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２０２０年度の事業報告書 

 

  ２０２０年７月１日から２０２1年６月３０日まで 

 

特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金     

 

１ 事業の成果 

  ２０２０年３月に認定ＮＰＯ法人になり、２事業年度が終了した。新型コロナウイルスの感

染拡大により、交流会などの活動が制限されたが、オンライン交流などの工夫をした。助成団

体も計画変更をしながらも、支援活動などの事業を実施していただけた。 

 また、東海ろうきん NPO育成助成を受けて、助成プログラムの改善事業を実施し、寄付者や助

成団体にアンケート調査や聞き取りなどができた。次年度以降も継続して、実施していきたい。 

 

（１）寄付金等の募集と管理に関する事業 

  助成事業に対する寄付金の総額は 5,267,118円となった。 

  内訳は以下の通りであった。 

  〇企業・団体からの寄付 のべ 18件 計 3,354,022円（受取順、敬称略） 

  〇個人からの寄付（ネット募金を含む） のべ 81件  計 1,668,452円 

  ○東海ろうきん NPO指定寄付からの寄付 のべ 57件 計 29,200円 

  〇募金箱からの寄付 のべ 20件 計 68,728円 

  ○羽島市ふるさと納税からの寄付 のべ 13件 30口 計 90,000円 

  ○寄付付き自販機からの寄付 のべ 11件 計 56,716円  

    ＊寄付付き自販機設置協力（敬称略） 

    積和建設中部岐阜支店  株式会社エーアール岐阜 

    JAめぐみの美濃支店   株式会社技研サービス（美濃市健康文化交流センター）       

  寄付者、支援者には、随時、お礼とハチドリ通信等による報告を行った。 

（２）ＮＰＯ等に対する助成事業に関する事業 

 ＜1＞2020年度助成事業の報告と清算＞ 

各団体からの実施報告書を精査し、助成金の支払いをした。詳細は下記の通り。 

  【実施期間】 2020年 4 月 1日～2021年 3月 31日 

  【助成件数】 全 17 件  助成総額 2,732,763 円 

   以下、助成団体/事業名/助成額 

【A-1】事業助成 全 7件 助成総額 1,617,519円  

①NPO 法人心をつなぐホースセラピーぐりん・はあと（本巣市）/ 生きづらさを抱えた子どもたちの体験活動

「ぴのきお」/215,930 円 

②地域たすけあいの会（美濃加茂市）/こども・若者の自立を目指す料理教室/300,000 円 

③NPO 法人子ラボハウス キキの家（郡上市）/グレーゾーンの小学生支援（サタディ）と未就園児親子支援（リ

トルキキ）とサタディ OB の集い（サンディ）事業/300,000円  

④子育て支援いちご（養老町）/ようろうこども食堂/109,722 円  

⑤NPO 法人あゆみだした女性と子どもの会（岐阜市）/面会交流支援事業/300,000 円 

⑥NPO 法人こぎつねくんわーるど（恵那市）/子育て支援居場所作り「こぎつねの森」/ 107,917 円 

⑦ぎなんプレーパークの会（岐南町）/大人も子どもも学びあい、まざりあう場づくり～不登校児童生徒の居

場所づくり/283,950 円  

【A-2】ステップアップ助成 全 3件 助成総額 541,315円 

①alcma(あるくま）（多治見市）/「アレルギーっ子 たじみあるくまっぷ」作成・普及事業/200,000 円  

②NPO 法人仕事工房ポポロ（岐阜市）/不登校・ひきこもりの子ども、若者とのコロナ後の新たな「オンライン

居場所」の可能性の探求と AKIRA オンラインライブ開催/200,000 円 

③Kinder Land（各務ヶ原市）/法人格取得の準備とリーフレット作成事業/141,315 円 
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【B】利用者負担軽減助成 全 5件 助成総額 373,929円 

①あしたの支援室（大垣市）/ひきこもり当事者の会「ラルジェ」（交通費助成）/28,589 円 

②NPO 法人ふる里めいほう（郡上市）/明宝放課後児童クラブ運営事業（ひとり親家庭の利用料軽減）/102,600 円 

③岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市）/「てらこや無償塾」へ通う生活困窮者世帯への交通費支援事業/34,140 円 

