令和元年度 公益財団法人ふじのくに未来財団
事業報告書、附属明細書
～平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日～

2019 年度事業方針と重点テーマ
持続可能な地域づくりのために
・ SDGs「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
」による課題整理
・ 持続可能な地域資源（人財・情報・財源等）の循環システムの構築
・ SDGs をコミュニケーションツールとした協働推進
※SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
」の略称。2015 年 9 月の国連サミットで採
択、 国連加盟 193 か国が 2016 年～2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標。

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）寄付募集
※随時募集 ※一般（企業、団体、個人等）から広く寄付を募る。
ア．寄付者が選択する「テーマ指定」への寄付募集
・社会課題解決型（テーマ指定）
子育て支援（474,350 円、静岡県労働金庫）
12/4 寄付贈呈式（会場 静岡県労働金庫）
障害者スポーツ（21,800 円 ジャトコグループ・ゴルフ愛好家一同）
・冠基金（計 5,647,860 円、3 基金へ 5 件）
せいしん地域のちから基金（1,500,000 円）
11/20、3/23 寄付贈呈式（会場 静清信用金庫本店）
静岡トヨタ自動車ハイブリッド基金（2,750,500 円）
4/18 寄付贈呈式（会場 静岡トヨタ自動車㈱本社）
シーラックグループ富士山を未来へプロジェクト基金（1,397,360 円）
9/4 寄付贈呈式（会場

シーラック㈱）

イ．寄付者が選択する課題解決「団体支援」寄付募集（計 460,000 円、4 団体に 6 件）
・1 個人より
NPO 法人音楽の架け橋メセナ静岡（60,000 円）
・㈱伊藤工務店より
子育て支援サークルほっと（100,000 円）
・㈱ヤマエイ長島建設、日星電気㈱、中外製薬㈱より
NPO 法人静岡山の文化交流センター（計 270,000 円）
・1 個人より
NPO 法人静岡塾（30,000 円）
ウ．財団の公益事業運営支援への寄付募集
・財団運営管理基金
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① 財団支援（計 576,358 円、16 件）
静岡県遊技業協同組合（200,000 円）
2/18 寄付贈呈式（会場 静岡県遊技業協同組合）
㈱プランニング富士（200,000 円）
㈱パートナーズ（6,000 円）
その他（個人、募金、はがき・切手等 13 件）170,358 円
② 協賛寄付（計 302,412 円、87 件）
・バリューブックス「ぼぼん・プロジェクト」
13 台設置

・寄付付き自販機

エ．「賛助会員」募集（計 322,000 円、30 件：法人会員 8 件、個人会員 22 件）
寄付実績

計7,804,780円（9%増）

科 目

件数

賛助会費

30

R1度

備

寄付額
322,000

前年度

考

寄付額

昨年比

263,000

22％増

691,307

17％減

748,700

34％減

4,605,500

27%増

782,800

41%減

101,260

199%増

7,192,567

9%増

法人8件、個人22件
静岡県遊技業協同組合 200,000

財団支援

16

576,358

プランニング富士 200,000
パートナーズ 6,000

テーマ指定

2

496,150

他

障害者スポーツ支援 21,800
子育て支援 474,350
静岡トヨタ自動車 2,750,500

冠基金

5

5,647,860

静清信用金庫 1,500,000
シーラック 780,185
シーラックパル 617,175
伊藤工務店 100,000

団体支援

6

460,000

ヤマエイ長島建設

50,000

日星電気 120,000
中外製薬 100,000、個人2件

協賛寄付

87

302,412

計

146

7,804,780

ぼぼん(古本寄付)、寄付付き自販機
お宝エイド(物品寄付)

