
『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業について（発展支援金分）         

～ 令和 2年度 募集要領 ～ 
 

１．事業の趣旨 

     松山市では、小説『坂の上の雲』を活かした“松山ならでは”のまちづくりを進めており、

主要施策として、小説ゆかりの史跡や地域固有の資源が点在するまち全体を屋根のない博物館

と捉え、回遊性の高い物語のあるまちにしようとするフィールドミュージアム構想に取り組ん

でいます。 

     本発展支援事業は、３年間支援事業を受けた団体による、過去の経験・知識を活かした自立

的かつ発展的な事業に対し支援を行い、小説『坂の上の雲』ゆかりの史跡や地域固有の資源の

魅力をより多くの人に発信し、足を運んでもらうことによって、フィールドミュージアムの実

現につなげることを目的としています。 

 

２．対象・条件 

（１） 支援対象 

『坂の上の雲』のまちづくり、フィールドミュージアムの実現に向け、団体が行う地域資源の活用策 

及び啓発など 

 

【対象事業】 

① 『坂の上の雲』のまちづくりに関する啓蒙、普及事業 

例．まちづくりに関する調査、パンフレット製作、ワークショップ・シンポジウム・イベント開催、

ホームページ製作、広く市民に対する人材育成等 

② 『坂の上の雲』のまちづくりに関する環境等の整備事業 

例．地域資源等清掃活動、案内板設置、イベント開催に伴う会場の修繕・保全等 

③ その他、目的達成に必要な事業 

※ ３年間支援事業を受けた団体のステップアップを目指して新たに取り組む事業。あるいは

現在、継続的に実施している事業又はこれまで実施したことのある事業に＋α（プラスアル

ファ）の提案や手法を加えた新規性・発展性の高い事業とする。 

※ 旅行業法（昭和 27年法律第 239号）その他の法令等に反するものは該当しません 

 

【対象事業数】 

１事業とする。 

※ １事業とは、単体のイベント等のほか、複数のイベント等を同一日に実施する事業や、同じ

内容を複数回開催する事業など、１事業として実施することが望ましいと審査委員が判断す

るものを含みます。 

 

     （２） 実施時期 

【支援期間】 交付決定日（令和２年７月上旬）～令和３年１月末日（７ヶ月間） 

  

 

 



（３） 団体要件（『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業を３年間受けた団体） 

ア  まちづくりに関心があり、実質的に団体として機能していること 

イ  構成員は 5人以上とし半数以上が市内在住であること 

ウ  事業の遂行及び会計等の管理能力のある代表、副代表、監事などに類する 

２０歳以上の役員を置くこと 

エ  専ら、営利を目的としないこと 

オ  政治、宗教活動を目的としないこと 

    カ  規約などが制定され年度事業計画を有すること 

 

（４） 支援金の交付回数 

・支援金は 1団体に対し、同一年度に一回限りとして、２回まで交付します。 

 

３. 支援の決定 
提出書類審査により、採択または不採択を委員会が決定します。 

 

４．支援金について 

（１） 支援金総額 

【予算額】 ２，７００千円程度 

※予算額は、普通支援金と発展支援金の総予算額となります。 

【団体数】 委員会の決定によります。 

                                                                                               

（２） 1件当たりの支援金額 

【支援金額】 支援金額の上限は、５０万円 

  

 １回目・２回目  次の①、②のうち低い額 

①支援対象経費に１／２を乗じて得た額以内 

②支援対象経費から当該支援金を除く収入を差し引いた額 

 

ただし、予算の範囲内とします。 

※ 支援団体数や評価内容により、申込時点の支援額どおりの交付にならない場合もあります。 

 

