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1．概況 
2021年度は、前年度に続いてコロナ禍の影響を大きく受けた年だったが、多くのご支援に恵まれて

事業・組織両面で成果と進歩の見られた年であった。コロナ禍の活動支援の「ひょうご・みんなで支
え合い基金」は第 3 次の助成（497 万円）を行い、その原資として市民・社会からの多くのご寄付を
頂戴した。6年続いた「輝け加古川みらい基金」は最終年を迎え、コロナ禍対応の臨時助成「夏募集」
を実施し助成基金としては終了した。またこれも 6年目となる「真如苑・ひょうご多文化共生・外国
人支援基金」は次期へ向けた見直しに入った。 

また、この１年は「孤独・孤立対策」を始め政府の政策が大きく動いた年でもあり、市民活動の価
値やそれへの支援の必要性について、政府（行政、議員）への政策提言も積極的に行った。 

このように大きな変化を迎えた 2021年度だったが、2022年 6月に設立満 9年を迎え、累計寄付額
が 3億円、助成額が 1億円を超えるなど、コミュニティの助成財団として一定の規模感も達成しつつ
ある。期末に大きな遺贈も実現し、また常勤職員 2名が入職するなど資金面・体制面も充実してきて
いる。9年間の多くの方々のご支援に深く感謝申し上げたい。 
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年度 経常収益 経常経費 経常損益 正味財産期首残高 (単位：万円) 
2013 年度 1,290 1,240  50  416   
2014 年度 1,111  1,170  -59  869   
2015 年度 2,325  2,480  -154  356   
2016 年度 2,121  2,017  104  307   
2017 年度 1,405  1,435  -30  361   
2018 年度 2,771  2,391  380  10,788   
2019 年度 3,968  3,907  61  9,335   
2020 年度 4,282  4,011  272  9,443   
2021 年度 3,742 3,640  5,458  13,302   

2022 年度（予算） 4,040 3,382 658 9,695  
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2．事業 

ア 市民活動団体への助成事業  

当期は、コロナ禍の活動支援として「ひょうご・みんなで支え合い基金」第 3 次助成（497 万円）
を行い、また最終年度となった「輝け加古川みらい基金」でもコロナ禍に対応した臨時助成「夏募集」
を実施するなど、昨年度に続きコロナ対応に多くの力を割いた。 

6年間続いた「輝け加古川みらい基金」は最終年を迎え、2022年 3月をもって第 6期が終了した。
終了後に 6 年間の基金事業の効果・成果検証のための調査活動を開始した（2022 年秋完了予定）。ま
た、「真如苑・ひょうご多文化共生・外国人支援基金」も 6期目を迎えており（2022年 10月末終了予
定）、次期の助成プログラムの企画を始めている。有園博子基金は引き続き組織基盤強化を基軸として
実施しているが、2022 年 4 月からの 4 期目では、活動者のすそ野とネットワーク拡大の趣旨から小
規模な新規助成にも対象を拡げている。 
共感寄付事業は、「随時募集」として 4年半が経ち、この間で累計 24事業について、19,002,318 円

の寄付を集め、16,116,220 円の助成を実施した。（全累計は、のべ 73件、助成額計 31,945,838円） 
以上 5 種の助成プログラムで 2021 年度は計 56 件、17,313,466 円の助成を実施した。共感寄付以

外の助成プログラムの多くは単独の寄付者からの資金で実施しているが、「ひょうご・みんなで支え合
い基金」はクラウドファンディングの取り組みを含めて 331件のご寄付を集めての実施であり、当財
団としても特筆すべき基金である。 

 

（事業計画の記載） 

昨年度は「支え合い基金」の新規立ち上げ、「有園基金」の組織基盤強化シフトと研修・伴走支援

の重点実施、「輝け加古川みらい基金」の年2回助成と、コロナの影響で必要に応じて大きな変更や

新規対応をした年だった。 

今年度も似た状況が続くが、昨年度の臨時・緊急の対応を極力平常時の仕組みの中に採り入れるよ

うにし（団体からの事業変更申請のルール化など）、昨年度不十分であったマニュアル化、定式化と

新スタッフの育成、また全体の効率化を重点的に進めていく。 
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（1）共感寄付事業 

第5期共感寄付事業は、3団体が寄付募集を継続実施中（1団体は本年1月31日、他1団体は本年3月31
日をもって終了）である。 
第5期の寄付額は2022年6月末まで累計19,002,318円、2021年度中の寄付額は3,663,490円である。 
2017年11月の第5期スタートより「常時募集」としており、随時問い合わせ、応募に対応する形を

取っている。 
（担当：永田） 

 
◇寄付募集事業、団体および寄付額        （単位：円） 

事業名 団体名 
2021 年度中
の寄付額 

2021 年度中
の助成額 

累計寄付額 寄付募集期間 

ホームレス状態、安定した住居
がない方への支援活動 

(特活 )神戸の冬
を支える会 

2,168,490 1,843,216 10,437,090 
2017/11/20 

〜2022/12/31 

全ての外国人が安心して暮ら
せる多文化共生社会実現のた
めに 

NGO 神戸外国人
救援ネット 

453,000 385,050 3,612,700 
2018/4/1 

〜2021/12/31 

知的障害者とアーティストに
よる即興音楽プロジェクト 

音遊びの会 186,000 158,100 720,215 
2018/4/13 

〜2022/12/31 

塾に通えない中学生に無料学
習支援を行う「神戸みらい学習
室」を増やしたい 

神戸市職員有志 826,000 710,600 1,141,000 
2019/12/19 

〜2022/12/31 

第 12回震災記念コンサート「神
戸 これからもずっと」 

「未来へ」プロ
ジェクト実行委
員会 

30,000 25,500 30,000 
2021/9/1 

〜2022/1/31 

  （計） 3,663,490 3,122,466 15,941,005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(特活)神戸の冬を支える会 
炊き出しの様子 