参考: 平成 27 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日の寄付実績
寄付の種類

H27

H28

H29

（円）
H30

R1

計

賛助会員

656,000

316,480

170,000

263,000

322,000

1,727,480

財団支援

295,698

657,066

1,235,954

691,307

576,358

3,456,383

テーマ

583,300

737,400

981,050

748,700

496,150

3,546,600

冠基金

3,440,000

5,745,500

7,226,500

4,605,500

5,647,860

26,665,360

団体支援

521,000

2,204,000

581,414

782,800

460,000

4,549,214

協賛寄付

130,435

188,477

134,280

101,260

302,412

856,864

5,626,433

9,848,923

10,329,198

7,192,567

7,804,780

40,801,901

総計
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（２）課題解決活動への資金助成（公募）
※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。
書面審査を経て、公開プレゼンテーション選考委員会で審査する。
ア．冠基金助成事業（助成決定総額

5,720,116 円）

【せいしん地域のちから基金】静清信用金庫による寄付を原資として助成
助成決定総額 1,595,000 円（4 件）
助成事業名

実施団体

事業概要

事業費

助成決定額

助成済額

事業開始日 事業終了日

協住する住まいと暮らし研究会

ほっと会

小高齢者社会を迎え、長い老後生活をより良いものとするため
に「協住の家」について、アンケートによるニーズ把握、ワーク
ショップによる意見交換を行う。さらに、「協住の家」実現に向け
て、リバースモーゲージについての研究を行いその可能性を探
る。対象は、高齢者介護に携わる人、高齢者の住まいと暮らし
に関心のある方とする。

もうひとつの放課後探しプロジェクト

YEC（若者エンパワメ
ント委員会）

中高生世代の若者が、学校外の時間の中で自分のやりたいこ
とを企画し実現していく約半年間のプロジェクト。中高生の”や
りたいこと”を一から大学生世代の若者がサポートしながら行
い、自分の力で自分のやりたいことが出来たという自信や達成
感を感じ、主体性を育むことを目的としている。

¥327,717

¥145,000

地域の身近な相談室 ～今、しあわ しずおか権利擁護相
せのために出来る相談事業～
談室

生活にまつわる課題を包括的に相談できる窓口を作る。また、
その人の意思決定を支援し、その人が自分らしい人生を歩む
ための伴走者となれる人材を育成する。そのために相談事例
に関する専門家を講師に招いて講座や事例検討会を開催し、
講座開催日当日に個別相談会も併せて行う。

¥268,000

¥210,000

¥0

2020/4/1

2021/3/31

トライアスロンという競技を通じて自然豊かな静岡市と用宗の
美しい海を国内外にアピールし、地元住民、地元企業の皆様
用宗しらすトライアスロン大会 in しず しずまえトライアスロン
のご理解・ご協力を頂きながら地域の発展に貢献することを目
まえ
大会実行委員会
的とする。また、トライアスロン競技の大会を開催することによ
り、参加者の健康促進、トライアスロンの普及につなげる。

¥5,750,000

¥1,000,000

¥0

2018/2/1

2021/7/31
（仮）

総計（4件）

¥6,735,717

¥1,595,000

¥385,000

¥390,000

¥240,000

¥240,000

2019/9/1

2020/5/30

¥145,000 2019/8/18

2020/4/30

【静岡トヨタ自動車ハイブリッド基金】静岡トヨタ自動車(株)の寄付を原資として助成
助成決定総額
助成事業名

2,200,400 円（4 件）
実施団体

事業概要

地域環境保全のため、生物多様性豊かな広葉樹の森づくりを
広葉樹の森を増やそう（広葉樹林化 NPO法人静岡山の文 目指す。同時に、その1区画に山栗の人工林実験地（栗建材
推進事業）
化交流センター
取得）を設置する。 藁科川中流坂の上（サカノカミ）左岸、大平
見（標高750m）1haの皆伐林地の中級斜面に植林を行う。

事業費

助成決定額

助成済額

事業開始日 事業終了日

¥375,000

¥300,000

¥300,000

2019/5/1

2020/9/30

食品回収ボックス設置の地域間格差の解消及び常設設置の
拡大の実施を行い、認知度を向上させる。また、フードバンク
活動を通じて生活困窮者支援のネットワーク構築や支援体制
構築、さらには市民たちへの福祉教育を出前講座によって行
う。