（３） その他 

・国、県、市等、他の補助金等の交付を受けている事業は、支援対象から除きます。 

・支援額は、千円未満切捨てとし、委員会が決定します。 

・変更等を生じる場合は、速やかに委員会に報告するとともに、原則、変更等申請により 

承認を得る必要があります。 

・事業実績報告書に基づき、支出額から収入額（当支援金を除く）を差し引き支援金の額を確定しま

すので、事業開始時に交付する支援金の額と支援金確定額の差額は返還していただくこととなりま

す。 

・領収書のないものは、支援対象経費から除きます。 



（４） 支援金の使途 

【対象経費】 

   以下のとおりとします。 ただし、申込された事業費に適用するものに限ります。 

費 目 
経費の 

種類 
具 体 例 

 

◎賃金 賃金 

団体構成員での対応が、質・量的に困難な場合における、アルバイト等の

一時的労務に対する対価 

イベント開催等における会場設営や交通誘導等 

◎報償費 

謝金 講師・専門家への謝礼金等 

賞賜費 イベント等における特定の者への表彰等（但し、現金は経費対象外） 

◎旅費 

交通費等 鉄道賃、船賃、車賃等 

宿泊費 日帰りでの事業実施が困難な場合の宿泊費用 

需用費 

消耗品費 
文具類（ペン・ゴム印・用紙・インク・封筒・糊・ファイル等） 

雑貨類（ゴミ袋・ロープ・紙コップ・軍手・電池等） 

印刷製本費 コピー代、チラシ・冊子の印刷費、写真プリント代 

光熱水費 電気・水道・ガス料金等 

燃料費 ガソリン・軽油・石油・木炭・プロパンガス等 

食糧費等 

 

イベントボランティア・協力者への弁当・飲料等の提供 

団体構成員以外の者からの役務の提供の代償等としての食事代（※要相談） 

役務費 

通信費 ハガキ、切手等（但し、電話料金、プロバイダ契約料は、経費対象外） 

運搬費 宅配便、荷造・運搬賃等 

広告料 ラジオ・新聞・雑誌等への広告掲出料等 

手数料 クリーニング代、振込手数料、各種証明手数料等 

保険料 ボランティア保険、イベント傷害保険等 

◎委託料 委託料 

特殊な技術・設備等を必要とし、事業の一部を外発注する場合等 

イベントで収集されたゴミ運搬処分委託 

冊子・映像データ編集委託 

使用料及

び賃借料 

使用料 物品使用料、有料道路使用料、駐車場使用料等 

賃借料 会場借上料、機械器具等借上料等 

原材料費 

 

原料費 木材加工における原木・染色加工における綿糸布等 

材料費 食材・調味料・砂利・セメント・合板・木材・ガラス・塗料等 

負担金 負担金 研修会等への出席負担金等 



 

※団体の運営維持（管理費）のために要する経費、団体の構成員に対する人件費・会合等飲食費、備

品購入費、事務所等の借上料（ただし、当該事務所等が支援対象事業の直接拠点となる場合は除

く。）等の費用は、支援対象外とします。 

※「原料費」とは、その本質を失い、新しいものを製造するために用いるもの。 

      「材料費」とは、その本質を失わず、新しい属性が付加されて製造物の構成部分となるもの。 

※ 特定費目の突出した計上は認められません。特に、費目の◎印の賃金、報償費、旅費、委託料の

合計額については、支援対象経費の５０％以内を原則とします。 

 

～ 参考 ： 支援対象外の経費についての一例 ～ 

費 目 経費の種類 具体例 
 

管理費 

給与手当等 職員給与・賞与、役員報酬等 

福利厚生費 
社会保険料、健康管理費、レクリエーション費、会員への慶弔金、会員 

の飲食費等、福利増進費用 

交際費 
慶弔金品、お布施、お供え、土産品、接待・懇談会等の対外的儀礼金

品 

地代・家賃等 管理事務所や月極駐車場等の賃借料 

備品購入費 備品購入費 
需用費・原材料費である物品を除く取得価格 1万円以上の物品 

机・椅子・パソコン・プリンター・電話機・デジカメ等 

工事請負費 工事請負費 
建築・土木工事や、事業費の相当規模を占める修繕・埋立・撤去工事

等 

 

