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2019 年度事業報告 

2019年4月1日から2020年3月31日まで 

 

 一般財団法人 中部圏地域創造ファンド 

 

 一般財団法人中部圏創造ファンド（以下本法人と言う）は、2018年2月15日に設立し、寄付金を基

にした助成の仕組みづくりや受託事業を通して、ＮＰＯ等の民間公益活動に対する資金・非資金支援

を進めてきた。 

 年度には、休眠預金等活用法に基づく資金分配団体の公募が開始され、本法人は「ＮＰＯに

よる協働・連携構築事業」を企画・提案し、中部ブロックにおける資金分配団体に選定された。 

年 月の正式契約以降、本事業を実行していくＮＰＯ等の公募・選定を進め、 年度か

ら事業実施する体制を整えた。 

  

１ 休眠預金等活用法に基づく資金分配団体としての事業 

（1）実行団体公募 

 ・事業名：ＮＰＯによる協働・連携構築事業 

 ・対 象：下記の課題に、多種多様な団体で包括支援体制を構築する取り組み（チームで応募） 

  Ａ 虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺など子ども・若者が抱える深刻な課題への支援 

  Ｂ 日本社会における在留外国人が抱える課題解決への支援と多⽂化共生 

  Ｃ 過疎地域におけるコミュニティの維持と環境保全 

 ・助成期間と助成額：3年間で１チーム最大3,000万円 

（2）選定までの流れ 

 ・公募期間は、12月10日～2月3日。愛知、岐阜、三重、静岡、長野の５県会場で説明会を開催。 

 ・3名の選定委員が書類及び面談（2月16日）による審査を実施し、12団体が相応しいと判断. 

  ・2月22日、本法人理事会を開催し、選定委員から報告された3チーム12団体を内定。 

千頭 聡 日本福祉大学大学院 執行役員・教授（選定委員⾧） 

ブ イチ トルン 愛知淑徳大学大学院 教授 

森山 花鈴 南山大学 法学部  准教授 

（3）申請結果 

 ・3分野、各3チームの計9チーム（32団体）から申請があった。      （ ）は団体数 

課題 愛知 岐阜 三重 静岡 長野 

Ａ 0 1（1） 0 1（3） 1（3） 

Ｂ 3（13） 0 0 0 0 
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Ｃ 0（1） 2（8） 0 0 1（3） 

 （4）選定（内定）結果 

Ａ:虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺など子ども・若者が抱える深刻な課題への支援 

特定非営利活動法人アイダオ 

（コーディネート団体） 

孤独を生み出さないための居場所作りの整備 

 ～コミュニティシネマの活用～ 

特定非営利活動法人侍学園スクオ

ーラ・今人 
ＵＥＤＡ次世代支援プロジェクト 

特定非営利活動法人上田映劇 うえだ・こどもシネクラブ 

  B:日本社会における在留外国人が抱える課題解決への支援と多文化共生 

愛知県県営住宅自治会連絡協議会

（コーディネート団体） 
多文化多様性の輝く保見団地プロジェクト 

県営保見自治区 子どもから高齢者まで、住民が考える多国籍団地自治 

特定非営利活動法人トルシーダ つながりで作る多文化多様性が輝く地域 

保見プロジェクト（ 中京大学） 保見に新しい風を! 

外国人との共生を考える会 外国人による地域活動推進と多言語情報発信プロジェクト 

  C:過疎地域におけるコミュニティの維持と環境保全 

特定非営利活動法人かしもむら

（コーディネート団体） 
自然と生きる若者集団プロジェクト 

特定非営利活動法人馬瀬川プロデ

ュース 
自然とふれあう活動による地域づくり事業 

一般社団法人 aichikara 山村地域における若者の体験学習と継続的な交流の場の創出 

学生団体 加子母木匠塾 若者の木造建築を通じた山村再生事業 

  

（5）事業計画等の精緻化 

 ・2020年度4月の資金提供契約締結・事業スタートに向けて、当法人と内定団体が、事業計画、評  

  価計画及び資金計画の精緻化のための協議を行った。 

 

