「雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金（第２期／後期）
」募集要項
１．趣旨
雲南市では、さまざまな地域課題へのチャレンジが生まれ、まちの未来につながりつつ
あります。こうしたチャレンジの成果を増やし、より大きくしていくため、チャレンジ精
神あふれる子ども、若者の学びと成長を後押しする「雲南市スペシャルチャレンジ制度」
を創設し、まちの未来をひらくチャレンジを雲南市みんなで応援します。
２．制度内容
（１）制度概要
ふるさと納税制度等を活用し、応援者からの寄附を募り、中高生の国内・海外研修、
大学生の海外留学・インターン、若者の市内での地域課題解決に資する起業・創業に対
し、チャレンジ資金を提供します。

（２）支援内容
事業区分
中高生
国内・海外研修
スペチャレ・ジュニア

大学生
海外留学・インターン
スペチャレ・ユース

若者
起業・創業
スペチャレ・ホープ

対象者

サポート内容

市内在住及び市
内 に通学 す る中
高生

国内外を問わず積極的な学びにチャレンジする意欲ある中
高生の国内・海外研修（※1）に要する費用を支援する。
今回は募集しません。
●
上限
30 万円
（１２月～１月頃に募集予定）
● 在学期間中であれば毎年度申請可

市 内 在 住ま たは
市内出身の大学
生等

将来に向けて、自らを成長させる学びや経験を得ようとする
学生の海外留学・インターンに要する費用を支援する。
● 短期（2 カ月未満 ※2） 上限 30 万円
● 長期（2 カ月以上 ※2） 上限 60 万円
● 在学期間中であれば毎年度申請可

市内で地域課題
解決に取り組む
若者

社会課題の解決や地域の暮らしを豊かにする事業の立ち上
げに要する費用を支援する。（※3）
● 活動資金補助（創業資金として金融機関から借り入れを
行った場合に、その額と同額を支援） 上限 100 万円
● 保証料補助 上限 20 万円 （※4）
● 利子補助 上限 10 万円

（※1）雲南市が補助金を交付して実施される研修プログラムは支援対象となりません。
（※2）移動に要する期間は含みません。おおむね２週間以上の研修を対象とします。
（※3）活動支援金として、１／２を市内金融機関等と連携し無利子融資し、同額を市より
補助金支援します。詳細はお問合せください。
（※4）保証料補助は、別制度（雲南市中小企業信用保証料補助金）により支援します。
（３）対象者の要件及び対象経費
事業区分

対象者の要件

中高生
国内・海外研修
スペチャレ・ジュニア
大学生
海外留学・インターン
スペチャレ・ユース

支援予定
人数

対象経費

市内に住所を有する中
学生・高校生、または市 今回は募集しません。
―
内の中学校・県立高等
（１２月～１月頃に募集予定）
学校に在籍する生徒
高等教育機関に在籍す
る学生のうち市内に住所
を有する者、または進学
を理由に市外へ転居し
た者

３人
程度

研修・実践に要する経費で市長が必要
かつ適切と認める経費
（例）交通費、滞在費・活動費（飲食費は
除く）、研修プログラム参加費等
【活動資金補助】
事業立ち上げに要する経費で市長が必
要かつ適切と認める経費

若者
起業・創業

市内で地域課題解決に
資する事業を立ち上げ
る概ね４０歳以下の者

スペチャレ・ホープ

２人
程度

【保証料補助】
上記事業に必要な額として借り入れた
額に係る保証料
【利子補助】
上記事業に必要な額として借り入れた
額のうち、融資実行時の返済計画に基
づく利子

※詳細な要件等は、直接お問合せください。
※原則来年３月までに実施する事業が対象となります。
※支援予定人数は、応募・審査の状況等により変動します。

３．事前相談（※申請を希望される方は必ず受けてください）
下記の通り事前相談を行います。事前に申し込みが必要となりますので、下記問い合わせ先
までご連絡ください。
≪応募までの流れ≫
スペチャレ・ユース
（大学生 ）

事前相談

応募〆切
審査日

●事前オンライン説明会
（１回目）
10 月 10 日（木）19～20 時
（２回目）
10 月 17 日（木）19～20 時
１０月３１日（木）１７時まで
１１月２２日（金）

