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2021 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 

～2021年 4月 1日～2022年 3月 31日～ 

 

2021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 

 

2021年度は引き続き COVID-19による影響もみられたが、ICTの活用も活発化し、制限のある中

で活動の継続を試みた。7月 3日には県東部に豪雨災害があり、財団は被害の特にひどかった熱海

市支援のため 2021熱海土砂災害支援基金を立ち上げ寄付募集を開始すると共に活動団体への支援

を開始した。47都道府県『新型コロナウイルス対策』地元基金（47コロナ基金）との連携によ

り、県内の医療機関へ COVID-19対策助成事業を実施した。 

 また、当財団にとっては初めての大口の遺贈寄付を受けることとなった。次年度助成事業の公

募を開始する予定である。 

 

（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（434,500 円、静岡県労働金庫） 

      10/19 寄付贈呈式（会場 静岡県労働金庫） 

    竹林整備（63,000円 株式会社季咲亭） 

    COVID-19 ウイルス対策緊急支援基金（計 227,191円） 

            47都道府県『新型コロナウイルス対策』地元基金（47コロナ基金）より 

      個人、バリューブックス「チャリボン（古本寄付）」 

   ・企業冠基金（計 4,939,932円、3基金） 

    せいしん地域のちから基金（1,000,000円） 

      10/22、3/9 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（2,851,500円） 

            4/22寄付贈呈式(会場 静岡トヨタ株式会社) 

    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（1,088,432 円） 

      10/12 寄付贈呈式（会場 シーラック株式会社） 
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 イ．寄付者が選択する課題解決「団体支援」寄付募集（計 100.000円、1団体に 1件） 

   ・1個人より 

    ＮＰＯ法人音楽の架け橋メセナ静岡 

 ウ．財団の公益事業運営支援への寄付募集 

    ① 財団への支援 

      島田掛川信用金庫（300,000円） 

      5/28 寄付贈呈式（会場 島田掛川信用金庫） 

静岡県遊技業協同組合（200,000円） 

      2/10 寄付贈呈式（会場 静岡県遊技業協同組合） 

     ＮＰＯ法人沼津まちづくり市民の会海風４７（203,319円）解散時の残余財産 

          チャリボン（45,656 円） 

     その他（個人、はがき・切手等 １件）15,123円 

    ② 熱海土砂災害支援基金(2021年 7月 3日に熱海市伊豆山で発生した土砂災害支援基金) 

期間：2021年 7月 5日～2022年 3月 31日 

達成金額：2,275,751円（目標金額 3,000,000円） 

URL：https://congrant.com/project/shizuokafund/3215 

③ 47都道府県『新型コロナウイルス対策』地元基金（47コロナ基金）コロナ対策に従事 

する医療機関等への支援（5,200,000円） 

    ④ 協賛寄付（計 300,295 円、23件） 

     ・お宝エイド（計 11,017円、2件） 

     ・寄付付き自販機（計 289,278円、22台） 

 エ．遺贈寄付の受け入れ 

   弥栄（いやさか）基金（匿名希望） 13,299,779 円(冠基金を設立) 

遺言執行代理人；一社）しんきん成年後見サポート沼津 

12/2 寄付贈呈式(会場 一般社団法人しんき成年後見サポート沼津) 

 オ．「賛助会員」募集（計 28,000円、7件：法人会員 1件、個人会員 6件） 

科 目 件数 
R３度 

寄付額 
備 考 

前年度 

寄付額 

昨年

比 

賛助会費 7 28,000 法人1件、個人6件 126,000 22% 

財団支援 193 8,253,152 

静岡県遊技業協同組合     200,000 

島田掛川信用金庫             300,000 

ＮＰＯ法人沼津まちづくり市民の会海風４７ 

203,319 

熱海土砂災害支援基金        2,275,751 

地元基金（47コロナ基金）    5,200,000 他 

1,792,141 461％ 

テーマ指定 4 1,405,691 

子育て支援                   434,500 

竹林整備                    63,000 

コロナ基金                   227,191 

環境保全                    680,000 

2,533,831 55％ 

https://congrant.com/project/shizuokafund/3215
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  寄付実績   計28,326,849円（338％） 

参考: 2015年4月1日～2022年3月31日の寄付実績 （円） 

 

 

（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、事業費の最大 8割を助成する。 

    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。 

    助成決定総額 6,332,800 円 

 

 ア．冠基金助成事業（助成決定総額 4,048,800円 8事業） 

 【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 355,000円（２事業） 

 

