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法人の運営に関すること 

１．通常総会  開催日時： 2018年8月21日（火）13:30－15:30 

          会  場： ＯＫＢふれあい会館 第2棟9階男女共同参画プラザセミナー室   

          出 席 者：  正会員20人中17人（うち委任状3人） その他2人 

             

２．理事会・審査委員会   

第1回理事会     2018年11月29日 2019年度助成事業募集要項案等の審議 

第1回審査委員会  2019年 1月29日 2019年度助成事業募集要項案の検討 

第2回理事会     2019年 2月14日 2019年度助成事業募集要項の決定 

第2回審査委員会  2019年 6月7日 2019年度助成事業採択候補の選定 

第3回理事会    2019年 6月18日 2019年助成事業の採択決定、各種内規等の審議 

第4回理事会    2019年 8月29日 2019年度総会議題案の決定等 

 

３．役員     理事長  川合宗次 

(五十音順)  副理事長  鳥居翼、野村典博 

               理事      浅井賢二、市來恭子、河原洋之、後藤誠一、酒井隆信、長野敬子、 

             平井八重子、町野洋亮、森川幸江、横井篤 

   監事  河野秀明、渡辺成洋 

    

 ４．審査委員     委員長 鳥居翼 

   （五十音順）   副委員長 鬼頭義徳、松岡真帆 

            委員 川合宗次、川口創、菊本舞、深見昌弘 

 

５．事務局体制 事務局長：山田朋子 スタッフ：篭橋文子、野尻智周、原美智子 

  (五十音順) ボランティアスタッフ：池戸美子、石川美保、折戸幸恵、笠原聡太郎、久保田紗那恵、 

                                           長縄奓守子、矢野幸子、吉田栄紀               

６．会員数 （2019年6月末現在） 

     正会員 20人 応援団員（賛助会員）個人138人 団体5団体 

  

７．情報発信 

 ホームページ http://gifunpo-fund.org/ 

フェイスブック https://www.facebook.com/gifu.hachidori/ 

ぎふハチドリ基金通信 

 

 ８．ぎふハチドリ基金 スペシャルサポーター 

    浅井彰子さん（フリーアナウンサー）、粥川なつ紀さん（サックス奏者、作編曲家） 

    KazuTomo（岩佐一成さん、伊藤智美さん）（2人組ユニット） 

 ホームページ http://gifunpo-fund.org/ 

リーフレット 
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１．2018年度助成事業  
  実施期間 2018年4月1日～2019年3月31日  助成件数 21件  助成総額 2,547,697円 

  2019年4月末までに各助成団体から実績報告を受け、5月末までに精査・支払いを完了した。 

 

【A-１事業助成】全10件 助成総額1,321,988 円  
 ①あしたの支援室（大垣市）  

 みんな集まれ「みんなでおやつ」 〔152,000円〕（総事業費279,889円 ） 

 ②ゆっくり歩む音楽サークル奏音～カノン～（大垣市）  

 笑顔で奏でる音楽の居場所～障がいがあっても幸せにくらしていけるよ～ 

 〔118,000円〕（総事業費 304,989円）  

 ③特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂（瑞穂市） 

  障がい児親子の孤立化を防ぐ地域づくり事業 ～障害のある子供が自分の心とからだを守るために 

  〔186,634 円〕（総事業費312,864円）  

 ④そらいろ（岐阜市） 

  思春期の障がい児親子が抱える親子関係や性の問題を学び、その学びを親子活動にて実践する事業 

  〔90,000円〕（総事業費168,704円）  

 ⑤特定非営利活動法人子援隊（関市）  

 夏休み宿題学習支援イベントの実施事業  〔100,000円〕（総事業費125,949円）  

 ⑥ようろうこども食堂（養老町）  

 ようろうこども食堂〔112,926 円〕（総事業費 147,466円）  

 ⑦ちゃどかん（多治見市）  

 ちゃど飯（めし）タイム（子ども食堂事業）〔113,417円 〕（総事業費 182,239円）  

 ⑧子育てサロン愛（郡上市） 

  つながりを作ろう。～私たちだって、誰かの役に立ちたいの～古着を送る活動を通して  

  〔135,000 円〕（総事業費 186,003円）  

 ⑨さなぎの杜（大野町） 

  寄り添い型学習サポートとその活動においての指導者学力・知識及び意識向上 

  〔174,167円 〕（総事業費300,167円）  

 ⑩おだやか（各務原市）  

子ども・若者の居場所づくり事業 〔139,844 円〕（総事業費154,844円） 

 

【A-2】ステップアップ助成 全5件 助成総額804,451 円 
 ①子育寺子屋ミチクサ塾（恵那市） 

  子育ての悩みを聞き出し整理できる支援者育成事業 〔159,264 円〕（総事業費 159,264円）  

 ②一般社団法人もちもちびと（高山市） 

  精神面の困難さに関わる問題について 多様な立場から考えるネットワーク作り  

  〔200,000円〕（総事業費 281,572円）  

 ③特定非営利活動法人仕事工房ポポロ（岐阜市）  

 ポポロ自由市場〔195,038円〕（総事業費 195,366円）  

 ④フードバンクぎふ（大垣市） 

  「こども食堂」を中心にした青少年への食糧支援 〔178,692 円〕（総事業費 178,692円）  

 ⑤ぎふ子ども・若者居場所づくりネットワーク「ぎふこいねっと」（各務原市） 

  ぎふ子ども・若者居場所づくりネットワーク「ぎふこいねっと」拡充事業〔71,457 円〕（総事業費 71,457円） 

 

【B】利用料等軽減助成 全2件 助成総額160,300 円 
 ①岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市） 

  「てらこや無償塾」への交通費支援事業〔100,000円〕 

 ②特定非営利活動法人ふる里めいほう（郡上市） 

 明宝小学校放課後児童クラブ運営事業（利用料補助）〔60,300円〕 

 

【C 東海ろうきん物品購入助成】全4件 助成総額260,958 円 
 ①特定非営利活動法人保育サポーターグループくれいどる（関市） 

  子育て支援事業（健常児・障がい児）  物品：エアコン 〔70,200円〕 

 ②任意団体ハッピー・ハーモニー（岐阜市） 障がいのある子も無い子もまぜこぜで楽しむ絵本の会 

  「みんなdeえほん」  物品：大型絵本〔55,620円〕 

 ③特定非営利活動法人らいふくらうど（山県市） 

  ポータブル電源導入による人工呼吸器の必要な方々の外出支援・災害時対応事業 

  物品：ポータブル電源〔64,800円〕 

 ④特定非営利活動法人つむぎの森（各務原市） 

  みんなの畑の台所   物品：シンク、調理台、ガスコンロ、ピザ窯 [70,338 円] 