¥1,954,000

¥750,000

¥0

2019/9/1

2020/5/31

野生動物との交通事故を富士山麓で効果的に減少させる新た
な社会的ソリューションを構築するため、継続的調査活動によ
る基礎データの収集とデータベース化、移動博物館という形で
啓発活動を実施することを目的とする。

¥1,109,800

¥650,000

¥0

2020/4/1

2021/3/31

ひだまりカフェを拠点とした小学生の
2020年4月から任意団体「Study Like Playing」と連携し、スタッ
学習支援と障がい児者と一緒に行う 認定NPO法人フリース フを配置して、宿題の支援、未定着の学習の指導を行うととも
自然体験・農業体験イベントの実施 ペース・うぇるびー
に、週末や長期休業日には自然体験や農業体験などの活動
による交流促進支援事業
を行って、小学生と障がい者の交流を促進する。

¥1,673,000

¥500,400

¥0

2020/4/6

2021/3/26

総計（4件）

¥5,111,800

¥2,200,400

¥300,000

フードドライブ普及事業

認定NPO法人フード
バンクふじのくに

富士山麓ロードキル対策プロジェクト 富士山アウトドア
移動博物館事業
ミュージアム

【静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金】(株)静岡朝日テレビの寄付を原資として助成
助成決定総額： 866,716 円（2 件）
助成事業名

実施団体

事業概要

事業費

助成決定額

助成済額

事業開始日 事業終了日

南伊豆町子浦活性化イベント「子浦
風待ち縁の日」

過疎・高齢化の著しい南伊豆町と子浦地区に対して、交流人
口を増やすため、地域文化の特色を活かしたイベントを企画
NPO法人伊豆学研究
し、地域の活性化を図る。密集した住宅と路地を使い、空き家
会
や住宅の玄関先をお借りして出店や展示会、ワークショップを
行う。

¥475,400

¥380,000

¥0

2020/3/1

2020/12/31

未来へ届け！ 私たちの夢ロケッ
ト！

持続可能な社会のために、モデルロケット製作・打ち上げを通
じて、物理学、機械工学、ロケット工学に触れて興味を抱き、
一般社団法人伊豆観 未来を生きる子ども達にとって大変重要な航空宇宙産業分野
光圏活性化協会
の工学に対し、興味・関心を喚起する。今回は宇宙の学校の
スクーリングの一環（第4回：打ち上げ）として行いますが、一般
の参加者も公募します。

¥995,230

¥486,716

¥0 2020/5/10

2021/2/14

¥1,470,630

¥866,716

¥0

総計（2件）
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【シーラックグループ世界遺産富士山を未来へプロジェクト基金】
シーラック(株)、シーラックパル(株)の寄付を原資として助成
助成決定総額： 1,058,000 円（1 件）
助成事業名

実施団体

事業概要

事業費

助成決定額

助成済額

外来種ではない日本固有の在来種「イソギク」を植栽し、雑草
抑制効果を生かして景観向上を目指す。現在経営再建中の岳
身近なスゴイ植物「イソギク」とローカ
南電車を地域の生活の足として守りながら、より広い面積でイ
NPO法人樹木いきい
ル鉄道「岳南電車」を活用した町おこ
ソギクを植栽し、観光客の誘致の1資源として活用してもらう。
きプロジェクト
しプロジェクト
沿線の店舗の売り上げ増への貢献、新規店舗の進出を後押し
でき、地域活性化に寄与できるだけでなく、岳南電車の旅客
収入増により地域の生活の足を守ることにも寄与できる。

¥1,323,200

¥1,058,000

¥0

総計（1件）

¥1,323,200

¥1,058,000

¥0

事業開始日 事業終了日

2020/3/1

2021/3/31

イ．テーマ指定助成事業
【子育て支援事業】静岡県労働金庫による寄付を原資として助成
助成決定総額 555,130 円（2 件）
助成事業名

こどもっ家

実施団体

NPO法人泉の会

地域の子どもたちとプロのクリエイ
ターが描く！書く！撮る！ 伊豆の国 IZUCCO制作実行委
市のローカルマガジン製作プロジェク 員会
ト

事業概要

事業費

助成決定額

貧困対策（予防的支援）、子どもの健全育成、親子の孤立防
止、子育て世代の就労支援を目的とし、生活圏域である小学
校区の親子を対象に実施。多世代が交流した遊び、学び、会
食を行うことで、高齢者の社会参加の機会にもなっていく。