音遊びの会 

音楽演奏の様子 
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（2）「輝け加古川みらい基金」事業 

加古川市在住の神川都様のご寄付により運営している本基金は第6期をもって終了した。2016年度
から「輝け加古川こども基金」として子どもや若者の支援のための基金を開始し、第4期目からは男女
共同参画として女性の活躍などの支援を加えて「輝け加古川みらい基金」として本年度の6期目まで実
施した。第6期はコロナの影響を受けた団体の為、冬募集・夏募集の2期に分けて募集を行った。第6期
冬募集は昨年度（2021年2月）13団体（助成総額197.5万円）を決定し、第6期夏募集は本年度（2021
年9月）5団体（助成総額41.5万円）を決定した。 

2021年11月には中間発表＆交流会を東播磨創造センター「かこむ」で開催。第5期のコロナなどで
助成期間を延長した団体を含め第6期冬・夏募集団体の12団体16名及び選考委員、事務局など総計21
名が参加した。またコロナなどでリアルに参加できない団体のために2021年12月にリモートで中間発
表＆交流会を開催し、第6期冬・夏募集団体の4団体4名が参加した。 
本基金は今年度の第6期をもって終了した。2022年度は本基金を振り返り、成果の検証を実施する。

今後の基金に生かすとともに、助成団体の活動継続や発展の取り組みに生かしていきたい。 
（担当：永田、多田、実吉） 

 
◇第6期・夏募集 

【募集と選考の流れ】 
 2021年 6月14日 募集開始 
  6〜7月 説明会、個別相談会を加古川にて実施 
  7月14日 応募締切 
  9月9日 選考委員会（オンライン） 
  11月25日 輝け加古川みらい基金活動発表＆交流会（「かこむ」にてリアル） 
   ※第5期3団体、第6期冬募集8団体、夏募集1団体参加 
  12月14日 輝け加古川みらい基金活動発表＆交流会（オンライン） 
   ※第6期冬募集2団体、夏募集2団体参加。 

【助成期間】2021年10月1日〜2022年3月31日 
【募集総額】70万円 
【応募状況と選考結果】 
 （1）応募状況  応募団体 基本コース 5団体 
 （2）選考結果  採択団体 基本コース 5団体  助成額 計 415,000円 
  ※採択団体は末尾の資料編に記載。 
【選考委員】（敬称略） 
  委員長 吉富志津代 （特活）多言語センターFACIL 理事長 
  委 員 井原卓也 BAN-BAN ネットワークス（株） 取締役 
  委 員 勝木洋子 姫路日ノ本短期大学 前学長 
  委 員 佐伯亮太 （一社）明石コミュニティ創造協会 マネージャー 
  委 員 竹内茂雄 （特活）高砂キッズ・スペース 事務局長 
【協力】 
  （特活）シミンズシーズ 
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◇第6期冬・夏助成団体による中間報告＆交流会の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  

第 6 期冬・夏助成団体の中間報告＆交流会の様子 
長引くコロナ禍で各団体の質問や工夫など真剣な中にも和やかに意見交換が行われた。 
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（3）「真如苑・ひょうご多文化共生・外国人支援基金」事業 

宗教法人真如苑による本基金は昨年度（2020年度）「みんなで支え合い基金」に統合し、外国人支
援の枠として公募した。本年度は元に戻し、2021年7月から公募開始し5団体が応募した。 

10月に5団体すべて減額採択され総額113万円の助成を決定した。 
中間報告交流会は2021年6月6日に財団2F会議室にて、真如苑2名、助成団体5団体8名、事務局3名が

参加、選考委員2名はオンライン参加し合計15名で実施した。現在や今後の活動について活発な発表、
意見交換が続いた。翌日からは今後の基金の参考にするためにも真如苑のご担当様とともに2日間5団
体を訪問し、ヒアリングを行った。 

2022年度については対象の分野は外国人支援で継続する方針で、今後真如苑様と具体的内容につい
て検討していく。 

（担当：永田） 
 

【募集と選考の流れ】 
  2021年 7月14日  募集開始 
 8月27日 応募締切 
 10月8日 選考委員会（神戸市立総合福祉センター 4階 第1会議室） 
【助成期間】2021年11月1日〜2022年10月31日 
【応募状況と採択団体】 
  応募 5団体 
  採択 5団体（採択総額1,130,000円） 
  ※採択団体は末尾の資料編に記載。 
【選考委員】（敬称略） 
  委員長 小澤昌甲 （社福）神戸YMCA福祉会 常務理事 
  委 員 石田勝則 （公財）兵庫県国際交流協会 専務理事 
  委 員 石田賀奈子 立命館大学産業社会学部 教授 
  委 員 武田丈 関西学院大学人間福祉学部 教授 
  委 員 原島照司 真如苑 社会交流部社会交流課 課長代理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中間報告＆交流会の様子 
コロナ禍の現状の活動や今後について活発な意見
交換が行われた。 

