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輝け加古川こども基金とは
「輝け加古川こども基金」は、加古川地域に住む子どもや若者が健やかに育ち、成長する
ことを願い、その支援や環境づくりに取り組む市民活動を応援することを目的として、東
播磨地域にお住まいの篤志家、神川 都様をもとに設立された基金です。

輝け加古川こども基金 寄付者よりご挨拶
『加古川の未来をつくる子どもや若者の健やかな成長を応援したい』と考えている折に、
ひょうごコミュニティ財団さんとのご縁があり、この「輝け加古川こども基金」を創設す
ることになりました。この基金が子どもたちの健全な成長や自立を支援する活動の一助と
なれば幸いです。

2016 年 3 月 1 日
神川 都

ひょうごコミュニティ財団よりご挨拶
この基金では加古川において活動する非営利団体が行う、子ども・次世代の健全な成長や
自立の支援に関する事業を支援いたします。
助成金額の異なる基本コース（10 万円上限）
、発展コース（100 万円上限）を設け、2015
年の秋から公募を行った結果、基本コース 22 団体、発展コース 12 団体の合計 34 団体か
らご応募をいただきました。
選考委員会による選考の結果、基本コース 10 団体、発展コース 5 団体が採択され、2016
年 4 月から助成事業を開始していただきます。
本基金による活動が、これからの時代を背負って下さる皆さまのお健やかな成長につなが
ることを願いつつ、ご挨拶申し上げます。
2016 年 3 月 1 日
公益財団法人

ひょうごコミュニティ財団
理事長
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下村 俊子

輝け加古川こども基金の概要


■基金の趣旨
輝け加古川こども基金は、加古川地域に住む子どもや若者が健やかに育ち、成長すること
を願い、その支援や環境づくりに取り組む活動を応援することを趣旨としています。


■助成対象団体
子ども・次世代の健全な成長と自立に資する事業を行っている団体で
（１） 原則として加古川市を活動の対象としている非営利団体（法人格の有無は問わない）
（２）市民が主体的に設立・運営している団体


■コースと助成額について
【基本コース】10 万円上限／10 団体程度
【発展コース】100 万円上限／3-4 団体程度


■助成期間
2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日


■選考基準
【基本コースの選考基準】
a. 申請事業が本助成の趣旨や条件に合致しているか（趣旨の一致）
b. 加古川市およびその周辺地域の課題・地域ニーズをとらえているか（事業の必要性）
c. 取り組む課題に対して、計画や予算が適切か（方法の妥当性）
【発展コースの選考基準】
上記 a～c に加えて、
d. 計画・予算が十分吟味され、事業に必要な人的資源やネットワークもあるか（実現性）
e. 地域に根ざし、着実に理解者や支援者、参加者を増やそうという姿勢があるか（地域性）
f. 助成期間終了後も、団体として継続・成長の可能性が高いか（発展性）
g. 事業が他の団体や地域に広がり、発展していくものかどうか（波及性）


■選考委員会
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

吉田 実盛
鶴林寺真光院 住職
石堂 美紀代
特定非営利活動法人子育てサポート☆きらり ing 顧問
柏木 登起
特定非営利活動法人シミンズシーズ 代表理事
勝木 洋子
神戸親和女子大学 教授
門野 隆弘
株式会社神戸新聞社 東播支社長
桑田 純一郎
但陽信用金庫 理事長
（代理：吉田 健一郎 但陽信用金庫 コンプライアンス室長）

※応募団体に利害関係を有する選考委員は、当該団体の選考から外れています。          （敬称略）



■協力
特定非営利活動法人シミンズシーズ
2

募集と選考の流れ
2015 年
10 月 8 日

記者発表、広報開始

10 月～11 月

11 月 9 日

応募受付開始

説明会や個別相談会を東播磨生活

12 月 14 日

応募締め切り

創造センターかこむにて開催

2016 年
1 月 19 日

選考委員会開催



2016 年 応募状況


１．応募件数と申請金額
基本コース（A）

発展コース（B）

合計（A＋B）

応募件数

22 団体

12 団体

34 団体

申請金額合計

2,123,081 円

8,792,270 円

（96,504 円）

（732,689 円）



（

）内は平均額



２．申請事業の活動分野

３．申請事業の対象年齢（複数選択可）
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10,915,351 円

