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市民の想いを未来につなぐ
ひょうごコミュニティ財団 年次報告書 2021-2022

Annual Report 2021-2022

公益財団法人

ひょうごコミュニティ財団
HYOGO COMMUNITY FOUNDATION 

みんなの思い （寄付） で、コミュニティ （ひょうご） を支える財団です。
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公益財団法人ひょうごコミュニティ財団について

　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

消する仕組みとして、 2013年 6月に “ひょうごコミュニティ財団” を設立しました。

　みんなの想いでコミュニティを支える 「公益財団法人ひょうごコミュニティ財団」 です。

これまでのご寄付と助成金額

　ひょうごコミュニティ財団は、 2022年６月末までに

3,426件 ・ 3億389万9,249円のご寄付 （ご遺

贈を含む） を頂きました。 その結果、 '22年6月末

までに延べ373件 ・ 1億 343万 1,872万円の助

成をすることができました。 たくさんの皆さまに支え

て頂きながら、 今後さらに幅広い活動を予定していま

す。 また 「遺贈」 に関する相談件数も少しずつ増加し

ています。 これまでに52件のご相談をお受けし、 9

件の遺言書作成と5件の遺贈寄付をいただくことと

なりました。

ビジョンとミッション

VISION	 自由で多様な市民活動が市

民の暮らしを支え、 幸せを

守る社会

MISSION	 寄付者と NPO をつなぎ、

資金 ・ 非資金の両面からそ

の成長を支援する

複数の助成プログラム

開始年 プログラム名

2014- 共感寄付

2015-2021 輝け加古川こども基金 ・輝け加古川みらい基金

2015-2017 Project	HEAT （外国にルーツを持つ子ども支援ひょうご基金）

2016-2018 真如苑 ・ひょうご	子ども応援基金

2018- 有園博子基金

2018- ASAHI-MITSUHASHI 基金

2019- 真如苑 ・ひょうご	多文化共生 ・外国人支援基金

2020 子どもの居場所を守る！緊急活動助成 （コロナ緊急助成）

2020- ひょうご ・みんなで支え合い基金

2021 アイクラフト若者応援基金

　ひょうごコミュニティ財団は、 下記の助成プログラムなどで様々な団体や個人を支援しています。
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　2021 年度は、 前年度に続いてコロナ禍の影響を

大きく受けた年でしたが、 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した。

　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

しました。 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ました。 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りました。

　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いました。

　このように大きな変化を迎えた 2021 年度でした

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

あります。

　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ます。9

年間の多くの方々のご支援に深く感謝申し上げます。

2021 年度 （2021.7.1 ～ 2022.6.30） の概況

科目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ一般正味財産増減の部

 1. 経常増減の部

  (1) 経常収益

   受取会費 0 65,000 65,000

   事業収益

     受託料収益 4,628,035 1,054,914 5,682,949

     参加料収益 20,000 0 20,000

     謝礼金収益 297,763 0 297,763

   事業収益合計 4,945,798 1,054,914 6,000,712

   受取補助金 0 0 0

   受取寄付金

     受取寄付金 53,548,061 97,000 53,645,061

     受取寄付金振替額 26,207,662 3,960,020 30,167,682

   受取寄付金合計 79,755,723 4,057,020 83,812,743

   雑収益

     受取利息 898 89 987

     返金助成金 1,095,472 0 1,095,472

   雑収益合計 1,096,370 89 1,096,459

  経常収益合計 85,797,891 5,177,023 90,974,914

  (2) 経常費用

   事業費

    【人件費】 8,088,391 0 8,088,391

    【その他費用】

     諸会費 219,640 0 219,640

     会議費 99,248 0 99,248

     旅費交通費 221,732 0 221,732

     通信運搬費 554,911 0 554,911

     広告宣伝費 55,000 0 55,000

     消耗品費 386,882 0 386,882

     新聞図書費 100,378 0 100,378

     印刷製本費 317,028 0 317,028

     水道光熱費 155,833 0 155,833

     地代家賃 550,050 0 550,050

     諸謝金 1,100,000 0 1,100,000

     支払助成金 17,313,466 0 17,313,466

     支払手数料 394,112 0 394,112

     支払寄付金 3,800 0 3,800

     業務委託費 2,763,163 0 2,763,163

     減価償却費 83,524 0 83,524

    【その他費用計】 24,318,767 0 24,318,767

   事業費合計 32,407,158 0 32,407,158

   管理費

    【人件費】 0 2,554,229 2,554,229

    【その他費用】 0 1,436,634 1,436,634

   管理費合計 0 3,990,863 3,990,863

  経常費用計 32,407,158 3,990,863 36,398,021

 当期経常増減額 53,390,733 1,186,160 54,576,893

 当期一般正味財産増減額 53,390,733 1,186,160 54,576,893

 一般正味財産期首残高 -980,957 1,554,728 573,771

 一般正味財産期末残高 52,409,776 2,740,888 55,150,664

Ⅱ指定正味財産増減の部

   受取寄付金 14,183,942 0 14,183,942

   一般正味財産への振替額

     寄付金振替額 30,167,682 0 30,167,682

   一般正味財産への振替額計 30,167,682 0 30,167,682

 当期指定正味財産増減額 -15,983,740 0 -15,983,740

 指定正味財産期首残高 93,855,004 0 93,855,004

 指定正味財産期末残高 77,871,264 0 77,871,264

Ⅲ正味財産期末残高 130,281,040 2,740,888 133,021,928

2021 年度正味財産増減計算書
2021年 7月 1日～2022年 6月30日

（円）
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　有園博子基金は、 2017 年末に逝去された故

有園博子さんのご遺志を受けて設立されました。

　有園さんは臨床心理士、 精神保健福祉士として

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、 常に深い傷を負った人

や大変な境遇の人たちの支援を続けてこられまし

た。 また、 大学でも教鞭を執られ研究と後進の

育成にも当たってこられたほか、 各地の自治体の

男女共同参画施策にもアドバイザーとして関わら

れ、 自治体の政策の後押しにも尽力されました。

　本基金は有園さんの思いを受け継ぎ、 兵庫県内

において、 ① DV 被害者　②虐待された子ども　

③性暴力の被害者　④ JR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 ・個人を支援することで、 被害