 【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 2,281,200 円（４事業） 

寄付の種類 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 計

賛助会員 656,000 316,480 170,000 263,000 322,000 126,000 28,000 1,881,480

財団支援 295,698 657,066 1,235,954 691,307 576,358 1,792,141 8,253,152 13,501,676

テーマ 583,300 737,400 981,050 748,700 496,150 2,533,831 1,405,691 7,486,122

冠基金 3,440,000 5,745,500 7,226,500 4,605,500 5,647,860 3,229,000 18,239,711 48,134,071

団体支援 521,000 2,204,000 581,414 782,800 460,000 375,200 100,000 5,024,414

協賛寄付 130,435 188,477 134,280 101,260 302,412 319,185 300,295 1,476,344

合計 5,626,433 9,848,923 10,329,198 7,192,567 7,804,780 8,375,357 28,326,849 77,504,107

事業名 団体名 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

「幼児・児童向け障がい者スポー
ツ体験プログラム開発モデル事
業」

NPO法人静岡FID
サッカー連盟

障がい者サッカーの理解推進を目的に、ブラインドサッカー体験会
の小学生以下の幼児、児童向けの体験プログラムの開発を行い、そ
のプログラムに基づく体験会を実施し、次年度以降の実施に使える
教材パンフレットの作成を行う。

362,500 195,000 0 2021.9/1 2022.2/28

赤ちゃんが初めて出逢うやさしい
コンサート事業

静岡県子ども劇場
おやこ劇場連絡会

幼児に舞台芸術を届けてきた実績から、今回は乳児に質の高い音楽
を届ける。コロナ禍の孤立した子育て環境を音楽の力と異世代交流
で解消する。

200,000 160,000 0 2022.4/1 2022.8/30

総計（２事業） 355,000 0

冠基金 4 18,239,711 

静岡トヨタ自動車         2,851,500 

静清信用金庫           1,000,000 

シーラックグループ        1,088,432 

遺贈寄付(匿名)            13,299,779 

3,229,000 565％ 

団体支援 1 100,000 個人 375,200 27% 

協賛寄付 23 300,295 
チャリボン（古本寄付）、 

寄付付き自販機、はがき・切手 
319,185 94% 

  計 232 28,326,849  8,375,357 338% 
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【静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金】静岡朝日テレビ(株)の寄付を原資として助成 

 助成決定総額 380,000円（１事業） 

 
【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】シーラックグループの寄付を

原資として助成 

 助成決定額 1,032,600円（1事業） 

 
イ．テーマ指定助成事業（助成決定総額 1,741,440円） 

 【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 804,480円（３事業） 

 

【障がい者スポーツ支援事業】 

 助成総額 136,960円（１事業) 

事業名 団体名 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

未来につながるライフスタイルを
リポート！～高校生・大学生と発
信！でんきとクルマからの脱炭素
社会の作り方～

特定非営利活動法
人アースライフ
ネットワーク

脱炭素社会実現に向け、若年層を対象に、家庭からのCO₂排出量の
約7 割を占める電気とガソリン（車）に焦点をあて、再生可能エネ
ルギー由来の電力プランへの切り換えやエコカー利用の推進などに
よる大幅な排出削減を目指して事業を展開する。県内の高校生・大
学生を募集し、気候変動について学ぶワークショップや彼らによる
企業等へのインタビューを行い、若年層の視点で電気と車からの脱
炭素化を促すウェブコンンツにまとめ、公開、拡散する。

925,260 740,000 370,000 2021.9/1 2022.7/30

メンマ作りから始める竹林の有効
活用

竹部（バンブ）
竹の有効活用、放置竹林を減らすことを目的に、対象は藤枝市及び
近郊市町の子どもから大人とし、大人はOJTとして参加する。竹林
整備、竹の子掘り、メンマ作りを主な活動とする。

850,020 680,000 340,000 2021.9/1 2022.5/31

妊産婦さんの孤立を防ぐ支援 浜松市助産師会

コロナ禍による産後うつの予防を妊娠期から行うために、妊産婦と
その家族を対象としたオンライン窓口を作り、対応する。相談形式
は電話・メール・オンラインとし、相談者が利用しやすい形式を選
べるようにする。

397,630 318,100 150,000 2021.9/1 2022.3/31

富士山静岡県側の自然総合調査と
自然環境に与える人為影響の解明

富士山自然誌研究
会

富士山で自然環境が最も良好に保たれている南斜面において、生態
系7分野の自然総合調査を実施する。また、自然環境を未来へ引き
継ぐ指針とするため、今回及びこれまでの調査結果を科学的基礎資
料として発表する。