４．応募団体の法人種別








n=22

n=12

５．応募団体の設立年数








６．申請金額
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選考委員長総評
                           選考委員長

吉田 実盛
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採択団体一覧
【基本コース】
代表者氏名

助成金額
（円）

加古川おやこ劇場

加古川おやこ劇場第 273 回例会
岡本 久美子
ぬいぐるみミュージカル「ピノキオ」

100,000

加古川こどもマジック
育成会

輝け加古川こども基金
助成金 基本コース

馬田 力

50,000

加古川市少年団
指導者協議会

ジュニア・リーダー育成事業

原 忠司

50,000

加古川マダン実行委員会

第 14 回 なかよし加古川マダン

橘 純一郎

80,000

こども工房

こどもモノ作り体験学習 事業

村上 輝男

70,000

Heart Beat Style

食×ことば×音楽

落水 七重

100,000

ボーイスカウト
加古川第 5 団

さあ でかけよう!（子ども・次世代の健
全な成長と自立に資するための事業）

田村 範夫

70,000

ボランティアグループ
“なの花”

子育て支援、各世代の子供と
ご家族に、昔のことを語りつごう

佐藤 亘男

50,000

まちの寺子屋ベイ

体験型イベント【寺子屋フェスタ】

別所 聖示

50,000

特定非営利活動法人
One Heart

わんはーと

子ども食堂

藤田 のりゑ

100,000

事業名

代表者氏名

助成金額
（円）

団体名

事業名

【発展コース】
団体名
加古川シティオペラ・
ジュニア『チェルキオ』

加古川シティオペラ・ジュニア
『チェルキオ』第 8 回定期公演

田代 恭也

250,000

特定非営利活動法人
子育てサポート☆きらり ing

加古川市より発信！保育士リワーク
支援と託児サービスのコラボ事業

下村 千登勢

995,800

市民をつなぐネットワーク
を考える会「う・ふ・ふ」
特定非営利活動法人
高砂キッズ・スペース
特定非営利活動法人
わかば福祉会

「楽つみ木」を使って
子どもの健全育成を支援する

高橋 智恵美

155,520

こどものまち加古川 2016

久井 志保

200,000

わかばふれ愛ホーム
森の家の開設

久保田 静子

200,000

(団体名五十音順／敬称略)
輝け加古川こども基金 2016 年助成金額
基本コース（A）

発展コース（B）

合計（A＋B）

採択件数

10 団体

5 団体

15 団体

助成金額合計

720,000 円

1,801,320 円

2,521,320 円
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発展コース採択団体選評
※選考委員からの選評です(2016 年２月５日)

団体名：加古川シティオペラ・ジュニア『チェルキオ』
事業名：加古川シティオペラ・ジュニア『チェルキオ』第 8 回定期公演
＜選考理由＞
加古川シティオペラ・ジュニア「チェルキオ」は、音楽、舞台活動の担い手の育成を目
的に、2009 年に活動を始めた。オペラを通じてこどもの表現能力を引き出すとともに、舞
台活動によって子どもが地域とかかわり、地域の発展に尽くす。活動には、そんな願いが
込められている。
仲間同士で遊ぶ機会が少なくなっているのに加え、ほとんどの中学、高校には合唱部が
存在しないという。そんななかで、音楽に関心を持つ子どもを対象に、芸術作品に触れ、
自ら演じる機会を提供する意義は大きい。
ただ、これまでの活動には課題もある。地元の音楽家や愛好家、子どもらの間で広く認
知されているとは必ずしもいえない点である。
ベルリン・フィルを率いる指揮者サイモン・ラトルは十年余り前、子どもにバレエ曲を
指導する「ダンスプロジェクト」を始めた。世界最高レベルの音楽と振り付け指導を経験
し、子どもがひとつにまとまり、成長する様子は記録映画にもなっている。
「チェルキオ」も、
「輝け加古川こども基金」の支援を弾みに、作品や育成ノウハウのレ
ベルをさらに引き上げ、子どもや音楽関係者に広く認知され、来場者をワクワクさせるプ
ロジェクトにしてほしい。