¥515,000

¥412,000

子どもたちがクリエイティブのプロと一緒に自分の住む地域や
街を取材し、記事を書き、イラストを描き、写真を撮って地域情
報誌（ローカルマガジン）を作ることで生きる力ともいえる想像
力を醸成し、活動を通じて地域愛を育むことで、10年後、20年
後の伊豆の国市を支える人材を育成する。

¥656,530

¥143,130

¥1,171,530

¥555,130

総計（2件）

助成済額

¥412,000

事業開始日 事業終了日

2019/8/1

2021/3/31

¥0 2020/1/29

2020/12/12

¥412,000

ウ．団体指定助成事業 団体を指定して助成
助成決定総額 405,000 円（1 件）
助成事業名

田中光顕伯爵顕彰展広報事業

実施団体

古谿荘に親しむ会

事業概要
古谿荘（国指定重要文化財・富士市岩淵）の建築主で元宮内
大臣田中光顕伯爵の一生を関係資料等の展示により顕彰す
る。 懸賞会は令和元年11月22～25日に富士市ロゼシアター
展示室で開催する。 上記顕彰会を告知し、図録等を作成し、
田中光顕伯爵の功績を広報する。

総計（1件）

事業費

助成決定額

助成済額

事業開始日 事業終了日

¥550,000

¥405,000

¥405,000 2019/5/25

¥550,000

¥405,000

¥405,000

※新型コロナウイルスの影響により、実施中の事業の期間が変更となる可能性があります。
（上記に記載しているのは申請時の実施予定期間です。
）

エ．公開プレゼンテーション選考委員会
【選考委員】
築地 茂 氏【(株)静岡新聞社

論説員】★委員長

鈴木恵子 氏【浜松市市民協働センター 副センター長】
久保田光彦氏【中小企業診断士、公認会計士、税理士】
三浦博之 氏【(株)日本政策金融公庫

営業課長】

宮本 聡 氏【
（公財）ふじのくに未来財団 理事】
・第 1 回目：令和元年 7 月 24 日

13:30～ 於：ふじのくに NPO 活動センター

「せいしん地域のちから基金」
「静岡トヨタ自動車ハイブリッド基金」
テーマ指定「子育て支援」
4

2019/12/25

・第 2 回目：令和 2 年 2 月 4 日

13:30～ 於：ふじのくに NPO 活動センター

「せいしん地域のちから基金」
「静岡トヨタ自動車ハイブリッド基金」
「静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金」
「シーラックグループ世界遺産富士山を未来へプロジェクト基金」
テーマ指定「子育て支援」
オ．平成 30 年度助成事業報告発表会（ネンイチ 2019 前半）
日時：令和元年 11 月 15 日

16:30～18:15

会場：B-nest 静岡産学交流センター7F 小会議室 1・2
参加者：57 名（助成事業実施者、寄付者、その他）、発表 18 助成事業実施団体
（３）寄付文化の創造
寄付や社会的投資などによる県民の社会貢献への参加や NPO の課題解決やスキルアップ、フ
ァンドレイジング支援につなげる。
ア．社会貢献しずおか大交流会
助成事業の成果報告を兼ね、寄付者や NPO 等が出会い交流する会を開き、社会貢献に興味
を持つ人の輪を広げるとともに実践につなげた。
・ネンイチ 2019 の開催
日時：令和元年 11 月 15 日