事業に関すること 
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＜2018年度助成事業団体からの報告より＞ 

実施期間2018年4月～2019年3月 

A-1事業助成 

あしたの支援室（大垣市） 
事業名：みんな集まれ「みんなでおやつ」  

＊毎週土曜日の学習支援の後に子ども達とひきこもりがちな若者達も協力しておやつ作りを

した。 

＊実施回数５２回、参加人数のべ1,118人  

＊料理をするという経験が、これからの生きる力の基となっている。 

＊ひきこもりがちな男の子たちにとって、畑で収穫したものがおやつ

になり、「ありがとう」と感謝されることで喜びを感じ、少しずつひきこも

りが解消されていった。                             

特定非営利活動法人子援隊（関市） 
事業名：夏休み宿題学習支援イベントの実施事業  

＊関市内の就学援助受給世帯を対象に、夏休

み中に3日間、夏休みの宿題解決支援と、工作

教室と料理教室を開催、食事の提供も行った。 

＊関市民から、多くのボランティアスタッフ（教

員、教員ＯＢ、塾経営者、市職員、高校生、大

学生、市民ボランティア等）３４人の参加があり、

当事業への関心と協力体制ができた。  

ようろうこども食堂（養老町） 
事業名：ようろうこども食堂  

＊養老町中央公民館で、こども食堂を3回開催。のべ子ども

48人、大人43人、ボランテイア32人が参加した。  

＊養老町内にＨＰなどで事業を知らせる機会も有り（町役場

のHP掲載）、食材提供者も増え（養老町生産者組合・三郷農事組合・池辺JA・池辺

小学校・水野精肉店・一太郎・個人提供者）、食材を沢山いただけて、活動の内容を

理解、協力・提供していただいた。 

ちゃどかん（多治見市） 
事業名：ちゃど飯（めし）タイム 

＊子ども達の居場所「まちなか保健室」で、食事を提供。年間

4１回開催した。  

＊１年で約６００人の参加があり、前年度の１６

１人から大幅に増加した。 

＊ 食事をすることで心の距離がすぐに縮まる

子、１年を通して少しづつ関係性が築かれて

いく子、様々でしたが、それでも食事をするこ

とで打ち解けやすさがあることを何度も実感で

きた。 

さなぎの杜（大野町） 
事業名：寄り添い型学習支援サポートとその活動において

の指導者学力・知識及び意識向上  

＊寄り添い型学習サポートの実施

（70回）とそのスタッフのための研

修会を開催した。  

＊今年で五年目を迎えた学習支

援。安心できる場所があるからこ

そ、学習にも気持ちを向かせるこ

とができるように感じた。  

＊利用者や対象となる子ども

たちへの対応が一方向ではなく、あらゆる角度からみ

る必要があるということがわかり、自分たちの許容範囲

や意識の持ちようが変わった  

 

おだやか（各務原市） 
事業名：子ども・若者の居場所づくり事業  

＊子ども達の放課後の遊び場・居場所「みんなのおうちおだやか荘」  

の開設（計40回、のべ225人参加）と子育てワンコインゼミの開催（3回）  

＊何気ない時間を共にすることで、信頼関係を築くことができ「ありのまま

の自分」を受け入れてくれる居場所を子ども達やその親御さんが得る事

ができ、子ども達は豊かに成長し、お母さん達の子育て支援の場として

利用してもらうことができた。 

そらいろ（岐阜市） 
事業名：思春期の障がい児親子が抱える親

子関係や性の問題を学び、その学びを親子

活動にて実践する事業 

＊障がい児の保護者を対象にした性教育の

学習会（1回）と「親ばなれ子ばなれ」を考える

朗読劇と交流の集い（3回）、障がい児親子・きょうだいを対象にしたウッドビー

ズ・ワークショップ（1回）を開催した。 

＊障害者も健常者も大切なのは「人権」であるとの判断基準が示されたこと

で、親も支援者も今後の生活や支援に自信と可能性を見出せた 。 

特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂（瑞穂市） 
事業名：障がい児親子の孤立化を防ぐ地域づくり事業  

＊発達に障がいを抱える子どもとその親を対象に、講演会（2回）、交流会（23

回）、体験講座（7回）を開催した。  

＊この事業で、どんな時もどんな場でも、

子どもの気持ちを受けとめる事は大切。徹

底して子どもの立場になって話を聞くこと

が、共感であり、常に大人が考える必要が

あると学んだ。  

子育てサロン愛（郡上市） 
事業名：つながりを作ろう～私達だって、誰かの役に立ちたいの～古着を送る

活動を通して  

＊不登校など、生きづらさを抱えた子どもや若者達が中心

になって、「フィリピンに古着を送る活動」への協力を計

画、実施した。  

＊外へ出ることが楽しいと感じたり、年齢が低い子どものお

世話をしたりすることが苦痛でない子どもが、活動の報告

ができるまでに成長した。 

＊ひきこもり・不登校・生き辛さを抱えた青年・子どもたちが、《まんざらでない自

分》に出会うきっかけになった。 

ゆっくり歩む音楽サークル奏音～カノン～（大垣市） 
事業名：笑顔で奏でる音楽の居場所～障害があっても幸せにくらしてい

けるよ～ 

＊さまざまな障がいのある子ども達とそのきょ

うだい・家族を対象に月１回の音楽サークル 

と年3回の交流会と1回のミニ発表会を開催

した。 参加人数のべ242人 

＊たくさんの種類の楽器が増え、子どもたち

は、自宅では触れることのない楽器の音色を

毎回楽しみにしている。 

 皆様のご支援とご協力により、岐

阜県内の各地域で、子ども・若者・

子育て家庭のための様々な事業が実

施されました。 
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A-2ステップアップ助成 子育寺子屋ミチクサ塾（恵那市） 
事業名：子育ての悩みを聞き出し整理できる支援者育成事業 