団体名：特定非営利活動法人 子育てサポート☆きらり ing
事業名：加古川市より発信！保育士リワーク支援と託児サービスのコラボ事業
＜選考理由＞
子育てサポート☆きらり ing は、「子育ては学習である」と捉え、地域の様々な場所で活
躍する子育てサークルの育成と活動のサポート・ネットワークの促進を行うとともに、就
学前の子どもと保護者が孤立感を持つことなく、楽しく生き生きと子育てができるよう、
交流の場や育児相談を展開している。
当団体は、社会的に保育士が不足している現状と一時保育を希望する保護者の声を的確
に捉え、この二つの課題を同時に解決する事業を本助成で実施しようとしている。保育士
資格を有しているものの就労していない潜在保育士に対する研修講座開催や一時保育での
経験は、就労支援となるものであり、一方で、一時保育を希望する保護者にとっては、託
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児サービスを享受することで育児ストレスの解消となるだけでなく、就労活動の時間も生
み出すことができると思われる。
就労人口の減少が懸念される我が国にあって、働きたいと考える子育て中の保護者が安
心して就労できる環境づくりは、国の責務ではある。しかし、地域差等もあり、機動的に
解決していくためには、ニーズを把握でき得る活動主体が必要になってくる。当団体の活
動がより広がることを大いに期待したい。

団体名：市民をつなぐネットワークを考える会「う・ふ・ふ」
事業名：「楽つみ木」を使って子どもの健全育成を支援する
＜選考理由＞
 市民をつなぐネットワークを考える会「う・ふ・ふ」は、市民一人ひとりのもつ自己の
潜在能力を育み、地域や社会に活かすことを目的に活動している。近年は子どもの生きる
力を育むために「楽つみ木」というつみ木遊びを通したワークショップを開催している。
「楽つみ木」は、一辺３センチ×３種類のつみ木で、小さく種類が少ないからこそ創造力
を最大限に刺激すると言われている。さらに、このつみ木の最大の魅力は、子ども同士、
保護者と子ども、スタッフと保護者などと様々な関係性をつくる「社会化した遊び場（遊
び合いの場）」を展開できるところにある。
そのような「楽つみ木」であるが、現在はウォーキングセンターから借りて対応してい
る状態で、年数回の単発のワークショップしか開催できていないことが団体の悩みである。
そこで、本プロジェクトでは「楽つみ木」を購入し、
「社会化した遊び場」を定期的に提
供する。この場は、子ども達の社会性を育む場だけでなく、参加する保護者の悩みや思い
を聞く居場所になることも期待できる。
また、他の子育て支援団体と一緒にワークショップを開催したり、
「楽つみ木」を貸出し
たりすることを通じて、子育て支援団体同士が横につながっていく可能性も持っている。
まさに、加古川の子どもたちを支えるための「市民をつなぐネットワーク」となることを
期待したい。
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団体名：特定非営利活動法人 高砂キッズ・スペース
事業名：こどものまち加古川 2016
＜選考理由＞
日頃から、子どもが育つ環境をよくするための社会貢献に励んでおられる。体験を通し
た子どもの主体的な活動を支え、専門的な関わりをされているからこそ、今回の申請につ
ながったと思う。
「こどものまち」はその準備の「こども会議」を経て、子どもたちが自主
的に参加し、大人を巻き込みながら企画・運営していく。そのプロセスでは協力、職業理
解、対人関係、経済性、流通過程などなど多くのことを包括的に学び、学校教育だけでは
なしえない多くのものが獲得されると言っても過言ではない。
ただ、申請に対する満額助成にいたらなかったのは、高砂キッズ･スペースの従来の企画･
運営から脱却し新しい試みに至っていないこと、地域への波及性や加古川市全体の活性化
につながるか明確な視点や予測がないことなどに課題が残り、選考委員全員を悩ませた。
しかし、組織の充実性と安定感から見えてくる、子どもの創造性の育成、社会適応への
醸成、人的資源とネットワーク、なによりも子どもの成就感を大切にする企画であった。
ただ、これらの活動は社会的な課題であるので本来なら公がするべき事なのかも知れない。
選考委員のなかでもこれらの部分が論議になったと同時に、だからこそこれらのことを評
価させていただいた。


