
本要項は，「学生企画事業まるごとサポート」に関わる重要な事柄を記載し

ています。必ず，手元に保管し，応募前・採択後・事業実施期間中に読んで

ください。

「学生のまち」と称される京都には，地域で多様な活動に取り組んでいる，又は取り組みたいと考えて

いる学生の皆さんが数多く存在します。しかし，活動するに当たって，活動資金の不足から実行に移

すことができない状況や，活動実績がないために資金や協力を得るのが困難な状況があります。そこで，

「輝く学生応援プロジェクト」の取組の一つとして，学生が京都のまちの活性化につながる活動や社会

に貢献する活動に挑戦するきっかけとなるよう，「学生企画事業まるごとサポート」を実施します。

pまるごとサポートだと，

ノウハウを学びながら活動

できるので， 初めて活動

する人も安心！

ドシドシ応募してね！
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１．支援内容・応募資格について　

学生団体が企画し、実施する京都のまちの活性化につながる、又は社会に貢献する事業を支援します。

支援金だけでなく，申請相談や事業のブラッシュアップ，合同ミーティング，成果発表会等を通じて，

事業や活動の企画・実施・評価に必要なノウハウを学ぶ機会が得られます。

また，学生団体同士がつながり，刺激し合いながら活動をより良くする機会もあります。

（１）支援対象：

平成２７年７月１２日（日）～平成２８年２月２９日（月）までの期間に，主に京都市内で

実施される京都のまちの活性化につながる取組，又は社会に貢献する事業。ただし，事業のブラッシュ

アップを行った内容を実施することを条件とします。

また，支援対象となる事業は１団体につき１事業とします。

※　以下の事業は支援対象外となります。

・　京都市の他の支援金や助成金・補助金等を受給しているもの。

　　サポートを受けようとする事業において，京都市の他の助成金・補助金と本学生企画事業まるごとサポートの併給

　　は不可とし，京都市が実施する他の助成を受ける場合には本学生企画事業まるごとサポートの支援を受けることが

　　できません。

・　政治，宗教又は営利を目的とするもの。

・　破壊行為又は暴力的活動を目的とするもの。

・　特定の思想の普及を目的とするもの。

・　公序良俗に反するもの。

（２）支援金額：

１事業１０万円を上限とし，事業計画に基づいた申請額や申請内容から判断し，支援金額を決定します。

（３）支援件数：

５団体 (予定 )

（４）応募資格：

　以下の２点を満たす学生団体を対象とします。

・　主に京都で活動しており，社会や地域に貢献している学生団体

・　輝く学生応援プロジェクト「学生 Place+」に団体登録している学生団体

　　（申請前に必ず団体登録が完了していること。）

※　団体登録には ,団体登録申込書と団体案内や事業チラシなど活動内容がわかる添付資料を提出（学生 Place+ まで持

    参）し，ヒアリングを受けることが必要です。応募締切日の１週間前には，登録を完了しているようにしてください。

※　団体登録詳細は，学生 Place+ のホームページを参照してください。

※　過去に輝く学生応援プロジェクトの「助成事業」「輝く学生サポート助成」

　　「活動資金サポート」に採択された団体も応募することが可能です。

（５）その他条件：

・　学生企画事業まるごとサポートの進め方や支援金支給についての説明、事業の組み立て方について

    学ぶことを目的に実施する「ガイダンス」に出席すること。

・　コーディネーターと事業計画のブラッシュアップを行うこと。

※  審査員からのコメントや事業ブラッシュアップにより、事業内容が申請時からは変更になる可能性があります。

・　事業実施期間中，活動状況の報告や相談、他の学生団体との活動ノウハウの共有などを目的に実施

   する「合同ミーティング」に参加すること。（８月より月 1回開催）
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※審査会には，主要メ
ンバー複数名での参加
が原則です。