基金の成り立ち

有園博子基金
HIROKO ARIZONO FUND

基金内容

2021 年度の活動

当事者を支えるセーフ

ティネットがより厚くな

り、 人が人として生き

やすい社会をつくるこ

とを目指しています。

　有園さんはまた、 現

場での支援活動と研

究 ・ 教育の連携や人材

育成を重視され支援活

　有園博子さんのご遺志に沿った、 「社会的に弱い立

場に置かれてしまった人々」 を支援する基金です。 活

動 ・ 事業への支援とともに、 助成先団体の基盤強化

のための取り組みを重視しています。

　具体的には、専門相談スタッフの育成・レベルアップ、

相談記録の蓄積や整理・分析、 アドボカシー （政策提

動の質の向上と、 支援組織がより充実 ・ 発展す

ることを願われていました。 そのことから当基金

による支援も、 ①多くの機関の、 または分野を

超えた連携　②支援活動そのものと並んで、 支援

に当たる団体の組織基盤強化や人材育成　の２つ

を重視しています。

言）、それらを実行する体制づくり、 会計など事務局機

能の強化などです。 また希望する団体に対して、 組織

基盤強化のためのアドバイザー派遣も行っています。

　2018年に基金を設立し、 2021年度の第4期助

成まで延べ40件 ・ 総額30,326,000円の助成を

行ってきました。

生前の有園博子さん

　当期の企画委員会では、 前期から始めた組織基盤強

化の枠組みを継続しつつ （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く

新たなコースを設けることにしました。 専門性 ・組織

性の枠を緩和した小規模な新規助成枠 「活動応援コー

ス」 （上限30万円） です。

　組織基盤強化コース・活動応援コースは公募を行い、

第 2期からの継続助成と合わせた3コースで、 計

10件 （計7,676,000円） の助成を実施しました。

　また組織基盤強化の一環として、当期も伴走支援 （ア

ドバイザー派遣）

に取り組みました。

助成先の 5 団体

を対象に、 計 17

回の面談や、 ア

ドバイスやワーク

ショップ等を実施

しています。
オンライン開催した助成対象団体の
キックオフミーティング（2022.5.30）
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企画委員 / 選考委員

【企画委員】

　委員長 岩井圭司 兵庫教育大学大学院教授	

 柏木登起 NPO法人	シミンズシーズ代表理事

 勝木洋子 元姫路日ノ本短期大学学長

 竹端寛 兵庫県立大学環境人間学部准教授
（2022年度～）

 立木茂雄 同志社大学社会学部教授（～2021年度）

 仁科あゆ美 大阪府男女共同参画推進財団理事

 西部智子 法律事務所ユノ、 弁護士

 増井香奈子 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉

学科准教授

　【選考委員】

　委員長 岩井圭司	 ※企画委員兼務

 石田賀奈子	 立命館大学産業社会学部教授

 執行照子	 元 NPO 法人	日本フェミニストカウ

ンセリング学会代表理事（～2021年度）

 仁科あゆ美 ※企画委員兼務

 西部智子 ※企画委員兼務

 三井ハルコ	 NPO法人	市民事務局かわにし理事長

第 4 期助成 ［事業期間 2022.4.1 ～ 2023.3.31］ の助成先一覧

継続団体 事業名	 金額 （円）

認定 NPO 法人 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のない中長期
支援体制の構築

1,997,000

NPO 法人 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 1,579,000

社会福祉法人 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
をはかるための広報、 養成、 サポート体制の充実

1,000,000

合計 4,576,000

組織基盤強化コース 事業名	 金額 （円）

NPO 法人 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

NPO 法人 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

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

NPO 法人 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

合計 2,602,000

活動応援コース 事業名	 金額 （円）

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

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

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

合計 498,000

継続団体+組織基盤強化コース +活動応援コース	合計 10件 7,676,000

有園博子さん （兵庫教育大

学教授、 臨床心理士。 2017

年逝去） のご遺志とご遺産を受けて設立された本基

金は、兵庫県内でドメスティック・バイオレンス （DV）、

虐待、 性暴力の被害者、 そして JR 福知山線脱線事

故の御遺族という 4 つの領域での支援活動または研

究に助成を行うというユニークな基金である。 このよ

うに “テーマ限定型” である本基金では、 テーマに

添って有意義な活動をしている団体を支援するとい

う視点に加え、 そういった活動を育成していく――や

や口幅ったい言い方となり恐縮だが――ということ

に重点を置いている。

　有園さんはこの 「4領域」 を生前自ら実践しまた研

究された訳であるが、 その内の DV、 虐待、 性暴力

選考委員長から
被害者支援は時代と地域 （国境さえも） に限定され

ない、 人類に普遍的なテーマであると言えよう。 一

方で、 2001 年に宝塚市で起こった JR 福知山線脱

線事故は、数ある事故災害の一つに過ぎない。しかし、

そのローカルで一回性の事故災害の被害者 ・ 遺族支

援の個々の経験から、 被害者支援全般に関わる方法

論を構築していくことこそが求められるように思われ

る。 “具体” から “普遍” へ、 である。

　このように、 本基金を最も特徴づけているといえる

JR 福知山線脱線事故遺族支援であるが、 今回第 4

期にしてはじめて脱線事故遺族支援をテーマとする応

募があった。筆者としては、これでようやく最後のピー

スが埋まって有園基金が “完成” したような感慨を覚

えている。 　（岩井圭司／兵庫教育大学大学院教授）
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有園博子さんの実姉、 阿部順子さんにお話を伺いま