助成団体ヒアリングの様子 
現場の生の声を真如苑様とともに見聞きし、今後
の基金へ活かしていきたい 



 10 

（4）「有園博子基金」事業 

本基金は、2017年12月に逝去された故有園博子さん（兵庫教育大学教授＝当時）の遺贈により
2018年8月に設立。臨床心理士、精神保健福祉士として、また教育者として、DVや性暴力、犯罪の
被害者、虐待された子ども、事故の被害者など、深い傷を負った人たちの支援と支援者育成に長く
精力を傾けてこられた故人のご遺志を受け、①DV被害者、②虐待された子ども、③性暴力の被害
者、④JR福知山線脱線事故のご遺族の4分野に対する支援もしくは支援のための研究を行う団体・
個人を支援している。 
当期は、2021年4月スタートの第3期助成事業を実施いただくとともに、2022年4月開始の第4期

の企画、準備を行い、2021年12月から公募を開始した。 
今期の企画委員会（2021年10月開催）において、第3期から始めた「組織基盤強化」への集中を

継続しつつ（組織基盤強化コース）、新しい団体、小規模な団体にも積極的に応募いただけるように
小規模な新規助成枠「活動応援コース」（上限30万円）を設けることとなった。 
公募の組織基盤強化コース・活動応援コース、そして第2期からの継続助成の3種で計10件（計

7,676,000円）の助成を実施した。 
また、今年度も伴走支援（アドバイザー派遣）を組織基盤強化の一環として実施し、5団体に計

17回のアドバイスやワークショップ等を実施した。 
（担当：実吉、奥田、永田） 

【企画、募集と選考の流れ〈第4期〉】 
  2021年 10月6日 第4期企画委員会開催（オンライン） 

 12月24日 第4期募集開始 
2022年 1月26日 活動応援コース応募締切 
 2月8日 組織基盤強化コース応募締切 

   3月6日 第4期選考委員会開催（オンライン）組織基盤強化コース、継続団体選考 
 3月18日 第4期選考委員会開催（オンライン）活動応援コース選考 

 5月30日 キックオフミーティング（オンライン） 
【助成期間】 
  「組織基盤強化コース」 2022年4月1日〜2023年3月31日 
  「活動応援コース」 2022年4月1日〜2023年3月31日 
  「継続団体」 2020年4月1日〜2023年3月31日  ※今回は2022年度活動を対象 
【応募状況と採択団体】 
 〈組織基盤強化コース〉 
   応募  4件 
   採択  4件（採択総額 2,602,000円） 
 〈活動応援コース〉 
   応募  6件 
   採択  3件（採択総額 498,000円） 
 〈継続団体〉 
   応募  3件 
   採択  3件（採択総額 4,576,000円※1） 「有園博子基金」選考委員会 

継続団体のヒアリング 
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※1 2021年度までの助成額からの繰越額（774,000円）含まず 
※採択団体一覧は末尾の資料編に記載。 

 
【企画委員】（敬称略） 
  委 員 岩井圭司  兵庫教育大学大学院 教授 
  委 員 柏木登起  （特活）シミンズシーズ 代表理事 
  委 員 勝木洋子  前姫路日ノ本短期大学 学長 
  委 員 立木茂雄  同志社大学社会学部 教授（2022年5月退任） 
  委 員 竹端寛 兵庫県立大学環境人間学部 准教授（2022年6月就任） 
  委 員 仁科あゆ美 （一財）大阪府男女共同参画推進財団 理事・本部長 
  委 員 西部智子  法律事務所ユノ 弁護士 
  委 員 増井香名子 新見公立大学 講師 
【選考委員】（＊＝企画委員と兼任；敬称略） 
  委員長 岩井圭司 ＊ 
  委 員 石田賀奈子 立命館大学産業社会学部 准教授 
  委 員 仁科あゆ美 ＊ 
  委 員 西部智子 ＊ 
  委 員 三井ハルコ （特活）市民事務局かわにし 理事長 
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（5）「ひょうご・みんなで支え合い基金」事業 

2020年 5月に地域の皆さんとともに立ち上げた、コロナ禍の支援活動を支援するための「ひょうご・
みんなで支え合い基金～コロナから始まる共助社会～」は、2020 年夏、2021 年春と 2 回の公募助成
（計 42 件、総額 7,172,000 円）を実施したが、依然としてコロナ禍の支援活動への支援要望の声が高
いことから、2021年秋〜暮れに寄付募集を行い、2022年 2〜4月に公募助成を実施した。 
今回は既存の支援者のほか、マスコミやHP等での広報、そしてクラウドファンディングも実施し、

331 件、計 5,913,599 円の寄付を集めた。また、地域の企業からのご寄付もあり、夢工房株式会社様、
朝日ゴルフ株式会社様の寄付つき商品によるご寄付に加えて、株式会社アイクラフトによる「アイクラ
フトひょうご若者応援基金」を本基金内の基金として設け、「若者支援」の特別枠として実施した。 
公募・選考の結果、26団体に対して計 4,970,000 円の助成を行った。 

（担当：実吉、永田、奥田） 
◇募金の状況 
ひょうご・みんなで支え合い基金設立後、2022 年 6 月末までの累計募金状況は、477 件 9,999,107

円となっている。第 3次の募金状況は下記の通り。 
            （単位：円） 

  寄付総額 
クラウドファン
ディング手数料 財団手数料※1 助成金額 

クラウドファンディング 2,583,000 255,717※2 349,092 1,978,191 
その他寄附 
（2021/4/1〜2022/3/31、95 件） 

2,123,624  318,544 1,805,080 

ポラリス 50,000  7,500 42,500 
アイクラフト 1,000,000  150,000 850,000 
朝日ゴルフ 156,975  26,975 130,000 
財団負担分      194,229 
計 5,913,599 255,717 852,111 5,000,000 

