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表紙について

ふじのくに未来財団の活動にご理解いただき、ご寄付くださいました皆様
この場をお借りして、お礼申し上げます（2021年4月1日〜2022年3月31日）
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ＳＤＧｓのことご存知ですか？
　SDGs（Sustainable Development Goals　エス・ディー・ジーズ）とは、2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」

です。「2030 年世界はこうあってほしい」という姿から設定されている目標で、17の目標（ゴール）と 169のターゲットが定められ

ています。

　この目標達成に向けて多様な主体による行動が求められており、ふじのくに未来財団も SDGs に取り組んでいます。

　表紙で使用した写真は、

Honey Childrenの助成事

業「『動物のお医者さん』

と一緒に考える生き物教室」

（p.6）の活動写真を使わ

せていただきました。

代表あいさつ
　令和 3年度は、コロナ禍の中、7月 3日に発生した熱海土石流災害で被災された皆様の復興

に向けた取組に大変なご苦労のあったものと推察いたします。収まりつつあると感じていたコ

ロナ禍ですが、最近になり静岡県をはじめ全国的に新規感染者の拡大傾向が続き、まだまだ安

心できる状況ではないと感じております。

　この様な大変な状況の中、多くの皆さまの暖かなご支援を賜り、当財団も 8期目を迎えここ

に年次報告書をお届けすることができますことを心から感謝申し上げます。厳しい状況にある

団体の活動を活性化するため、地域資源を上手に循環させ、住民の皆様の生活に対する満足度

を少しでも上げていくことにつながればと考えています。

　県から運営管理を受託する、静岡市のふじのくにNPO 活動支援センター (FNC) と沼津市の

ふじのくに東部NPO活動支援センター (東部 FNC) を通じて、県内NPO等・行政・企業・個

人の皆さまが様々な形で協働し、災害時にも活躍できるようこれからも努力してまいります。

　今回、長年代表理事を務めていただいていた伊藤育子前代表から代表理事を引き継がせてい

ただきました。次世代に明るい未来を残すため、地域で活躍するNPO等支援のため、引き続

きご支援を賜りますことを、心からお願い申し上げます。

代表理事

土屋 優行
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継続中の事業

　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～
　団体名：特定非営利活動法人アースライフネットワーク
　　　　 （静岡市葵区）

　助成決定額：740,000円　

　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
　団体名：富士山自然誌研究会（長泉町）
　助成決定額：543,100 円　

2021年度　採択分

静岡トヨタ自動車株式会社
ハイブリッド基金冠基金

富士山麓ロードキル対策プロジェクト　移動博物館事業

団体名：富士山アウトドアミュージアム（山梨県南都留郡）
事業費：1,170,673円
助成額：   650,000円
実施期間：2020年4月1日～2022年2月28日

概要：富士山麓での野生動物の交通事故死（ロードキル）と副次的な交通事故を減少させることができるよう、ロードキル個体の調査活
動を行いました。
また、ロードキル注意啓発を目的に、被害個体から作成した剥製や写真、収集したデータなどを展示する移動博物館を開館しました。

団体コメント：事業開始後にコロナ禍の影響で事業の大幅な変更を余儀なくされましたが、
今回、御殿場市で初めて移動博物館を実施し、多くの方に現状を知ってもらうことが出来まし
た。実際に来場者の中でその後に野生動物の交通事故を発見し、連絡してくださった方が数
名いたことも大きな収穫でした。

移動博物館参加者コメント：富士山の周辺でたくさんの生き物が車に轢かれていることを初
めて知りました。生き物の写真と事故に遭った生き物の写真の対比がすごいです。自分も運転
に気を付けたいと思いました。

成果：ロードキル定期調査活動　2020年度に計72回実施
　　  移動博物館事業　2021年度に2回実施

災害時要援護者を対象としたオンライン防災教育プログラムの開発・実施事業

団体名：静岡ラーニング・ラボ（静岡市駿河区）
事業費：509,994円
助成額：228,800円
実施期間：2021年1月1日～2022年3月31日

概要：高校生に防災リーダーとなってもらえるように育成プログラムを実施し、高校生に幼児児童向けの防災出前講座を企画、運営して
もらいました。
また、コロナ禍で災害が起きた際の備えや考慮事項について学ぶオンライン授業を開催しました。

団体コメント：防災リーダー育成プログラムでは、回を重ねるごとに高校生の企画に工夫が見
られ、プログラムを通して防災に対する関心度が上がりました。また、コロナ禍での避難につい
ても、生徒の主体的な学びが出来たと思います。