スペチャレ・ホープ
（若者）
●事前相談（随時対応）
９月末まで
●資金借入のための金融機関協議
１０月中に実施

４．応募方法
（１）令和元年１０月３１日（木）午後５時【必着】までに、下記の応募書類を作成し、
雲南市役所（政策企画部政策推進課）へ提出してください（郵送可）。
＜提出書類＞
① 雲南市スペシャルチャレンジ事業提案書（様式第１号）
② 事業計画書（別紙１～別紙３のうち該当の事業区分に係るもの）
③ 事業計画書に記載した資格を証明する書類の写し（ジュニア及びユースのみ）
④ 在学証明書（ジュニア及びユースのみ）
⑤ 融資を見込む金融機関に提出した事業計画書の写し及び金融機関が作成した返済
計画書（償還予定表）の写し（ホープのみ）
⑥ 個人にあっては所得税に係る個人事業の開業届出書の写し、法人にあっては法人
税に係る法人設立届出書の写し（ただし、提案書提出後に開業又は法人設立する
場合は後日提出でも可）
（ホープのみ）
＜提出先＞
雲南市役所 政策企画部政策推進課
〒699-1392 島根県雲南市木次町里方５２１―１
（２）応募書類は、下記の専用ウェブサイトよりダウンロードください。
http://www.co-unnan.jp/special/
（３）参考資料（パンフレット、図面等）を提出される場合は、同じものを２０部提出して
ください。
５．審査方法
（１）審査基準
市民の代表や専門性を有する有識者で構成する審査会（雲南市スペシャルチャレ
ンジ共創会議）において、計画内容や実現性、地域・社会への貢献意欲、個人または
事業の成長性などを総合的に審査します。
＜審査の主な観点＞
区 分
中高生
国内・海外研修
スペチャレ・ジュニア

大学生
海外留学・インターン
スペチャレ・ユース

主な観点
・主体的な学びにチャレンジしようとする意欲が感じられること。
・経験をどのように生かしたいかが明確であること。
今回は募集しません。
・社会への貢献意欲が感じられ、地域活動等の実践につながる可能性が
高いと感じられること。
（１２月～１月頃に募集予定）
・あいさつを含め、年代相応の基礎的マナー、コミュニケーション力があるこ
と。
・明確かつ適切な目的、達成目標が設定されていること。
・自らの将来につながる成果が期待できること。
・将来、雲南市内で課題解決や価値創造につながる事業（活動）に取り組
む意欲があること。
・コミュニケーション力や柔軟性・調整力があり、協力して取り組めること。

若者
起業・創業
スペチャレ・ホープ

・市内の課題解決や価値創造に寄与する事業となっていること。
・目指す地域や社会のイメージが具体的で共感性があること。
・収益（寄附等含む）を上げる仕組みがあること。
・市内全域もしくはそれ以上に拡大展開していく可能性があること。
・地域内外の人・団体と連携が見込まれること。

（２）プレゼンテーション審査
審査は、プレゼンテーション方式による面談審査（原則公開）を行います。
＜審査期日＞ 令和元年１１月２２日（金）
＜審査会場＞ 雲南市役所２階会議室
＜そ の 他＞ 事情により審査会場へお越しいただけない場合は、オンラインでの
面談審査も対応しますので、ご相談ください。
（３）採否結果の通知
結果の通知は、１２月上旬までに行います。
６．活動報告
（１）報告書の提出
研修や事業立ち上げが完了した際には、速やかに「雲南市スペシャルチャレンジ事
業実績報告書」を作成の上、関係書類を添付し提出してください。報告いただいた内
容は、専用ウェブサイトや報告書等に掲載します。
（２）活動報告会等への参加
市民や応援者（寄附者）等への成果報告会での活動報告のほか、市が主催するリー
ダー人材の育成に資する行事等への参加をお願いします（学業や就業の都合などや
むを得ない場合を除き、できるだけ参加してください）。
（３）支援者コミュニティへの参加
本制度での支援者による交流の集い「スペチャレ・コミュニティ」に原則として参
加をお願いします。
７．その他留意事項
（１）本補助金に応募する場合は、必ず事前に下記の問合せ先にご連絡ください。
（２）採択決定後に、申請内容を変更する場合は、速やかに変更申請の手続きをとる必要が
あります（変更による支援額の増額は原則認められません）
。なお、変更内容によっ
ては、計画変更を承認しない場合もあります。
（３）以下のような場合に、採択を取り消し、既に支給している補助金の全額または一部の
返還を求める場合があります。
① 本要項の「２．
（３）対象者の要件」を満たさなくなった場合
② 申請内容に悪質な虚偽があると認められた場合
③ 申請した事業を補助金を受けた年度内に途中で中止する場合
（４）後期の募集は、本年１０～１１月に実施する予定です（本年１２月から来年３月まで
に実施する事業が対象となります）
。
（５）本制度にあたり提出された個人情報は、本制度のために利用し、その他の目的には利
用しません。
８．問合せ先
●スペチャレ・ジュニア【中高生国内・海外研修】
教育委員会 社会教育課 キャリア教育推進室 福島 勇樹（ふくしま ゆうき）
電 話 ０８５４－４０－１０７３
F a x ０８５４－４０－１０７９

メール careerkyouiku@city.unnan.shimane.jp
●スペチャレ・ユース【大学生海外留学・インターン】 ／ スペチャレ・ホープ【若者起業創業】
政策企画部 政策推進課 鳥谷 健二（とや けんじ）
電 話 ０８５４－４０－１０１１
F a x ０８５４－４０－１０１９
メール seisakusuishin@city.unnan.shimane.jp
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