680,000 543,100 0 2022.3/20 2023.3/31

総計（４事業） 2,281,200 860,000

事業名 団体名 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

若者が安心して相談できるサポー
ターを、若者サポーター養成講座

NPO法人ESUNE
若者が安心して冒険できるまちを目指して、若者の悩みを聴き、自
分らしい一歩を支えられる支援者を育てるためのサポーター養成講
座を開催します。

475,000 380,000 190,000 2021.8/1 2022.3/30

総計（１事業） 380,000 190,000

事業名 団体名 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

鹿と共生できる富士山西麓森作り 全日本鹿協会

鹿害によって深刻な影響を受けている富士山西麓地域の森林の保全
と、鹿と共生できる森作りを行う。また、環境教育プログラムの開
発と実施として、鹿問題啓発のためのエコツアー、ワークショッ
プ、展示会およびシンポジウムを都市住民を対象に実施する。その
過程で鹿被害を受けている富士山麓地域の住民と協働して廃棄され
ている鹿の資源的な活用を行うことで地域の振興に寄与する。

1,489,720 1,032,600 0 2022.4/1 2024.3/31

総計（１事業） 1,032,600 0

事業名 団体名 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

静岡の豊かな未来を創造するシヅ
クリプロジェクトの拡張

一般社団法人シヅ
クリ

静岡県内の小学生、中学生、高校生、大学生、教職員、地元職業人
を対象とし、次世代型探究プログラムの実践として、「地元企業を
より良くする」というテーマでのプロジェクト型学習を実施する。
学びのゴールには、学校を超えた合同発表のステージを用意し、社
会に向けて生徒たちの取り組みの成果を発信する。

300,000 183,280 183,280 2021.9/1 2022.2/28

5歳からのすべての子どもに性教
育を！

一般社団法人ソウ
レッジ

性教育が届きにくい子どもたちには性教育教材を届け、その周囲に
いる大人たちには性教育を行うためのサポートを届ける。

359,200 287,200 140,000 2021.9/1 2023.3/31

教育に関わる大人の「伝えたい」
をカタチに！
　　親と先生をつなぐメディア
「Swimmy」制作

Growing-Ups for
Children

教員や保護者など子どものそばにいる大人たちが、立場の違いにと
らわれず、仲間を作り思いを共有しメディア発信していくことを通
して子どもたちのためにより良い教育環境を作ることを目的とし
て、普段は教育課題を意識していない人にもメッセージを届けられ
るよう紙媒体とWebマガジンを発行する。

417,681 334,000 0 2022.1/11 2023.3.31

総計（３事業） 804,480 323,280
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【ふじのくに新型コロナウイルス対策緊急支援基金助成事業】 

 助成決定総額 800,000円（１事業) 

 

ウ．団体指定助成事業 団体を指定して助成 

  助成決定総額 206,000 円（３事業） 

 

エ．2021熱海土砂災害支援基金助成事業（財団自主事業） 

 助成決定額 336,560円（２事業） 

  

 

オ．47都道府県『新型コロナウイルス対策』地元基金（47コロナ基金）コロナ対策に従事 

する医療機関支援助成事業 

助成総額 4,690,000円 

      静岡県内のコロナ罹患者の治療に従事、或いはコロナ禍の影響を強く受けている医療現場

への支援助成を実施した。使途は医療機器等購入に限定した。財団の自主事業として実施

したため、選考委員は理事とした。 

事業名 団体名 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

掛川市における障がい者スポーツ
「ボッチャ」の普及大会

NPO法人掛川シニア
交流研究会

障がい者スポーツ「ボッチャ」は　パラリンピックの公式種目であ
り、高齢者や子供も含め、幅広い人たちで楽しめるゲームでもあ
る。しかし、一般的には認知度が低く、名前は知っているが、競技
内容までは知らないのが現状である。そこで、障がい者・高齢者・
子供を含む団体戦（6チーム程度）を実施し、「ボッチャ」の認知
度を高めると共に、普及を図る。また、障がい者と一般の人との交
流の場を提供する。