防災リーダー育成プログラム参加者コメント：この活動をきっかけに、さらに防災意識が高ま
ったと思います。貴重な体験ができたので、今後後輩たちにもつなげていってほしいです。

成果：防災リーダー育成プログラム　7回実施　参加者（高校生）　延べ200名以上
 　　高校生が企画・実行した防災親子イベント　2回開催・延べ40組参加

助成決定総額　2,280,200円  （2021年度）

妊産婦さんの孤立を防ぐ支援

団体名：浜松市助産師会（浜松市南区）
事業費：397,663円
助成額：318,100円
実施期間：2021年9月1日～2022年3月31日

概要：コロナ禍が長期化したことによる妊産婦さんの孤立を防ぎ、産後うつの予防をできるよう、妊産婦さんや家族の方が妊娠期から助
産師に相談できる環境を作っています。今回から相談者が利用しやすいように、電話・メールのどちらかを選べるようにしました。
また、妊産婦さん同士が気軽に話せるオンラインおしゃべり会を開催しました。

団体コメント：これまでは電話で相談を受けていましたが、メールで相談できるようになったこ
とで、利用者にとっては幅が広がったと思います。
「おしゃべり会」は参加者からも助産師からも好評でした。

参加者コメント：他の方の現状を聞くことができ、とても参考になりました。自宅で参加が出来
たので、外出する手間もなく気軽に参加できたのがよかったです。同じくらいのお子さんのいる
方とお話をさせていただくことで、とても良い気分転換となっています。

成果：期間中の相談件数　メール25件、電話54件
　　  オンラインおしゃべり会　6回実施　参加者延べ26名

メンマ作りから始める竹林の有効活用

団体名：竹部（バンブ）（静岡市葵区）
事業費：849,602円
助成額：679,000円
実施期間：2021年9月1日～2022年5月31日

概要：放置竹林を減らし、竹林と竹を有効活用する為に、竹林整備や竹の子掘り、メンマ作りなどを行いました。
竹林整備では竹の見立てから伐採の方法、処理、利用の仕方を体験をもって学んでいただき、4名のゲスト講師による講話では竹への
知見を広げることができました。

団体コメント：昨年メンマ作りに参加した人が竹林整備に興味を持ち参加してくれました。
その中からボランティアスタッフが生まれ、回を重ねるごとにチームを成長させていくことができ
ました。
この活動から竹材の提供、竹細工講座、アートイベント、メンマの商品開発など新たな展開が
進んでいます。

参加者コメント：初めて会った人とでも協力して同じ作業をするのは楽しいです。
月に一度山に来るのが待ち遠しくなりました。

成果：竹林整備（4回）、メンマ作り（6回）　延べ145名参加　ボランティアスタッフ5名増 
　　  ぬか漬け乾燥メンマを5.8㎏製造　 マルシェ・直販でうち5㎏を販売

静岡トヨタ自動車株式会社　代表取締役社長
太田 勝之　様

　クルマは私達の生活において、とても大きな歓びを与えてくれた一方で、環境破壊や交通渋
滞など、さまざまな社会問題に直面してきました。
　当社は「環境保全」「交通安全」「福祉支援」「防災活動」をテーマに、地域の課題に取り組む
ＮＰＯの皆様と共に、多くの課題や問題解決に努めていきたいと考えています。

2021年度　プロジェクト1

2021年度　プロジェクト2

2020年度　プロジェクト

2019年度　プロジェクト
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助成決定総額　1,032,600円
　　　　　　　 （2021年度）

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

冠基金

継続中の事業

　鹿と共生できる富士山西麓の森作り
　団体名：全日本鹿協会（磐田市）
　助成決定額：1,032,600円

2021年度　採択分

冠基金
静清信用金庫　
せいしん地域のちから基金

しずまえトライアスロン in 静岡

団体名：しずまえトライアスロン大会実行委員会（静岡市駿河区）
事業費：4,740,582円
助成額：1,000,000円
実施期間：2018年2月1日～2021年7月31日

概要：静岡市用宗エリアには水質の良い海があり、近年新たな観光拠点も誕生していますが、まだ知名度が高いとは言えません。
用宗をアピールし、静岡市を元気にしたいと思い、海岸付近で行われるトライアスロン大会 を開催しました。

団体コメント：新型コロナウイルス感染症の影響で大会が1年延期になり、規模の縮小や一
部企画の中止をせざるを得ませんでしたが、大会の参加者・スタッフ・地域の方の笑顔やアン
ケート結果を見て、次回に繋がる成果を出していたことを実感しました。今後もこの大会を続
けて発展させ、静岡市を元気にしていきたいです。