した。

聞き手：実吉威 （ひょうごコミュニティ財団代表理事）

の皆さまへ、 適切な支援や援助が行われていくこと

を、 願いを持って見守らせていただいております。

その上で、 それら相互の連携と発展、 財団の支援な

どによる専門性の高まりが展望できたら素晴らしい

と思っています。 先日（編注・2019年10月27日）

の中間報告会を拝見して、 それがとてもいい形で進

みつつあるように感じました。

　いまの日本社会は、 厳しい状況にある人たちへの

対応が後回しになっていますし、 自己責任と言われ

競争に勝ち抜かなければ人間らしく生活することす

ら困難な状態が見られます。 実際に生きている 「人」

を大事にせず、 基本的な人権をしっかり保障する社

会の仕組みが欠落した結果、 セーフティネットも危う

くなってきているように思います。

　私たちは、 大事だと言われながら軽視されてきた

ことを大切にしていきたかったんです。

有園博子基金が託された夢

阿部　いまの社会に文句を言ったり、 問題に気付い

ている人は多いと思うのですが、 「それでは、 どうし

たら良いのか」 という方向には、 もう一歩踏み出せ

ないでいる。 その 「もう一歩」 に財団の支援が役立

だってくれると良いですし、 すでに踏み出している人

がさらに一歩進むことになればと思っています。

　また、 本当に弱い立場にある人への支援を応援す

るこういった基金は、 類似した仕組みが他でもたく

さん出てきてほしいと切に思います。

　民間の仕組みの充実だけではなくて、 本来もっと

行われるべきである公的支援の仕組みも拡充されて

いくべきだと、 有園は常々申しておりました。 その

ためにも、 この基金が活かされて 「民間の力でこれ

だけのことができるのだから、 行政としての役割を

果たせばもっと多くの人々が救われる」 ことを証明

していただければと思います。 それが、 有園が託し

た夢ですね。

実吉　博子さんが遺してくださった基金があり、 人権

や女性問題、 心理 ・ 福祉 ・ 法律等の専門家が企画委

員 ・ 選考委員として活動へのアドバイスを行い、 中

有園博子基金
HIROKO ARIZONO FUND

有園博子さんと、 そのご遺志

実吉　今日は有園博子基金の設立者である故有園博

子さんのお姉様である阿部順子さんから、 博子さん

のことと、 基金に対する思いや期待をお話しいただ

ければと思っています。

阿部さん （以下、 敬称略）　有園は、 精神保健医学

や発達学などの研究を努力して行いつつ、 それらを

生かして社会的に弱い立場におられる方への支援や

援助をし続けてきました。 そして、 それらの研究は

相互に関係しながら連携して高め合っていくことが

必要なんだ、 と日頃から主張しておりました。 また

福祉、教育、司法、医学、行政、ボランティアなどの、

いろいろな分野をくまなく見ながら、 必要に応じて

専門家と積極的にかかわっていました。 彼女自身は、

それを 「すきま産業」 と言っていて、 自分は 「すき

ま産業」 を担っていると常々話していました。

病気が発覚して 14 か月の闘病を続けましたが、 そ

れでも最後まで止むことなく、 体の動く限り活動を

続けていましたね。 遺贈は 「自分が生きていたら、

これをしたかった」 という彼女の遺志ですので、 有

園博子基金が、 その効果を最大限に発揮していただ

きたいと思います。

　私は、 基金を必要とする団体、 個人の方、 研究者

ご遺族の想い
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間支援組織などの専門家がマネジメントや会計など

実務のアドバイスを行っています。

　ゆっくりゆっくりですが、 現場の団体の皆さんや協

力者の皆さんと一緒にこの動きを着実に形にしてい

ければと思っています。

　先日の中間報告会には、 同じように遺贈を考えて

いらっしゃる女性の方が来られていました。 その方も

博子さんのように女性の支援をされてきた方で、 「私

も、 正にこのようなことをやってみたいと思っていま

す」 とお話しされていました。

有園博子基金の持つ可能性と社会的な意味

阿部　関西では、 兵庫以外の京都、 大阪などでも、

皆さん組織が小さくて余裕がないということもあっ

てか、 それぞれの地域で頑張っておられるように感

じます。 有園は、 「相互の連携と、 それによる発展」

を強く望んでおりました。

　関西エリアでも、 もっと様々な団体が関係して活動

が高まり合う形になっていくと良いんでしょうね。 京

都や大阪にもこんな基金があるといいですね。 寄付や

遺贈をしたいという人はきっといるように思います。

実吉　例えばですが、個人や団体へ基金のサポーター

や大口寄付などを呼び掛けると、 さらに広まってい

くかも知れませんね。

阿部　いいですね。 そうすれば助成団体だけではな

く、 基金の持つメッセージがもっと 「広がる」 ことに

なりますし、 活動している団体にもさらに情報が伝

わっていきそうです。

実吉　この基金は博子さんからの約 1 億円の遺贈寄

付で形成され、 「有園博子基金」 としては数年間で

一定の成果を出した後に終了するものだと考えてい

ました。

　しかし、 今日のお話を振り返って 「有園博子基金

が持つ社会的な意味」 を考えると、数年間で無くなっ

ていい基金ではないような気がしますね。

阿部　その通りですね。 「有園が提唱した基金」 とい

う仕組みが、 彼女のお金が尽きた後ももっと広く、

そして長く活用されるべきなのかなと思いました。

基金のバトンを第 2 走者にどう渡すか、 ということ

も考えたほうが良いのかもしれません。 「有園博子基

金」 の名前が変わることがあるとしても、 ぜひ続け

ていただきたいと思います。

　有園は、 人権に関する活動支援を社会で発展させ

たいという強い意思を持っていました。 「せめてこの

お金で、 自分が亡くなった後もそのような活動を支

えたい」 ということが瀬戸際の願いでした。

彼女が提唱したこの基金が、 未来に向かってもっと

広がっていくことができたなら、 それは本当に素晴

らしいですね。

有園博子さんの遺贈と基金の
設立を報じる記事 （神戸新聞
2018年4月25日）
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　「ひょうご	・ みんなで支え合い基金」 は、 新型コ

ロナウイルスの感染拡大により困っている人たち	

～とりわけ、 子ども、 女性、 外国人、 障がい者、

高齢者、 若者、 就労困難者など～への支援活動を

支えるために、 県内のＮＰＯ関係者などが実行委

員会を結成して設立されました。

　新型コロナウイルスは、 社会のすべての人の暮ら

しに甚大な影響を及ぼしていますが、 中でも普段

ひょうご ・ みんなで支え合い基金
Hyogo Fund for People Supporting Each Other 

から立場の弱かった方へのしわ寄せが大きく、 そ

れらの方々を支える市民や住民による支援活動も

また様々な困難を迎えています。 本基金では、「新

型コロナウイルスによって一層厳しい状況に追い込

まれる人を支える市民活動を、 資金面で支える」、

「支え合いの社会を作ってきた市民活動が、さらに

継続、発展していくようにその基盤を支える」 こと

を目的とした助成を行っています。

2021 年度の活動

　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）を実施しました。

　その後も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、 '21 年秋〜暮に寄付募集

を行い、 2022年 2〜4月に第 3次の公募助成を

実施しました。

　今回は既存の支援者のほか、 マスコミやウェブサイ

ト等での広報、 そして 2021 年 11 月 9 日～ 12 月

25 日の期間にクラウドファンディングも実施。 また

2021 年 11 月 20 日に、 兵庫県民会館にて作家の

岸田奈美さんを迎えて 「ひょうごみんなで支え合い

基金イベント」 を開催しました。

　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様による 「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まし

た。

　これらの取り組みの結果、 第 3 次の期間内に 331

件、 計 5,913,599円のご寄付を頂きました。

　 公 募 ・ 選 考 の 結 果、 26 団 体 に 対 し て 計

4,970,000円の助成を行いました。

基金の成り立ち

クラウドファンディングを呼びかける実行委員会の記者会見
（2021年１１月9日）

第三次の寄付の呼びかけを紹介する記事 （神戸新聞2021年
１１月 11日）
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呼びかけ人 / 選考委員 / 実行委員