・　事業終了後，実績報告書（事業報告書，収支決算書等含む）を次の提出期日までに提出すること。

　　提出期日：平成２８年３月３１日（木）

・　「輝く学生応援プロジェクト」事務局と円滑に連絡がとれる体制をつくること。

・　平成２８年３月開催予定の成果発表会・表彰式へ出席すること。

２．応募について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）応募期間：

　平成２７年５月１日（金）～６月１０日（水）１８：００まで（必着）

（２）応募方法：

申請用紙（交付申請書，事業計画書，収支予算書）に必要事項を記入のうえ，郵送又は持参（スタッ

フ対応時間のみ）にて学生 Place+ に提出ください。

申請用紙はホームページよりダウンロード，又は学生 Place+ にて入手できます。

※　提出していただいた書類は，返却しません。

※　個人情報については，輝く学生応援プロジェクト運営団体が責任を持って管理し，当事業

　　においてのみ使用します。

（３）申請相談：

　　申請相談対応期間：平成２７年５月１２日（火）～６月３日（水）

火曜日～土曜日のスタッフ対応時間内で相談を受け付けます。応募対象となる事業なのか，事業計画

をどのように立てればよいのか，申請用紙をどのように書けばよいのかなど，分からないことの相談

に応じます。予約が必要となりますので，学生 Place+ のホームページ内のカレンダーで空き時間を確

認のうえ，学生 Place+ まで御連絡ください。

３.審査について　

（１）審査方法：

プレゼンテーション審査及び事業ブラッシュアップ後に提出された書類を基に書類審査を実施し，支

援金の交付及び交付予定額又は不交付を決定します。 

ア　プレゼンテーション審査：

申請書類及び申請後のヒアリング内容を基に，プレゼンテーション・質疑応答による審査を行います。

審査は，次の（a）プレゼンテーション審査の審査基準に基づき，有識者・学識経験者等の審査委員が

行います。

プレゼンテーション審査により，申請件数を５件（予定）に絞ります。

 （a）プレゼンテーション審査の審査基準：

 以下の項目において総合的に判断します。

 【社会性】 　京都における地域の活性化につながる又は社会に貢献する活動であるか。

 【実現可能性】 　事業内容が具体的で，実現可能性があるか。また，提案事業を遂行できる体制が整っ

　　　　　　　　ているか。予算案と事業内容の整合性が取れているか。

 【チャレンジ性】事業内容に新たなことにチャレンジする要素が盛り込まれているか。学生ならでは

　　　　　　　　の視点で取り組まれているか。

 【発展性】 　事業を通じて団体の発展が期待できるか。または，更なる飛躍が期待できるか。
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　（b）プレゼンテーション審査結果通知：

  応募いただいたすべての団体に，審査結果を文書で通知します。

イ　事業ブラッシュアップ後の書類審査：

プレゼンテーション審査を通過した団体は，コーディネーターと事業のブラッシュアップを行い，ブ

ラッシュアップによる事業変更申請書（事業計画書，収支予算書も含む）を次の期日までに提出して

いただきます。提出された書類は，次の（a）書類審査の審査基準により審査し，支援金の交付及び交

付予定額又は不交付を決定します。　

　提出期日：平成２７年９月３０日（水）

　提出先：郵送又は持参（スタッフ対応時間のみ）にて学生 Place+ に提出

　（a）書類審査の審査基準：

  ・　プレゼンテーション審査の指摘事項を踏まえて事業の再検討・再構築がなされているか。

  ・　事業内容に実現可能性があるか。

  ・　予算案と事業内容の整合性が取れているか。

  （b）書類審査結果通知：

   プレゼンテーション審査を通過したすべての団体に，書類審査結果を文書で通知します。

４.支援金について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）支援金の使途：

対象事業を実施するために直接必要な次の経費に使用できます。
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  項   目           内    容

諸謝金   講師や外部協力者に対する謝金（団体構成員に対する諸謝金を除く。）

旅費・交通費  団体構成員及び運営スタッフの旅費及び交通費（事業の参加者の旅費・交通費を除く。）

通信運搬費  郵送料及び宅配便代金など

備品購入費  カメラなど必要な機材等の購入費

消耗品費  文具類，封筒及び紙など必要な消耗品等の購入費

印刷製本費  事業のチラシやリーフレット及び報告書等の作成・印刷経費

広告費   事業周知のためのポスター及び広告等の掲出料

賃借料   イベント会場，ミーティング会場等の使用料，機材等のレンタル料

図書資料費  事業実施に必要な書籍や雑誌等の購入費

保険料   団体構成員のボランティア保険料，事業のイベント保険料など

食材料費  事業実施に必要な食材料等の購入費

その他の経費  イベントステージの設営工事等の委託料など



次の経費は支援金から支出することはできません。

・　団体の運営・日々の活動に必要とする経費

　※　団体の運営経費と区別することができない経費（電話代，ガソリン代，団体の事務所の賃借料等）も含む。

・　団体構成員への人件費

・　交際費

・　飲食費

　　会議や交流会等の水・茶・菓子代・食事代，団体メンバーの昼食代等（ただし事業実施に必要な　 

食材料費を除く。）

・　個人給付的な経費

福引やゲームなどの賞品・景品，個人の講座や研修参加費等

・　必要性が認められない経費

・　領収書がない経費

（２）支援金の支払い方法・時期：

支援金は２回に分けて支払います。１回目は，支援金の交付決定後に，交付予定額の半額を支払います。

２回目は，事業報告書類審査後に支援金額を確定し，確定した支援金額から既に支払った金額を差し

引いた額を支払います。

５.成果発表・表彰について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）成果発表会：

事業の成果を社会へ発信するとともに，社会的成果，組織としての成長，発展をたたえることを目的に，

平成２８年３月に成果発表会・表彰式を開催し，特に活動内容が優れていた団体に賞状と賞品を贈呈

します。また，発表会来場者の投票で「共感賞」を選び，選ばれた団体に賞状を贈呈します。

・　優秀賞１団体・・・賞状，賞品

・　共感賞１団体・・・賞状

※　当日は，プレゼンテーションにより成果発表をしていただきます。

※　来場者には，発表を聞いて，一番共感できた取組に投票していただきます。

６. 決定の取消し等について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次のいずれかに該当するときは，支援金交付の決定の取り消し，又は支援金額を変更することがあり