参加者コメント：ボランティアの方が積極的に声かけをしてくださったおかげで怪我なく安全
にレースが行えました。地域密着型のレースで多くのボランティアの方や周辺地域の方の協
力や応援もあり、思い出に残る素敵な大会だったと思います。

成果：大会参加選手（エントリー）　201名
　　 スタッフ及びボランティア　80名

「動物のお医者さん」と一緒に考える生き物教室

団体名：Honey Children（静岡市葵区）
事業費：652,826円
助成額：501,110円
実施期間：2021年3月1日～2022年4月30日

概要：獣医師が講師となって子どもたちの知的好奇心を満たす「ワクワク生き物教室」を開催し、生き物の心臓や呼吸器について学ぶ講
座や、里山でカモシカを探すフィールドワークを行いました。講座前半の座学では心臓や呼吸器の構造について説明し、後半の実習で
は、実際に鶏や豚の心臓・肺を解剖したり、顕微鏡で観察したりしました。

団体コメント：アンケートの満足度も高く、このような実習体験・研究者体験の学習の機会を
望んでいる方が多いことを実感できました。子どもだけでなく、同伴された保護者にも夢中で
実習に取り組んでいただけたことがうれしかったです。フィールドワークでは、2頭のカモシカに
出会うことが出来ました。

成果：教室を4テーマ・8回開催
　　  参加者数　小学3年生～中学3年生　延べ104名（親の同伴者　延べ61名）

助成決定総額　355,000円  （2021年度）

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

団体名：NPO法人静岡FIDサッカー連盟（静岡市葵区）
事業費：244,560円
助成額：195,000円
実施期間：2021年9月1日～2022年2月28日

概要：障がい者サッカーの理解推進のため、幼児・児童向けの体験プログラムの開発を行い、実際に小学生を対象としたブラインドサッ
カー体験会を開催しました。また、それをもとに次年度以降の実施に使える教材パンフレットを作りました。

参加者コメント：自分ではPKが決まったかわからなかったけれど、周りの声でわかったのが新
鮮でした。目の大切さに気付きました。最初は緊張したけれど、少し時間が経って声掛けがで
きるようになりました。

団体コメント：障がい者も健常の方も、スポーツをすることが身体や心の健康のために重要で
皆と変わらないこと、やり方を工夫すれば誰でもスポーツを楽しめることを参加した児童に伝
えました。身体を使って見えにくさを体感したり、支援を体験したりすることで、障がいについて
具体的に考える機会になったと思います。

成果：体験会を4回開催、参加者　64名（保護者含む）
　　　（新型コロナウイルス感染症の拡大により、予定していた残り6回分を中止としました）

継続中の事業

　赤ちゃんが初めて出逢うやさしいコンサート事業（静岡市で開催）
　団体名：静岡県子ども劇場おやこ劇場連絡会（富士市）
　助成決定額：160,000円

2021年度　採択分

静清信用金庫　理事長
佐藤 徳則　様

　当金庫は2019年に「せいしんSDGs宣言」を公表したのを皮切りに、SDGsに積極的に取り
組んでおります。「せいしん地域のちから基金」は子育て支援、障がい者支援、地域活性化等、社
会課題の解決に向けた有益な事業にご活用いただいております。今後もこの基金を暮らしやす
い地域社会づくりにお役立ていただくことを願っております。

2020年度　プロジェクト

2021年度　プロジェクト2019年度　プロジェクト

ご希望の方には
団体から
事業のご案内を
お届けします

※領収書…確定申告で税制優遇が受けられます。詳細はお問い合わせください。

お金の流れ　心のこもったお金の流れで社会が変わります
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継続中の事業

　5歳からのすべての子どもに性教育を！
　団体名：一般社団法人ソウレッジ（掛川市）
　助成決定額：287,200円

2021年度　採択分
　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
　団体名：Growing-Ups for Children（富士宮市）
　助成決定額：334,000円

冠基金 静岡朝日テレビ　静岡のチカラ基金
助成決定総額　380,000円  （2021年度）

助成決定総額　804,480円  （2021年度）

子育て支援事業テーマ
指定 静岡マツダ株式会社寄付者　静岡県労働金庫

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

団体名：NPO法人ESUNE（静岡市駿河区）
事業費：486,413円
助成額：380,000円
実施期間：2021年9月13日～2022年3月31日

概要：不安や様 な々課題を抱える若者に対しては「型にはまらない柔軟な個別支援」が必要です。そこで、多くの支援者に現状の若者の
課題を知ってもらうことや、若者の相談に応じて伴走してくれる支援者を地域全体に増やすことを目的とし、若者の相談に対応・伴走でき
るサポーターの養成プログラムの開発・運用を行いました。