＊スタッフが、子育て中の母親との良好なコミュニケーションを図るスキルを得るための研修に参

加、サロン事業などの子育て支援の活動に活かしていけるようにした。 

＊産後うつや育児ノイローゼ、子どもの虐待を未然に防ぐため、母親

が子どもとともに安心して立ち寄れる場所と、受け止めてくれ

る人材育成を目的として活動。日々押し寄せる悩みと、終

わりの見えない家事・育児で疲れ果てている母親たちの話

を聞きだす力、整理する力を身につけ、気軽に相談に立ち

寄れる環境づくりを目指した。 

一般社団法人もちもちびと（高山市） 
事業名：精神面の困難さに関わる問題に

ついて多様な立場から考えるネットワーク

作り 

＊精神面の困難さについて関心のある方

を対象に座談会を8回開催し、様々な機関、業種の人たちとのつ

ながりをつくった。  

＊ネットワークで何をするか？というよりも、理解者という点が繋が

り優しいネットが広がっている地域にしていくことが目指すカタチ

なのだというイメージが見えてきたことも成果である。  

特定非営利活動法人仕事工房ポポロ（岐阜市） 
事業名：ポポロ自由市場  

＊若者自身が企画・運営する自由市場を定期的に開催でき

るようにした。 

開催実績：事務所駐車場（11回）、ぎふメディアコスモス（8

回）、その他11回 

＊準備作業を何度も繰り返すうちに、いかに効率よく動くかを自分達で考えるようにな

り、 近隣の方とのコミュニケーションもとれるようになった。  フードバンクぎふ（大垣市） 
事業名：「こども食堂」を中心にした青少年への食糧支援  

＊子ども食堂、学習支援などの新しい配布先と、野菜の提供・配

布のルートを開拓した。  

＊食品を提供する対象団体(子ども食堂、学習支援団体)を増や

すことができた。 (１団体から５団体に増加) 

＊団体に提供できる食料品の種類を、増やすこ

とができた。(米・パンだけか、小松菜・トマト等の

野菜、お菓子・飲料が加わった） 

＊食品提供を受ける団体・企業が増えた。 

ぎふ子ども・若者居場所づくりネットワーク 

「ぎふこいねっと」（各務原市） 
事業名：ぎふ子ども・若者居場所づくりネットワーク

「ぎふこいねっと」拡充事業 

＊子ども・若者の居場所づくりに取り組む団体との

ネットワークを作るため、定例会を開 

催した。（計10回開催、参加団体が3団体から11団体になった） 

＊各団体の活動状況を知り、情報交流を行うことにより、自団体の活動充実の

ためのヒントを得たり、課題解決のための手がかりを得ることができた。  

B 利用料負担軽減助成 

岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市） 
事業名：「てらこや無償塾」への交通費支援事業 

＊ 「てらこや無償塾」に通う子どもの交通費を補助し

た（対象者17人）  

＊交通費を支給することにより、子どもも保護者もお金

の心配がなくなり、安心して通えるようになった。その

結果、塾への参加日数が増え、毎週きちんと通えるよ

うになった子ども達が多かった。毎週通えるようになると、精神的にも学力的にも

安定して、学習意欲や学力の向上が見られた。  

特定非営利活動法人ふる里めいほう（郡上市） 
事業名：明宝小学校放課後児童クラブ運営事業（利用料補助）  

＊母子家庭の子どもの放課後児童クラブの利用料を補助した

（対象者2人）。  

＊母子家庭のお子さん二人の利用料

軽減により経済的助けとなり、安心し

た生活を送ることができた。 

＊母親から「基金のおかげで４年間も

の長い間放課後児童クラブを利用す

ることができ、多くの出会いや学びの

中で娘息子を成長させていただき感謝します」 という言葉をいた

だいた。 

C 東海ろうきん 物品購入助成 

特定非営利活動法人保育サポーターグループ 

くれいどる（関市） 
事業名：子育て支援事業（健常児・障がい児）  

＊3歳～12歳までの児童（障がい児を含む）の託児

場所で使用するエアコンを購入し、託児事業を充実

させた。  

＊長期託児依頼のある夏休み・冬休みを子どもたち

はお陰様で快適に過ごすことができた。 

任意団体ハッピーハーモニー（岐阜市） 
事業名：障がいのある子も無い子もまぜこぜで楽しむ

絵本の会「みんなdeえほん」  

＊小さい子も障がいのある子も視覚的に興味を向けら

れる大型絵本を購入し、絵本の会「みんなdeえほん」を

開催した。  

＊障がいのある子どもたちでも他の人に気兼ねしないで

参加できる配慮をしたレクレーションの場として、障がい

児・者本人の成長と家族とのつながり・障がい者同士のつながり、そして

社会とのつながりの一助となった  

特定非営利活動法人らいふくらうど（山県市） 
事業名：ポータブル電源導入による人工呼

吸器の必要な方々の外出支援  

＊ポータブル電源を購入し、必要とする家庭

への貸出しや説明会を行った。  

＊台風21号の際に実際に貸し出し、役に

立った。 

＊事業所では外出時にポータブル電源を

持ってくことで、外出先での食材の２次加工

ができたり安心して外出が出来るようになった。 

＊公共の公民館などに災害時対策として置いてもらえるように働きか

けていきたい。 

特定非営利活動法人つむぎの森（各務原市） 
事業名：みんなの畑の台所  

＊不登校、ひきこもり経験者などが畑で収穫したものを、

その場で調理するための器材を購入、収穫と調理で地

域の人たちとの交流をした。 

＊ つむぎの森の畑「つむぎ野は」、道路沿いにあり、散

歩をしている方や、信号で停車中の方から、「楽しそうだね」「ピザおいしそうだ

ね」「いつも見ているけど、どんな人たちがやってるの？」と興味や関心をもって

好意的に話しかけていただくことが増えた。 

＊気楽に声をかけていただくことが増えたことで、、地域の人との接点が生まれ、

外で活動することに対して抵抗が少なくなった。  
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２．ハチドリCafé開催事業 
 県内5会場で、ぎふハチドリ基金の助成団体の活動報告を聞き、子ども・若者・子育て家庭を取り巻く地域の課題について語り合

う交流会を開催した。 
【垂井会場】2019年3月10日 会場：垂井町 いぶき苑 別館 地域交流スペース 参加者：18人 

 活動発表団体：あしたの支援室/学びサポートさなぎの杜/ 

フードバンクぎふ/ゆっくり歩む音楽サークル奏音～カノン～ 

 絵本と音楽セッション 浅井彰子さん、伊藤智美さん（スペシャルサポーター） 

  