※1  財団手数料は実入金額の 15%（朝日ゴルフ分は 17％） 
※2 クラウドファンディング手数料を除いた寄付実入金額は 2,327,283 円。 

 
 ◇クラウドファンディング 

運営会社：（株）CAMPFIRE 
「社会問題と向き合い、課題解決に取り組んでいる人に特化したクラウドファンディング・
プラットフォーム」、Good Morning。手数料 9%。 
・期間； 2021年 11月 9日（火）9:00〜12月 25日（土）24:00 
・結果； 目標金額 2,500,000円 

結果金額 2,583,000円 うち手数料/消費税 255,717円 収入 2,327,283円 
寄付者人数 233名 

 ◇関連企画 
 「もうあかんわ日記、パラリンピックと NPO〜コロナ後の兵庫を支え合って乗り越えるために」 

 日時：2020年 11月 20日（土）9:40〜11:40 
 場所：兵庫県民会館けんみんホール、オンライン 
 ゲスト： 岸田奈美（作家）、大城ロクサナ（ひょうごラテンコミュニティ） 
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      村西優季（DUAL RING）、村山メイ子（東灘地域助け合いネットワーク） 
 参加：  参加者 51名、スタッフ 18名 計 69名 
 

 ◇第 3次助成 
【企画、募集と選考の流れ】 
  2021年 8月10日 実行委員会（オンライン） 
   9月13日 実行委員会（オンライン） 
   10月19日 実行委員会（オンライン） 

 11月9日 第3期助成ファンドレイジング記者発表 
 11月9日 クラウドファンディング開始 
 11月20日 関連企画 
 12月13日 実行委員会（オンライン） 
 12月25日 クラウドファンディング終了 
2022年 1月13日 実行委員会（オンライン） 
 3月11日 第3次募集応募締切 

   4月9日 第3次選考委員会開催（当財団会議室/秋毎ビル2階） 
【助成期間】 1） 新規助成 2022年4月1日〜2023年3月31日の事業への助成 

2） 遡及助成 2021年度費用への助成 
   ※新規事業のみの助成、新規事業+遡及助成、遡及事業のみの申請何れも可。 

【募集総額】約500万円 
【募集内訳】 

  ・一般募金枠：対象の限定なし 約400万円 
  ・アイクラフトひょうご若者応援基金枠： 

若者への支援、若者による活動の支援対象 85万円 
  ・ASAHI･MITSUHASHI基金枠：子どもの医療関連の支援対象 13万円 

該当がなかったため「子ども」に拡げて採択。寄付者了解済み。 
【応募状況と採択団体】 

  応募 41団体 
  採択 26団体（採択総額 4,970,000円） ※採択団体は末尾の資料編に記載 

 
【選考委員】（敬称略） 

  委員長 小澤昌甲 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 常務理事 
委 員 青田良介 兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授 

  委 員 谷口享子 株式会社オフィスマーメイド 代表取締役社長 
  委 員 中山光子 認定NPO法人宝塚NPOセンター 理事長 
  委 員 実吉威 ひょうごコミュニティ財団 

【実行委員】（敬称略） 
  委員長 頼政良太 被災地NGO 恊働センター代表 

委 員 青田良介 兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授 
委 員 浅見雅之 神戸まちづくり研究所 理事・事務局長 
委 員 大島一晃 場とつながりの研究センター  理事・事務局長 
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委 員 柏木登起 シミンズシーズ 代表理事 
委 員 熊谷 哲 はりま里山研究所 理事長 
委 員 小嶋 新 しゃらく  執行役員 
委 員 坂西卓郎 PHD 協会事務局長 
委 員 佐藤敬生 まち・ヒト・未来創造研究所 代表理事 
委 員 実吉 威 ひょうごコミュニティ財団 代表理事 
委 員 津久井進 弁護士、芦屋西宮市民法律事務所 
委 員 東末真紀 個人 
委 員 永田譲蔵 ひょうごコミュニティ財団 理事 
委 員 中山光子 宝塚NPO センター 理事長 
委 員 藤尾さおり そらしど 代表理事 
委 員 松田康之 神戸YMCA  職員 
委 員 村上桂太郎 多言語センターFACIL 総務部長 

【企画委員】（敬称略） 
  委員長 頼政良太 被災地NGO 恊働センター代表 

委 員 青田良介 兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授 
委 員 佐藤敬生 まち・ヒト・未来創造研究所 代表理事 
委 員 実吉 威 ひょうごコミュニティ財団 代表理事 
委 員 中山光子 宝塚NPO センター 理事長 
委 員 藤尾さおり そらしど 代表理事 
委 員 松田康之 神戸YMCA  職員  
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（6）NPOへの助成事業 

  ◇寄付つき商品による助成 
◯ASAHI-MITSUHASHI基金 
 朝日ゴルフ株式会社様の寄付つき商品による「ASAHI-MITSUHASHI 基金」は、2021年度
も新型コロナウイルスの影響によって困っている人々の支援活動団体を応援する「ひょうご・
みんなで支え合い基金」に統合し、医療関連支援の枠として公募した。事業内容については「支
え合い基金」事業を参照。 

 
◯（株）夢工房 
 株式会社夢工房様のソフトウェア売上からのご寄付も、「ひょうご・みんなで支え合い基金」
に統合し、一般枠として公募した。 

（担当：永田） 
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イ 市民活動団体への非資金的支援 

（7）市民活動団体への非資金的支援事業 

当法人のメイン事業である助成事業と相まって、相談・情報提供、研修、伴走支援といった非資金
的支援は団体の持続と成長の支援として不可欠な事業と位置づけている。「認定NPO法人相談窓口事
業」以外の一般的な相談も著増しており、また個別団体に継続的に支援をする「伴走支援」もニーズ
が高く、体制整備と平行して徐々に力を入れつつある。 