団体コメント：受講生のアンケートでは、学んだことを日常で実践できそうだと回答している方
の割合が多く、今後も受講生を中心に、若者に寄り添う社会の広がりが期待できそうです。
一方で、「一人で実践できるか不安」「実践の機会がより必要だ」という声も上がり、今後の課
題となりました。

参加者コメント：傾聴について、人の心に寄り添うことの大切さ、聞くだけでも助けになること
があること、自分にもできることがあること、など気付くことができて良かったです。

成果：講座5回開催 　受講生　13名

2021年度　プロジェクト

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！
伊豆の国市のローカルマガジン制作プロジェクト

団体名：IZUCCO制作実行委員会（伊豆の国市）
事業費：580,662円
助成額：143,130円
実施期間：2021年2月5日～2021年12月30日

概要：子どもたちの想像力を醸成し、地域愛を育むことを目的として、ローカルマガジンを子どもたちと一緒に制作しました。プロの方 に々
記事の書き方やイラストの描き方、写真の撮り方を教えてもらい、子どもたち自ら取材をしてマガジンの記事を作成しました。

団体コメント：参加者の保護者から、「子どもが変化した」「街を知るということが楽しくなった
ようで、友達と自主的に取材に出かけたりしている」という声をいただきました。学校の宿題や
習い事と並行しての活動は大変だったと思いますが、得意なこと、苦手なことを含め、子どもた
ちが挑戦する姿が素敵でした。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、助成事業の開始を1年延期して実施しました。

参加者コメント：（制作に参加した後の伊豆の国市のイメージは？）魅力がたくさんつまったす
てきなところなんだと気がつきました。

成果：参加者　市内の小学生3～6年生　12名
　　  ローカルマガジンIZUCCO vol.2　4,000部発行

2019年度　プロジェクト

ママと赤ちゃんの友達作りの「レイママ会」＆
静大生と一緒に勉強「レイマナスタディ」

団体名：LeiMana（静岡市駿河区）
事業費：1,246,208円
助成額：600,000円
実施期間：2021年1月1日～2021年12月31日

概要：「レイママ会」は、子どもと2人きりになりがちな0歳児のママを対象に、同じ悩みや不安を共有できるママ友づくりのきっかけとなれ
るよう、歯固め作りのワークショップやベビーヨガなどの講座を開催しました。
「レイマナスタディ」では、コロナ禍で教育実習が中止となってしまった静岡大学の学生が子どもに勉強を教える環境を作りました。

団体コメント：レイママ会に参加した方からは「今までは子育てが不安だったけれど、同じよう
な仲間に会って安心して子育てができるようになりました」などの意見をいただきました。
レイマナスタディでは「とても楽しく学習できている」「スタディに行くことは楽しい」という感想を
いただきました。助成金を利用してタブレット端末などを購入できたので、静大生が教員になる
前に学校現場で使われている端末を活用した指導方法を考える良いきっかけになりました。

成果：レイママ会　1～12月に83回実施、延べ399組の親子が参加
 　    レイマナスタディ　3～12月に156日実施、延べ412名の子どもが参加

2020年度　プロジェクト

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

団体名：一般社団法人シヅクリ（静岡市葵区）
事業費：369,688円
助成額：183,280円
実施期間：2021年9月1日～2022年1月30日

概要：静岡県内の小・中学生、高校生、大学生、教職員、地元職業人を対象とし、「地元企業をより良くする」というテーマでプロジェクト型
学習を実施しました。学びのゴールとして学校を超えた合同発表会を開催し、社会に向けて取り組みの結果を発信しました。

団体コメント：生徒の自己肯定感や社会参画意識が高まったように感じます。企業側の参加
者も正解のない学びを子どもたちと共に考えることで、思い込みや先入観にとらわれずに物事
を考えること、思いついたことはチャレンジしてみること、本質に根ざして何度でもやり直すこと
を学べたと思います。

成果：中学校・高校15校　生徒2,041名・教員50名、15社50名が参加

2021年度　プロジェクト
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辞退した事業

　フェンシング大人の教室「アデュルト」
　団体名：NPO法人沼津新鮮組（沼津市）
　助成決定額：252,565円

※団体のご都合で、残念ながら辞退となりました。2020年度　採択分

アウトドアスポーツのためのトレイル整備事業

団体名：一般社団法人 CLUB SOBASO（三島市）
事業費：241,916円
助成額：193,000円
実施期間：2021年3月4日～2022年3月3日

概要：MTBクロスカントリーやトレイルランニング等のアウトドアスポーツを行うためのコース（トレイル）を造成し、より多くの方が楽しめるよ
うに整備を行いました。また、そのためにトレイル造成に関する講習を受け、トレイルの維持管理に関するノウハウを学びました。

