「大津・SDGs 協働支援チャリティプロジェクト 2022」協賛企業募集要項
大津市市民活動センターでは、「大津・SDGs 協働支援チャリティプロジェクト 2022」(「以下「本
プロジェクト」という。」)を実施するにあたり、協賛企業を募集します。本事業の趣旨をご理解いた
だき、ご協賛を賜りますようよろしくお願いいたします。
１ 趣旨
大津市市民活動センターでは、2018 年度より SDGs をテーマに、市民、行政、企業、大学の四者
協働により、より良い大津のまちづくりに寄与することを目的として本プロジェクトを展開してきま
した。本プロジェクトは、SDGs の目標年の 2030 年に向けて幅広い分野の問題解決を目指すため、
①SDGs の 17 の目標のうち年度テーマへの取り組みと、②具体的な地域貢献の取り組みとで構成され
ます。2022 年度は、①SDGs の「目標５：ジェンダー平等の実現」をテーマに普及啓発、交流推進、
人材育成に取り組みます。また②具体的な地域貢献の取り組みとして、特に社会的、経済的に不平等
の状況に置かれた女性への支援団体に向けたチャリティによる支援や、資源のマッチング事業に取り
組みます。
２ 事業の概要
事 業 名：大津・SDGs 協働支援チャリティプロジェクト 2022
事業期間：2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日
事業内容：1）SDGs の推進：
○啓発事業（SDGs 子ども絵画コンクール、子ども絵画教室）
○交流促進事業（チャリティコンサート、ベビーリトミック、琵琶湖チャリティ
ウォーク&クルーズ）
○人材育成事業（SDGs 体験イベント「秋ほくほく」、人材育成講座、フォーラム）
2) 具体的な地域貢献：「経済的・社会的に困難な状況にある女性への支援事業」への
資金・人的・物資的支援（支援先は公募・審査により選定）
主

催：大津市市民活動センター

３ 協賛・参加方法
ご協賛には、概ね以下の方法があります。１企業様が複数ご協賛いただくことも可能です。
協賛方法
広告協賛
特別協賛

運営協賛

ご協賛いただく内容
・協賛金２口以上（１口 10,000 円）
啓発事業
・絵画コンクール審査会（11 月）、表彰式（12 月）への出席
交流促進事業
・協賛金１口以上（１口 10,000 円）
人材育成事業
・協賛金１口以上（１口 10,000 円）
寄付、技術協力等 ・15 万円以上の寄付、技術に相当する協力
設置場所提供
・SDGs くるくるチャリティ BOX の設置（３ヶ月以上）
物品提供
・イベント等での景品の提供等
施設等提供
・絵画コンクールの作品展示スペースの提供、活動場所の提供等
・就業体験、イベント体験の受け入れ
人材・技術支援
・団体での事務ボランティア（会計、労務、web 作成等）

４ 協賛方法の詳細
１）啓発事業への広告協賛
「おおつ・SDGs 子ども絵画コンクール」の募集案内に協賛企業のロゴマークを掲載いたしま
す。また、特別賞協賛企業としてメディアに資料提供し、広く広報します。
※協賛金１口 10,000 円

２口以上、および特別賞における副賞のご提供、審査会および表彰式

へのご出席をお願いします。

おおつ・SDGs 子ども ７～8 月募集
絵画コンクール 11 月表彰式

「SDGs」をテーマにした絵画を募集し、大賞と特別
賞の選定・表彰・作品展示を通して、応募者およびそ
の周囲の方々へ SDGs の理解促進を図る。
・対象：小学校３年生〜中学生

子ども絵画教室

上記コンクール応募前の指導の場として開催。
・対象：小学校３年生〜中学生

７～8 月頃

２）交流促進事業への広告協賛
本プロジェクトの交流促進事業として実施する以下の３事業について、案内チラシやホーム
ページ等に、協賛企業のロゴマークを掲載いたします。
※協賛金１口 10,000 円

１口以上をご負担いただきます。

予定事業
チャリティコンサート

予定時期
10 月

ベビーリトミック

8 月･2 月 親子を対象とした歌やダンスで SDGs を学ぶ催し

チャリティウォーク＆クルーズ

10 月

内 容
地元の音楽家を招いて実施するコンサート
大津を歩き、琵琶湖汽船ミシガンに乗船する催し

３）人材育成事業への広告協賛
本プロジェクトの人材育成事業として実施する以下の３事業について、案内チラシやホーム
ページ等に、協賛企業のロゴマークを掲載いたします。
※協賛金１口 10,000 円