【飛騨会場】2019年3月21日（木・祝）13:30～16;00 飛騨市 古川町公民館 大会議室 参加者：16人 

活動発表団体：一般社団法人もちもとびと/NPO法人仕事工房ポポロ 

スペシャルトーク：都竹淳也飛騨市長、野中桃子さん（一般社団法人もちもちびと）、 

中川健史さん（NPO法人仕事工房ポポロ） 

  

【美濃加茂会場】2019年3月30日（土）13:30～16:00 美濃加茂市 総合福祉会館 研修室１参加者：25人 

活動発表団体：NPO法人つむぎの森/NPO法人子援隊/おだやか/ぎふこいねっと 

絵本と音楽セッション 浅井彰子さん、伊藤智美さん（スペシャルサポーター） 

 

【岐阜会場】2019年3月31日（日）13:30～16:00 岐阜市 ハートフルスクエアーG 大研修室 参加者：34人 

活動発表団体：岐阜キッズな（絆）支援室/子育てサロン・愛/NPO法人キッズスクエア瑞穂 

       そらいろ/NPO法人保育サポーターグループくれいどる/NPO法人らいふくらうど 

任意団体ハッピー・ハーモニー 

絵本と音楽セッション：浅井彰子さん、伊藤智美さん 

 

【多治見会場】2019年4月6日（土）13:30～16:00 多治見市 とうしん学びの丘エール 多目的室参加者：29人 

 活動発表団体：ちゃどかん/子育寺子屋ミチクサ塾 

 ゲスト：古川雅典多治見市長、南出吉祥さん（岐阜大学准教授）、糸井川誠子さん（NPO法人ぎふ多胎ネット） 

 

☆アンケートより☆ 
  
◆困窮や障がい等、子どもが抱える困難に何かできないかという思いはありましたが、今日の発表や交流会で具体的なニーズと実施内容等、理解で

きました。グループ交流会に色んな参加者の方がみえて、幅広い意見の交流ができたことが良かったです。 

◆しゃべっているうちに、サポーター不足は子ども・子育て家庭が支援を必要としていること、支援を必要とする子ども・子育て家庭が地域にいる

ことが認知されていないことが問題じゃないかとわかってきた。  

◆それぞれの実践をされている方同士で話すことで、共通の問題のあぶり出し、新たな解決法にたどりつける可能性を話し合いの中で感じました。 

◆活動内容や取り組み方は違っても、こんなに子どもたち、若者たちのことを想っている方たちが集まって話すことができて良かったと思います。

この輪が立場を超えて広がっていくと良いなと思います。 

◆生きづらさを抱いている多くの人たちがいることがわかりました。ぎふハチドリ基金に、より多くの支援が必要な団体に参加してもらいたい。団

体への個別の支援ができたらしていきます。多くの団体の活動内容を伺ってみたいと思います。 

◆普段は聞くことのできない話を聞くことができ、貴重な体験となりました。本日、話が出たことはすべて、もっと真剣に話し合われるべきことで

あると思いました。 

◆実際に活動されている方、そして実体験をされているからこその視点や思いがあることを知ることができ、共感することができました。グループ

交流会では様々な話題を話すことができ、充実した時間でした。 

◆とても心あたたまる活動ばかりで感動しました。小さな、人と人との思いやりお互いさまの心配りが生きる力につながっていくと思います。参加

して元気をもらえました。 

３．岐阜県における困難を抱える子ども・若者・子育て支援活動新進啓発事業 

   （平成30年度岐阜県ボランティア活動振興基金助成事業） 
ぎふハチドリ基金の活動の中で、子どもや若者をめぐる問題、とりわけ社会問題となってい

る「子どもの貧困」などについて、岐阜県内にも同じ課題があるということについて、まだま

だ知らない人の方が多いということを実感してきた。そこで、岐阜県内の支援団体や支援者な

どから現場の「生の声」を取材し、子どもや若者を取り巻く現状を伝えるとともに、支援団体

の団体紹介などを掲載した冊子を、実践者やハチドリ基金事務局スタッフなどからなる編集委

員会で作成し、一般の人たちに手に取ってもらえるように関係機関や公共施設に配布すること

にした。 

 編集委員会を計5回開催（9/5 第１回10/10 第２回、11/14

第３回、12/18第４回、1/23第５回）し、編集委員で冊子の内

容の決定、取材、原稿を執筆して、3月に冊子「ひとりじゃないよ～つながりのはじまりＢＯＯ

Ｋ」3,000部印刷発行した。 

 出来上がった冊子は、各市町村社協（42）、各市町村福祉課（42）、各市町村教育委員会

（42）、県内中央公民館(25)、県内図書館（55）、中間支援センター（10）、NPO団体等

（20）、企業等(54)、約300ヶ所に配布したほか、ハチドリCafeや、後援イベントなどにおいて

も参加者に配布した。 

 活動事例を多く掲載したので、実態がよく伝わり、ぎふハチドリ基金の趣旨もよくわかってもらえる冊子になった。今後

も、様々な機会に活用していきたい。 
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４．2019年度助成事業募集に関する事業 
   2019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（2019年1月29日） 

   募集要項の決定：第２回理事会（2019年2月14日） 

   募集要項の公開：2019年3月1日（HPにて） 

   募集説明会：垂井会場（3/10）、飛騨会場（3/21）、美濃加茂会場（3/30）、 

         岐阜会場（3/31）、多治見会場（4/6） 

   募集期間：2019年4月1日～5月20日  個別相談期間：2019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（2019年6月7日） 