（担当：実吉、永田、奥田、多田） 
 

①相談事業 

助成先に限らず、NPO 等からの個別の相談に応じている。内容としては、資金調達（当財団の助
成以外）、およびそこから派生する組織づくりが多いが、法人化や事業推進、ネットワークづくりな
ど、多様なものが含まれている。 
 

②伴走支援（アドバイザー派遣）の実施とその研究会開催 

当期も有園博子基金の助成先団体において伴走支援を実施した。ニーズは高く、当期は 5団体に対
して実施した。 

 
【支援先団体と支援内容】 
 〈有園博子基金〉 
  NGO神戸外国人救援ネット（神戸市）［団体の中長期ビジョンの検討と法人化］ 
  （社福） 神戸いのちの電話（神戸市）［会計の改善、オンラインツールの使い方］ 
  （特活） 性暴力被害者支援センター・ひょうご（尼崎市）［会計の改善］ 
  （特活） 男女共同参画ネット尼崎（尼崎市）［団体の中長期ビジョンの検討］ 
  （特活） フェミニストカウンセリング神戸（神戸市）［事務の効率化、人材育成］ 
【アドバイザー】（敬称略） 
  荻野俊子  NPO会計支援センター 代表 
  柏木輝恵  （特活）シミンズシーズ 事務局長 
  河合将生  office musubime代表 
  小嶋新   （特活）しゃらく インキュベート事業担当執行役員（〜2022年3月） 
  東末真紀  個人 
 

③「認定 NPO法人相談窓口事業」（神戸市委託）の受託・実施 
「認定NPO 法人相談窓口事業」を、2021 年 4月〜2022年 3月、2022年 4月〜2023年 3月に

当財団が受託することとなった。窓口開設及び出張相談では、認定NPO 法人制度の基礎知識や具
体的な申請手順、認定取得後の義務、所轄庁の監督について説明し、団体の状況に応じたアドバイ
スを行った。全体的にコロナ禍によるオンライン相談が増加している。 

2021 年 4 月より、新たな業務として「神戸市所管の認定 NPO 法人のカルテ作成」及び「認定
NPO 法人の組織基盤強化等に向けた情報交換会」が加わった。 
当事業の成果としては、認定NPO 法人取得・更新に係る多様な支援を行うことで神戸市内の認
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定NPO 及び取得希望団体に対して寄付を集めることのできる基礎的な知識を提供できたこと、そ
して神戸市所管の認定NPO 法人と当財団の関係性が深まり、圏内のネットワーク形成が出来つつ
あることが挙げられる。 

 
1）認定NPO 法人制度及び認定取得・更新のための組織運営（会計含む）に関する相談窓口 
  2021年 7月~2022年 3月： 14団体計 28回、2022年 4月~2022年 6月； 13団体計 23回 
 
2）認定取得・更新のための組織運営（会計含む）に関する出張相談 
  2021年 7月~2022 年 3月： 7 団体計 7回、2022年 4月~2022年 6月； 2団体計 2回 
 
3）認定NPO 法人制度及び認定取得・更新のための組織運営（会計含む）に関する説明会の企 
 画・開催 

2021年度実施分（いずれもリアル・オンライン併用） 
【1】認定NPO法人基礎講座 
  2021年7月26日 先輩！認定NPO法人を目指すにあたって何が大変でしたか?（参加数：9） 
【2】NPO法人の運営基礎講座 
  2021年8月3日 ベテランさんも新人さんも一緒に、自己点検！（参加数：16） 
【3】NPO 法人会計レベルアップ講座 
  2021年11月2日 正しい会計と仕訳の基礎（参加数：19） 
  2021年11月9日 現金出納帳から月次の決算（参加数：17） 
  2021年11月16日 決算書の作り方（参加数：18） 
 

4）認定NPO 法人の組織基盤強化等に向けた学習会・情報交換会の企画・開催業務 
  神戸市管轄の全認定NPO 法人に呼びかける学習会・情報交換会を行った。 

  2021年8月17日 「次回更新に向けた勉強会」オンライン開催（参加数：14団体22名） 
  2021年12月17日 「認定NPO法人ならではの、主に手続き上の悩みなどの意見交換

や具体的な知識の共有」リアル開催（参加数：7団体8名） 
 

5）認定NPO 法人の実態把握のためのカルテの作成業務 
 神戸市管轄の全認定 NPO 法人 23 団体を対象としたカルテ作りを行った。各団体の実務担
当者とオンラインによる面談を行い、事務局体制や現在の課題、次回更新に向けた課題などを
確認。市内の認定NPO 法人の実態を把握するとともに、認定更新へ向けての相談につなげる
資料とした。 

  



 18 

 

ウ 市民活動活性化につながる基金・財団等への支援 

（8）他の基金等の事務局受託等 

①住友ゴム工業 CSR基金のサポートおよびボランティア情報提供事業 
◇「住友ゴム工業 CSR基金」サポート 
 本事業は、住友ゴム工業株式会社が従業員から募金を任意で集め、その募金と同額を会社が負担
するマッチングギフトにより地球環境問題や社会問題解決に向けた多様な CSR 活動を支援するも
のである。助成先は、ひょうごコミュニティ財団が推薦した団体を同社内部で選考し決める。 
今年度は住友ゴム工業の加古川工場の枠として 2 団体も加えて 8 団体の推薦となり総額 240 万円
の助成となった。 

（担当：永田） 
※採択団体は末尾の資料編に記載。 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

住友ゴム CSR基金助成団体（ころあい自然楽校） 
子どもたちの畑の作業（上写真）や獲った野菜の調理風景（右写真） 



 19 

 