【呼びかけ人】

 小森星児	 神戸商科大学名誉教授

 津久井進 弁護士、 兵庫県弁護士会会長	

 西河紀男 元三ツ星ベルト （株） 会長

 野崎隆一 神戸まちづくり研究所理事長

 正井禮子 女性と子ども支援センター ・ ウィ

メンズネットこうべ代表理事	

 室﨑益輝 元兵庫県立大学大学院減災復興

政策研究科長 ・教授

 吉富志津代 多言語センター FACIL 理事長

【選考委員】

委員長 小澤昌甲	 社会福祉法人	神戸ＹＭＣＡ福祉会　

常務理事

 青田良介	 兵庫県立大学大学院減災復興政

策研究科教授

 実吉　威	 ひょうごコミュニティ財団代表理事

 谷口享子	 （株）オフィスマーメイド代表取締役

 中山光子	 宝塚 NPOセンター理事長

【実行委員】

委員長 頼政良太 被災地NGO恊働センター代表

 青田良介 兵庫県立大学大学院減災復興政策

研究科教授

 浅見雅之 神戸まちづくり研究所理事・事務局長

 大島一晃 場とつながりの研究センター理事・

事務局長

 柏木登起 シミンズシーズ代表理事

 熊谷　哲 はりま里山研究所理事長

 小嶋　新 個人

 坂西卓郎 PHD協会事務局長

 佐藤敬生 まち・ヒト・未来創造研究所代表理事

 実吉　威 ひょうごコミュニティ財団代表理事

 津久井進 弁護士、芦屋西宮市民法律事務所

 東末真紀 個人

 永田譲蔵 ひょうごコミュニティ財団理事

 中山光子 宝塚NPOセンター理事長

 藤尾さおり そらしど代表理事

 松田康之 神戸YMCA職員

 村上桂太郎 多言語センター FACIL 総務部長

第 3 次助成 ［事業期間 2022.4.1 ～ 2023.3.31］ の助成先一覧

◎遡及助成 （1 団体） 事業名	 金額（千円）

NPO 法人 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

◎遡及助成+新規事業助成 （2 団体）

花屋敷つつじガ丘自治会 寄り道サロンプロジェクト 250

HIKARI.CAFE HIKARI.CAFE 126

◎新規事業助成

　アイクラフト ひょうご若者応援基金 （4 団体）

NPO 法人 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

NPO 法人 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

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

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

　ASAHI-MITSUHASHI 基金 （1 団体）

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

　一般枠 （18 団体）

NPO 法人 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

NPO 法人 ミャンマー
KOBE ミャンマー人への緊急支援事業 300

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

マサヤンタハナン 親世帯の交流の場づくり2022
事業 300

NPO 法人 DUAL RING 障がいあるなし関係なくみんな
で楽しくダンス！！ 300

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

NPO 法人 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

月が丘自治会 月が丘の景観を良くする間伐作
業 103

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

NPO 法人 やんちゃんこ 世代間交流活動	" 季節の行事
から学ぶ " 150

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

なぎさ共生のまちづくり
推進協議会

ＩＴを活用した新たなコミュニ
ティづくり	～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～

120

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

NPO 法人 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

NPO 法人 サポートス
テーション灘・つどいの家 つどい食堂 150

NPO 法人 明石おやこ
劇場 子どものための体験活動事業 68

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

NPO 法 人 た ん ぽ ぽ
ルーム 地域で子育てを！多世代交流 74

合計２６団体 4,970

※第3次では以下の基金による助成を同時に行いました。

「アイクラフトひょうご若者応援基金」

アイクラフト株式会社（神戸市中央区）が若者への支援として

拠出された資金により創設された基金。

「ASAHI-MITSUHASHI 基金」

朝日ゴルフ株式会社（神戸市須磨区）が、商品の売上の一部を子

どもの医療関連活動への支援として提供頂いた基金。
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　この基金は 2016 年に宗教法人真如苑様のご