 

（５） 支援金の支払い時期 

 支援決定後、団体が「請求書」を提出した後、指定口座に入金するものとします。 

 なお、指定口座については、団体が実施する本事業専用の口座とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．審査 

（１） 審査基準 
 

項 目 審 査 の 視 点 
 

整合性 
○ 地域資源を活かし団体自らが主体的に活動するものか。  
 
○ 多くの人が地域資源を認知し、地域活性化につながる活動か。             

企画性 
○ 市内外の人が多く集まる観光資源化に向けた取組みであるか。 
 
○ 団体の活動やイベントに参加した人が満足するような内容か。 

実現性 
○ 『活動内容』が具体的で、事業期間内に完了する見込みがあるか。 
 
○ 『活動財源収支予算書』が活動の実施上、適切・的確なものか。 

連携性 
○ より多くの地域住民と連携した活動か。 
 
○ 他の地域、団体等と連携を図ることができるものか。 

発展性 ○ 収支等を含め、模範事業として将来的に充実・発展する見込みがあるか。 

 

※ 上記項目において、当該支援事業の趣旨に該当しない、即ち、整合性の評価や総合評価が極端

に低い団体は支援対象から除外します。 

                                                                      

（２） 審査方法、審査委員の構成 

 
【審査方法】 

・ 書類審査を行います。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況次第で、審査方法を変更することがあります。 

 

【審査委員】 

・ 委員会の委員が審査委員となります。 

・ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任します。 

ア  学識経験者 

イ  ＮＰＯ等の構成員 

ウ  商工、観光等地域活性化に関する機関の職員 等 

 

（３） 結果の通知時期、方法 
  結果の通知については、審査終了後、速やかに申込団体に文書にてお知らせする予定です。 

  また、支援決定した団体へは個別事業説明会を行います。 

 
 

 

                        

                                            



６．支援決定後の活動予定・事業報告等                                          
 

（１） 活動報告等について 
○ 活動予定の提出等 

 ・下記の情報発信支援等のため、イベント等の日程が決定した時点で、活動予定の提出を求めます。 

 ・各団体の開催するイベント等で、参加者に対しアンケートを実施していただきます。（原則１回以上） 

○ 中間報告 

 ・11月上旬に、中間報告として、それまでの活動についての事業報告書と会計報告書の提出を求め 

ます。 

○ 実績報告 

 ・2月上旬に、事業完了後の事業報告書と会計報告書を求めます。 

 ・提出された事業報告書の内容を審査の上、支援金額を確定します。 

○ 報告会 

 ・3月に全支援団体が参加する事業報告会への出席を求めます。 

 

（２） 団体への提案等について 
○ 情報発信支援 

 ・団体の活動状況等について、委員会を通じて、広く周知することができます。 

 ・周知方法は、市広報紙等です。周知内容は、団体が提出する活動予定に基づき広報します。 

  ※周知する媒体により、掲載可能な情報量や締切期限が違いますのでご注意ください。 

○ 活動の場の提供 

 ・当支援事業にかかる団体の会合やイベント等は、坂の上の雲ミュージアム（2階ホール、3階会議室）

において無料で行うことができます。事前に、事務局に相談の上、利用申請書等を提出してください。 

○ 市イベントへの協力依頼 

 ・市が行うまちづくりの啓発イベントに、参加協力をお願いすることがあります。 

 

（３） その他 

○ 松山市 NPO登録（担当課：まちづくり推進課） 

 ・松山市 NPO登録をしていただきます。(NPO法人でなくても構いません) 

  詳しくは松山市役所まちづくり推進課のＨＰをご参照ください。 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/shiminkatsudo/npo/npo-tetuzuki.html 

 

○ チラシ・ポスターの作成 

 ・本支援事業の対象事業を告知するチラシ及びポスター類を作成する際には、「『坂の上の雲』のまち

松山」のロゴ及び「『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業」の明記をしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/shiminkatsudo/npo/npo-tetuzuki.html