19:00～21:00

会場：Cream（静岡市葵区呉服町 2-8-1 アイランドプザビル 4F）
参加者：65 名
イ．学生社会貢献アワード
高校生や大学生のボランティア・社会貢献活動について発表し、若者が地域とつながる
機会を創出した。(FNC 業務内)
ウ．「遺贈寄付の窓口」の運営
全国レガシーギフト協会の静岡県の窓口として遺贈寄付等の推進を図った。
エ．「募金箱」
「寄付付き自販機」
「寄付付き商品」等の開発・販売支援
・寄付付き商品を締結及び継続中のもの
企業名

商品

静岡トヨタ自動車（株）

ハイブリッド車種 24 車種

静清信用金庫

せいしん SDGs 応援定期預金 GOALs、GOALsⅡ

シーラック（株）

「バリ勝男くん。」（食料品）

シーラックパル

（ビジネスホテル）リネン未交換による寄付

（株）杏林堂薬局×（株）マルト神戸屋

寄付付きパン

静岡マツダ（株）

顧客寄付付きアンケート

・バリューブックス「ぼぼん（古本寄付）
」
静岡県職員組合事務所、ふじのくに NPO 活動センター（東・中）
静岡朝日テレビ、静清信用金庫、静岡県労働金庫労働組合
静岡県議会事務所等 30 ケ所以上に古本回収箱を設置
・コカ・コーライーストジャパン（株）の寄付付き自販機 2 台を設置
戸田書店（株）富士店 【富士市】、富士山こども BASE 様【富士宮市】
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・ダイドードリンコ（株）の寄付付き自販機 19 台を設置
静岡県立総合病院（芙蓉会）3F、4F【静岡市】、
静寿会 シーサイド浜当目焼津 【焼津市】
静岡トヨペット（株）掛川店 【掛川市】
カナエ工業（株）本社、喫煙所、工場北【富士宮市】
常葉大学

静岡草薙キャンパス【静岡市】、静岡トヨペット（株）本社【静岡市】

（株）朝日メディアブレーン（静岡朝日テレビ内）
【静岡市】
スルガ銀行（株）東静岡支店【静岡市】
、珀寿会 大富陽光園【焼津市】
（公財）静岡県コンテナ輸送振興協会（静岡県浜松内陸コンテナ基地内）【浜松市】
草薙駅北口

2 台（草薙カルテッド）【静岡市】

静岡医療専門学校（静岡医療学園）【静岡市】、星光社印刷（株）
【静岡市】
静岡産業大学 情報学部グランド前、図書館前【藤枝市】
・使い損じハガキ、未使用切手の寄贈受付（企業、個人）
オ．寄付者の情報管理データベース構築や IT 活用支援等による資金調達力向上支援
・ Salesforce 活用
（４）社会課題解決経営のための資源提供
ア．NPO 等社会課題解決にかかるセミナー、ワークショップ等の開催
ＣＳＲ検定 3 級、2 級（オルタナ主催

静岡会場運営）

・日時：平成 31 年 4 月 21 日
会場：あざれあ
受験者：3 級受験者

11 名 2 級受験者 5 名

イ．人材育成事業
・NPO や中間支援スタッフ等の人材育成（FNC 業務内）
・助成事業プログラムオフィサー研修（2 名）
1 月 10 日～11 日（於：日本財団ビル）
・災害時における中間支援組織の 12 の役割(スタンダード)研修（2 名参加）
10 月 28 日（於：国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟）
ウ．ファンドレイジング支援
・寄付月間 2019 への参加：ネンイチ 2019 でエントリー
（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（FNC 業務内)
・司法書士、公認会計士、社会保険労務士による相談
イ．中間支援及び NPO 基盤整備・コンサルティング等（FNC 業務内)
・NPO コンサルティングの実施（FNC 業務内）986 件
ウ．ＣＳＲコンサルティング（FNC 業務内）42 件
・企業のＣＳＲ相談
（６）社会課題とその解決に関する調査研究事業
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ア．地域課題や資金循環、そのニーズに関する研究会等の開催
地方創生、SDGs、社会的投資、SIB など新しい資金の流れと活用
地域金融機関、企業、NPO 推進議連等との勉強会
イ．実地取材・ヒヤリング等によるニーズ把握
・出張 NPO 相談、講座等におけるヒヤリングによるニーズ把握（FNC 業務内）
ウ．課題把握の仕組みづくり検討
エ．休眠預金の資金分配団体の調査・検討・説明会開催（FNC 業務内）
12 月 20 日(静岡)、12 月 23 日(沼津)、12 月 24 日(浜松)
オ．コレクティブインパクト事業の自立支援
静岡オレオレバスターズ活動支援
オレオレ詐欺防止 DVD30 枚作成・協力及び関係団体へ配布
（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
・講座等においてミニ説明を実施
イ．ホームページでの情報発信、月 1 回のメールマガジン、SNS による随時情報発信
ウ．公益財団法人用「リーフレット」作成
・ぼぼんリーフレット