団体コメント：里山整備活動では地域の住民の方にお礼を言われて嬉しかったです。
荒れたトレイルが綺麗に使えるようになっていくことに感動しました。
また、トレイルビルダー講習会では、道具の扱い方やトレイル造成の基本的な手順と注意点を
理解することができました。

成果：里山整備活動　毎週開催（毎回3～8名参加）
　　  トレイルビルダー講習会　7名参加

スポーツ振興事業 寄付者　マルト神戸屋

助成決定総額　193,000円 （2020年度）
テーマ
指定

障がい者スポーツ支援
助成決定総額　136,960円（2021年度）

テーマ
指定

登山ルート整備事業計画

団体名：NPO法人静岡山の文化交流センター（静岡市葵区）
事業費：112,282円
助成額：  89,000円
実施期間：2021年10月23日～2021年10月26日

概要：南アルプスの最南部、長野県飯田市と静岡県川根本町の境界に位置する光岳（てか
りだけ）には静岡県側から直接登れるルートがありません。過去に2度、2019年と2020年に
当該尾根のルート整備に取り組んできており、3度目となる今回も中級登山者向けのルートを
作ることを目的に整備登山を行いました。

2021年度　プロジェクト3

団体コメント：3度目の整備登山でも、まだ迷いやすい箇所があったことがわかりました。
光岳登山ルートの整備事業は今回で一段落したと判断しています。

成果：迷いやすい箇所へテープ標識付けとペンキ塗り等を実施

みほしるべ茶会

団体名：NPO法人静岡塾（静岡市葵区）
事業費：157,126円
助成額：  27,000円
実施期間：2021年8月2日～2021年11月30日

概要：2021年は、「静岡市とフランス・カンヌ市の姉妹都市提携30周年」という節目の年でした。両市の友好を祝って、静岡市の「お茶の
日」である11月1日に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
化交流を深めました。

団体コメント：2018年の「日仏交流160周年」の際にカンヌ市に携帯茶室を寄贈していま
した。前年度の2020年に「プレ茶会」を同じみほしるべで開催した後に、今回、姉妹都市提
携30周年という節目でオンライン茶会を開催できたことは、交流をその場限りで終わらせない、有意義なものだったと思います。

参加者コメント：（カンヌ市の参加者）送られてきた道具だけではどのように使うのかわから
なかったのですが、オンラインで説明を受け、一緒にお茶を点ててみることで理解することが
できました。

成果：参加者　約30名

2021年度　プロジェクト2

団体支援事業
助成決定総額　206,000円 （2021年度）

団体
支援

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

団体名：NPO法人音楽の架け橋メセナ静岡（静岡市葵区）
事業費：435,757円
助成額：  90,000円
実施期間：2021年4月1日～2022年3月30日（3年目の活動に助成しました）

概要：3年間にわたって、静岡県内の文化事業の主催者やアートイベントやまちづくりイベントの参加者を中心にアンケートやインタビュー
などで意識調査を行ってきました。2021年度は3年目のまとめの年として、さらに深堀りをしたい人物やアートイベントにフォーカスし、イン
タビューを行い、集大成となる調査報告書を作成しました。

団体コメント：調査報告書は、読んだ後に主催者やボランティアで会話が成り立つようなものを目指しました。今後の
県内アートを支える市民活動の一助になれば幸いです。調査報告書は二次元コードからご覧いただけます。

成果：「いちアートボランティアがモヤモヤの正体をみつけたくてアートボランティアに関わる人たちに話を聞き回った
3年間の軌跡」（調査報告書）作成

2021年度　プロジェクト1
2020年度　プロジェクト

掛川市における障がい者スポーツ「ボッチャ」の普及大会

団体名：NPO法人掛川シニア交流研究会（掛川市）
事業費：177,101円
助成額：136,960円
実施期間：2021年7月1日～2022年1月31日

概要：パラリンピックの公式種目である「ボッチャ」は、幅広い年代の方が楽しめるスポーツですが、一般的な認知度が低いのが現状です。
そこで、ボッチャの体験講座を行いました。同日には大会を開催し、障がい者・高齢者・子どもを含む団体戦を行うことで障がい者と一般
の人が交流することもできました。

