
グランプリと銘打っていますが、団体の
活動の優劣をつけるものではありません。
一定の競い合いの中で、書類作成やプレ
ゼンテーション（発表の場）を通じて、
団体の活動整理、スキルアップ、基盤強化、
参加団体同士の交流、情報交換に活用し
ていただける仕組みです。
より多くの人に県内で行われている活動
を知っていただき、そして、参加団体、
事務局、審査員など、グランプリに関わ
るすべての人がともに成長しあう場とな
ることを目指しています。

とは 参加対象

昨年との違い

三重県を拠点としている市民活動団体、
NPO、その他の非営利組織。
※法人格の有無は問いません

※社団法人、財団法人などの非営利組織も参加できます。

※昨年度のグランプリと準グランプリの方は
　1 年間応募ができません。

審査基準が変わります。
予選の場合、まず「①書類選考」の採点を行い
ます。①の点数に、「②予選プレゼンテーション」
の点数が加算され、合計点数が 1 位の団体が本
選出場となります。

書類
選考

プレゼン
テーション
審査

書類
選考

プレゼン
テーション
審査

昨年まで 今年
予選出場枠に
出られるかどうかの
判断のために採点

プレゼンテーションの
点数のみで順位が確定

書類選考とプレ
ゼンテーション
審査の合計点数
で順位が確定。

※予選出場枠に
出られるかどう
かの判断は例年
通り書類選考で
行う。

①

②

昨年度の本選の様子



流れ・スケジュール

審査基準

審査員

事前登録期間7月

8月

9月

10月

11月

12月

事務局書類確認、フィードバック

応募用紙提出期間

応募用紙再提出期間

書類選考会

書類選考の結果発表

本選 12/14（土）

地域予選

グレードアップセミナー①
事前登録している方は、参加費無料（要申込）

応募用紙の提出期間は、8/1 ～ 8/31 です。

フィードバックは、応募用紙を確認し、抜けている
箇所や審査員に伝わりにくい箇所がある場合、事務
局から補足をお願いする工程となります。

地域予選には、書類選考の上位 8 団体が出場します。
予選は、右ページの 7 地域で開催を予定しています。

予選の各地域から 1 団体が本選へ出場します。
本選でもっとも点数の高かった団体がグランプリ。
次に点数の高かった団体が準グランプリとなります。

7/25（木）

グレードアップセミナー②（※）
事前登録している方は、参加費無料（要申込）

10/25（金）

（提出は任意です）

書類選考基準　（25 点満点）

選考基準

課題を明確に捉え、
活動できているか

※プレゼンテーションの採点基準は、書類選考後にお伝え
　いたします。

①の課題から対象を明確に
特定できているか

団体の将来像ではなく、
地域社会の将来像を
描けているか

③を目指すことが可能な活動か

成果・効果が社会課題の解決や
目指すべき地域社会の将来像に
つながっているか。
または、つながりそうか。

採点数

① 5 点満点

5 点満点

5 点満点

5 点満点

5 点満点

②

③

④

⑤

予選・本選とも審査員には「特別審査員」 と「一般審査員」の 2 種類があります。

審査員

市町行政関係者
日本政策金融公庫
企業
NPO 関係者

書類選考、プレゼンテーションともに
審査基準に準じて点数をつける。

プレゼンテーションを聴講し、
応援したい団体 2 つに投票する。

（※全員で 10 点分の点数を持っている。）
予選・本選の聴講者

審査方法

特別審査員

一般審査員

※グレードアップセミナーの詳細は、「みえ市民活動ボランティアセンター」のホームページでご確認ください。
https://www.mienpo.net/

団体名、代表者名、担当者名、連絡先の 4 つを登録する
ことでグランプリに参加する可能性があるということを
表明するとともに、以下の特典をうけることができます。

　①特定のセミナーに無料で参加できます。
　②応募用紙作成等のポイントをお伝えします。
　③グランプリに関する情報をいち早くお届けします。

事前登録をしたからといって、必ずグランプリに参加し
なければいけないというわけではありません。
事前登録に関する詳細はホームページでご確認ください。

事
前

登録
って何︖

このチラシ最後のページの QR コードからもご確認いただけます。