１口以上をご負担いただきます。

予定事業
秋ほくほく

予定時期
10 月

講座・フォーラム

11 月

内 容
親子を対象とした SDGs 体験型のイベント
SDGs の理解促進をはかる講演会やシンポジウム等

４）チャリティ BOX 設置場所の提供
本プロジェクトでは、大津市内の市民公益活動団体で作られた生産物等を扱う「SDGs くる
くるチャリティ BOX SHOP」を、市内の企業・事業所に設置する取り組みを進めています。
この BOX から商品を購入していただくことは、市民公益活動団体への支援となるだけでなく、
購入価格の 10%が本プロジェクトの支援先団体に寄付されます。また設置企業従業員の皆様
への SDGs の普及啓発にもつながる、一石三鳥の SDGs の取り組みとなります。
ボックス設置とは別に、事前予約にて協力金つきのお寿司の頒布も行っています。
※SDGs くるくるチャリティ BOX は、３ヶ月以上の設置をお願いします。

５）物品提供
秋ほくほく等のイベント実施の際に、参加者に配布する景品のご提供をお願いします。
提供いただく商品は企業名やロゴマーク等が入っていても構いません。

６）施設提供
店舗等における絵画コンクールの作品展示スペースのご提供、支援団体への活動スペースの
ご提供、車両や備品等の無償貸与のご協力をお願いします。

７）人材・技術提供
本プロジェクトの支援先は、年度初めに公募し、厳正な審査により決定します。この支援先
の受益者に対しての体験講座の実施や、講師の派遣、施設見学等の受け入れ等による、人材・
技術提供のご協賛もお願いしています。また、支援先団体への事務ボランティア(会計、労務、
web 作成など)派遣のご協力も受付けています。

４ 協賛申込
協賛申込みは、様式１「協賛・参加申込書」に必要事項を記入の上、大津市市民活動センターま
で書面にて、または電子メールに添付して提出してください。

提 出 先：大津市市民活動センター
〒520-0047 滋賀県大津市浜大津 4 丁目 1ー1 明日都浜大津 1F
TEL：077-527-8661

FAX：077-527-8662

Email：moveotsu@gmail.com
URL：http://movementotsu.com/
提出締切：2022 年 8 月 31 日

大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト2022の事業概要（予定）

今年度の事業については下記のように運営する予定です。新型コロナウイルス感染の状況に応
じ、安全性に配慮しながら判断、運営します。

１．啓発事業
おおつ・SDGs 子ども絵画コンクール
日程

2022 年 7 月～11 月

目的

「SDGs」をテーマにした子どもたちの絵画を募集し、大賞と特別賞を選定して表
彰します。また応募作品は市内の公共、民間施設に展示します。作画への取組みを
通して、家族や身近な友人・大人との対話や思考を深め、持続可能な社会づくりに
ついて考えること、また応募作品の展示により、子どもから大人へのメッセージと
して SDGs について広く理解する機会を創出します。
小学校 3 年生〜中学生

対象

SDGs 絵画教室
日程

2022 年 7 月 31 日（日）・8 月 21 日（日）

目的

SDGs 絵画コンクールに応募を考えている子ども達が、SDGs や水彩画の表現方法
について学ぶ機会をつくります。
市内の小学生〜中学生 60 名
水彩画教室 石田泰也氏

対象
講師

SDGs くるくるチャリティ BOX
日程
目的

対象・
場所

2022 年 4 月 1 日〜2023 年 3 月 31 日
大津市内の市民公益活動団体で作られた生産物等を扱う「SDGs くるくるチャリ
ティ BOX SHOP」を市内の企業・事業所に設置し、社員向けに頒布し市民公益
活動を支援するとともに、その収益の一部を本プロジェクトの支援先団体に寄付
します。また事前予約にて協力金つきのお寿司の頒布を行います。
市内の企業、事業所等

２．交流促進事業
チャリティコンサート

演奏者

2022 年 10 月 23 日（日）
フルートオーケストラの演奏会です。演奏前に SDGs や本プロジェクトについ
て紹介し、市民が SDGs について学ぶ機会をつくります。
フルートオーケストラ 湖笛の会

場所

スカイプラザ浜大津

日程
目的

ベビーリトミック
日程
目的

2022 年 8 月 5 日（金）・8 月 19 日（金）
子どもをもつ保護者等に、チャリティイベントへの参加を通して、地域での繋
がりの大切さや、SDGs について学ぶ機会をつくります。