エ 調査研究事業 

（9）調査研究事業 

①政府の「孤独・孤立対策」や休眠預金等活用制度への政策提言 
2021年6月から9月にかけて、同年2月に設置された政府の孤独・孤立対策担当大臣および孤独・

孤立対策担当室に対して、全国のNPO支援センターのネットワークで政策提言を行った。 
また、その関連で休眠預金制度についてもヒアリングを受け、提言を行った。その過程では、

実際に休眠預金制度に参入している数団体（資金分配団体、実行団体）から実態を伺うインタビ
ューを実施した。 

（担当：実吉） 
 
2021年 6月28・29日 民間NPO支援センター・将来を展望する会（通称・CEO会議）にて、政府

の孤独・孤立対策施策に対して提言を出すこととなり、タスクチーム結成 
 7月 タスクチームにおいて提言案を作成し、全国の支援センター（26団体、15個

人）の賛同を得る 
  ※この後、継続的にタスクチーム会合を開催 
 7月末 提言書完成 
 8月19日 孤独・孤立対策地方フォーラム（神戸）において提言 
 9月1日 坂本哲志孤独・孤立対策担当大臣に面会 
2022年 2月14日 自民党政策調査会・孤独・孤立対策特命委員会にて説明 
 3月2日 内閣府休眠預金等活用担当室ヒアリング 
 3月31日 大阪ボランティア協会研究会にて報告 
 4月12日 CEO会議特別編（休眠預金MTG） 

 
②委員等の受任 
  ・兵庫県県民生活審議会 委員（実吉代表理事） 
  ・神戸市居住支援協議会 正会員（団体として） 
  ・災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議 委員（実吉代表理事） 
  ・（特活）市民社会創造ファンド 中期ビジョン策定委員会 委員（実吉代表理事） 
  ・神戸市 KOBE学生地域貢献スクラム事業 選考委員（実吉代表理事） 
  ・公益財団法人（団体名非公開） 助成プログラム 選考委員（実吉代表理事） 
  ・ひょうご市民活動協議会（HYOGON） 共同代表（実吉代表理事） 
  ・ひょうご中間支援団体ネットワーク 世話団体 ※2022年 4月〜新規 

 
③講師派遣の実績 
 2021年 7月 6日 120 WORKPLACE KOBE／コロナ禍の「10代の今」を語る。〜社会の

なかで孤立を防ぐために、いま私たちにできること〜（実吉） 
  8月 19日 兵庫県立大学／夏季集中講義「兵庫の災害と防災」（実吉） 
  8月 19日 内閣官房／第 5回孤独・独立に関するフォーラム 
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   「支え合いの文化」をいかに拡げるか（実吉） 
  12月 15日 第 19回日本NPO 学会賞（優秀賞）受賞記念講演会 
    「NPO 法人制度の『これまで』と『これから』を考える」（実吉） 
 2022年 2月 14日 自民党・孤独孤立特命委員会（実吉） 
  3月 31日 大阪ボランティア協会・ボランタリズム研究所／孤独孤立（実吉） 
  6月 25日 ふるさとひょうご創生塾（実吉） 
 
④加盟している団体・学習会 
  ・ひょうご市民活動協議会（HYOGON） 
  ・ひょうご中間支援団体ネットワーク 
  ・ひょうごん福祉ネット 
  ・NPO 法人会計基準協議会 
  ・NPO 会計税務専門家ネットワーク（NPO＠PRO） 
  ・全国レガシーギフト協会 
  ・わくわく会議（全国の中間支援組織のオンライン・ネットワーク会議） 
  ・市民ファンド/コミュニティ財団の集い 
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オ 寄付啓発事業 

（10）ファンドレイジング事業 

当期もファンドレイジングは「ひょうご・みんなで支え合い基金」を中心に実施した。第3次助成
のためのファンドレイジングを2021年秋〜暮れに実施し、計約590万円を（詳細は「2. ア（5）「ひ
ょうご・みんなで支え合い基金」事業」参照）。 

 
①遺贈寄付 

2015年からお付き合いのあったNさん（西宮市）が2022年2月に逝去され、遺言書により当法人に
5千万円余のご寄付をいただくこととなった。使途指定はなかったが、生前のご意思を尊重して社会
のために役立てることとしたい。改めてご冥福をお祈りしたい。 
このほか、年間で10件前後のご相談をお受けしている。 

 
②寄付つき商品 
◇ASAHI-MITSUHASHI基金 
朝日ゴルフ株式会社様から、健康器具「ごるトレ」「ボディトレ」を寄付つき商品として頂き、売

上から 156,975円のご寄付を頂いた。 
これを基にした「ASAHI-MITSUHASHI 基金」は、2021年度も新型コロナウイルスの影響によっ

て困っている人々の支援活動団体を応援する「ひょうご・みんなで支え合い基金」に統合し、医療関
連支援の枠として公募した。 
 
◇夢工房株式会社 
夢工房株式会社様から、健康管理ソフトウェアを寄付つき商品として頂き、売上から 57,000 円の

ご寄付を頂いた。2021年度は同様に「ひょうご・みんなで支え合い基金」に統合し、一般枠として公
募した。 

（担当：実吉、永田） 
  



 22 

3．組織 

（1）役員、評議員、顧問、専門アドバイザー等の状況 

 【評議員】 
  今年度は非改選期であり、全員が継続した。 
  （任期：2020年 9月 10日〜2024年度評議員会終了時） 
 評議員 加藤恵正      評議員 木田薫       評議員 中田豊一 
 評議員 早瀬昇 評議員 三井ハルコ     評議員 松田道子 
 評議員 中山光子      評議員 室崎益輝 