団体名：特定非営利活動法人 わかば福祉会
事業名：わかばふれ愛ホーム森の家の開設
＜選考理由＞
本団体は、その前身が昭和 44 年に設立以来、46 年の永きに亘って活動している。
加古川市においては、障がい者に寄り添う民間事業者としてのパイオニアと言っていい。
多くの事業展開の一つである製造しているお菓子等は、営業努力により実にさまざまな場
所、イベント会場で販売されている。本団体の活動、従事者の熱心な思いは十分理解でき
る。扶養義務者がいない等により、グループホームを希望する 18 歳以上の若年障がい者の
ための事業拡大は、地域社会ニーズから必要不可欠である。
しかし、本助成金を駐車場の整備に充てるというのは趣旨から考えて疑問の残るところ
である。敢えて、事業拡大に併せて事業全般への助成としては、趣旨に十分合致するもの
考えられる。
来年度以降は、行政への支援を求める活動、さらに地域との協働も含め、本団体が自立
していく方策を計画的に進めていただきたい。前述したとおり、障がい者を受け入れる施
設、社会環境が十分でない現状下においては、本団体の活動が広く社会に浸透し、障がい
がある人もない人も、親も子も安心して過ごせる社会を目指してもらいたい。さらに、本
団体の活動が他の団体にも広がっていくことを期待したい。
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2017 年「輝け加古川こども基金」助成団体募集について【予告】

2016 年の本基金に対して、多くのご応募ありがとうございました。
本基金は、2017 年も下記のスケジュールで助成団体の募集の予定です。
皆様のご応募お待ちしております。

2017 年「輝け加古川こども基金」スケジュール
時
2016 年

2017 年

期

内

容

10 月頃

詳細発表／応募団体募集スタート

11 月頃

説明会開催（定期的に個別相談を行います）

12 月中頃

団体募集締め切り

2 月頃

選考委員会開催

3 月後半

採択団体発表／助成金振込み

2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日

事業実施期間
※ 詳細は、2016 年 10 月頃発表予定です











寄付したいひとの「想い」を、必要としてくれるひとにきちんと届けます。
兵庫県には、2000 を超える NPO 法人を含め、数万ともいわれる市民活動団体が活動
しています。そんな兵庫県に住む市民の方々と、NPO・市民活動団体をつなぎ、これま
での寄付についての不安や悩みを解消する仕組みをつくって行きます。
＜主な事業＞

寄付集めに本気で取り組みたい！という想いを持った団体の皆様と
当財団が一緒に、参加団体の活動に共感した市民から寄付を募り、
地域の課題を解決する、寄付集めと助成のしくみです。
社会への貢献を「冠」として顕彰する基金です。当財団内の冠基金
として設置する利点は、税制優遇のほか、単独で基金・法人を設立
するよりずっとローコストで作れることです。
財団が設置しているのは「こども」「災害」「障がい者」の３分野の
基金です。興味のあるテーマを選んでご寄付いただくと、財団が公
募し厳正に選ばれた団体に届けられます。
詳しくはひょうごコミュニティ財団ホームページをご覧下さい。

ご不明点等は、ひょうごコミュニティ財団までお気軽にお問い合わせください。
公益財団法人ひょうごコミュニティ財団
〒650-0022 神戸市中央区元町通 6-7-9 秋毎ビル 3 階
TEL 078-380-3400
ホームページ

F AX 078-367-3337

E-mail hyogo@communityfund,jp

http://hyogo.communityfund.jp/

