
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助成財団にとって助成金・助成先の団体とは？

①目的を達成するための資金
・助成財団にもそれぞれ存在目的があるから、その目的を達成するた

めに、助成金（資金提供）という手段を使う

②団体が困っているから、資金が足りないから助けてくれるお
金ではない

・「かわいそう」「気の毒だから」「がんばっているから」という判断で支
援を決定することは無い

助成金とは？
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③助成先の団体は目的を達成するためのパートナー
・自分たちのもっていない手段（人、ノウハウ、現場）を持っているパー

トナー
・お互いに手段・強みを持ち寄ることで目的達成を目指したい
・パートナーだからこそ申請団体を慎重に選ぶ（審査する）

④ずっと活動・団体を応援しつづけてくれるお金ではない
・新たなニーズや団体を常に探しつ続けている
・良い事業や団体ほど助成金に頼らず、資金的に自立する

助成金とは？
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（総括）必ず押さえておくべき助成金の性格と特徴

①目的やレベルが合わない事業は対象にならない
助成金には必ず目的があるので、その目的に合わない事業はどんなに

良い事業でも対象にならない。

②事業助成が中心
多くの助成金は事業に対するものであり、団体の管理運営費や継続的

に発生するような費用は対象になりにくい。

③助成は単年度・単発が多い
単年度かつ単発の助成金が多いので、数年かかるような長期的な取り

組みが必要な事業に対しては継続的な支援は難しい。

④うまく活用するためには事務能力が必要
企画力、申請書作成力、事業遂行力、報告書作成力、情報発信力など

、様々な作業が発生するが、その多くは机上の事務能力が求められる。

助成金とは？
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「そもそも助成金の情報ってどこに行けばわかるの？」
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２ 助成金情報の収集
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①「助成金応募ガイド」の活用

・（財）助成財団センターのデータベース

・地域の中間支援組織等に問い合わせ

②最新の情報はネットやSNSで入手

・財団の公式サイトやアカウントを定期的にチェック

助成金の探し方
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③人脈を通じた情報は宝になる

・「生きた情報」を仕入れるには人間関係も重要

・とある新設された助成団体のお話…

④ライバルや先人を知り、己の糧とする

・他団体の経験は情報の宝庫

・CANPAN、ＮＰＯヒロバ等で同業者を探す

・助成団体、中間支援組織等のメルマガも活用

助成金の探し方
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⑤常に情報収集

・各種セミナーや勉強会へ出席（時には遠征すべし）

・中間支援組織や行政関係者との情報交換

⑥新しい視点で自分達の活動を見直す

・寄付の獲得や企業からの支援（CSR）の可能性も視野
に入れる

助成金の探し方
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助成財団センターデータベース （助成制度の検索）

http://www.jfc.or.jp/

CANPAN （助成制度、NPO法人の検索）

http://fields.canpan.info/

NPOヒロバ （NPO法人の検索）

http://www.npo-hiroba.or.jp/

助成金の探し方（具体例）
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Q 一度不採択になってもまた申請することは可能？

Q 同じ事業を複数の助成金に申請してもよいの？

Q 「○○費」は申請に計上してもよいの？

Q 報告書はどう提出すればよいの？

助成金の探し方（よくある質問）
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ワーク １-１

～模擬申請書に書いてみましょう～

助成金申請書作成のコツ
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ワーク １－２

～周りの方の申請書を読み比べてみましょう～

助成金申請書作成のコツ
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３．採るための助成金申請書の作成のコツ
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申請書の基本パターン

～申請書に記載する３つの大まかな項目～

① 申請団体の情報

② 申請しようとしている活動の内容

③ 事業予算や申請金額

助成金申請書作成のコツ
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「採るための助成金申請書」作成の１0ポイント

助成金申請書作成のコツ



30

①募集要項を熟読し、申請様式を頑なに守る

募集要項には助成団体の意図、選考基準などのヒントが盛りだくさ
ん。また、申請方法、必須の記載項目、文字制限などに申請の様式に
も注意。
※不明な点は電話やメールで問い合わせる。
※申請様式に合わないものはその時点で不採択になる場合も。