177,550 136,960 136,960 2021.7/1 2022.1/31

総計（１事業） 136,960 136,960

事業名 団体名 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

ひとり親家庭自立応援事業「ぴっ
ぴドリカムプラン」

認定NPO法人はまま
つ子育てネット
ワークぴっぴ

コロナ禍にあって、これまでに社会で問題とされていることがさら
に顕在化してきた。中でもひとり親家庭はますます生活苦になり、
子育てにも余裕がなくなっている傾向にある。さらに虐待も増加し
ているという調査結果がある（2020年度浜松市虐待相談事業数833
事業：前年度より69事業・9％増加）。
この結果を基に、生活の安定化を図ろうとする乳幼児を持つひとり
親世帯を応援する。

1000000 800,000 400,000 2021.9/1 2023.3/31

総計（１事業） 800,000 400,000

事業名 団体名 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

多世代にまたがる文化事業とまち
おこし事業に関わるボランティア
スタッフ確保のための調査事業と
実践

NPO法人音楽の架け
橋メセナ静岡

様々なアートボランティアに携わる人々ならびに文化事業に携わる
事業者や主催者からアンケート調査を行い、静岡県の文化事業とま
ちおこしのための有用な人材確保のための情報を共有する。アン
ケート調査を行いながら調査員とボランティアがお互いに問題点や
成功点などを共有することで、多くの世代と様々な職種の方が文化
事業の運営方法を学び、芸術文化の発展と芸術にふれる人口の拡大
発展を目標とする。
また、アンケート報告書を踏まえて県内外のアートボランティアと
の合同会議を行い、21世紀の静岡県での文化やアート事業のあり方
を考える機会としたい

320,000 90,000 50,000 2021.8/1 2022.3/20

登山ルート整備事業計画
NPO法人静岡山の文
化交流センター

光岳から直接南へ伸びる尾根筋、百俣沢の頭・信濃俣・大根沢山の
中級登山者向けルート整備と水場近くの避難小屋位置の決定を行
い、静岡県の避難小屋建設計画の基礎固めを行う。

12,500 89,000 89,000 2021.10/4 2021.10/8

みほしるべ茶会 NPO法人静岡塾

静岡市はフランスのカンヌ市と姉妹都市提携を行っており、2021年
で30周年を迎えます。両市の友好を祝って、カンヌ市仏日協会と静
岡市三保の松原文化創造センター「みほしるべ」を中継でつなげて
オンライン茶会を行い、文化と人々の交流を促す。

90,000 27,000 27,000 2021.8/2 2021.11/ 30

総計（３事業） 206,000 166,000

事業名 団体名 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

伊豆山土砂災害で被災した子ども
のための居場所「カタリバパー
ク」運営支援及び熱海高校生徒の
ボランティアマネジメント事業

NPO法人しずおか共
育ネット

被災した子どもたちが安心・安全に過ごせる居場所を提供し、保護
者の方々が復興復旧作業や各種手続き・仕事等に集中できるように
子どもたちを預かり、被災者の支援を行う

136,560 136,560 136,560 2021.7/21 2021.8/29

避難所閉所後の被災者に対する支
援活動

しずおか茶の国会
議

避難所閉鎖後、分散した被災者の方たちに対し、お茶会や交流会を
開催することで地域のコミュニティ構築を図る、寄り添い支援活動
を行います。

250,000 200,000 200,000 2021.10/15 2022.1/15

総計（２事業） 336,560 336,560
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・社会福祉法人聖隷福祉事業団  1,500,000円 

・静岡赤十字病院    1,000,000円 

・JA静岡厚生連静岡厚生病院  1,000,000円 

・学校法人国際医療福祉大学熱海病院 1,190,000円 

カ. 公開プレゼンテーション選考委員会(冠基金助成事業、テーマ指定助成事業) 

【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】 

  白田誠一 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：2021年 7月 30日 13:30～ 於：オンライン（Zoom） 

  ・第 2回：2022年 3月 3日  13:30～ 於：オンライン（Zoom） 

キ．助成事業報告発表会（ネンイチ 2021） 

  日時：2021年 11月 26 日 13:00～16:00 

  会場：ふじのくにＮＰＯ活動センター（発表団体・寄付者・選考委員・財団関係者）、 

     Zoom（寄付者・選考委員）、視聴希望者用配信（YouTubeライブ）のハイブリッド 

     開催 

  参加者：30名（助成事業実施者、寄付者、その他）、発表 7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．クラウドファンディングの実践の啓発 