④NPO 法人東濃子どもレスキューミッション J スペース（瑞浪市）/ 学童保育ひまわりハウス（ひとり親家庭の登

録料減免）/95,000 円 

⑤NPO 法人 学習館みずほ（瑞穂市）/放課後子ども教室（ひとり親家庭の利用料軽減）/113,600 円 

【C】東海ろうきん未来応援基金「物品購入助成」 全 2件 助成総額 200,000円 

①一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク（岐阜市）/生活困窮世帯など学習に困難を伴う子どもたちへの学習支

援事業/100,000 円（購入物品：教科書 10 セット） 

②CoderDojo 東濃 （岐阜）（多治見市）/プログラミング教室事業/ 100,000 円（購入物品：プログラミング用パ

ソコン 2 台） 

 

＜2＞2021年度助成事業募集と審査・採択 

  2021年度助成事業募集から採択決定まで、次のようなスケジュールで実施した。 

    募集要項案の決定：第 1回審査委員会（2021年 1月 21日） 

     募集要項の決定：第 2回理事会（2021年 2月 2日） 

   募集要項の公開：2021 年 3月 15日（HPにて） 

   募集説明会：オンライン説明会（4月 10日）、ホームページと Facebookで PR動画公開 

   募集期間：2021年 4月 1日～5月 20日   

   個別相談期間：2021年 3月 20日～5月 10日 

   採択事業候補の選定：第 2回審査委員会（2021年 6月 8日） 

   採択事業の決定：第 3回理事会（2021年 6月 16日） 

   採択証書交付式：2021 年 6月 23日 会場：ぎふメディアコスモスかんがえるスタジオ 

(オンライン併用、Facebookライブで公開）  

○審査委員会と理事会の決定により、以下の事業が採択された。 

   助成事業の実施期間：2021年 4月 1日～2022年 3月 31日 

   採択数 全 23件（22 団体）（申請数 27件）総額 3,596,652円 

【A-1】事業助成 全９件 合計 1,980,198円  

①ニコニコ体操クラブ（本巣市） 障がい者、ひきこもりの若者の心と体の健康作りと居場所作り事業〔300,000 円〕 

②NPO 法人心をつなぐホースセラピーぐりん・はあと（本巣市）/ 生きづらさを抱えた子どもたちの体験活動「ぴ

のきお」 〔168,300 円〕 

③ふしみこども食堂（御嵩町）「食」を通して地域の居場所づくり活動〔212,000 円〕 

④NPO 法人みんなで子育てドロップス（恵那市）たんぼと畑と台所を土台としたみんなで子育てフードパントリー

〔300,000 円〕 

⑤地域たすけあいの会（美濃加茂市） こども・若者の自立を目指す畑づくり〔282,410 円〕 

⑥NPO 法人英集会（岐阜市 小学生の吃音教室〔150,000円〕 

⑦NPO 法人えん（岐阜市） はるさん食堂〔240,000 円〕 

⑧COCOiRO（岐阜市） 発達特性の「ステップアップ木育」〔231,488 円〕 

⑨NPO 法人いちご（養老町） Let's touch nature in Yoro!!〔96,000 円〕 

 【A-2】ステップアップ助成 全３件 合計 600,000円 

①alcma(あるくま）（多治見市）  「たじみあるく MAP」普及事業〔200,000 円〕 

②こども食堂太陽（美濃加茂市）  コロナ禍で地域が繋がるこども食堂〔200,000 円〕 

③NPO 法人グラシアス（神戸町）  ひきこもりの現状把握と福祉就労へ繋げる事業〔200,000 円〕 

 【B】利用者負担軽減助成 全５件 合計 654,100円 

①あしたの支援室（大垣市） ひきこもり当事者の女子の会「ラルジュ」（交通費補助）〔50,000 円〕 

②NPO 法人ふる里めいほう（郡上市）明宝放課後児童クラブ運営事業（ひとり親家庭の利用料軽減） 

〔127,300 円〕 

③一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク（岐阜市）各学習支援室へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業
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〔200,000 円〕 

④NPO 法人飛騨高山わらべうたの会（高山市） 保育・託児支援サービス「びぃ・ぼぉサポート」 

（ひとり親家庭、経済的に不安のある家庭の利用料軽減）〔200,000 円〕 

⑤NPO 法人学習館みずほ（瑞穂市） 放課後子ども教室（ひとり親家庭の利用料軽減）〔76,800 円〕 

 【C】東海ろうきん未来応援基金「物品購入助成」全３件 助成総額 212,354円 

①一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク（岐阜市） 生活困窮世帯など学習に困難を伴う子どものたちへの