 【理事】 
  今年度は非改選期であり、全員が継続した。 
  （任期：2020年 9月 10日〜2022年度評議員会終了時） 
 理事 小森星兒（代表理事） 理事 実吉威（代表理事） 
 理事 島田雄三（副代表理事） 理事 西河紀男（副代表理事） 
 理事 永田譲蔵（業務執行理事） 
 理事 岡村こず恵 理事 河合将生 理事 武田良彦 
 理事 田中裕子 理事 竹森莞爾 理事 村上英樹 

 【監事】 
  今年度は非改選期であり、全員が継続した。 
  （任期：2020年 9月 10日〜2022年度評議員会終了時） 
 監事 重田和寿  監事 宮﨑洋彰 

 【顧問】 
   今年度は任期途中であり、全員が継続した。 
 （任期：2020年 8月 21日〜2024年度 7月以降最初の理事会終了時） 
 顧問 田中茂 顧問 出口正之 

 【専門アドバイザー】 
 阿部陽一郎 石田祐 荻野俊子 川中大輔 
 行司高博 久戸瀬昭彦 久保幸一 佐藤等史 
 茶野順子 長沢恵美子 畑本康介 馬場英朗 
 細谷崇 松井薫 渡辺元 

（敬称略）  
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（2）会議 

 【評議員会】 
 2021年 9月 22日 第 13回定時評議員会（オンライン） 
   出席評議員 8名中 7名 
   審議事項 1．2020年度決算案承認の件 
 
 【理事会】 
 2021年 9月 3日 第45回理事会 （会議室「VILLENT神戸元町」での実参加およびWEB参加） 
   出席理事 11名中 11名（監事 2名出席） 
   審議事項 1．2020年度事業報告案承認の件 
    2．2020年度決算案承認の件 

3．2021年度定時評議員会の日時及び場所並びに目的である
事項の決定の件 

 
 2021年 12月 3日 第 46回理事会 （神戸市勤労会館 406号室） 
   出席理事 11名中 10名（監事 2名出席） 
   報告・協議事項のみ 

 2022年 6月 22日 第 47回理事会 （ひょうごコミュニティ財団 2階会議室） 
   出席理事 11名中 9名（監事 2名出席） 
   審議事項 1．2022年度事業計画案承認の件 
    2．2022年度予算案承認の件 

 【役員等合同会議】 
 2022年 4月 22日 第 1回役員等合同会議（神戸市立婦人会館 ４階・つばき） 
   出席評議員 8名中 7名 
   出席理事 11名中 10名 
   出席監事 2名中 2名 
   出席顧問 2名中 2名 
 
【常務会・茶話会】 

 2021年 7月 30日 第 46回常務会 （秋毎ビル 3 階当財団事務所での実参加および WEB 参加） 
 2022年 5月 26日 第 47回常務会 （同上） 
 2022年 6月 17日 第 1回茶話会 （同上） 
 ※2022年 6月より名称を「茶話会」に改めて開催。 
 

（3）組織の基盤整備  

2022年4月に常勤職員を1名、さらに6月に1名採用し、事務局体制が徐々に強化されつつある。 
 （担当：実吉、永田、福田、大田） 
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〈資料編〉 

（2）輝け加古川みらい基金 採択団体一覧 

 〈第 6期夏募集（基本コース）〉         （単位：円） 
 団体名 事業名 採択額 

1 （一社）こどものための音楽
塾 

〜0 歳から聴けるクラシックコンサート vol.8〜未
来の音楽家たちへ 若手音楽家からの贈り物（仮題） 100,000  

2 加古川野口マジッククラブ 文化・芸術の振興を図る 100,000  

3 ハルモニアルク 
美しい未来への旅〜新しい学びのビジョン ―サー
ビスラーニングによる いのちの学び （エンド・オ
ブ・ライフ） 

44,000  

4 リバージェッツ 男子ミニバスケットボールチーム「リバージェッ
ツ」の設立 100,000  

5 親子サークル UME 子育て応援・地域活性化 71,000  
  （計） 415,000  

 

（3）真如苑・ひょうご多文化共生・外国人支援基金 採択団体一覧 

 〈2021 年度〉           （単位：円） 
 団体名 事業名 採択額 

1 特定非営利活動法人多文化
センターまんまるあかし みらいのきょうしつ 100,000 

2 マサヤンタハナン 日本に住むフィリピン人の生活支援と地域交流 320,000 

3 こうべ子どもにこにこ会 外国につながる子ども達への日本語・教科学習支
援と地域連携 150,000 

4 ひょうごラテンコミュニテ
ィ 

誰もが住みやすい日本をつくるためのプロジェク
ト 2022 200,000 

5 NPO 法人日越交流センター
兵庫 帰宅困難・生活困難外国人留学生等支援事業 360,000 

  （計） 1,130,000 
 

（4）有園博子基金 採択団体一覧 

 〈第 4期〉 
1.組織基盤強化コース         （単位：円） 

 団体名 事業名 採択金額 

1 （特活）フェミニストカウン
セリング神戸 

法人運営、事業推進のための基盤強化およ
び、人材育成による基盤強化 432,000※ 

2 （特活）男女共同参画ネット
尼崎 

法人の基盤強化のための課題検討と人材育
成 730,000 

3 面会交流センターピロティ 子どもの利益となる面会交流等の支援事業 440,000 

4 NGO 神戸外国人救援ネット 在住外国人のための相談支援活動の総合的
組織基盤強化事業 1,000,000 

  （計） 2,602,000 
※この件のみ増額採択。選考委員会において、高い専門性がある人の人件費単価が予算上安すぎるのでは
という意見があり、団体に打診し相談した上で人件費部分の増額を認めることとしたもの。 
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2.活動応援コース         （単位：円） 
 団体名 事業名 採択金額 