地域予選

地域①

番号 地域 会　場 日　時 対象地域

いなべ市 いなべ市役所
シビックコア２階

名張市内を予定。
会場が決まり次第 HP に
掲載します。

11/3（日）
15︓00 ～ 17︓00

11/9（土）
14︓00 ～ 16︓00

11/1（金）
夜を予定。

11/13（水）
19︓00 ～ 21︓00

11/20（水）
15︓00～17︓00

11/30（土）
14︓00 ～ 16︓00

11/9（土）
13︓00 ～ 15︓00

四日市なやプラザ

津市市民活動センター

松阪市市民活動センター

北館いせシティプラザ
1 階ホール

熊野市文化交流センター

桑名市、いなべ市、東員町
木曽岬町、菰野町

四日市市

名張市

四日市市、朝日町、川越町

津市 津市、亀山市、鈴鹿市

伊勢市 伊勢市、志摩市、鳥羽市
玉城町、度会町、南伊勢町

熊野市 尾鷲市、熊野市、紀北町
御浜町、紀宝町

松阪市 松阪市、明和町、大台町
多気町、大紀町

伊賀市、名張市

地域②

地域③

地域④

地域⑤

地域⑥

地域⑦

予選会場の注意事項
●予選は上記の 7 地域で開催予定です。
●ただし 2 団体以上の応募がない地域は、隣接地域との合同開催となります。
●応募する際は、自団体の活動している地域を選んでください。
　※参加を考えているが、どうしても該当地域予選に都合がつかない場合は、事務局までご相談ください。

NPOグランプリに関する注意事項
●昨年度のグランプリ・準グランプリの団体は、1 年間応募ができません。
●本選出場団体が辞退した場合は、予選にて次点の団体に本選出場をお願い致します。
　※もしも本選を辞退する場合は、2019 年 11 月 30 日（土）までに事務局に連絡してください。

本選について
●プレゼンテーション時間は、6 分間です。
●プレゼンテーション終了後、審査員からの質問の時間があります。

地域予選について
●予選出場できるのは、1 地域 8 団体までです。
●応募〆切後に、申請書の修正期間（再提出は任意）があります。
●各地域、3 団体以上の応募がある場合に限り、予選を行います。
　　※応募団体︓0 団体　  　 …予選なし
　　※応募団体︓1 ～ 2 団体　…近隣の地域と合同開催
　　※応募団体︓3 団体以上　…予選開催
●プレゼンテーション時間は、6 分間です。
●プレゼンテーション終了後、審査員からの質問の時間があります。



【申込先・問合せ先】
みえ市民活動ボランティアセンター

（みえ県民交流センター 指定管理者︓NPO 法人みえ NPO ネットワークセンター）

〒514-0009　三重県津市羽所町 700　アスト津 3 階
電話︓059-222-5995　　　　　　　　　 FAX︓059-222-5971
メールアドレス︓center@mienpo.net　　HP︓http://www.mienpo.net/

主催︓三重県、みえ市民活動ボランティアセンター（指定管理者︓NPO 法人 みえ NPO ネットワークセンター）
共催︓日本政策金融公庫　　　　後援︓三重ソーシャルビジネス支援ネットワーク

本選の特典

参加と書類提出について

参加することで、団体の情報が整理され、基盤強化につながり、多くの人に知ってもらい、
他団体とつながることができます。また、活動応援金などの特典もあります。

グランプリ 活動応援金150,000 円、盾、賞状、情報誌「READER」1ページ

活動応援金50,000 円、盾、賞状、情報誌「READER」1ページ

活動応援金15,000 円、賞状、情報誌「READER」で団体名を紹介

準グランプリ

本選出場団体
※情報誌「READER」は、みえ市民活動ボランティアセンターが 3 ヶ月に１回発行している情報誌です。

①　応募用紙【必須】
②　前年度の会計報告書類【必須】　※ただし NPO 法人のみ、三重県の HP に決算書が掲載されている場合は不要

③　団体の活動がわかるパンフレット等【任意】　※A4 サイズ 4 枚まで

第３回三重 NPO グランプリに参加される場合は、締め切りまでに、
以下の３種類の書類を、メール、郵送、窓口のいずれかにてご提出ください。

書類提出締め切り︓2019年 8月 31日（土）22︓00必着

第３回三重 NPO グランプリ
特設サイト