②記入例やサンプルを参考にする

記入例には、「こんな書き方をしてほしい」「こういう要素を入れてほし
い」という助成側の要望が伏線として入っている。

助成金申請書作成のコツ
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③わかりやすさを重視

申請書はエッセイではなく事業計画書。美しい文章表現や感動を誘
う文章などは不要。とにかく「正確でわかりやすい文章」を意識して作
成する。

※審査する側が「わからない」ままでは、「良い事業だ！採択しよう！」
とは絶対にならない。
※文章を書く前に、単語や分節の箇条書きから始めましょう。

④わかりやすい言葉を使用する

審査担当者は専門家とは限らないので、専門用語の羅列はＮＧ。
「全く知らない人に伝える」という意識が必要。

※専門用語に限らず、内輪の用語は思っている以上に多い。地名や
人物名にも一言説明を付けるとわかりやすい。

助成金申請書作成のコツ
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⑤解決策と実現性を具体的に記述

助成金で何ができ、それにより何がどう変わるのかを具体的に記述する。

※熱い想いや苦労話の羅列ではＮＧ。審査の視点は解決策、実現性、結
果。
※根拠のある「数字」や「事実」は審査員を冷静に、客観的に説得させる
武器になる。

⑥予算書は算出根拠を明確に

「だいたいこれくらいかかるだろう」という意識ではNG。お金の部分は間
違いないように記載をする。

※対象になる経費とならない経費があるので募集要項をよく確認。
※「○万円以上の物品購入には見積もり書を提出」の場合も少なくない。
※助成財団側も支援先のお金の使い方について責任が問われている。

助成金申請書作成のコツ
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⑦添付書類も精査する

会報誌、新聞掲載記事コピー、活動現場の写真等の添付資料の提出が
任意で求められることもある。添付する資料も申請内容に合わせて「量と
質」を選ぶこと。
※申請内容に沿った資料を添付すること。添付書類は自分達で選ぶこと
ができるので、絶好のPRチャンス。

⑧外部の視点を入れる

複数の目で見ることで、誤字脱字のチェックだけでなく、内容の推敲も可
能。

※過去にその助成金を獲得した人から読んでもらうのが理想的。
※自分達の活動を知らない人に読んでもらい、ちゃんと理解してもらえる
書き方になっているか？

助成金申請書作成のコツ
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⑨申請書を逆から読み直す
一度書いた申請書を１ページ目からではなく、最後のページから逆に

読んでみる。
※予算やスケジュールなど申請書として整合性が取れているか確認す
ること。
※「良い申請書」はどこから読んでも、全体像がイメージできる。

⑩期日には余裕をもって作成する
締め切り直前に資料請求、募集要項を熟読しているようでは間に合わ

ない。

※募集締め切りの時期は毎年ほとんどかわらないので、前もってスケ
ジュールを組んでおくこと。

助成金申請書作成のコツ
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ワーク ２－１

～先ほど書いた申請書を書き直してみましょう～

助成金申請書作成のコツ
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ワーク ２-２

～周りの方の申請書を読み比べてみましょう～

助成金申請書作成のコツ
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「採るための助成金申請書」を書く前に…

助成金申請書作成のコツ
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情報整理シート（別紙）の活用

申請書を書く前に、情報を整理（下書き）しておきましょう。

①申請書作成作業の効率化

②申請情報の「見える化」

③申請にかかる作業、情報やノウハウの蓄積

助成金申請書作成のコツ
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申請を検討する際に忘れてはいけない３つのポイント

①「きっかけ」資金であること
・新たな活動開始時、サービス内容の変更時等のきっかけとして活用
・団体の定常的な活動や管理費は対象になりにくい

②終了後の展開をしっかり考える
・助成金が終わった後、どう事業を続けるのか？

③自分たちの育成・元気につながる要素
・事業を通じて新しいノウハウ、専門性などを身につけられるか？
・助成金をもらうために事業をすることにならないか？

（おまけ）助成金申請の注意点
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申請後にも忘れてはいけない３つのポイント

①申請した情報の保存
・提出した申請書のコピーはもちろん、書いた内容の元データなどは整
理して保存しておくこと。

②申請した後の振り返りも重要
・団体内部で経験を広く共有。「次回採る」ための戦略を練る。

③採択されたら諸手続きに注意
・契約書の締結、振込口座情報の連絡、報告書… デスクワークも
・事務的な連絡以外にも担当者とのコンタクトを絶やさない。

（おまけ）助成金申請の注意点



まとめ＆質疑応答
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本日の目標

振り返りですが…

１．「助成金」の性格や特徴を理解する

２．「自分に合った助成制度」を見つける方法がわかる

３．「採る」助成金申請書作成のコツを習得する
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・ NPO・市民活動のための助成金応募ガイド

2014―助成財団 助成財団センター

・こうだったのかNPOの広報 武永勉

・月刊広報 ８月号～１２月号

参考図書
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「ためになったな！」

や

「わからなかった… 」

という点を振り返りましょう。

まとめ＆質疑応答
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ご静聴ありがとうございました

申請した後の結果などをお知らせください

日本財団 審査本部 和田真

＜ ma_wada@ps.nippon-foundation.or.jp ＞