学習支援事業（物品：中学校教科書一式）〔91,242 円〕 

②こどもにじいろ食堂（多治見市） 子ども食堂（物品：収納棚）〔31,324 円〕 

③NPO 法人仕事工房ポポロ（岐阜市） ポポロオンライン居場所（物品：プロジェクター、無線 LAN ユニット、

ソフトキャリングケース）〔89,788 円〕 

 【D】たんぽぽ薬局「キッズまんぷく」基金「こども食堂応援助成」全３件 助成総額 150,000

円（2021年度分、2年継続助成）（新しいプログラム） 

①岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市） てらこや無償塾 子ども食堂・子ども宅食事業 （使い途：食材（お

米））〔50,000 円〕 

②NPO 法人スマイル Basket（岐阜市） 「満腹になって さあっ！勉強」事業（使い途：食材、消耗備品、消

耗品）〔50,000 円〕 

③よりそいハウスこもれび（岐阜市） 新型コロナ禍での困窮家庭への子ども食事支援（ 使い途：配布用弁

当委託費）〔50,000 円〕 

＊【B】【C】【D】は併願可能 

 ＊2021 年度助成事業の最終助成金支払額は、事業終了後に確定（実際の支出は、2021 年度） 

 

＜3＞ 寄付者と団体をつなぐ助成プログラムの企画開発事業（東海ろうきん NPO育成助成事業）  

 【実施期間】 2020年 6月 1日～2021年 2月 28日  

 【目的】ぎふハチドリ基金の主な事業である「助成事業」について、これまでのプログラムが

助成先の団体のニーズと寄付者の思いが反映されたプログラムであるかを、客観的に見直し、

団体と寄付者の思いが反映された助成プログラムの企画に活かす。企画開発した助成プログ

ラムを実施できた後、また振り返り、改善していくという一連の流れを構築していく。  

 【実施内容】 

7月～9月 これまでの助成事業の振り返りと分析作業  

     10月 団体アンケート作成・実施  他財団への聞き取り第 1回（10/8） 

     11月 アンケートのまとめとオンライングループインタビュー実施（11/26） 

他団体への聞き取り第 2回（11/30） 

     12月 支援者アンケート作成・実施 新助成プログラムの検討  

      1月 支援者アンケートのまとめ 報告書作成準備 新助成プログラムの決定  

      2月 報告書作成 他財団への聞き取り第 3回（2/12） 

        成果を報告書（冊子）にまとめ、団体や支援者、各関係者に配布した。 

【今年度の成果】 

 １．次年度募集の助成プログラムに、寄付者の希望と団体のニーズを合わせた新しいメニュ

ーを企画できた。 

できたメニュー：たんぽぽ薬局「キッズまんぷく」基金「こども食堂応援助成」 

 対象：こども食堂、学習支援、居場所等での食事提供に関する経費 

 少額助成（１件５万円）だが、書類を簡単にし、２年間の継続助成とする（隔年募集）   

２．申請方法、様式の見直し 

次年度募集については、申請書の一部簡略化とメール申請可（押印省略可）にし、来年

度以降にオンライン申請の方法を検討していくこととした。  

来年度以降も、引き続き、助成プログラムの改善に取り組んでいく。 

 （３）ＮＰＯ等の資金調達支援・運営相談・コンサルティング事業 

助成事業を実施している団体や申請を検討している団体に対して、会計書類の作成方法や

団体の決算書類の作成のサポートをした。他の助成金情報なども紹介した。 
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（４）情報発信・広報・啓発事業 