2,000 部

・平成 30 年度活動報告書作成

3,000 部

関係機関等へ配布、配架依頼、講座での配布
（８）行政・企業・NPO 等との協働事業
ア．ヒヤリング・取材対応等
・寄付贈呈式、イベント等のプレスリリースの実施
・メディア掲載
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日付
2019/4/3
2019/5/29
2019/5/30

内容
NPOの事務お助け 知識生かし開業2年 情報交換する組織も

媒体
朝日新聞
伊豆日日新聞

来月、NPO法人1年生講座 ふじのくに東部NPO活動センター

伊豆新聞

2019/5/31 NPO法人1年生講座＆なんでも相談会

毎日新聞

2019/6/21

静岡新聞

2019/6/22

NPO法人1年生が勉強 講座に県東部など16人 東部活動センター

伊豆新聞

2019/6/22 社会貢献体験参加者を募集

静岡新聞

2019/7/2

伊豆新聞

社会貢献体験参加者を募集 県プログラム

2019/8/20 ふじのくに未来財団の助成金交付事業、5団体の採択が決定

静岡ビジネスレポート

2019/9/12 伊豆地域市民活動ネット参加者募集

静岡新聞

2019/9/15 伊豆地域ネット始動へ 市民活動の交流 PRのきっかけに 東部NPO活動センター

伊豆日日新聞

2019/9/17 伊豆地域ネット始動へ 東部NPO活動センター

伊豆新聞

2019/9/20 シーラック ふじのくに未来財団に139万を寄付

静岡ビジネスレポート

2019/9/26 市民活動関係者が交流 伊豆でイベント 7団体取り組み報告
2019/9/26 協働し活動活発に 34団体・5個人 市民活動ネット発足

静岡新聞
伊豆日日新聞
伊豆新聞

2019/9/26 市民活動を共有、意見交換

静岡新聞

2019/10/23 25日に助成金活用講座と相談会 松崎でふじのくに東部NPO活動センター

伊豆新聞

2019/10/26 助成金申請のポイント 東部NPO活動センター 松崎で講座・相談会

伊豆新聞

2019/11/28 NPOの会計学ぶ 3日、下田で講座

静岡新聞

2019/12/21 静岡のチカラプロジェクト

朝日新聞

2地区で市民活動交流会 NPO活動センター

伊豆新聞

2020/1/14 ボランティア活動 高校5団体を表彰 静岡、福祉向上など

2020/1/9

静岡新聞

2020/1/27 2町で交流会 参加者を募集 東部NPO活動センター

伊豆新聞

2020/1/30 堆肥開発と普及でボランティアアワード 富士宮高校会議所が報告

静岡新聞

2020/2/5

NPOや市民活動なんでも相談会 21日、下田

静岡新聞

2020/2/6

松崎発祥のポンカン収穫 「魅力発見まちあるき」 なまこ壁街並み見学も

伊豆新聞

2020/2/11 市民活動のための法務あれこれ 20日、司法書士による相談会
2020/2/15 「どこの築城石？ 刻印は？」 伊豆地域市民活動ネット 港町・稲取の魅力体感
2020/2/19 ふじのくに財団に売り上げ一部寄付 県遊技業協組