ます。また，既に受け取った支援金があるときは，全額又は一部の返還を求めます。

（１）事情変更による決定の取消し：

①　天災地変等，交付の決定後に生じた事情の変更により，事業を継続できなくなったり，継続する

　　必要がなくなった場合。

②　団体の責任に帰すべき事情によらない場合で，事業の遂行に必要な手段を使用することができな

　　い，支援金以外の経費を負担することができない等事情の変更により，事業を遂行することがで

　　きなくなった場合。
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（２）不正等による決定の取消し：

①　虚偽の申請・報告等，不正の手段により支援金を受けようとした場合，又は受けた場合。

②　支援金を他の事業に使用した場合。

③　本要項に掲げる条件等を満たさない場合。

④　事前に承認を受けずに採択事業の内容を大幅に変更したとき。

⑤　定める期日までに実績報告書（事業報告書，収支決算書等を含む）の提出がない場合。

７.スケジュールについて（予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プレゼンテーション審査の通過後（後に支援金不交付の決定を受けた場合を除く。）は，以下について

出席が必須です。

・　ガイダンス

・　事業ブラッシュアップ

・　合同ミーティング

・　成果発表会・表彰式

また，支援期間終了後に実績報告書（事業報告書および収支決算書等含む）の提出も必須になります。

スケジュール（予定）

募集開始     平成２７年５月１日（金）

事業説明会     平成２７年５月２０日（水）

申請相談（事前予約制）   平成２７年５月１２日（火）～６月３日（水）

応募締切 [１８時必着 ]   平成２７年６月１０日（水）

審査会に向けてのヒアリング   平成２７年６月１２日（金）～１７日（水）

審査会（プレゼンテーション・質疑応答） 平成２７年６月２７日（土）午後

プレゼンテーション審査結果通知  平成２７年７月９日（木）

ガイダンス     平成２７年７月１２日（日）午後

事業ブラッシュアップ    平成２７年７月１４日（火）～９月３０日（水）

支援金の交付・不交付決定通知  事業ブラッシュアップ書類提出後３０日以内

支援金支払     支援金交付予定額の半額を支払

    毎月第３木曜日１９時～２１時３０分 

      ８月２０日より開始

成果発表会・表彰式    平成２８年３月中旬（予定）

実績報告書提出締切    平成２８年３月３１日（木）

     実績報告書類を審査のうえ，支援金交付金額を確定し， 

      確定した額から既に支払った額を差し引いた額を支払

※　スケジュールの詳細については，学生 Place+ のホームページに随時掲載しますので，御確認ください。

合同ミーティング

支援金支払
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応募・問合せ先

輝く学生応援プロジェクト「学生 Place+」（がくせいプラス）
【スタッフ対応時間】　　火曜日～土曜日　14:00 ～ 21:30

　　　　　　　　　　　日曜日　9:30 ～ 17:00（月曜休館）

　　　　　　　　　　　※団体登録ヒアリングや活動相談，まるごとサポート申請相談等は火曜日～土曜日のみ。

【住所】 〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る　キャンパスプラザ京都１階

【電話番号】 ０７５－３５３－３１０７（スタッフ対応時間のみ）

【Fax 番号】 ０７５－３５３－３１０８

【E-mail】　info@kagayaku.st

【ホームページ】　http://www.kagayaku.st

【アクセス】

輝く学生応援プロジェクトについて

輝く学生応援プロジェクトとは，京都市の人口の約 1 割に当たる学生の力を，京都の活性化，｢京都力｣

向上，未来の京都づくりにつなげるため，京都のまちの活性化や社会に貢献する学生の活動を総合的

にサポートする取組です。活動拠点となる学生 Place+ の運営や，各事業の実施を通じて学生の活動を

応援しています。

施策・制度に関するお問合わせ先　 　　　　　　　　　　　　　　　

京都市総合企画局総合政策室大学政策担当

【電話番号】 ０７５－２２２－３１０３

【FAX 番号】 ０７５－２１２－２９０２

JR 京都駅

駐車場 駅ビル

駅前バス

ターミナル

京都中央
郵便局

キャンパスプラザ京都

ビックカメラ

烏
丸
通

西
洞
院
通

京都タワー
下京区総合庁舎

塩小路通     各線「京都駅」より徒歩 5分　

     ※　キャンパスプラザ京都 1階に学生 Place+ はあります。
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