団体コメント：年代を超えて、いろいろな方がボッチャを軸に話している光景がとてもいいと
思いました。アンケートでも多くの方が「参加してよかった」「またやってみたい」と回答されて
いました。障がい者・高齢者・子供でチーム編成して大会を実施したことにより、誰でも十分楽
しめるスポーツであることを実証し、ボッチャの認知度向上に寄与できたと考えています。

成果：体験講座参加者　19名
　　  大会参加者　障がい者6名、中学生6名、高齢者6名

2021年度　プロジェクト

寄付者　ジヤトコグループゴルフ
　　　　　　　　　愛好家一同



財団自主事業財団
自主

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）との連携による
県内の医療機関へCOVID-19対策助成事業

　静岡県内のコロナ罹患者の治療に従事、あるいはコロナ禍の影響を強く受けている医療現場（医療機器等購入に限定）への支援助

成を実施しました。

助成総額　4,690,000円

・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

プロジェクト1

2021熱海土砂災害支援基金助成

　2021年7月3日に熱海市伊豆山地区で発生した土砂災害に対し、財団は被害が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」(2021年7月5日～2023年3月31日)を立ち上げました。海外を含めた163名からのご寄付は2,280,751円となり、熱海

の復興支援活動に助成しています。

プロジェクト3

団体名：NPO法人しずおか共育ネット（静岡市葵区）
助成額：136,560円

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

概要：認定NPO法人カタリバと連携
し、2021年8月2日～8月31日、熱海
銀座商店街「CLUB HUBlic」で「熱
海Youth Lounge」を運営しました。
熱海市内の中学校・高校に通う生
徒が自由にくつろげる中高生のため
の居場所を提供し学習支援も行い
ました。

団体名：しずおか茶の国会議（静岡市清水区）
助成額：200,000円

避難所閉所後の被災者に対する支援活動

概要：避難所閉鎖後、分散した被災
者の方たちに対する寄り添い支援
活動
※散り散りになり不安を持っている
被災者の方たちに交流の場を設け
ることで寸断されたコミュニティー再
構築のお手伝いをしました。さらに
大変な日常から離れて「ほっと一息
できる」楽しい時間を過ごしてもらい
ました。

企業の寄贈プログラム支援（NPOへの提供）

１．あんしんみーちゃん人形(1,441体)
株式会社パートナーズ（東京都新宿区）　

　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を

　高齢者施設を運営するＮＰＯ法人等へ寄贈

２．防災ヘルメット(137個)、Emergency Bag(166セット)等
富士通株式会社（静岡市駿河区）

    熱海災害ふれあいセンター等県内災害活動支援団体へ寄贈

３．水筒(12)、ロープ(38)、ナイフ(29)、寝袋(8)等、他
損害保険ジャパン株式会社（静岡市葵区）

　県内災害活動支援団体へ寄贈

プロジェクト2
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さまざまな寄付のカタチ

ネンイチ 2021
（2020年度助成事業活動報告会）
　11月26日（金）にネンイチ2021（2020年度助成事業活動報
告会）を開催しました。COVID-19の影響を踏まえふじのくに
NPO活動センター会場とZoomでのハイブリッド開催で、12団体
に発表いただきました。
　活動報告会の様子は財団ホームページからご覧になれます。

寄付付き自販機
　自動販売機で飲料を購入するだけで、気軽に寄付をすること
ができます。
以下の県内各所・組織に設置していただいています。（敬称略）

・ダイドードリンコ自動販売機　　　　　　　　　　　　　
　静岡県立総合病院（静岡市葵区）
　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)（富士宮市）
　常葉大学静岡草薙キャンパス（静岡市清水区）
　静岡トヨペット(株)本社（静岡市葵区）
　(株)朝日メディアブレーン（静岡市葵区）
　スルガ銀行(株)東静岡支店（静岡市葵区）
　（社福）珀寿会特養大富陽光園（焼津市）
　（一社）草薙カルテッド（静岡市清水区）
　静岡医療専門学校（静岡市駿河区）
　星光社印刷（株）（静岡市駿河区）
　静岡産業大学（藤枝市）
　レカムジャパン（株）静岡東支店（静岡市葵区）
　
・コカ・コーライーストジャパン自動販売機
　戸田書店富士店（富士市）
　富士山こどもBASE（富士宮市）

2021年度は、総額289,278円の寄付をいただきました。

2021 熱海土砂災害支援基金
　2021年7月3日に熱海市伊豆山地区で発生した土砂災害の
支援を必要とする高齢者、子ども等への支援活動等行うNPO、
市民活動団体、一般社団法人等を応援するために基金を立ち
上げました。