２ 東海ろうきんＮＰＯ育成助成事業の受託 

（1）2019年度助成対象団体 

 ・2018年度内に団体募集し、2019年4月28日（日）に5名の運営委員による2次審査（公開ヒア 

 リング）を実施。2019年度の助成対象ＮＰＯとして、新規事業創出部門10団体、事業の継続発展 

 部門5団体、組織強化部門2団体を採択した。（詳細は別表） 

 ア、説明会の開催 

 ・日時：2019年6月18日（火）11時、場所：東海労働金庫会議室（名古屋市中区） 

 ・内容：助成金交付式、会計処理等の説明、意見交換 
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 イ、研修の実施 

 ・日時：2019年9月4日（水）13：00時～15：30、場所：東海労働金庫本店会議室 

 ・内容：NPO 事業の ICT 化（ネットコモンズグループウエア、WEB 会議の活用等） 

 ・講師：NPO 法人 EXPO Web TV 代表 前田 康雄  

  ・参加者：採択3団体及び関係者 12名 

 ウ、伴走支援活動 

 ・運営委員（若しくは所属団体員）と本法人役職員の2名1組で当該団体を訪問し、事業の  

  進捗状況を確認し、必要な助言等を行った。 

 ・8～9月の前期、1～2月の後期に各1回に実施した。（17団体、計34回） 

 エ、その他 

 ・各団体から中間報告書及び事業報告書を徴収した。 

 ・事業終了後の2020年3月に全団体集合の実績報告会を実施する予定であったが、新型コロナ  

  ウィルス感染対策により中止となった。 

 

（２）2020年度助成対象団体の公募と選定 

2020年度 申請件数 ２次審査対象 

 

 

全 部 門 

総数62件 

・愛知県 36件（名古屋市を除く） 

・名古屋市 32件 

・岐阜県 11件 

・三重県  ７件 

総数29件 

・愛知県 6 件（名古屋市を除く） 

・名古屋市 16件 

・岐阜県   6件 

・三重県  1件 

Ａ 新規事業創出部

門 
⇒新しく活動を始める場 

 合や新しい課題に取り 

 組むことを支援 

 （1件30 万円まで） 

総数34件 

・愛知県  9件（名古屋市を除く） 

・名古屋市 18件 

・岐阜県 7件 

・三重県 0件 

総数15件 

・愛知県   5件（名古屋市を除く） 

・名古屋市 8件 

・岐阜県 2件 

・三重県 0件 

Ｂ 事業の継続発展部門 

⇒事業の継続発展を支援 

  
（1件100万円まで） 

総数22件 

・愛知県 7件（名古屋市を除く） 

・名古屋市 9件 

・岐阜県  5件 

・三重県  1件 

総数    10件 

・愛知県  1件（名古屋市を除く） 

・名古屋市  7件 

・岐阜県  2件 

・三重県  0件 



4   

Ｃ 組織強化部門 

⇒事業の展開や変化に対 

 応して組織強化に取り 

 組むことを支援 

  

（1件100万円まで） 

総数6件 

・愛知県 1件 

（名古屋市を除く） 

・名古屋市 2件 

・岐阜県 2件 

・三重県 1件 

総数4件 

・愛知県 0件 

（名古屋市を除く） 

・名古屋市 1件 

・岐阜県 2件 

・三重県 1件 

 ・2020年1月初頭から公募を開始し、同年2月末までに東海3県の62団体が助成を申請。 

 ・2019年3月中に１次（書類）審査を実施。２次審査は、新型コロナウィルス感染対策のため合同 

  ヒアリングを取りやめ、運営委員による web 会議方式により翌年度4月に実施する予定。 

    

（３）東海ろうきんＮＰＯ寄付システム登録団体の募集 

 ・東海ろうきんの口座所有者が、東海3県の登録ＮＰＯ（これまで67団体）に対し自動振替で寄  

  付をする仕組みで、本年度の新規登録団体の募集・選定を行った。 

 ア、募集期間：2019年11月5日（火）～12月25日（水） 

 イ、選定：29団体から申請があり、13団体を新規登録。 

 

