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　市では、市民活動を推進し、市民自ら行う公益社会貢献事業を支援しています。現在、さまざまな団体に
よって市民活動が行われており、その団体数は年々増加しています。
　今回は、数ある市民活動の中で、市民協働推進事業補助金協働事業支援（ジャンプ）部門に採択された、民間
企業が主体となって行われている事業を、市民協働のかたちの１つの例として紹介します。

特集　広がる市民協働
私たちだからこそ、地域でできることがある！

市民団体と連携し、
　　　老若男女が交流を深める

地域回想法
　回想法スクール修了者のいきい
き隊を中心に、広告紙や木片を加
工した昔ながらの懐かしいコマを
組み立て、ふれあいをテーマに活
動をスタートしました。

少年少女発明クラブ
　子どもたちをものづくりの環境に
慣れ親しませ、創造力や発想力の向
上を目的に、市内企業がコマ組立
キットを開発しコマ教室を実施。
　発明クラブは、コマ大戦北名古屋
場所にも参加しました。

　　コマ大戦って、なに？

　中小製造業技術者のモチベーション向
上と日本の製造業に活気を与え、経済的
成長を目指すため、平成 24 年 2 月に初
めて全日本製造業コマ大戦が開催され、
その後は、全国各地で開催されています。
　全国の町工場がプライドをかけて製作
したコマを持ち寄り、1 対 1 で戦います。

活動団体　コマ大戦連携事業実行委員会
紹介事業　コマ大戦連携事業

ふれあいコマまつりで
　　　　　　市内企業と連携

　コマ大戦北名古屋場所には、市内からも少年少女
発明クラブを含む 8 チームの参加がありました。
　また、市内企業が製作したコマ回しロボットやけ
ん玉ロボットの展示もあり、来場者は興味深そうに
見学したり体験していました。

＜株式会社　三技（山田 憲一 氏）＞
　「コマ回しロボットを通じて、子どもから大人ま
で、ものづくりの楽しさを感じていただけたと思い
ます。
　また、コマ大戦北名古屋場所では２回目の参加で
したが、まさかの初戦敗退。来場所は初戦突破を目
指して頑張ります。」

＜株式会社マクシス・シントー（林 真司 氏）＞
　「コマがメインのイベントでしたが、けん玉ロ
ボットにも興味を持って見てもらい、ロボットが失
敗してしまった時には応援してくれる人もいまし
た。
　また、けん玉ロボットを見たいと思って来てくれ
た子もいて非常に嬉しく思い、楽しんで参加できま
した。」

児童館・児童クラブ
　昔ながらの伝承遊びやどんぐり
コマをいきいき隊のみなさんから
学ぶことで、世代を越えた交流を
しました。
　また、コマ組立キットを活用し
たミニ大戦も各施設で行われまし
た。

コマ大戦北名古屋場所で
　　全国の企業と連携・交流

全日本製造業コマ大戦・中日本ブロック予
選北名古屋場所には、中日本地区 9 県（愛
知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、
富山県、福井県、石川県、新潟県）から 88
チームが参加しました。

社会貢献で
　市民と連携

　今後も、各団体との
連携を継続していきな
がら、来年度も全日本
製造業コマ大戦・北名
古屋場所を開催して、
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さらに連携・交流を深めたいと思います。
　将来的には、市内児童館や小学校、自治会対抗の
コマ大戦を開催することを目標としています。

土俵（直径 250mｍ）
　すり鉢状になっていて、コマがぶつかり合います。
　この土俵内で、より長く回り続けたコマが勝ちです。

　今回紹介した協働のかたちは、「コマ」をキーワードに民間企業や高齢者、子ども、市が、世代や業種を越えて交流
を深め、地域を盛り上げていこうというかたちになっています。
　次のページでは、市民自らが行う公益社会貢献事業を支援する「市民協働推進事業補助金」の申請団体を募集してい
ます。民間企業に限らず、自治会や市民団体、NPO 法人のみなさんも、こんな方法で協働したい、市を盛り上げた
いというアイデアをお持ちの方は、ぜひ補助金募集に応募して、それをきっかけに実行への第一歩を踏み出してみま
せんか。
　この記事に関して、市民協働推進事業補助金に関しては市民活動推進課へ、コマ大戦連携事業実行委員会に関して
は企業対策課へ、それぞれお問い合わせください。

　材質、形状、重量は問いません。
　コマ大戦では、各チームがさま
ざまな工夫を凝らしたコマが集結
します。

コマ（直径 20mｍ以下）

「コマのまち・きたなごやフェスティバル」
　全日本製造業コマ大戦北名古屋場所と、
　　ふれあいコマまつりで、笑顔がはじける
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青色申告決算・年末調整説明会

　名古屋西税務署では、平成 26 年分の青色申告
決算および年末調整に関する説明会を開催します。

事業者・給与所得者の方へ

　市では、これまで一部の事業所に対して、個人市県民税を
普通徴収（納税義務者が直接銀行窓口等で納付）で納めていた
だいていましたが、平成26年度から法令等の規定に基づき、
特別徴収（給与からの天引き）に切り替えています。公正な税
負担を実現するため、ご理解とご協力をお願いします。
　お問い合わせは、税務課へ。

　私たちの住む北名古屋市が、誰にとっても暮らしやすく、潤いのある豊かなまちであって欲しいと思うのはすべて
の市民の願いです。そこで市民自らが行う公益社会貢献事業を支援するため、平成 27年度分の「北名古屋市市民協働
推進事業補助金」申請団体を募集します。
　補助金交付の採択は、有識者、市民活動実践者、市職員等からなる選考委員会により、事業の公益性、実現性、事
業効果等について審査し選考します。補助金には３つの部門（段階）があり、団体の活動状況に合わせて申請できます。
　市民が主役で、豊かに暮らせるまちづくりを進めるため、ぜひこの補助金をご活用ください。
　問い合わせは、市民活動推進課へ。