 ○認定 NPO法人取得報告会 

 2020 年 3 月 18 日に認定を取得できたが、新型コロナの感染が広まり、報告会を開くことがで

きなかったので、2020年度の通常総会開催に合わせ、オンラインも併用して、ようやく報告会

を開催することができた。 

 【開催日】 2020年 9月 12 日（土）14:30-16:00 

【会場】 OKBふれあい会館 1棟 14階展望レセプションルーム   

 ○ハチドリ Café 開催事業 

コロナ禍のため、オンラインによる開催となった。 

【共通テーマ】コロナ禍での挑戦  

【目的】コロナ禍での子ども・若者・子育て家庭の課題に取り組む団体の代表に活動報告をしても 

らい、課題への周知と理解を進める。参加者同士の交流の時間を取り、新しい出会いとつながりの

場を作る。   

◎第 1 回 2021 年 2 月 14 日（日）13：30～15：00 

 テーマ 親子の苦しみに私たちはどう向き合うか 

 NPO 法人 Mama’s Cafe 理事長 山本博子さん ＊参加者２７人 

◎第 2 回 2021 年 3 月 14 日（日）13:30～15：00 

 テーマ 若者とつながり続けるということ 

 NPO 法人つむぎの森 理事長 豊永利香さん  ＊参加者１９人 

◎第３回 2021 年 4 月 4 日（日）13:30～16:00 

 テーマ 食事・食糧支援の現場から～私たちにできること～ 

  団体の活動報告と交流 

  報告団体：地域たすけあいの会（美濃加茂市）（木村さん、飯田さん） 

       フードバンクぎふ（大垣市）（赤星さん、椙浦さん） 

  新しい助成メニューの発表 

   たんぽぽ薬局「キッズまんぷく」基金こども食堂応援助成  ＊参加者３１人 

 ○その他、ぎふハチドリ基金通信の発行、ホームページ、Facebookによる情報発信を行なった。 

（５）協働提案・政策提言事業 

  ・他団体イベント後援：オンライン研修会「地域とつなぐ～子ども・若者の自立のために～」 

Vol.1（10/24）、Vol.2（12/19）Vol.3（2/11）主催:(社福)岐阜羽島ボランティア協会） 

  ・他団体との協働 

   岐阜県社会福祉事業団による「清流ラーメンの無償提供」に協力し、希望団体を募集、 

11月～12月に全 11団体に合計 470食の提供を受けた（各団体がコロナ禍での食料支援に 

活用できた）。  

   認定 NPO法人アカツキが実施したワークショップに参加、事業実施に協力した。 
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２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人

数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

＊（）内はボランテ

ィア受入評価費用 

寄付金等の募集

と管理に関する

事業 

・リーフレットの作成、配布 

・募金箱の設置依頼 

・お礼状、通信等の郵送 

 

(A) 通年 

(B) 岐阜県内 

(C) ３人 

(D) 一 般 県

民 

(E) 不 特 定

多数 

 ５８１ 

 （３２８） 

ＮＰＯ等に対す

る助成事業に関

する事業 

・2020年度助成事業の報告と

清算（4月～5月） 

・2021年度募集要項の決定と

配布（2月～4月） 

・募集説明会の開催 

・2021 年度助成事業の募集

（4/1～5/20） 

・個別相談期間（3/20～5/10） 

・審査委員会の開催（6/8） 

・授与式の開催（6/23） 

・管理事務 

(A) 2月～６月 

(B) 岐阜市内 

(C)１２人（審

査委員を含

む） 

(D)NPO 等市

民団体 

(E)不特定多

数 

 
３，８９７ 

（３０７） 

・東海ろうきん NPO 育成助成

事業の実施 

（助成プログラム改善事業） 

（A）9月～3 

(B) 岐阜市内 

(C)3人 

(D)NPO 等市

民団体 

(E)不特定多

数 

４２７ 

（５５） 

ＮＰＯ等の資金

調達支援・運営

相談・コンサル

ティング事業 

・団体に対する助成金の相談、

情報提供、アドバイス 

 

(A)通年 

(B)岐阜県内ほ

か 

(C)３人 

(D)NPO等 

(E)不特定多

数 

１５ 

（１５） 

 

情報発信・広

報・啓発事業 

・ホームページ、facebookの

運営 

・ハチドリ Café(地域交流会)

開催事業 

・ハチドリ通信発行 

(A) 通年 

(B)岐阜県内 

(C)15人 

(D) NPO 等と

一般県民 

(E)不特定多

数 
  ４６２ 

（１８５） 

 

第４条に掲げた

活動に係る課題

解決のための協

働提案・政策提

言事業 

・他団体イベントの後援と協   

 力 

 

 

(A) 通年 

(B)岐阜県内 

(C)３人 

(D) NPO 等市

民団体 

(E) 不 特 定

多数 

３８ 

（８） 

 