対象
講師
場所

市内の幼児と保護者 約 100 名
大津ベビーリトミック
大津市市民活動センター

琵琶湖チャリティウォーク＆クルーズ

対象

2022 年 10 月 30 日（日）
JR 大津駅を出発して大津港までウォーキングした後、ミシガンクルーズを楽し
むイベントです。ウォーキングコース上に SDGs のクイズラリーポイントを設
け、イベントを通して SDGs について学ぶ機会をつくります。
市民 200 名

運航
場所

琵琶湖汽船株式会社
JR 大津駅集合〜大津港〜琵琶湖周遊～大津港にて解散

日程
目的

３．人材育成事業
秋ほくほく
日程
目的

対象
講師
場所

2022 年 10 月 30 日（日）
市民公益活動団体や事業所の講師協力により、体操教室や段ボール迷路、木工
教室など、主に子ども向けの体験プログラムの複合イベントです。各プログラ
ムの前に子どもや保護者が SDGs について学ぶ機会をつくります。
子どもと保護者 約 150 名
市民公益活動団体、事業所など
明日都浜大津

SDGs フォーラム
日程

2022 年 11 月 27 日（日）

目的

女性のおかれた経済的・社会環境と、その改善の取り組みにおける課題、今後
の「ジェンダー平等」に向けた市民社会づくりについて考えるフォーラムを開
催し、SDGs の目標 5「ジェンダー平等の実現」を四者協働で進める機会としま
す。
市民約 100 名
スカイプラザ浜大津

対象
場所

「大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト2022」協賛・参加申込書
企業名

（フリガナ）

ご連絡先

住所

〒

ご担当者氏名
FAX

電話
E-mail
連絡方法のご希望（☑をご記入ください）

□ 電話
SDGs
PR 文
（150 文
字まで）
協賛内容
※ご協賛の
項目にチェ
ックをお願
いします

□ FAX

お電話の繋がりやすい曜日や時間帯

□ E-mail

３口以上協賛いただいた企業・事業所さまの地域貢献や SDGs の取り組み本プロジェクトの特設サイトと
FACEBOOK でご紹介します（150 文字＋HP リンクをご記入ください）
。

広告協賛

１.啓発事業
□ ２口
２.交流促進事業 □ １口
３.人材育成事業 □ １口

□ ３口
□ ２口
□ ２口

□４口以上
口
□ ３口
□４口以上
□ ３口
□４口以上

口
口

□４．SDGsくるくるチャリティBOXの設置（3か月以上）
□５．物品提供（イベント等での景品の提供等）
□６．施設等提供（絵画コンクール作品展示スペース、車両や備品等の無償貸与等）
人材・
技術支援

□７. 就業体験、施設見学の受け入れ
□８. 出前講座の実施、講師の派遣
□９. 団体での事務ボランティア（会計、労務、web 作成等）
＊支援先団体が決定後のマッチングとなります。

□10. 15万円以上の寄付、技術に相当する協力（※内容をお書きください）
特別協賛

上記をご記入いただき、大津市市民活動センターまで FAX または電子メールにて送信してください。
協賛金はセンターまでご持参、または下記口座にお振り込みください。
※チラシやホームページへの広告掲載データは、別途 PDF または JPG でお送りいただきます。

＜締め切り＞

2022年8月31日(水)17時まで

啓発事業への広告協賛〆切は、「子ども絵画コンクール」チラシ印刷の関係から 6 月 30 日(木)まで
【協賛金の振込先】

滋賀銀行

本店営業部（店番 110）普通 552307

口座名義

特定非営利活動法人 HCC グループ
トクヒ）エイチシーシーグループ

＊振込口座は指定管理者名義となっております。
＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

【お申込み、お問合せ】

大津市市民活動センター
大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津１階
TEL:077-527-8661

FAX:077-527-8662

E-mail: moveotsu@gmail.com

＜ご参考＞
おおつ・SDGs 子ども絵画コンクール 2022 特別賞授与について
１.授与対象者

２.審査・表彰の
流れと日程

啓発事業への広告協賛企業様には、社名を冠した特別賞を授与していただく
ことができます。
※コンクールの詳細は、下記の開催概要をご参照ください。
１）受賞作品の選定（審査）：10 月上～中旬
大賞および特別賞を選定する審査会にご出席ください。
日程が決まり次第ご連絡いたします。
２）授与式：11 月 27 日（午後を予定） 会場：スカイプラザ浜大津
貴社冠名の特別賞を授与いただきます。
副賞をご用意の上ご出席ください。