   2021熱海土砂災害支援基金のクラウドファンドレイジング（7/5～3/31） 

   クラウドファンディングによる資金調達研修（2/18 ＦＮＣ業務内で開催、別紙参照） 

 イ．遺贈寄付相談窓口 

   遺贈相談を随時受け付けた。 

 ウ．遺贈セミナーの開催（9/16 ＦＮＣ業務内で開催、別紙参照） 

 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（６品） 

企 業 名 商 品 

静岡トヨタ自動車（株） ハイブリッド車種 36 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）季咲亭 静岡めんま 

（株）ＣＰコスメティクス ラフレンディー ボタニカル 

   ・バリューブックス「チャリボン（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） 
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    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【富士宮市】 

   ・ダイドードリンコ（株）の寄付付き自販機 20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】 

    レカム（株）静岡支店【静岡市】 

   ・使い損じハガキ、未使用切手の寄贈受付（企業、個人） 

 オ．企業の寄贈プログラム支援（ＮＰＯへの提供） 

   ・寄贈品  あんしんみーちゃん人形 1,404体 

         増える詐欺電話から大切な家族を守る、警察と共同開発したおしゃべり人形 

    ※高齢者施設を運営するＮＰＯ法人等 9団体へ仲介 

    寄贈団体 (株）パートナーズ（東京都新宿区西新宿 1-20-2 ホウライビル 6F） 

   ・寄贈品  防災ヘルメット等 

    寄贈団体 富士通（株）（静岡市駿河区南町 18） 

        ※熱海災害ふれあいセンター、河津桜ボランティアセンター等へ配布 

   ・寄贈品  懐中電灯、ロープ、ナイフ、寝袋等 

    寄贈団体 損害保険ジャパン（株）（静岡市葵区呉服町１丁目１−２） 

    ※災害支援やいづの防災、ＮＰＯ法人御前崎災害支援ネットワーク等へ配布 

カ．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 

・Congrantによる決済システム（クラウドファンディング型の活用） 

 

（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 

 イ．人材育成事業 

  ・ＮＰＯや中間支援スタッフ等の人材育成 

   ICT人材育成講座、中間支援スタッフ研修、ＮＰＯ向け講座の開催 

（ＦＮＣ業務内で実施、別紙参照） 

  ・災害ボランティア連携・協働研修会 
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 ウ．ファンドレイジング支援 

  ・寄付月間 2021-Giving December-への参加：ネンイチ 2021でエントリー 

 

（５）コンサルティング事業（ＦＮＣ業務内で実施、別紙参照） 

 ア．プロボノ・専門家等募集・登録の仕組み等を構築 

  ・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 

  ・ＮＰＯコンサルティングの実施 

 ウ．ＣＳＲコンサルティング 

  ・企業のＣＳＲ相談、ＳＤＧｓ相談 

 

（６）社会課題とその解決に関する調査研究事業 

 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 

  ・県内中間支援スタッフ交流会における意見交換（ＦＮＣ業務内、別紙参照） 

・地域金融機関、企業、ＮＰＯ推進議連等との勉強会（COVID-19対応について） 

 ふじのくにソーシャルビジネス支援ネットワーク連絡会議開催（4/15,8/5,12/9） 

イ．実地取材・ヒヤリング等によるニーズ把握（ＦＮＣ業務内で実施） 

・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 

・県内協働事例調査（15 事例）、ふじのくにＮＰＯホームページで公開 

  ・全国協働環境調査協力（静岡県及び静岡市担当） 

ウ．課題把握の仕組みづくり検討 

 ・熱海土砂災害（7/3）に関する情報共有会議への参加 

  7/3,7/4,7/7,7/9（災害支援者会議） 

（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．ふじのくに未来財団助成事業の説明 

  ・日 時：2022年２月７日 

   会 場：やいづＴＶ(焼津市) 

日 時：2022年２月１４日 

会 場：静岡市清水市民活動センター 

 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 

    ・2020年度活動報告書作成   2,000部 

     関係機関等へ配布、配架依頼、講座での配布 

   来館者、相談者への配布等 

 

（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（18件） 
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 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 