   採択事業の決定：第3回理事会（2019年6月18日） 

   助成金授与式の開催：2019年6月21日 会場 ぎふメディアコスモス 

＜1＞2019年度助成事業募集内容 
   岐阜県内で子どもや若者、子育て家庭等を支える活動をしているNPO等の非営利団体に対して、以下のようなメ

ニューで助成事業を募集した。 

【A-1】事業助成 1件あたり上限３０万円  総額１５０万円程度 

様々な困難を抱える子どもや若者、子育て家庭を支援する以下のような事業に対して、必要な費用を助成する。 

＜対象事業＞ 

（ア）子どもの貧困対策（貧困の連鎖を断ち切る）事業 

      １）学習支援事業/２）子ども食堂事業/３）一人親家庭の支援事業 

      ４）子どもの居場所提供事業/５）児童養護施設等の退所者の自立を支援する事業 

      ６）その他｢子どもの貧困対策｣に資する事業  

（イ）学齢期の子どもの｢不登校・いじめ問題｣等の課題に取り組む事業 

（ウ）若者の｢ひきこもり｣等からの脱却を支援する事業 

（エ）障がい児者を支援する事業 

（オ）発達障がい、多胎、ダブルケア等、課題を抱えた家庭を支援する事業 

（カ）その他、子どもや若者をめぐる課題を解決するための事業 

【A-2】ステップアップ助成  1件あたり上限２０万円 総額１００万円程度 

      子どもや若者、子育て家庭の抱える困難を解決するための活動を新しく始めたり、今までの活動を向上または     

     安定させるために必要な費用を助成する。 

    ＜対象事業＞ 

（ア）法人格取得のための準備事業  （イ）新規事業のニーズ調査事業 （ウ）資金調達の仕組みづくり事業    

（エ）スタッフのスキルアップ研修事業 （オ）その他、事業や団体の基盤強化のために必要な事業 

   【B】利用者負担軽減助成 1件あたり上限２０万円 総額６０万円程度 

     団体で行っている活動の利用者負担分を、経済的困窮家庭に対して軽減する場合、団体が負担した軽減分を補て

んする。 

＜対象事業＞ 

（ア） ファミリー・サポート事業、学童保育事業など、子どもを預かる事業 

（イ）困難を抱える家庭の子や若者への個別支援事業 

    （ウ）その他、「ぎふハチドリ基金」の設立趣旨に沿った内容と思われる事業 

   【C】東海ろうきん未来応援基金「物品購入助成」 1件あたり上限１０万円  総額２０万円以内 

       東海労働金庫の社会貢献商品に拠っていただいた寄付金を活用する特別メニュー。 

       困難を抱える子どもや若者、子育て家庭の支援する事業に必要な物品で、 

以下の条件すべてにあてはまるものの購入について助成する。 

      ① 支援活動のために継続して使用するもの 

      ② 1年以上使用し、形として残るもの 

      ③ 「ぎふハチドリ基金×東海ろうきん助成」と明記して使用できるもの 

＜２＞採択事業について 
   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：2019年4月1日～2020年3月31日 

 採択数 全１７件（申請数２３件） 総額2,872,962円 

 

【A-１事業助成】申請数14件 採択数9件 助成総額1,944,742円  
 ①ようろうこども食堂（養老町）  

  ようろうこども食堂 〔138,000円〕 

 ②特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂（瑞穂市） 

  障がい児親子の孤立化を防ぐ地域づくり事業 〔300,000円〕 

 ③特定非営利活動法人子援隊（関市） 

  夏休み学習支援イベントの実施事業〔100,000円〕 

 ④子育てサロン愛（郡上市） 

  地元郡上で、生き辛さを抱えた小・中・青年と障がい児・者が共に劇やダンスを楽しむ活動〔270,000円〕 
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 ⑤盲重複児・者のこれからを考える会 ポコアポコ（岐阜市） 

  盲重複障がいを有する人たちの居場所づくり推進事業 〔210,454円〕 

 ⑥特定非営利活動法人つむぎの森（各務原市） 

  親と子どもをつなぐワークショップ〔172,500円〕 

 ⑦特定非営利活動法人子ラボハウス 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）〔232,476円〕 

 ⑧特定非営利活動法人仕事工房ポポロ（岐阜市） 

  シングルペアレント支援事業〔221,312円〕 

 ⑨フードバンクぎふ（大垣市） 

 「子ども食堂」を中心にした子ども、若者への食糧支援〔300,000円〕 

  

【A-2】ステップアップ助成 申請数3件 採択数2件 助成総額380,000円 
 ①特定非営利活動法人チャイルドラインぎふ（岐阜市） 

  子どもたちの声を聴く“受け手”の仲間の輪を広げよう〔180,000円〕 

 ②一般社団法人もちもちびと（高山市） 

  誰もが活かされ誰もが生きやすい優しい世界に向かってネットワークを広げる事業〔200,000円〕 

 

【B】利用者負担軽減助成 申請数3件 採択数3件 助成総額367,612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」（交通費負担軽減）〔134,112円〕 

 ②特定非営利活動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（利用料補助）〔33,500円〕 

 ③岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市） 

  「てらこや無償塾」へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業〔200,000円〕 

 

【C】東海ろうきん未来応援基金「物品購入助成」 申請数3件 採択数3件 助成総額180,608円 
 ①任意団体ハッピーハーモニー（岐阜市） 

  障がい児のための音楽祭 物品：パラバルーンプレイパラシュート1個 〔27,000円〕 

 ②特定非営利活動法人らいふくらうど（山県市） 

  防災セットによる災害時対応、災害対策啓発事業物品：防災セット3個 〔56,700円〕 

 ③特定非営利活動法人思い出の絵本展（飛騨市） 

  出前絵本展「おいしい絵本」みんなで元気！ 

 物品：大型絵本9冊、絵本8冊、パネルシアター４セット〔96,908円〕 

岐阜新聞記事2019年6月25日 

2019年6月21日授与式 

中日新聞記事2019年7月20日 

新聞掲載記事 
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５．寄付募集に関する事業 
   寄付金の状況（2018年7月1日～2019年6月30日） 
   〇企業からの寄付 ９件（受取順、敬称略） 