支援で始まりました。 真如苑様は NPO や NGO

を支援する中間支援やコミュニティ財団とともに

国内各地域で助成事業を進めていく中で、 当財

団と協働して 「真如苑・ひょうご子ども応援基金」

を創設し、 子どもの貧困や孤立などの問題に 3

真如苑 ひょうご多文化共生 ・ 外国人支援基金
SHINNYOEN FUND

基金内容

年間取組んできました。

　2019 年からは社会全体の認識や公的制度の

面で遅れている 「外国人 ・ 多文化共生」 を新た

なテーマとして助成プログラムのリニューアルを

行い 「真如苑 ・ ひょうご多文化共生 ・ 外国人支

援基金」 として助成を行っています。

基金の成り立ち

助成趣旨

　本基金は、 多文化共生や外国人や外国人支援の取

り組み、 とりわけ外国人や外国人家庭の貧困や暴力、

差別に苦しむ人々への支援に資する取り組みについ

て応援します。

　日本人に対する貧困家庭や子どもの貧困について

は社会全般の認識が進む中でも、 外国人に対しては

人々の気持ちの面でも公的制度の面でも大きく取り

残されています。 2019 年 4 月から改定入管法が

施行され、 外国人労働者の受け入れが大きく拡大す

ることもこの状況に拍車をかけると予想されますが、

社会の対応は十分ではなく、 今後日本社会において

は多文化 ・ 多民族の共生が大きなテーマになってい

くと予想されています。

　こういった状況のもと、 本基金により、 兵庫で多

文化共生 ・ 外国人の支援の活動を行う NPO 等に資

金助成を行い、 本テーマに叶う活動の充実・拡大と、

活動する団体の発展を図ります。

対象となる事業

　多文化共生や外国人支援の取り組み、 とりわけ貧

困や暴力、 差別に苦しむ人々への支援に資する取り

組みを優先的に助成します。

助成額 （募集時）

50万円 /件上限、3～4団体程度（総額120万円）

2021 年度の活動

　前期は新型コロナ禍の下 「ひょうご ・ みんなで支え

合い基金」 に統合して外国人支援の枠として助成を

行いましたが、今期は 「真如苑	ひょうご多文化共生・

外国人支援基金」 単独で実施しました。

　兵庫県内の神戸 ・ 阪神 ・ 東播磨 ・ 中播磨で多文化

共生 ・ 外国人の支援の活動を行う NPO 等を対象に

公募を行い、 5 団体 ・ 総額 113 万円の助成を行い

ました。

　事業期間の半ばの 2022 年 6 月 6 日に中間報告

交流会を開催。 今回は 3 年ぶりの対面開催となり、

助成団体 5 団体全てが参加。 新型コロナ禍の下での

活動の様子を発表し、 今後の活動について活発な意

見交換を行いました。

　真如苑様の基金は 3 年ごとに事業の見直しを行っ

ており、 今期がその区切りに当たります。

　このため 2022 年 6 月 7 日 ・ 8 日に真如苑様と

財団担当者で助成団体を訪問。 外国人への日本語支

援や学習支援、 生活困難留学生への食糧支援、 技能

実習生の一時保護など、 当事者や直面する課題の多

様性、 そして課題に合わせた様々な外国人支援の形

態を調査しました。

　次期の助成対象分野は外国人支援で継続する方針

で、 具体的内容については今後、 真如苑様と検討し

ていきます。
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選考委員

団体名 事業名	 金額 （円）

NPO 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

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

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

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

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

合計 1,130,000

　【選考委員】

　委員長 小澤昌甲	 社会福祉法人	神戸ＹＭＣＡ福祉

会　常務理事

 石田勝則 公益財団法人	兵庫県国際交流

協会　専務理事 （当時）

 石田香奈子	 立命館大学産業社会学部教授

 武田丈 関西学院大学人間福祉学部	教授

 原島照司 真如苑	社会交流部	課長代理

第 6 期助成 ［事業期間 2021.11.1 ～ 2022.10.31］ の助成先一覧

活動紹介 ： ひょうごラテンコミュニティ

　「ひょうごラテンコミュニティ」 は南米出身者や日

本人のメンバーが中心となって、 日本在住のスペイ

ン語圏の方の生活の向上を進めたり、 地域社会へ

の積極的な参加を促すことを目的に、 さまざまな情

報発信や生活相談、 企画などを行っています。

　2021 年度の助成では、 日本在住のスペイン語圏

出身者の目線で、 防災カレンダーを作成しました。

カレンダーには、 非常時持ち出し品のチェックシート

やハザードマップ、 警戒レベルの説明を盛り込んで

います。 スペイン語でこのようなカレンダーはない

ので、 カレンダーを手に取ったコミュニティの方か

ら感謝の声を寄せられています。 日本語とスペイン

語で掲載することも大切で、 家族で防災力のアップ

につながっていると考えています。

　ラテンアメリカでは災害に備える文化がなく、 子

どもは学校で訓練の

機会がありますが、 親

は学ぶ機会がありま

せん。 災害が多い日

本に住む上で、 防災

の知識を増やし、 意

識してもらえるよう働

きかけたいです。

（左写真 = 作成した防

災カレンダー）

中間報告＆交流会の様子 （2022年6月6日）。 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。

現場の生の声を今後の助成に活かすために真如苑様と共に助
成先のNPO法人まんまるあかしを訪問（2022年6月8日）
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真如苑 ひょうご多文化共生 ・ 外国人支援基金
SHINNYOEN FUND