寄付付き商品
　商品を購入することで、売り上げの一部を寄付することができ
ます。（敬称略）

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
・せいしん創立100周年記念定期預金 「サンクス100」
・せいしん創立100周年記念定期預金 「サンクス100Ⅱ」
 ～SDGｓ応援定期預金～

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
（2021年11月終了）

（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

チャリボン
　家庭で眠っている本やＣＤ、ＤＶＤ、ゲームを寄付いただくと、
ふじのくに未来財団を通じて県内のＮＰＯ活動に助成・支援され
る仕組みです。
　2021年度は、22件45,656円の寄付をいただきました。
（敬称略）

・静岡県職員組合事務所、ふじのくにNPO活動支援センター、
  ふじのくに東部NPO活動支援センター
・(株)静岡朝日テレビ
・静清信用金庫
・静岡県労働金庫労働組合　等
・静岡県議会事務所　等
30ケ所以上に古本回収箱を設置

Thank you !

書き損じハガキ・切手
　余った年賀状やハガキ・書き損じハガキ、未使用の切手を送っ
ていただき、換金して寄付とさせていただいています。
　2021年度は、トヨタモビリティパーツ(株)様等から165枚
15,123円分の寄付をいただきました。

助成総額　336,560円  （2021年度）
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正味財産増減
計算書
2021 年 4月 1日～

2022 年 3月 31日

※正式な活動、会計報告は、

当財団ホームページの

「情報公開」ページでご覧

いただくことができます。

貸借対照表
2022 年 3月 31日現在 II　負債の部I　資産の部

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　２．一般正味財産

　正味財産合計

1.　流動資産 1.　流動負債

未払金

預り金

未払消費税

資産合計

2.　固定資産

現金預金 2,423,485 1,596,023

552,580

351,800

2,500,403

28,314,002

28,369,084

30,869,487

55,082

2,469,485

3,000,000

25,314,002

28,400,002

30,869,487

86,000

46,000

未収金

前払費用

基本財産

特定資産

その他固定資産

固定資産合計

流動資産合計

金額科目 科目 金額

負債合計

負債及び正味財産合計

(単位：円 )

寄付金の内訳と
推移

会計報告

合計
223,500

65,000

542,582
3,289,355
4,120,437

316,480
5,745,500

2,204,000
737,400

188,477
657,066

9,848,923

170,000
7,226,500

1,235,954

981,050
581,414
134,280

10,329,198

28,000
18,239,711

8,253,152

1,405,691
100,000
300,295

28,326,849

2,104,980
48,134,071

14,044,258
3,289,355

7,551,122
5,024,414
1,476,344

81,624,544

263,000

748,700
782,800
101,260
691,307

4,605,500

7,192,567

322,000

496,150
460,000
302,412
576,358

5,647,860

7,804,780

126,000

2,533,831
375,200
319,185
1,792,141

3,229,000

8,375,357

656,000

5,626,433

521,000
583,300

130,435
295,698

3,440,000
賛助会員
冠基金
テーマ
団体支援
協賛寄付
財団支援
発起人寄付
総計

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

賛助会員

冠基金

テーマ

団体支援

協賛寄付

財団支援

発起人寄付

2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2013～
2014年

金
額

（円）

科目 当年度 前年度 増減

I　一般正味財産の部

1　経常増減の部

（1）経常収益

運用益

受取会費

事業収益

受取寄附金

雑収益

経常収益計

（2）経常費用

事業費

管理費

経常費用合計

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

II　指定正味財産の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

III　正味財産期末残高

259 376

42 45

33,719,116 31,163,694

33,037,850

33,848,783

28,314,002

28,369,084

810,933

184,749

55,082

28,000

20,240,100

13,450,715

14,848,134

13,465,868

-129,667

126,000

25,007,390 -4,767,290

7,420,832

2,555,422

-383,639

253,972

-129,667

2,219,474

12,628,660

14,848,134

14,718,467

2,564,868

2,939,061

6,029,883

30,472,982

30,909,722

253,972

436,740

-69,223

184,749

2,219,474

11,246,394

13,465,868

13,650,617

-117

-98,000

-3

374,193

14

●遺贈寄付とは？
遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。「ふじのくに未来財団への遺贈」

をしていただくことで生涯で築かれた財産を静岡の未来のために役立てることができます。

遺贈のご意思は、遺言書を残すことではじめて実現することができます。遺贈に関するご相談から執行まで、専

門家と共にサポートします。

●遺贈寄付による冠基金、弥栄（いやさか）基金を 2021 年 12 月に設立しました
「静岡県東部（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、長泉町等）に貢献したい。小規模で誠実な