 株式会社エフエナジー、有限会社ウメイチ、松永建設株式会社、積和建設中部株式会社 岐阜支店 

 豊和建設株式会社、積水ハウス株式会社岐阜支店、SSC株式会社、有限会社雷屋、東海労働金庫 

   〇団体からの寄付 7件（受取順、敬称略） 

 岐阜県職員互助会、NPO法人劇刀桜絵巻、とうしん地域活力研究所、みんなの会 

 岐阜県労働者福祉協議会、NPO法人グッドライフ・サポートセンター、DreamPower実行委員会 

   〇個人からの寄付 のべ56件 

   〇募金箱からの寄付 のべ15件 

   〇ネットからの寄付（クリック募金、ソフトバンクかざして募金） のべ10件 

   〇寄付つき商品（缶バッジ、CD）からの寄付 3件 など 

                          合計2,756,311円（指定受取寄付金） 

   〇ＮＰＯ法人ぎふＮＰＯセンターより、運営費に対する寄付を受けた。 

６．その他 
  ①運営相談 

    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。 

  ②情報発信 

   ・ハチドリ基金通信を３回発行した（26～28号）。＊号数は、法人化前から引き継いでいる。 

   ・ホームページのリニューアルをした。 

・Facebookによる情報発信を随時行った。 

  ③研修会などの参加 

    全国コミュニティ財団協会の中部ブロック会議に参加 

    認定NPO法人振興会の説明会に参加 

  ④他団体イベント後援 

    子ども・若者・子育て家庭支援につながる講演会等の後援をし、広報・集客に協力した。 

    〇地域まるごと共生社会Vol.２～５（主催 岐阜県・岐阜羽島ボランティア協会） 

    〇岐阜版若者・ひきこもり協同実践交流会 

（主催：岐阜県版若者・ひきこもり協同実践交流会実行委員会） 

    〇地域で育む子どもの未来in大垣（主催：地域で育む子どもの未来in大垣実行委員会） 

  ⑤リユースパソコンの取得 

   認定ＮＰＯ法人イーパーツ第90回リユースPC寄贈プログラムより、リユースノートパソコン1台の寄贈を受けた。 

  ⑥非営利組織評価センターによる第三者組織評価 

    一般社団法人非営利組織評価センターのベーシック評価に申し込み、5月～6月に書類審査を受けて、20項目の基準を

すべて満たしているという評価をいただいた（岐阜県第1号）。 

＊新聞掲載記事 
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2018年度決算報告    期間：2018年7月1日～2019年6月30日  
 

指定正味財産は、助成事業用の資産として分けて管理しています。一般正味財産は助成金事業以外の事業に使える資産です。 

 

 
貸 借 対 照 表 

     2019年 6月30日 現在  

                                               （単位：円）  

資 産 の 部   負 債 ・ 正 味 財 産 の 部   

科  目 金 額   科  目 金 額   

 【流動資産】      【流動負債】     

  （現金・預金）       未  払  金 12,068    

   現      金 24,476      前  受  金 8,000    

   普 通 預 金 433,304       

  助成事業用資産 6,239,100      流動負債合計 20,068    

    現金・預金 計 6,696,880    負債合計 91,601    

  （債権）     正 味 財 産 の 部   

   未  収  金 10,000     一般正味財産額 458,512   

  会費分 (10,000)   うち前期繰越一般正味財産額 (383,055)   

   債権 計 10,000    当期一般正味財産増減額 (75,457)   

（その他の流動資産）     当期指定正味財産額 6,239,100   

 前払金 10,800   うち前期繰越指定正味財産額 (5,921,117)   

  他団体会費 (10,800）   当期指定正味正味財産増減額 (317,983)   

   流動資産合計 6,717,689   正味財産合計 6,697,612   

資産合計 6,717,680   負債及び正味財産合計 6,717,680   

      

財 産 目 録 

                   2019年 6月30日 現在           （単位：円） 
《資産の部》 

  【流動資産】    
    （現金・預金）    
      現      金 24,476   
      普通  預金 433,304   
        十六銀行１ふれあい会館 (433,304)   
        郵便振替(会費・寄付金用口座） (0)   
   助成事業用特定資産 6,239,100   
    助成用現金 (3,050)   
        十六銀行２ふれあい会館(寄付用口座） (180,000)   
        大垣共立銀行ふれあい会館(寄付金用口座） （14,204)   
        東海ろうきん 岐阜支店(寄付金用口座） (248,243)   
        東濃信金 那加支店(寄付金用口座） (7,185)   
        大垣共立銀行（助成事業用口座） (5,786,418)   
        現金・預金 計 6,696,880    
    （債 権）    
      未  収  金 10,800    
     会費分 (10,800)   
        売上債権 計 10.800   
          流動資産合計  6,717,680   
            資産合計   6,717,680  

《負債の部》 
  【流動負債】    
    未  払  金 12,068    
      事業経費 (8,229)   
      管理費 (3,839)   
    前  受  金 8,000    
      応援団会費 (8,000)   
      流動負債合計  20,068   
        負債合計   20,068  

    
【正味財産】    
  当期一般正味財産  458,512   
  当期末指定正味財産  6,239,100   
        正味財産   6,697,612  

    

会計に関すること 
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活 動 計 算 書 
            2018年 7月1日～2019年 6月30日  [税込]（単位：円） 

    

（一般正味財産増減の部）    

【経常収益】    

  【受取会費】    

    正会員受取会費 100,000    

    応援団受取会費 403,000  503,000   

  【受取寄付金】    

    受取寄付金 3,323,328    

   一般寄付金 (500,000)   

      指定正味財産からの振替額（助成事業用） (2,547,697)   

   指定正味財産からの振替額（運営費分） (275,631)   

    ボランティア受入評価益 1,321,000  4,644,328   

  【受取助成金等】    

    受取助成金 300,000    

      岐阜県ボランティア振興基金 (300,000) 300,000   

  【事業収益】    

    協働提案・政策提言事業収益 1,840    

      交通費 (1,840) 1,840   

  【その他収益】    

    受取  利息  4   

        経常収益  計   5,449,172  

【経常費用】    

  【事業費】    

    （人件費）    

      ボランティア評価費用 1,085,000    

        人件費計 1,085,000    

    （その他経費）    

   支払助成金 2,547,697    

      報 償 費(事業) 280,033    

   業務委託費（事業） 86,400    

      印刷製本費(事業) 211,830    

      会  議  費(事業) 18,340    

      会 場 費(事業) 13,710    

      旅費交通費(事業) 179,541    

      通信運搬費(事業) 115,391    

      消耗品費(事業) 35,454    

      広 報  費(事業) 15,800    

      研  修  費（事業） 37,540    

      支払手数料(事業) 16,200    

   指定正味財産への振替額 357,000    

        その他経費計 3,914,936    

          事業費  計  4,999,936   

  【管理費】    

    （人件費）    

      ボランティア評価費用 236,000    

        人件費計 236,000    

    （その他経費）    

   印刷製本費 11,574    

      旅費交通費 38,835    

   通信運搬費 31,970    

      消耗品費 12,340    

   諸会費 5,400    

      支払手数料 8,060    

      租税公課 1,600    

   指定正味財産への振替額 28,000    

        その他経費計 137,779    

          管理費  計  373,779   

            経常費用  計   5,373,715  

              当期経常増減額   75,457  

【経常外収益】    

    経常外収益  計   0  

【経常外費用】    

    経常外費用  計   0  

        税引前当期正味財産増減額   75,457  

          当期一般正味財産増減額   75,457  

         前期繰越一般正味財産額   383,055  

          次期繰越一般正味財産額   458,512  

（指定正味財産増減の部）    

Ⅰ受取寄付金    

  指定寄付金 2,756,311    

  一般正味財産からの振替額 385,000    

受取寄付金 計   3,141,311  

Ⅱ一般正味財産への振替額    

  支払助成金として振替 2,547,697    

  運営費分として振替 275,631    

  一般正味財産への振替額 合計  2,823,328  

     当期指定正味財産増減額   317,983 

     前期繰越指定正味財産額   5,921,117 

     次期繰越指定正味財産額   6,239,100 

  次期繰越正味財産額   6,697,612 
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                    財務諸表の注記 2019年 ６月30日 現在 