イ．講師、委員派遣等
・焼津市市民公益活動事業補助金審査員
・藤枝市まちづくり総合事業補助金選考委員
・掛川市協働まちづくり発表会コメンテーター
・沼津市民間支援まちづくりファンドアドバイザー
・しずおか防犯まちづくり県民会議
・全国 NPO 事務支援カンファレンス
・NPO 法人会計基準協議会
ウ. ふじのくに NPO 活動センター及びふじのくに東部 NPO 活動センター運営
（静岡県くらし・環境部県民生活課協働推進班より受託） 別紙参照
エ．ふじのくにソーシャルビジネス支援ネットワーク
・社会起業家向け法人設立・資金調達相談会開催（6/19,8/7,10/9,12/4,1/16）
相談 5 件
ネットワーク連絡会議開催（4/17,8/7,12/4）
オ．一社）全国コミュニティ財団協会会員
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沼津朝日
伊豆日日新聞
伊豆新聞
静岡新聞

・通常総会：令和元年 6 月 24 日（於：日本財団ビル）
・年次大会：令和 2 年 2 月 8 日（於：日本福祉大学）
～コミュニティ財団は 本当に社会に応えられているのか？～
組織の再生～あいちコミュニティ財団の事例から改めて考える～
カ．全国レガシーギフト協会加盟団体
・通常総会：令和元年 6 月 24 日（於：NLP JAPN ラーニングセンター）
遺贈相談窓口・salesforce による集計
1 件の遺贈相談、一社）全国レガシーギフト協会加盟団体と相談事例共有
遺言書(財団への寄付)4 通(令和 2 年 3 月末現在)
（９）組織に関する事項
ア．評議委員会
①令和元年 6 月 25 日

令和元年度第 1 回定時評議員会

第 1 号議案 第 4 期貸借対照表、損益計算書、及び財産目録、事業報告書承認の件
以上原案通り承認
報告事項
評議員辞任について
②令和元年 7 月 22 日

令和元年度第 2 回臨時評議委員会（みなし評議委員会）

第 1 号議案 評議員選任の件
イ．理事会
①令和元年 6 月 7 日 令和元年度第 1 回理事会
第 1 号議案 第 4 期貸借対照表、損益計算書、及び財産目録、事業報告書承認の件
第 2 号議案 定時評議員会の招集の決定
以上原案通り承認
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務執行の状況報告
②令和元年 9 月 6 日 令和元年度第 2 回理事会
第 1 号議案 委員会設置規程改訂案
第 2 号議案 企画検討委員会規程案
以上原案通り承認
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
③令和元年 11 月 8 日

令和元年度第 3 回理事会

第 1 号議案 企画検討委員会

外部委員候補者承認の件

第 2 号議案 企画検討委員会

テーマ選定について

以上原案通り承認
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
④令和 2 年 3 月 13 日

令和元年度第 4 回理事会

第 1 号議案 令和 2 年度事業計画案、予算書案の承認の件
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第 2 号議案 規程（公益通報者保護に関する規程、
役員の利益相反防止のための自己申告等に関する規程）策定承認の件
以上原案通り承認
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
ウ．コンプライアンス委員会
①令和元年度第 1 回コンプライアンス委員会
日 時：令和元年 10 月 3 日
参加者：都築直人（委員長）
、木南妙子（統括部長）、
千野和子・今村昌弘（委員）
議 題：コンプライアンスに関する取り組み状況について
②令和元年度第 2 回コンプライアンス委員会
日 時：令和 2 年 3 月 13 日
参加者：都築直人（委員長）
、木南妙子（統括部長）、
千野和子・今村昌弘（委員）
議 題：コンプライアンスに関する取り組み状況について
エ.その他
・令和元年 10 月 4 日 公財)公益財団法人協会特別セミナー（於：仏教伝道センタービル）
「管理者のための立ち入り検査のポイントと対策」（1 名参加）
・令和元年 12 月 18 日

立ち入り検査(口頭による修正点の指摘→修正済)
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