活動を行っている団体の力になりたい。」という故人（匿名希望）の公正証書遺言に基づき、その遺言執行人一般

社団法人しんきん成年後見サポート沼津（代表理事　杉﨑 弘尚）より当財団へ 13,299,779 円が寄付されました。

団体指定
寄付時に指定された団体が計画し

た事業に対し助成をおこないます。

●ご逝去から３ヶ月以内に「相続方法」を

　決めなければならない

●「相続財産の寄付」をおこなうことで、

　相続税を節税し、社会貢献に活用

テーマ指定
事業のテーマを指定して助成を

おこないます。

私の基金（100万円から）
寄付者の意向に応じて内容を設定

し助成をおこないます。

遺贈や相続財産をご寄付される場合

には、税金・法律での悩みや心配事

の解決、「遺言書」・「公正証書遺言」

の作成、寄付の手続きも必要になって

きます。税務や法務のプロと連携し、

対応いたしますのでご安心ください。

遺贈の種類

ご相談

財産が活かされます財産が活かされます

自身の遺産／ご本人による意志決定

遺言による寄付
ご意思をかなえる「遺言書」

公正証書遺言 ※

自筆証書遺言

信託による寄付
ご意思を引き受けてくれる会

社や銀行などと契約する「信

託」という意思の活かし方

専門家と連携し、さまざまな
ご相談に対応いたします。

相続遺産／遺族による意志決定

連携先／弁護士・税理士・司法書士・

　　　　不動産鑑定士 など

※ 詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください

遺贈寄付 自分が暮らす・育った「しずおか」にありがとうの気持ちを込めて



「地域社会のために何かしたい」という
あなたの想い、カタチにしませんか？

Join us!

〒422-8076 静岡市駿河区八幡一丁目 2-21 KK ビル 101
TEL 054-665-8005
FAX 054-333-5481
　　info@shizuokafund.org
ホームページ http://www.shizuokafund.org

【運営受託】
ふじのくにNPO活動支援センター
（静岡県）
〒422-8067 静岡市駿河区南町 14-1 
水の森ビル 2階
TEL 054-260-7601　FAX 054-260-7603

2022 年 9月　発行

ホームページ Facebook ページ

Facebook ページ

ふじのくに東部NPO活動支援センター
（静岡県）
〒410-0801 沼津市大手町一丁目 1-3
沼津産業ビル 2階（静岡県東部県民生活センター内）
TEL 055-951-8500　FAX 055-952-1433
       fnc@shizuokafund.org（センター共通）

お気軽にお問い合わせください

TEL 054-665-8005

賛助会員および寄付のお願い
ふじのくに未来財団が

静岡県の地域課題解決に貢献し続けられますよう、

応援をお願い致します。

賛助会費　一口 個人　3,000 円　団体　10,000 円

　賛助会費の使途
全額、当財団の運営経費として活用させていただきます。

　当財団の賛助会費・寄付は税制優遇の対象となります。

・社会貢献情報や財団の事業・報告書などの情報をお送りします。

・ご希望に応じ、社会貢献をはじめNPO活動や事務などの個別

　相談の機会をご提供します。

　特典

【お申込み方法】
①銀行振込　②現金　③オンライン決済
　　　　　　　　　　　　（クレジット決済）

※銀行振込・現金の場合は、賛助会員申込書に必要事項をご記入の上、

メールまたは FAXでお送りください。「賛助会員申込書」は当財団の

ウェブサイトからダウンロードしていただけます。

【振込先口座番号】
口座名義：公益財団法人ふじのくに未来財団
フリガナ：ザイ）フジノクニミライザイダン
　 ゆうちょ銀行　二三八支店　普通 5107026
（ゆうちょ銀行からは　記号 12300　番号 51070261）

 　静清信用金庫　本店営業部　普通 0274793

　 静岡銀行　駅南支店　普通 0915832

　 静岡県労働金庫　本店営業部　普通 4502910

　 島田掛川信用金庫　本店営業部　普通 0225836
　 沼津信用金庫　本店　普通 0998070

応援したい地域課題がある

テーマ指定寄付

応援したい団体がある

団体指定寄付

財団を応援したい

財団支援寄付

遺産を静岡の未来に

遺贈寄付

テーマや基金名を自由に設定

（100万円以上）冠基金

災害に備えて

災害支援寄付

お香典・お花料
で寄付する


	2021年度活動報告パンフレット表紙
	活動報告2_3ページ
	活動報告_助成事業0405
	活動報告_助成事業0607
	活動報告_助成事業0809
	活動報告_助成事業1011new
	活動報告_助成事業1213
	活動報告1415ページ
	2021年度活動報告パンフレット裏表紙