1 女性と子どもの健康と安全を
考える看護職の会  

女性と子どもの健康と安全をテーマにした
勉強会や看護研究活動 198,000 

2 坪倉浩美 氏 養育者の幼少期の被虐待経験が子どもの養
育に及ぼす影響  100,000 

3 わすれない 4.25 追悼のあかり
実行委員会 

わすれない 4.25 追悼のあかり 200,000 

  （計） 498,000 

  
3.継続団体          （単位：円） 

 団体名 事業名 助成額 
（うち新規額） 

1 
（認定特活）女性と子ども支
援センター ウィメンズネッ
ト・こうべ 

DV 被害を受けた女性と子どもの切れ目な
い中長期支援体制の構築 

1,997,000 
（1,997,000） 

2 （特活）性暴力被害者支援セ
ンター・ひょうご 性暴力被害相談のアクセス改善 2,103,000 

（1,579,000） 

3 （社福）神戸いのちの電話 
「神戸いのちの電話」のボランティア電話
相談員の拡大を図るための広報、養成、サ
ポート体制の充実 

1,250,000 
（1,000,000） 

  （計） 5,350,000 
（4,576,000） 

 

（6）ひょうご・みんなで支え合い基金 

  〈第 3次助成〉                                （単位：円） 
 団体名 事業名 採択額 
一般枠 
1 花屋敷つつじガ丘自治会 寄り道サロンプロジェクト 250,000 

2 （特活）Oneself 外国にルーツを持つ方を対象とした食糧品支援
及び地域活動への参画促進事業 300,000 

3 （特活）ミャンマーKOBE ミャンマー人への緊急支援事業 300,000 

4 丹波篠山の子どもの食と健康
を考える会 ひとり親世帯の交流の場づくり 2022 事業 300,000 

5 マサヤンタハナン 新型コロナウィルスの影響を受けた在日フィリ
ピン人を励ます弁当配布事業 300,000 

6 HIKARI.CAFE HIKARI.CAFE 126,000 

7 （特活）DUAL RING 障がいあるなし関係なくみんなで楽しくダン
ス！！ 300,000 

8 多文化共生センターひょうご 外国人および支援者に向けたリプロダクティ
ブ・ライツ啓発コンテンツ（動画）作成 300,000 

9 （特活）日越交流センター兵
庫 

住居がなく保護する外国人に医療を受けさせる
事業 300,000 

10 月が丘自治会 月が丘の景観を良くする間伐作業 103,000 

11 しんぐるまざあず・ふぉーら
む・尼崎 シングルマザー親子を支援する活動 150,000 

12 （特活）やんちゃんこ 世代間交流活動”季節の行事から学ぶ” 150,000 

13 子育て支援グループ てとて
広場 生きづらさを抱えた子どもの学習サポート事業 210,000 

14 なぎさ共生のまちづくり推進 ＩＴを活用した新たなコミュニティづくり 120,000 
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協議会 〜 新型コロナにより閉じこもりがちな方への繋
がりと、新たな担い手の発掘を求めて 〜 

15 こうべ子どもにこにこ会 外国につながる子どもたちへの日本語・学習支
援教室 150,000 

16 （特活）健康づくり推進機構
ＢＴＢ こうべ元気体操教室 〜産後ママの運動編〜 88,000 

17 （特活）サポートステーショ
ン灘・つどいの家 つどい食堂 150,000 

18 （特活）明石おやこ劇場 子どものための体験活動事業 68,000 

19 （特活）福祉ネットワーク西
須磨だんらん みんなの居場所「須磨いるサロン」 131,000 

20 しんぐるまざあず・ふぉーら
む・宝塚 コロナに負けず、親子で楽しいことを探そう♪ 150,000 

21 （特活）たんぽぽルーム 「地域で子育てを！多世代交流」 74,000 
「アイクラフトひょうご若者応援基金」枠 
22 （特活）朝来どんぐりの会 ひきこもり相談支援「居場所」オンライン化事業 266,000 

23 （特活）陽だまりの会 オンラインでのサロン（電子居場所）開設事業
（ひきこもり支援事業） 100,000 

24 一般社団法人すまいの未来研
究機構 竹が取り持つ地域づくり 300,000 

25 鳴尾ふれあいイベント学生実
行員会 鳴尾ふれあいイベント 2022 154,000 

「ASAHI-MITSUHASHI 基金」枠 

26 カラフルチャイルド コロナ禍におけるオンライン映画上映会及び研
修会の開催 130,000 

  （計） 4,970,000 
 

（8）他の基金等の事務局受託等 

 ①住友ゴム工業 CSR基金 採択団体一覧 
 〈2022 年度〉           （単位：円） 

 団体名 地域 助成金額 備考 

1 NPO 法人日越交流センター兵庫 神戸市 300,000 新規 

2 ひょうごラテンコミュニティ 神戸市 300,000 新規 

3 
  

NPO 法人兵庫県障害者タンデムサイク
リング協会 

神戸市 300,000 新規 

4  (特活）ささゆり会 加古川市 300,000 新規 

5  (特活）多文化センターまんまるあかし 明石市 300,000 新規 

6  NPO 法人ひょうご森の倶楽部 神戸市 300,000 継続 

7  (特活）神戸海さくら 神戸市 300,000 継続 

8  NPO 法人ころあい自然楽校 稲美町 300,000 継続 
  （計）   2,400,000   
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