援により、 この基金を設けることができましたことを

心より感謝申し上げます。 さて、 戦後日本において、

物質的には豊かになった社会において、 子どもの貧

困や孤立、 そして虐待や差別、 いじめの問題が、 今

なお顕在するとは、 先達の方々は思いもしなかった

ことではないでしょうか。 未来を生きる子どもや若

者、 そして人間のいのちに係わる事柄が毎日のよう

に知らされています。 時代は益々進化して、 より早

く、 より便利になっていこうとする中で今、 人間が生

きるとは何か、 人間が人間らしく生きるとは何かが

問われているように思います。 貧困や暴力、 差別に

苦しむ人々がいる。

　そのことに真摯に向き合い、 隔てを越えて、 互い

の存在を尊い者として生き、 支援の必要な方々に寄

り添い、 誰もが安心して暮らせる地域社会が、 本基

金における活動の先に見出すことができればと願い

ます。

（小澤昌甲／社会福祉法人神戸ＹＭＣＡ福祉会常務理事）

選考委員長から
宗教法人真如苑様なら

びに多くの方々のご支

寄付者の想い
（写真左から） 社会交流部	部長代理	八本俊之さん、

社会交流部	社会交流課	課長代理	原島照司さん、 社

会交流部	社会交流課	主務	石井康史さん

真如苑の社会貢献活動について

　仏教をベースとした宗教法人である真如苑の精神

に、 「大乗利他」 という、 人の幸せがあり自分も幸

せになって初めて本当の幸せになるという考えがあ

ります。 真如苑は、 自然災害からの復興支援のボラ

ンティアに参加する等の直接的活動に加え、 社会貢

献活動をされている団体を純粋にご支援することも、

私どもの本来の姿だと考えています。 ですから 「慈

善事業」 ではなく 「本業」 としてこの活動を位置付

けています。

　私たちは社会課題の専門家ではありませんので、

各地で出会った方々や専門家の皆さまに、 そこで何

が一番課題になっているのか、 または一番ではない

にしても、 まだ手を付けられていない課題は何なの

かなどをご相談し、一緒に考えながら支援活動を行っ

ています。

助成プログラムについて

　2016 年からの 3 年間、 貴財団と協働で 「子ども

の支援」 をテーマに実施しました。

　今般の 「入管法改正」 により、 これから外国人の

方々が、 ますます増えることが予想されるため、 外

国にルーツをもつ子どもたちへの支援など、 浮かび

上がりつつある課題に対応していくため、 財団の皆

様と検討を重ねながら、2019年度から3年間は「多

文化共生 ・ 外国人」 への支援というテーマに変更し

ました。 今回のテーマは、 兵庫という地域が、 外国

人との共生 ・ 支援に長い歴史があり、 かつ新しい活

動も生まれてきていると伺う中で、 これまで課題の

存在は認識されながらも、 支援の光が当てられてい

なかった部分に光を当てていくことにつながるかも

しれない大切な視点ではないかと考えています。 活

動の現場や地域を熟知している財団の皆様の適切な

アドバイスにも感謝しております。

コミュニティ財団へのメッセージ

　ひょうごコミュニティ財団は、 官と民の垣根を越え

て、 さまざまなステークホルダーと資金をつなぐ活

動をしておられると思っています。 地域のためにな

ることなら何でもしているようなイメージがあります

ね。 いろいろなセクターとつながることのできる特

性が、 光が届かない社会課題に支援が届く活動にな

るのだと思います。 これからも、 ぜひそれにご一緒

させていただきたいと考えています。



13

輝け加古川みらい基金
KAGAYAKE KAKOGAWA MIRAI FUND

　　「輝け加古川みらい基金」 は、 兵庫県加古川に

住む子どもや若者が健やかに育ち、 成長すること

と、 女性も男性も平等に暮らし、 役割を担い合う

社会 （男女共同参画の社会） を創ることを願い、

その支援や環境づくりに取り組む活動を応援する

ことを目的として、 加古川市にお住まいの個人の

篤志により2015年に設立された基金です。

　当初の3年間は 「輝け加古川こども基金」 とし

基金の成り立ち

て子ども ・次世代の健全な成長や自立の支援に関

係する事業への助成を行い、 後半の3年間は男

女共同参画も対象に拡大しての支援を行いました。

　小規模な活動に主眼を置き、 6年間で延べ107

件、 1,802万円の助成を行ってきました。 また希

望する団体には、 運営や組織基盤の強化など、 専

門の支援者が継続して相談に乗る伴走支援も行い

ました。

2021 年度の活動

　「輝け加古川みらい基金」 の第 6 期は冬募集 ・ 夏

募集の 2 期に分けて募集を行いました。 これは新型

コロナ禍の影響で、 様々な活動の先が見通しにくい

ため、 短い期間で応募の機会を設けた方がよいとい

う趣旨です。

　第 6 期冬募集は 2021 年 4 月～ 2022 年 3 月

を事業期間とし前期の 2020 年度に助成先を決定

しています。 そして 2021 年 10 月〜 2022 年 3

月に実施する事業を対象とした第 6 期夏募集を今季

に募集し、 5 団体 ・ 計 41.5 万円の助成を実施しま

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。 新型コロナ禍の影響

基金内容

助成趣旨

　この基金では、 加古川地域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

の支援に関係する事業や、 男女共同参画社会の実現

に資する事業を支援します。

対象団体

①	加古川市内で活動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

対象となる事業

1） 子ども ・次世代の健全な成長と自立に資する事業

２） 男女共同参画社会の実現に資する事業

３） これらを行う団体の組織基盤強化のための事業

助成額 （第 6 期夏募集時）

【基本コース】10万円上限／7～15団体程度

活動の実績は問いません。規模の小さな活動も対象と

なります。※通年募集だった第6期冬募集までは別途

「発展コース」（50万円上限）を設けていました。

で第 5 期の事業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名が参加しました。

　また新型コロナ禍などで対面の会合に参加できな

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名が参加しました。

　「輝け加古川みらい基金」 は第 6 期をもって終了し

ました。 2022 年度は本基金を振り返り、 成果の検

証を実施します。

　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と考えてい

ます。
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団体名 事業名	 金額 （円）

一般社団法人 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

加古川野口マジッククラブ 文化 ・芸術の振興を図る 100,000

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	ーサービスラー
ニングによる	いのちの学び	( エンド ・ オブ ・ ライフ )

44,000	

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

親子サークル UME 子育て応援 ・地域活性化	 71,000

合計 415,000

第 6 期夏募集助成 ［事業期間 2021.10.1 ～ 2022.3.31］ の助成先一覧

※第6期は冬募集として事業期間が2021.4.1～2022.3.31の助成を13団体、1,975,000円実施しています（財団2020年度事業）。

選考委員

　【選考委員】

　委員長 吉富志津代	 NPO法人	多言語センターFACIL	

理事長

 井原卓也	 BAN-BAN ネットワークス （株）	

取締役

 佐伯亮太 一般社団法人	明石コミュニティ創

造協会	マネージャー

 勝木洋子 元姫路日ノ本短期大学	学長

 竹内茂雄 NPO法人	高砂キッズ ・ スペース	

事務局長

輝け加古川みらい基金
KAGAYAKE KAKOGAWA MIRAI FUND

輝け加古川みらい基金第6期助成団体による中間報告会&交
流会の様子 （2021年11月25日）。 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。

第 1 期〜第 6 期の応募 ・ 採択状況

応募
件数

応募総額（円）
採択
数

採択総額（円）

第 1期
2016年度

34 10,915,351 15 2,521,320

第 2期
2017年度

25 4,994,790 16 3,587,410

第 3期
2018年度

28 9,195,390 19 3,793,000

第 4期
2019年度

24 7,429,520 17 2,728,000

第５期
2020年度

28 4,460,000 22 3,000,000

「ひょうご ・ みん
なで支え合い基
金」 の一部とし
ての公募助成

7 1,400,000 5 700,000

第 6期	冬募集
2021年度

15 　3,107,000 13 1,975,000

第 6期	夏募集
2021年度

5 471,000 5 415,000

合計 159 40,573,051 107 18,019,730

加古川みらい基金の足跡

2015　「輝け加古川こども基金」設立準備。 秋、公募開始。

2016　「こども基金 ｣第 1期助成、 中間報告会。

2017　「こども基金 ｣第2期助成、 中間報告会。

2018　「こども基金 ｣第３期助成、 中間報告会。

2019　テーマの拡充、 女性支援など追加。 伴走支援の

実施。 	「みらい基金 ｣第4期助成、 中間報告会は

台風により中止。

2020　「みらい基金 ｣第5期助成、 中間報告会はオンラ

イン併用開催。

2021　｢ みらい基金 ｣ 第 6期冬助成。 第 6期夏助成、

中間報告会はオンライン併用開催。

2022　成果の検証、 ヒアリング等。
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寄付者の想い
　「輝け加古川みらい基金」 の財源をご寄付いただい

