平成 2６年度 一般財団法人ふじのくに未来財団

事業報告書

～平成 26 年 9 月 22 日～平成 27 年 3 月 31 日～

公益目的事業１
地域の社会課題解決のために必要な地域資源を循環させ、多様な主体参加と協働を推
進する事業
（１）寄附募集
※ 特に、財団支援寄付、賛助会員を一般(企業、団体、個人等)から募った。
ア．財団の公益事業運営支援への寄附募集（31 件 542,582 円）
イ．「賛助会員」の募集（3 団体 116,000 円、23 個人 107,500 円、計 223,500 円）
ウ．テーマへの寄付募集
子育て支援

（計 60,000 円）

ベンチャービジネス支援（計 5,000 円）
（２）寄附研修及び啓発
ア．
「寄附付き自販機」
「寄附付き商品」等の開発・販売開拓
コカ・コーライーストジャパン(株)の寄付付き自販機を新たに設置
戸田書店富士店、大岩店の計 3 台（2015 年 3 月 31 日現在、計 4 台）

（３）活動助成事業実施準備
※テーマに沿った事業について、必要資金の全部又は一部を助成する方法等を検討
ア．テーマ指定助成
・社会課題解決型
・文化・芸術振興
・ベンチャー・ビジネス支援
イ．団体指定助成：指定された団体寄附により助成する。
【公募方法】テーマ指定：毎年１回、ホームページ等へ掲載し広く助成事業を公募す
る。
団体指定： 指定のあった団体
【選考方法】テーマ指定：分野に精通した専門家等からなる選考委員会に諮り、助成
先及び助成金額を決定する。
団体支援： 分野に精通した専門家等からなる選考委員会に諮り、決定
する。
（４）セミナー、育成

ア．「セミナー」
「ワークショップ」等の開催準備
・11 月 26 日 一般財団設立交流記念会（静岡朝日テレビ会議室、74 名参加）
・効率法人化後の企画検討
イ．人材育成事業
・緊急雇用事業「市民ファンドを担う人材育成事業」
（11 月～2015 年 10 月末）

（５）コンサルティング事業
ア．プロボノ・専門家等募集・登録の仕組み等を構築
・プロボノ希望者の発掘
イ．中間支援及び NPO 基盤整備・コンサルティング等
・公益法人化後の企画検討
エ．ＣＳＲコンサルティング
・個別 CSR 相談の実施

（６）社会課題とその解決に関する調査研究事業準備
ア．地域課題とそのニーズに関する研究会等の開催
・個別企業訪問による未来財団の説明(各理事)
イ．実地取材・ヒヤリング等によるニーズ把握
ウ．課題把握の仕組みづくり等

（７）社会課題とその解決に関する情報収集及び情報発信事業
ア．未来財団に関する「説明会」等の開催
イ．「Web サイト/メールマガジン/SNS」等の運営準備
ウ．「リーフレット」
「ニュースレター」等の発行
・ふじのくに NPO 活動基金断崖支援事業を活用してのリーフレット作成（一般財
団法人用）
・公益財団法人用ロゴマーク、リーフレット作成準備

（８）行政・企業・NPO 等との協働事業
ア．高齢者見守り啓発事業協力
・企業と NPO 法人の協働事業推進

【実施した理事会および評議員会】

■平成 26 年度 第 1 回 理事会
【日時】平成 26 年 10 月 23 日（木曜日）

14：30～16：00

【場所】ふじのくに NPO 活動センター(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル２F)
【出席理事数】9 名（うち委任状提出者 1 名）晝馬日出男 岡本哲治 都築直人
佐藤賢司

杉本等 溝口和寿 河村浩美

千野和子

（委任状提出 鈴木和樹）
※オブザーバー3 名 石井将人 佐藤裕靖

遠藤美奈子

【審議議案】
「一般財団法人ふじのくに未来財団設立に関する件」等

■平成 26 年度 第２回

理事会

【日時】平成 26 年 11 月 20 日（木曜日） 14 時 30 分～15 時 30 分
【場所】 ふじのくに NPO 活動センターー(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル２F)
【出席理事】9 名（うち委任状提出者 1 名）晝馬日出男 岡本哲治 都築直人 佐藤賢司
杉本等 溝口和寿 関谷葉子 河村浩美 千野和子（委任状提出 鈴
木和樹）
※オブザーバー3 名 石井将人 遠藤美奈子 中町昭彦/事務局 1 名田中志保
【審議議案】
「ふじのくに NPO 活動基金事業 リーフレットについて」等

■平成 26 年度 第 3 回 理事会
【日時】 平成 27 年 1 月 23 日（金曜日）

14 時 30 分～16 時 30 分

【場所】 ふじのくに NPO 活動センター(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル２F)
【出席理事】 9 名

晝馬日出男 岡本哲治 千野和子 都築直人
溝口和寿

杉本等 飯倉清太

河村浩美 鈴木和樹

【出席監事】 1 名 山田新
※オブザーバー2 名 石井将人 戸谷雄一 / 事務局 1 名 田中志保
【審議議案】 「理事会の開催および理事の役割分担決定スケジュールの件」等

■平成 26 年度 第 4 回 理事会
【日時】 平成 27 年 3 月 5 日（木曜日）

16 時 00 分～17 時 30 分

【場所】 ふじのくに NPO 活動センター(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル２F)
【出席理事】10 名

晝馬日出男 岡本哲治 千野和子 都築直人 杉本等 溝口和寿

河村浩美
【出席監事】3 名

鈴木和樹 佐藤賢司

関谷葉子

河俣貴之 芝知美 塚本高士
※オブザーバー4 名 石井将人

戸谷雄一

山崎敦課長（静岡県くらし環境部県民生活課） 西岡英之班長
（同課 NPO 班）/ 事務局 1 名 田中志保
審議議案 「静岡トヨタ株式会社との協定書作成の件」等

■平成 26 年度第１回評議員会（みなし開催）
【評議員会の決議があったものとみなされた日】平成 27 年 2 月 12 日
【評議委員会の決議があったものとみなされた事項の内容】公益財団法人化の際の定
款の変更について等
【評議委員会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事】晝馬日出男
【評議委員総数】9 名 大坪壇 日詰一幸
永野英行 海野俊也

鍋倉伸子

松井隆 川嶋秀樹

日比野雅彦

佐藤和枝