７．申込方法 

（１） 申込書式・方法 
申込期間  令和２年５月１１日（月）から６月３日（水）午後５時（必着）まで 

提 出 先      フィールドミュージアムサポート委員会事務局・松山市役所本館６Ｆ（まちづく

り推進課）に郵送または直接持参してください。 

 〒７９０－８５７１  松山市二番町四丁目７番地２ 

  ※ 締切日は、申込が集中することが予想されます。書類に不備がある 

場合等は、修正をお願いしますので、余裕をもって申込ください。 

提出書類 （第１号様式）松山市『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業申込書 

     （第２号様式）松山市『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業計画書 

（第３号様式（その１））活動財源収支予算書総括表 

（第３号様式（その２））活動財源費目別収支予算書 

（第４号様式）活動団体構成員名簿 

      その他添付書類 

      ・団体等の定款（規約・会則等） 

      ・今までの活動に使用したチラシやマスコミ等で報道された記事の写しなど（任意） 

      ・その他、委員会が必要と認める書類 
 

※ 申込書は、松山市役所 まちづくり推進課 の HPからダウンロードできますので、 

なるべく、Word形式で作成してください。 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/sakanoue/shien/bosyu.html 

 

提出部数  １部 
 

（２） 問い合わせ先 
 松山市役所 坂の上の雲まちづくり部 まちづくり推進課 

  フィールドミュージアムサポート委員会事務局 

 ＴＥＬ ：９４８－６９９６ 

 ＦＡＸ ：９３４－１８２１ 

 E－mail ：sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp 

※メールの場合は、タイトルに「サポート委員会」を入れてください。 

 担 当 ：矢野・石川・水口 

活動支援団体紹介ページ 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/sakanoue/shien/sakakumo_shieng

roup.html 

 

（３） 手続きの流れ 
 

申込書類の提出 【締切り】 令和２年６月３日（水） 午後５時必着 

 

フィールドミュージアムサポート委員会による審査  （６月） 

【書類審査】※申込書等に対する質疑を、メールでの実施を予定しています。

（※詳細については別途申込者へ通知予定） 

 

支援金額の決定・通知、交付申請書提出 （７月上旬） 

 

支援金請求書等の提出 

 

支援金の交付 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/sakanoue/shien/bosyu.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/sakanoue/shien/sakakumo_shiengroup.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/sakanoue/shien/sakakumo_shiengroup.html


 

 

－ 「『坂の上の雲』フィールドミュージアム活動支援事業（発展支援事業）」 

申込書類の作成について － 

 

                                                                                                
１）事業計画書（第２号様式）                                                     

①活動目的 

・地区の状況や社会的背景・ニーズ、解決すべき課題等を含めて具体的に記載すること。 

 

②活動内容 

・本支援事業は、３年間支援事業を受けた団体のステップアップを目指して新たに取り組む事業、あ

るいは現在、継続的に実施している又は実施したことのある事業に＋α（プラスアルファ）の提案や

手法を加えた新規性・発展性の高い事業とすること。 

・「（１）活動方法」については、活動が拡大する部分や、＋αの部分を事業計画書に明確に記載す

ること。 

・「（３）活動スケジュール」については、７月から来年１月末に完了する７ヶ月間に活動する事業とする 

こと。 

     

③活動における市民等の関わり 

・地元住民や町内会等の地域組織や他地域・他団体との関わり方を明記すること。 

 

④事業実施により想定される効果 

・目的遂行にあたっての本活動のねらいや目標、アピールできる内容を明記すること。 

 

２）活動財源収支予算書（第３号様式（その１））、（第３号様式（その２）） 

・収支の各項目については、積算内訳を記入すること。 

（第３号様式（その２））の積算根拠欄には単価、数量、回数等をわかりやすく記入すること。 

(※関係資料があれば添付する) 

 

 

新型コロナウイルス感染状況によってはイベント等の開催

の自粛をお願いすることもありますのでご了承ください。 
 