1.【重要な会計方針】           

 財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日 2017年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によって います。    

2.【事業別収支の内訳】           

 事業別の収支内訳は以下の通りです。           

 科目 

寄付金募

集・管理事

業 

助成事業に関

する事業 

資金調達・

運営相談事

業 

情報発信・

広報・啓発

事業（岐阜

県ボラン

ティア活動

振興基金助

成事業） 

情報発信・

広報・啓発

事業 

情報発信・

広報・啓発

事業 

（ハチドリ

Café） 

協働提

案・政策

提言事業 

事業合計 管理費 合計 

 一般正味財産増減の部                     

 Ⅰ 経常収益                     

 正会員受取会費                 100,000 100,000 

 応援団受取会費   357,000           357,000 46,000 403,000 

 受取寄付金                     

 一般寄付金                 500,000 500,000 

 指定正味財産からの振替額（助成事業分）*1   2,547,697           2,547,697   2,547,697 

 指定正味財産からの振替額（運営費分）*2   178,508       97,123   275,631   275,631 

 受取助成金       300,000       300,000   300,000 

    事業収益             1,840 1,840   1,840 

    受取利息                 4 4 

     ボランティア受入評価益 178,000 467,000 36,000 71,000 126,000 192,000 15,000 1,085,000 236,000 1,321,000 

 合計 178,000 3,550,205 36,000 371,000 126,000 289,123 16,840 4,567,168 882,004 5,449,172 

 Ⅱ 経常費用                     

 （人件費）                     

   ボランティア評価費用 178,000 467,000 36,000 71,000 126,000 192,000 15,000 1,085,000 236,000 1,321,000 

     人件費計 178,000 467,000 36,000 71,000 126,000 192,000 15,000 1,085,000 236,000 1,321,000 

 （その他経費）                     

  支払助成金   2,547,697           2,547,697   2,547,697 

   報 償 費   100,233   119,800   60,000   280,033   280,033 

  業務委託費         86,400     86,400   86,400 

   印刷製本費 57,850 8,300   109,764   35,916   211,830 11,574 223,404 

   会  議  費   10,007       8,333   18,340   18,340 

   会 場 費   6,770       6,940   13,710   13,710 

   旅費交通費 400 23,322 2,740 34,731   116,508 1,840 179,541 38,835 218,376 

   通信運搬費 27,916 13,240   47,768 1,620 24,847   115,391 31,970 147,361 

   消耗品費 15,453 8,410   4,572   7,019   35,454 12,340 47,794 

   広 報  費 15,800             15,800   15,800 

   諸  会  費                 5,400 5,400 

   研  修  費     37,540         37,540   37,540 

   支払手数料 864 14,364   648 324     16,200 8,060 24,260 

  租税公課                 1,600 1,600 

 指定正味財産への振替額*3   357,000           357,000 28,000 385,000 

                       

     その他経費計 118,283 3,089,343 40,280 317,283 88,344 259,563 1,840 3,914,936 137,779 4,052,715 

       合計 296,283 3,556,343 76,280 388,283 214,344 451,563 16,840 4,999,936 373,779 5,373,715 

 収支差額 △ 118,283 △ 6,138 △ 40,280 △ 17,283 △ 88,344 △ 162,440   △ 432,768 508,225 75,457 

 一般寄付金からの配分*4 118,283 6,138 40,280 17,283 88,344 162,440   432,768 △ 432,768   

 配分後収支差額                 75,457 75,457 

    当期一般正味財産増減額                 75,457 75,457 

    前期繰越一般正味財産額                   383,055 

    次期繰越一般正味財産額                   458,512 

 指定正味財産増減の部                     

 Ⅰ受取寄付金   3,113,311           3,113,311   3,113,311 

  指定寄付金   2,756,311           2,756,311   2,756,311 

  一般正味財産からの振替額*3   357,000           357,000 28,000 385,000 

 Ⅱ一般正味財産への振替額   △ 2,823,328           △ 2,823,328   △ 2,823,328 

  支払助成金として振替*1   △ 2,547,697           △ 2,547,697   △ 2,547,697 

  運営費分として振替*2   △ 275,631           △ 275,631   △ 275,631 

    当期指定正味財産増減額   289,983           289,983 28,000 317,983 

    前期繰越指定正味財産額   5,921,117           5,921,117   5,921,117 

    次期繰越指定正味財産額   6,211,100           6,211,100   6,239,100 

 次期繰越正味財産額                   6,697,612 

 *1：指定正味財産より、2018年度助成事業の支払い分を一般正味財産に振り替えました。 

 *2：指定正味財産より、2018年度指定寄付金の10％相当分を一般正味財産に振替え、助成事業の運営と情報発信・広報・啓発事業の運営に充てました。 

 *3：応援団会費のうち357,000円を翌年度の助成事業用資金として、指定正味財産に振り替えました。 

   :管理費のうち、28,000円を指定正味財産に振り替えました。 

 *4：各事業の赤字分を一般寄付金の50万円より、補てんしました。 

3.【施設の提供等の物的サービスの受入】 

法人の事務所は、特定非営利活動法人ぎふNPOセンター内にあり、当分の間、家賃等の負担を免除していただいています。ただし、施設受入評価益としての計上はしていません。 
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4.【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】 

内容 金額（円） 算定方法    
ぎふＮＰＯセンター職員による 

  
単価は1,000円/時で計算しています。 

   
1名×1079時間×＠1,000円＝1,079,000円 

1名×88時間×@1,000円＝88,000円 

1名×87時間×@1,000円＝87,000円 

1名×36時間×@1,000円＝36,000円 

1名×31時間×@1,000円＝31,000円 

1,321,000 

      

   

5.【使途等が制約された寄付等の内訳】         
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。 