た （株） 神川工務店	代表取締役	神川都さんから、

お話をうかがいました ｡

聞き手：田中茂、 実吉威 （ひょうごコミュニティ財団）

金がかかることは当然

だと思っています。 何

でも表面だけではいか

ないでしょう、 それが

難しいですね。

　基金がこれまでお話

しいただいたような手

間をかけることで、 皆

が良くなってくれるの

だったら、 それが一番

いいことですよね。

初回募集を報じる記事 （毎日新聞2015年10月9日）

す。 「OneHeart」 などが良い受け皿になってくれ

ていることが、 その理由の一つだと思います。

神川　それはすごいですね。 少しでも子どもさんの

状況が良くなれば、 それが一番です。 お金を無駄使

いするよりも何かのお役に立てばと思って資金をご

提供させていただいたことが最初なので、 その資金

で何かが育ってくれたらいいと思います。

　「育てていく」 ことは、 とても難しいですね。 ちょっ

と何かをするだけでは済まないですからね。

寄付者、 財団、 中間支援組織の三位一体

実吉　団体への支援を通じて地域の市民活動全般が

分厚くなり、 それによって子どもたちの生活がより

良くなっていくことが、 この基金の目的です。

　まず神川さんというご理解のある寄付者がいらっ

しゃって、 コミュニティ財団が手間暇をかけながら助

成プログラムを運営し、 地域社会に根を張って日常

的にサポートをしている中間支援組織 （シミンズシー

ズ、 かこむ） と連携していくという、 三位一体の関

係性が出来つつあると思います。 地域の支援組織と

連携した支援というのは全国のコミュニティ財団のモ

デルになるのではないかと思っています。

田中　神川さんから、 最初に 「手間をかけるなら間

接コスト （運営経費）にも費用を使うのはあたりまえ」

と言っていただいたことは大変助かりました。 それ

を分かっていただくことは、 簡単ではないんです。

神川　見えない部分が大切ですから、 間接コストにお

小さな資金をご提供する基金

神川さん （以下敬称略）　主人が亡くなって何か地域

社会で役に立つことをしたいと思ったときに、 長く

加古川に住んでいるのだから、 ここで何かできない

だろうかと考えたことが基金をつくるきっかけでし

た。 とても一所懸命に審査をして団体を選んでくだ

さっているので、それが実際にどんな成果につながっ

ているんだろうかということは、やはり気になります。

私の行く美容院に、 加古川の子ども食堂のチラシが

置いてあったんです。 それを見て、 この活動に基金

を活用していただいているのかなと思いました。

田中　その活動の中心になっておられる 「One-

Heart」 という団体の方は、 この基金の支援で大き

く人生が変わったとお話しされていました。 もともと

は、 教会でゴスペルを歌う活動を中心にしていた団

体だったのですが、 基金をきっかけに 「私にできる

ことは他にもあるんじゃないか」 と子ども食堂をは

じめたんですね。 さらに加古川で一か所では足りな

いと、 ほかの地域に立ち上げも呼びかけて、 子ども

食堂のネットワークも作っておられます。

　コープこうべでは扱っている食料品のフードロスを

なくそうということで、 期限切れが迫っている食品

をプレゼントしています。 兵庫県全体でその活動をし

ていて、 加古川では非常にうまくいっているようで
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共感寄付
Empathy Donation

　共感寄付は、 ひょうごコミュニティ財団が兵庫県内の NPO ・ 市民活動団体の優れた活動を紹介し、

その活動を支えたい・手助けしたいという思い 「共感」 を持った一般の皆様からいただいた 「ご寄付」

によって、 たくさんの皆さまとともに地域の課題を解決していく仕組みです。

基金の成り立ち

団体の公募 ひょうごコミュニティ財団が兵庫県内の市民活動団体を広く公募

選考
県内の有識者からなる共感寄付選考委員会が応募団体を選考　

ご紹介する事業は、 ご寄付を有効活用できると判断された事業ばかりです

寄付の呼びかけ
選考団体を社会に広くアピールし、 まずは財団へご寄付を呼びかけます

その形をとることで、 ご寄付に対して税制上の優遇があります

団体へ助成 いったん財団にご寄付をいただいた後で、 それぞれの推薦団体へ助成をします

報告
いただいたご寄付をどう活用し、 どのような成果が得られたのか、

共感寄付ホームページや報告会等でご報告しています。

共感寄付の流れ

特徴 1 選考によって選ばれた活動を社会に広くお勧めします

特徴 2 ご寄付に対して税制上の優遇があります

特徴 3 活動の成果を寄付者の皆さまへご報告します

基金内容

　共感寄付は、 寄付募集に本気で取り組みたいとい

う想いを持った、地域の	NPO・市民活動団体 （以下、

「参加団体」と表記）の皆さまと、ひょうごコミュニティ

財団とが一緒になり、 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、 寄付募

集と助成のしくみです。

　参加団体は、 「地域でいま、 何が課題か」 「課題に

対してどう取り組もうとしているか」 を広く社会に

訴え、 その解決策 （＝実施する事業） への支援 （寄

付） を当財団経由で募ります。 当財団はその活動を

サポートし、 集まった資金から運営費を除いた額を

助成金として交付いたします。

　寄付を広く募ることで、単にお金を得るだけでなく、

地域の課題をみんなで共有し、 参加団体の活動を支

える気持ちのある 「志金」 （寄付） の循環をつくるこ

とを目指しています。

参加団体 「音遊びの会」 の音楽演奏の様子。 同会の即興音楽
の取り組みはNHKのドキュメントや映画化されるなど、 大き
く注目が集まっています （写真は音遊びの会提供）
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団体名 事業名	
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

NPO 法人 神戸の冬を支え
る会

ホームレス状態、 安定した住
居がない方への支援活動

2,168,490 1,843,216 385,050 2017/11/20
～2022/12/31

NGO 神戸外国人救援ネット
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

453,000 385,050 3,612,700 2018/4/1
～2021/12/31

音遊びの会
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

186,000 158,100 720,215 2018/4/13
～2022/12/31

神戸市職員有志
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

826,000 710,600 1,141,000 2019/12/19
～2022/12/31

「未来へ」 プロジェクト実行
委員会

第 12 回震災記念コンサート
「神戸	これからもずっと」

30,000 25,500 30,000 2021/9/1
～2022/1/31

合計 3,663,490 3,122,466 15,941,005

第五期 ［2021 年度募集］ の助成先一覧

　共感寄付事業は、期間を設けて寄付を募る形で行っ

てきましたが、 2017 年 11 月以降 （第五期） は団

体の公募 ・ 寄付の呼びかけとも通年で行う形に切り

替えて実施しています。

　この第五期は当期末までに累計 24 事業について、

19,002,318 円の寄付を集め、 16,116,220 円

2021 年度の活動

の助成を実施しました。 （全累計は、 のべ 73 件、

助成額計31,945,838円）

　第五期共感寄付事業は、 2022 年 6 月末現在、 3

団体が寄付募集を継続実施中 （1 団体は 2022 年

1月 31日、他 1団体は 2022年 3月31日をもっ

て終了） です。

寄付啓発事業
Fundraising

遺贈寄付

　遺言書をつくり、 遺産を特定の人に贈ったり寄付し

たりすることを 「遺贈」 といいます。

　ご本人ではなく、 ご遺族のご希望により相続財産

からご寄付をされる場合も、 当財団では広く 「遺贈

寄付」 としてとらえ、 ご相談をお伺いしております。

　いずれの場合も、 公益財団法人である当財団への

遺贈 ・寄付は相続税の控除の対象となります。

　「人生最後の自己実現」、 あるいは 「お世話になっ

た社会への恩返し」 など、 遺贈は静かな拡がりを見

せており、 年間で 10 件前後のご相談をお受けして

います。

　2015 年からお付き合いのあった方が 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になりました。 使途指定は

ありませんでしたが、 生前のご意思を尊重して社会

のために役立てることといたします。 改めてご冥福

をお祈りします。

　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」 を中心に実施しました。 同基金の

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 万円のご寄付を頂

きました。
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さまざまな企業との協働
COLLABORATION with COMPANIES