  ・島田市協働のまちづくり推進事業費補助金審査委員 

  ・藤枝市まちづくり総合事業補助金選考委員 

  ・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会員 

  ・静岡県災害ボランティアネットワーク委員 

 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（4/14,6/16,8/18,12/15,2/16） 

        相談 3件 

  ・ネットワーク連絡会議開催（4/14,8/18,12/15） 

  ・日本政策金融公庫の企業×ＮＰＯの連携・協働プラットフォーム「ソーシャルビジネスス

テーション」に掲載 https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/sbs/ 

 オ．一社）全国コミュニティ財団協会会員 

・通常総会：2021年 6月 29日 

・意見交換会：2021年 11月 24日、12月 7日、2022年 1月 18日 

   ・東海ブロック会議：2021年 6月 16日、8月 2日  

    （三重県、愛知県、富山県、静岡県） 

 カ．「COVID-19」ＮＰＯ支援組織社会連帯（CIS）会員 

   ・月例会議による情報共有 

 キ．全国ＮＰＯ事務支援カンファレンス会員 

  ・会員メーリングリストによる情報共有（随時） 

 ク．ＮＰＯ法人会計基準協議会会員 

  ・会員メーリングリストによるＮＰＯ会計基準に関する情報共有（随時） 

 ケ．静岡県地域ＥＳＤ活動推進拠点（地域 ESD拠点） 

日 付 内                容 媒    体

2021/4/20 静清信用金庫　ふじのくに未来財団に50万円を寄付 静岡ビジネスレポート

2021/4/23 ハイブリッド車売上金を寄付　静岡トヨタ自動車 静岡新聞

2021/5/20 静岡トヨタ自動車　静岡トヨタハイブリッド基金　ふじのくに未来財団に285万円を寄付 静岡ビジネスレポート

2021/5/29 ふじのくに未来財団に30万円寄付　島田掛川信金 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/6/2 詐欺防止人形防犯協会に寄贈　都内の開発会社 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/6/5 6基金・事業の助成先募集　ふじのくに未来財団 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/7/9 被災者支援団体向けの寄付募る　ふじのくに未来財団 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/7/15 寄付金　既に100万円超　熱海土砂災害　支援団体向け基金 毎日新聞

2021/7/16 熱海支援基金立ち上げ　ふじのくに未来財団　目標金額300万円 伊豆新聞

2021/8/2 高洲中生徒有志　熱海の被災地支援 静岡新聞

2021/9/17 遺贈寄付とは？意義や手順理解　ふじのくにNPO　駿河区でセミナー 静岡新聞

2021/10/20 ふじのくに財団に43万円余を寄付　県労働金庫 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/11/5 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　ふじのくに未来財団に108万円を寄付 静岡ビジネスレポート

2021/11/9 ふじのくに未来財団に50万円　静清信金が寄付 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/11/20 静清信用金庫　ふじのくに未来財団に50万円を寄付 静岡ビジネスレポート

2021/12/7 沼津の女性が遺贈寄付　ふじのくに未来財団　弥栄基金設立 静岡新聞、あなたの静岡新聞

2021/12/16 「遺贈」という形、整える　しんきん成年後見サポート沼津 沼津朝日新聞

2022/2/12 ふじのくに財団に売り上げ一部寄付　静岡県遊技業協同組合 静岡新聞、あなたの静岡新聞

https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/sbs/
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  ・関東地方ＥＳＤ/ＳＤＧｓ活動状況調査協力 

  ・ＥＳＤ地域意見交換会「静岡のＳＤＧｓ教育＆ＥＳＤ」Ｎｏｗ！参加・取組発表：2021年

11月 28日 

 コ．その他 

  ・静岡市ＳＤＧｓ連携アワード「ローカルビジネス部門賞」受賞：「季咲亭・静岡めんまプロ

ジェクト」 

 

（９）組織に関する事項 

 ア．評議員会 

  ①2021年 6月 22日 2021 年度第 1回定時評議員会 

   第 1号議案 第 6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 

 イ．理事会 

  ①2021年 5月 27日 2021 年度第 1回理事会 

      第 1号議案 第 6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に関する件 

            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の状況報告 

  ②2021年 9月 8日 2021 年度第 2回理事会 

      討議事項 なし 

      報告事項 

      代表理事・業務執行理事の職務執行の状況報告 

  ③2021年 11月 5日 2021 年度第 3回理事会 

   第 1号議案 規約（コンプライアンス規定）の改定承認の件 

            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の状況報告 

    ④2022年 3月 9日 2021 年度第 4回理事会 

   第 1号議案 令和 4年度事業計画案、予算書案の承認の件  

            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 

  ①2021年度第 1回コンプライアンス委員会 

日  時：2021年 9月 13日 

参加者：都築直人（委員長）、杉本直人（外部委員）、木南妙子（統括部長）、 

    千野和子・今村昌弘（委員） 

   議  題：コンプライアンス違反における企業の使用者責任と防止対策について 