おおつ・SDGs 子ども絵画コンクール 2022 開催概要（子ども向け配布用要綱より抜粋）
１.開 催 趣 旨

本プロジェクトの啓発事業として、子どもたちの「SDGs」をテーマにした
絵画を次のとおり募集します。作画への取組みを通して、家族や身近な友人・
大人との対話や思考を深め、持続可能な社会づくりについて考えることを目指し
ます。

２.募集テーマ

今年度の本プロジェクトは SDGs 目標 5「ジェンダー平等の実現」をテーマにし
ており、本コンクールではそれに即した子ども向けのテーマを設定して作品を募
集します。

３.広

報

プレスリリース、広報おおつ、絵画コンクール募集チラシ（約 2 万部）、
ホームページ特設サイト、facebook、インスタグラム他

４.審

査

応募資格を備えている作品について、次の要領で審査します。
（１） 審査委員会の開催
10 月開催予定。審査項目に沿って評価・審査します。審査項目は、
テーマの理解度、発想・オリジナル性、色彩、構図、波及効果です。
（２）審査委員会の構成
協賛企業・有識者・大津市・大津市市民活動センター等で構成される
審査委員会が審査を行います。
（３）入選者の決定（発表・表彰）
①審査委員会において総合点数方式（審査項目ごとの全委員の合計点数）
で順位をつけて、上位から順に賞を決定します。
（大賞、特別賞、入選 10 点程度）
②審査結果通知 入選者には 2022 年 11 月上旬までに通知します。
③11 月 27 日に表彰式を行います。
（４）審査枠
応募点数が多い場合は小学生部門、中学生部門を設けます

６.応 募 資 格

小学 3 年生～中学 3 年生

＜ご参考＞
SDGs くるくるチャリティ BOX 設置協力事業所募集要項
１.開催趣旨

大津市内の市民公益活動団体で作られた生産物等を扱う「SDGs くるくるチャリテ
ィ BOX SHOP」を、市内の企業・事業所に設置し、社員向けに頒布し市民公益活
動を支援するとともに、頒布価格の一部を本プロジェクトの支援先団体に寄付しま
す。また事前予約にて手巻き寿司の頒布を行います。
２.期間
2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日
BOX SHOP は 1 ヶ月から設置でき、3 ヶ月以上設置いただけましたら、特設サイト
にバナー広告を掲載いたします（無料）。
３.設置場所
事業所内の設置可能な場所をご指定ください。
４.取扱商品・ ①SDGs くるくるチャリティ BOX
形状
大津市内の市民公益活動団体が生産等に関わる、下記項目を満たす商品を BOX
（270mm×370mm×300mm 大の箱）に入れて、ご指定場所に設置します。
・継続して生産している独自製品、または海外支援の場合は現地生産のフェア
トレード製品
・消費期限１か月以上の製品
②手巻き寿司頒布
大津市内の協力店（寿司屋）より、事前注文によりお届けします。※下段参照
５.お届け、
①SDGs くるくるチャリティ BOX
補充方法
担当スタッフが設置期間初日に事業所を訪問し、BOX を設置します。その後は
１月に１回程度、弊所から在庫状況についてお伺いし、補充に伺います。または
商品の在庫が切れた場合、もしくは切れそうな場合にご連絡いただければ、該当
商品を手配して補充に伺います。
なお、設置・納品時には、ご担当者様（ご不在時は代理の方）に確認およびサイ
ンをお願いしています。
②手巻き寿司頒布
協力店がご案内する配達日（概ね火曜日）に配達します。社内イベントや会議時
の昼食などにもご利用下さい。
配達地域は長等学区〜瀬田学区。１カ所につき５本以上のご注文で配達します。
配達日４日前（火曜日配達の場合、前週金曜日）の 17 時までに、弊所までご予
約下さい。30 本以上 10 日前までのご予約なら配達日以外にもお届けできます。
６.精算方法
①SDGs くるくるチャリティ BOX
商品購入時に付属の貯金箱に代金を入れてください。（おつりは出ません）。
スタッフが商品補充で伺う際に、商品の在庫数と代金を確認・照合します。
②手巻き寿司頒布
商品お届け時に代金をお支払いください。
７.不良品対応 弊所までご連絡ください。担当者を通じ、生産者に連絡を取り、対応します。
８.その他

ご不明な点は、随時弊所までお問い合わせください。

手巻き寿司頒布のメニュー
150 円/本

卵、納豆、きゅうり

170 円/本

梅しそべったら、かんぴょう

200 円/本

鉄きゅう、サーモンアボカド、エビツナマヨ、うな卵きゅう、焼き鯖
宮崎鶏炭火焼き（柚子胡椒）、しそはまち、エビ天マヨ、月決め限定
茶碗蒸し

300 円