　「ASAHI ・ MITSUHASHI 基金※」 は、 朝日ゴル

フ株式会社様の健康器具売り上げの一部をご寄付い

ただき県内の子どもの医療的な活動支援に活用する

基金として 2018 年に設立されました。 寄付つき商

品は、 健康器具 「ごるトレ」 「Body トレ」 というブ

ラ ン ド の “JellyShoulder”、” JellyBalance”、

“JellyHolder” です。 当期は 「ひょうご ・ みんな

で支え合い基金」 の第 3 次募集に合わせて助成を

寄付付き商品

ASAHI ・ MITSUHASHI 基金

　アイクラフト株式会社様 （神戸市中央区） が若者へ

の支援として拠出された資金により創設された基金

です。 「若者への支援」 「若者による活動の支援」 の

両方を対象とします。

　当期は 「ひょうご ・ みんなで支え合い基金」 の第

3 次募集に合わせて助成を行い、 若者が主体となる

とする活動、 若者を対象とした活動を行う 4 団体へ

の助成を実施しました。

冠基金

アイクラフト若者応援基金

企業 CSR

住友ゴム CSR 基金

　ひょうごコミュニティ財団では、 企業 CSR と協働

した助成事業も行っています。

「寄付つき商品」 各企業がご提供されている商品の

売り上げの一部を財団へご寄付いただき、 それを原

資にした社会貢献プロ	グラムを形成して NPO 等へ

の助成を行う仕組みです。 企業の社会貢献、 ブラン

ド価値向上に寄与しています。

団体名 地域	 金額（千円）

NPO 法人 日越交流センター兵庫 神戸市 300

ひょうごラテンコミュニティ 神戸市 300

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

NPO 法人 ささゆり会 加古川市 300

NPO 法人 多文化センターまんまるあかし 神戸市 300

NPO 法人 ひょうご森の倶楽部 神戸市 300

NPO 法人 神戸海さくら 神戸市 300

NPO 法人 ころあい自然楽校 神戸市 300

計 2,400

団体名 事業名	 金額（千円）

NPO 法人 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

NPO 法人 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

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

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

寄 付 付 き 商 品　
Jelly	Shoulder

団体名 事業名	 金額（千円）

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

　住友ゴム工業株式会社様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活動を支援しています。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

考して決めています。 当期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240万円の助成となりました。

※ひょうご ・みんなで支え合い基金の再掲

※ひょうご ・みんなで支え合い基金の再掲行い、 子どもを対象とする活動を

行う 1 団体への助成を実施しまし

た。

※朝日ゴルフ株式会社と健康器具

（上記商品） を監修した三橋成行

氏 （三橋整形外科リハビリテーショ

ンクリニック院長） の名前を冠し

た基金です。

「献立作成・栄養指導関連ソフトウエア」売上寄付

寄付付き商品
らくらく献立

　株式会社夢工房様より、 子ども

の食育教育 ・ 児童福祉のNPOへ

の支援に活用するために、 献立作

成や栄養指導関連のソフトウエア売

上の一部をご寄付いただきました。

　寄付つき商品は、 「らくらく献立

７ （保育園版、 学校給食版、 児童

福祉施設版）」 「スポーツ栄養ナビ」

です。
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助成以外の支援活動
Support activities other than subsidies

「認定 NPO 法人相談窓口事業」 の受託 ・ 実施

　神戸市の 「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月に当財団が受託しました。

　窓口及び出張相談では、 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

ドバイスを行いました。 全体的にオンライン相談が増

加しています。

　2021 年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」 が加わり、

これに取り組んでいます。

　認定NPO法人に係る多様な支援を行うことで、 神

戸市内の認定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まし

た。 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

あります。

相談事業 ・ 伴走支援の実施

　助成先に限らず、 NPO等からの個別の相談に応じ

ています。 資金調達 （当財団の助成以外） や組織づ

くりが多く、 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ます。

　当期は有園博子基金の助成先団体において伴走支

援を実施し、 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ました。

委員等の受任

・ 神戸市居住支援協議会　正会員 （団体として）

・ 兵庫県県民生活審議会　委員 （実吉代表理事）

・ 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）

・ NPO法人	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）

・ 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

加盟している団体

・ 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

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いました。

　その関連で休眠預金制度についてもヒアリングを受

け、 提言を行いました。 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ました。

認定NPO法人相談窓口事業の一環として行った 「認定NPO
法人の基礎講座」 （2021年7月26日開催）
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評議員 ・ 役員 ［2022 年度］

ご寄附のお願い

加藤恵正	 兵庫県立大学	名誉教授

木田　薫	 NPO 法人	ソーシャルデザインセン

ター淡路	代表理事

中田豊一	 NPO法人	市民活動センター神戸	理事長

中山光子	 認定 NPO法人	宝塚 NPO センター	

理事長

早瀬　昇	 社会福祉法人	大阪ボランティア協会	

理事長

松田道子	 公益財団法人	神戸 YMCA　常勤理事

三井ハルコ	 NPO法人	市民事務局かわにし	理事長

室崎益輝	 神戸大学名誉教授、 兵庫県立大学	名

誉教授

実吉　威	 公益財団法人	ひょうごコミュニティ財団 西河紀男	 元三ツ星ベルト （株）	代表取締役会長

島田雄三	 司法書士島田雄三事務所	所長

岡村こず恵	 甲南大学	全学教育推進機構全学共通

教育センター	特任准教授

河合将生	 office	musubime	代表

武田良彦	 公益財団法人	神戸新聞厚生事業団	専

務理事

竹森莞爾	 元石原ケミカル （株）	代表取締役会長

田中裕子	 （株） 夢工房	代表取締役社長

永田譲蔵	 公益財団法人	ひょうごコミュニティ財

団 （業務執行理事）

冬頭佐智子	生活協同組合コープこうべ	地域活動

推進部	統括部長

村上英樹	 弁護士	神戸むらかみ法律事務所

重田和寿	 弁護士	神戸きらめき法律事務所 宮﨑洋彰	 公認会計士 ・ 税理士、 元あすか税理

士法人代表社員

田中　茂	 NPO法人	シミンズシーズ	代表理事 出口正之	 国立民族学博物館 ・ 総合研究大学院

大学名誉教授

阿部陽一郎	社会福祉法人	中央共同募金会	常務

理事

石田　祐	 宮城大学事業構想学群　教授　地域創

生学類長

荻野俊子	 NPO会計支援センター	代表

川中大輔	 シチズンシップ共育企画	代表

行司高博	 兵庫県職員

久戸瀬昭彦	元兵庫県職員

佐藤等史	 NPO法人	場とつながりの研究セン

ター	理事

茶野順子	 公益財団法人	笹川平和財団（SPF）	

常務理事

畑本康介	 NPO法人	ひと ・まち ・あーと	理事長

馬場英朗	 公認会計士、 関西大学商学部	教授

細谷　崇	 ht	代表

松井　薫	 （株） JR西日本コミュニケーションズ

渡辺　元	 公益財団法人	助成財団センター	理事

みなさまからのご寄付を随時募集しております。

当財団へのご寄付は、 公益財団法人へのご寄付として寄付控除の対象になります。

ゆうちょ銀行　00920-4-129316

みなと銀行　　神戸駅前支店 ( 普通 )1663926

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 年次報告書 2021-2022

〒650-0022　神戸市中央区元町通6-7-9　秋毎ビル3F

Tel　	078-380-3400　Fax　078-367-3337

E-mail　hyogo@communityfund.jp

Website　https://hyogo.communityfund.jp/
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