「市民協働推進事業補助金」申請募集
～市民自らが行う公益社会貢献事業を支援します～

※対象事業、補助額、補助条件、対象経費などについて詳しくは、市民活動推進課にお問い合わせください。

市民協働マスコット
　　北名古屋家のツツジきょうだい

平成26年度はこんな事業が採択されました

○北名古屋市の価値発掘とつながりの醸成
　「ここのひとと 2014」
実施団体
　土と人のデザインプロジェクト実行委員会
　市民密着ドキュメンタリーの制作を通じた交流。12月
上旬に上映・展示会の開催を予定しています。

部　門 活動支援（ホップ） 市民公益事業支援（ステップ） 協働事業支援（ジャンプ）

補助目的

補助内容

市民活動団体設立支援、団体活
動の活性化

市民が主体となって行う公益
社会貢献事業の支援

市民公益事業支援部門で採択さ
れた事業の発展・拡大、実用
化・事業化

市民が主体となって行う公益社会貢献事業費の一部を補助
選考方法 書類審査 公開プレゼンテーション、ヒアリングによる審査

審査会 平成 27年 1月 25日（日）
申請条件 団体規約があり、おおむね 10人以上の市民で構成される市民活動団体

申請期間 11 月 17日（月）～ 12月 16日（火）

　補助金申請をご検討の団体は、ぜひご参加ください。
と　き　11月 15日（土）　午前 10時～
ところ　健康ドーム　ミーティング室
内　容　制度の概要、事業の流れ、提出書類の記載方法など

　特別徴収とは、事業者（給与支払者）が従業員に支払う給
与から個人市県民税を徴収し、納入する制度です。事業者が
所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として
従業員の毎月の給与から市県民税を特別徴収しなければなり
ません。

■特別徴収の対象になる方
▽前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の 4月 1日に給
与の支払いを受けているすべての従業員（パート・アルバ
イトも含む）

■特別徴収の対象としない方
▽退職者（退職予定者を含む）
▽二つ以上の事業所から給与の支払いを受け、他の事業所で
特別徴収が行われている方
▽給与支給額が少なく、市県民税を特別徴収しきれない方
▽給与が毎月支給されていない方（不定期）

と　き　11月 13日（木）　午前 10時～正午
ところ　総合体育館　研修室
対　象　納税地が北名古屋市で、青色申告の
承認を受けている個人事業者

と　き　11月 13日（木）　
　　　　午後 1時 30分～ 3時 30分
ところ　総合体育館　市民ホール
対　象　納税地が北名古屋市である法人事業
者および個人事業者のうち白色申告の方

持ち物　事前に郵送された説明会資料

　関係用紙類が不足する場合は、説明会場（ま
たは税務署）でお渡しします。国税庁ホーム
ページからダウンロードすることもできます。

問合せ　名古屋西税務署☎052（521）8251

青色申告決算等説明会

年末調整等説明会

○わくわくポールウォーキング
実施団体
　こころとからだの学校
　ポールを使用したウォーキングと軽運動の教室。健康
ドームや総合体育館等で実施中。

○ささえあう　地域　ジョブ
実施団体
　ＮＰＯ法人在宅福祉の会じゃがいも
　障害を有するお子さんの日常生活練習や
保護者のお話し会を開催。
お話し会は毎月第３火曜日午後１時～、日
常生活練習は随時、実施しています。

○みんなが元気になる演劇を創ろう
実施団体
　演劇グルッペゆう
　市民公募による演劇。平成 27年 3月 8日（日）に、総
合体育館多目的ホールで「ブンナよ木からおりてこい」を
上演します。

臨時福祉給付金

住民税の非課税者
対象者

※課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く

1 人につき 1万円
年金や児童扶養手当等の
受給者は 1 万 5 千円

（平成 26年度）

　現在、高齢福祉課（東庁舎）および社会福祉課（西庁舎）で、臨
時福祉給付金の申請を受付中です。
　広報７月号の折込みチラシに「申請書」が入っています。東・
西庁舎で配布もしています。
　なお、申請書を提出していただく際、お持ちいただくものは
以下のとおりです。
〇印かん
〇本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
※世帯で申し込む際は、支給対象者全員分が必要です。
〇振込先金融機関の通帳または銀行名・支店名・名義人名のわ
かるもの

申込期限 １２月２６日（金）
※書類の不備やその他の事情などいかなる場合でも、申込期限
を過ぎてからの申請は受け付けられません。
　お問い合わせは、社会福祉課（西庁舎）または高齢福祉課（東
庁舎）へ。

臨時福祉給付金の
 申請はお済みですか

※北名古屋市で申請を受け付けできる方は、平
成 26 年 1 月 1 日時点で北名古屋市に住民登
録されている方に限ります。

通知についてのお詫び
　７月および８月に送付いたしました「支給
決定通知」「不支給決定通知」につきまして、
宛名に敬称が抜けておりました。大変失礼い
たしました。
　対象のみなさまに不快な思いをさせてしま
いましたことを、深くお詫びいたします。

平成 27年度分
　「市民協働推進事業補助金」制度説明会

ステップ部門の
　一部を紹介！
ステップ部門の
　一部を紹介！

いろいろな事
業が採択され
ているんだね

つじぽん つじぷぅ