３ 寄付金の受け入れ 

（１）当財団応援基金 

 ・名古屋競馬株式会社から100万円を受入れ（５月２７日）、本法人の活動資金に充てた。 

（２）私の基金（冠基金） 

 ・水谷潤平教育基金 

  昨年度に引き続き５万円を受け入れた（８月１３日）。水谷氏の同意を得て「NPO 法人全国こど   

 も福祉センター」と「NPO 法人子どもの虐待防止ネットワーク・あいち（ＣＡＰＮＡ）」に各２万  

 円を寄付した（９月１７日）。 

 

５ 理事会・評議員会の開催 

 ①２０１９年度第１回理事会 

  日時：２０１９年６月４日（火） 午後５時時０分   

  場所：愛知県林業会館 ２階会議室 

  議題：２０１８年度事業報告案・決算報告案（監査報告）、２０１９年度事業計画・収支予算、 

     理事候補者名簿の承認、定款変更案の承認、役員の報酬並びに役員及び評議員の費用に関 

する規程案の承認、リスク管理規程及び文書管理規程の制定、倫理規程及び経理規程の変    

更、決議の省略による、みなし評議員会の招集、理事長、副理事長職務の代行順位の承認 

 ②２０１９年度定時評議員会（決議の省略方式による） ※同時に評議員懇談会を開催した。

  

  日時：２０１９年６月１５日決議   

  提案事項：２０１８年度事業報告・決算報告（監査報告）、理事の選任、定款の変更、役員報酬

規程制定、倫理規程変更  
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③臨時理事会（決議の省略方式による）   

  日時：２０１９年６月１８日決議   

  提案事項：理事長の選定、業務執行理事の選定 

④臨時理事会 

日時：２０１９年７月１３日（土） 午前１０時３０分   

  場所：愛知県林業会館 ２階会議室 

 議題：休眠預金制度資金分配団体応募の承認、役員の利益相反防止のための自己申告等に関する

規程制定、「コンプライアンス規程、公益通報者保護に関する規程、情報公開規程及び正

規職員就業規則」の変更、倫理規程変更の承認及び評議員会への提案 

⑤臨時評議員会（決議の省略方式による）   

  日時：２０１９年７月２２日決議  

 提案事項：倫理規程変更 

⑥第2回理事会 

日時：２０１９年１０月９日（水） 午後６時０分   

  場所：愛知県林業会館 ２階会議室 

 議題：休眠預金資金分配団体応募結果の報告、役員報酬額 

⑦第３回理事会 

日時：２０１９年１２月２２日（日）午後４時０分   

  場所：愛知県林業会館 ２階会議室 

 議題：休眠預金「NPO 等による協働・連携構築事業」実行団体公募に関する協議、選定会議規程

の選定及び選定委員の選出、賞与の支給 

⑧第４回理事会 

日時：２０２０年２月２２日（土） 午前１０時３０分   

  場所：愛知県林業会館 ２階会議室 

 議題：休眠預金「NPO 等による協働・連携構築事業」における実行団体の選定、２０２０年度

事業計画及び予算 

⑨臨時理事会（決議の省略方式による）   

 日時：２０２０年３月２７日決議  

  提案事項：休眠預金「NPO 等による協働・連携構築事業」における実行団体との契約、賞与の支給 

 

６ ＮＰＯ役職員との懇談会  

ＮＰＯの若手、中堅役職員との意見交換会を5月18日、7月24日に開催。 

 

＊休眠預金・資金分配団体選定 

・一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）が主催する資金分配団体公募説明会東京会場

（4月22日）及び名古屋会場（5月21日）に出席。 

・2019年7月26日、草の根活動支援事業-東海ブロック「NPO による協働・連携構築事業」及び、災害

支援事業「南海トラフ減災活動支援」を申請。 
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・2019年10月1日付けで、JANPIA から草の根活動支援事業-東海ブロック「NPO による協働・連携構

築事業」が資金分配団体に内定した旨の通知を受けた。 

・本法人と JANPIA で事業計画、評価計画、資金計画について精緻化を協議。 

・2019年11月20日付けで 資金提供契約締結。2名のプログラムオフィサーを配置。 

 

    

 