助成事業への寄付金口座は、法人の活動に使える口座（一般正味財産）と区別して管理しています。 

助成事業用の資金として、寄付専用口座より2,692,354円を助成事業用口座に移して管理しています。 

当法人の正味財産は、6,697,612円ですが、そのうち6,239,100円は、助成事業に使用される財産（指定正味財産）です。したがって、使途が制約されていない正味財産（一般正味

財産）は458,512円です。 

＊これまでの累計額と指定正味財産（助成事業用資金）について 

 

2012年10月に設立されたぎふハチドリ基金は、皆様の寄付金によって、 

毎年ＮＰＯ等への助成事業を実施しています。 

 

これまでいただいた寄付金（応援団会費を含む）の累計額は、2018年度で、2,000万円（う

ち240万円は団体指定寄付）を超えました。 

 

これまでの支出は以下の通りです。 

 2012年度～2018年度の助成事業に約1025万円 

 団体指定寄付（現在は休止中）に約240万円 

 運営費として 約165万円             

 

現在の指定正味財産620万円から、2019年度助成事業の287万円を支出する予定です。 

 

ぎふハチドリ基金は、皆様のご支援のお陰で、これまでに 88件の助成事業を実施、2019年

度で累計105件となります。 

 

引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

         （単位：円） 

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考 

大垣共立銀行（助成事業用口座） 5,380,775  2,692,382  2,286,739  5,786,418  

各口座の増加額は、主に受取寄付金と口座間の移

動によるものです。 

減少額は、口座間の移動（主に助成事業専用口座

への移動）と、2018年度助成事業の支払い及び一

般正味財産への振替によるものです。 

2018年度助成事業の支払いと運営費の振替額は、

活動計算書に計上されています。 

十六銀行２ふれあい(寄付金用口座） 46,300  1,424,382  1,290,682  180,000  

大垣共立銀行ふれあい(寄付金用口座） 169,577  1,612,347  1,767,720  14,204  

東海ろうきん 岐阜支店(寄付金用口座） 82,422  490,034  324,213  248,243  

東濃信金 那加支店(寄付金用口座） 1,000  9,185  3,000  7,185  

前ぎふハチドリ基金口座入金分(未収金） 241,043    241,043    

助成用現金   3,050    3,050  

合計 5,921,117  6,231,380  5,913,397  6,239,100  
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2019年度の事業計画と予算 
２０１９年度 活動予算書 

２０１９年７月１日～２０２０年６月３０日 

（単位：円） 

科目 金額 

 一般正味財産増減の部       

Ⅰ 経常収益       

  1 受取会費       

    正会員受取会費 100,000     

    応援団（賛助会員）受取会費 700,000     

   受取会費計   800,000   

  2 受取寄附金       

    受取寄附金         

    運営への寄付金 500,000     

    指定正味財産からの振替（助成事業分） 2,872,962     

    指定正味財産からの振替（運営費分） 350,000     

    ボランティア受入評価益 1,850,000     

   受取寄附金計   5,572,962   

  3 受取助成金等       

    助成金2件（申請予定） 600,000     

   受取助成金計   600,000   

  4 事業収益       

    0     

   事業収益計   0   

  5 その他収益       

   雑収益 0     

   その他収益計   0   

  経常収益計     6,972,962 

Ⅱ 経常費用       

  1 事業費       

   （１）人件費       

     ボランティア受入評価費用 1,600,000     

   人件費計 1,600,000     

   （２）その他経費       

     支払助成金 2,872,962     

     報償費 450,000     

     旅費交通費 260,000     

     印刷製本費 260,000     

     通信運搬費 185,000     

     会議費 80,000     

     会場費 100,000     

     研修費 130,000     

     消耗品費 75,000     

     広告宣伝費 100,000     

     業務委託費 100,000     

     支払手数料 15,000     

   その他経費計 4,627,962     

   事業費計   6,227,962   

  2 管理費       

   （１）人件費       

     役員報酬 0     

     ボランティア受入評価費用 250,000     

   人件費計 250,000     

   （２）その他経費       

     報償費 50,000      

     旅費交通費 40,000      

     印刷製本費 10,000      

     通信運搬費 5,000      

     会議費 40,000      

     会場費 10,000      

     消耗品費 10,000      

     支払手数料 40,000      

   その他経費計 205,000     

   管理費計   455,000   

  経常費用計     6,682,962 

   当期経常増減額     290,000 

Ⅲ 経常外収益       

      0   

  経常外収益計     0 

Ⅳ 経常外費用       

      0   

  経常外費用計     0 

    当期一般正味財産増減額     290,000 

   前期繰越一般正味財産額     458,512 

    次期繰越一般正味財産額     748,512 

指定正味財産増減の部       

Ⅰ 受取寄付金       

    指定寄付金 3,500,000     

  受取寄付金 合計   3,500,000   

Ⅱ 一般正味財産への振替額       

     助成用資金としての振替 2,872,962     

     運営費分としての振替 350,000     

  一般正味財産への振替額 合計   3,222,962   

   当期指定正味財産増減額     277,038 

   前期繰越指定正味財産額     6,239,100 

   次期繰越指定正味財産額     6,516,138 

  次期繰越正味財産額     7,264,650 

１．事業実施の方針 

 法人になって3年目。今年度も、助成事業を継続して実施、募集するた

めに、支援者・寄付者を増やしていく。そして、より信頼される組織に

なれるよう、認定NPO法人の申請をする。 

運営には、ボランティアスタッフや応援団の力を借りながら、これまで

の事業内容を見直し、改良する。また、広報・啓発事業や交流事業の財

源に充てられる助成金の申請をする。 

 

（１）寄付金等の募集と管理に関する事業 

  ①寄付募集チラシ、リーフレット、冊子の配布 

   ・リーフレットや昨年度作成した冊子を県内の公共施設、募金箱 

    設置機関等に配布する。 

   ・支援者募集のためのチラシを作成する。 

  ②寄付募集イベントの企画と実施 

    一般の人が多く集まる場所で、ぎふハチドリ基金の趣旨に合う 

   活動団体と一緒に、イベントを実施し、寄付募集につなげる。 

（２）ＮＰＯ等に対する助成事業に関する事業 

   ・2019年度助成団体の事業の報告をまとめ精査、支払いを行う。 

   ・2020年度助成事業の募集内容を検討し、募集要項の作成、事業 

    募集、審査と決定までを行う。 

（３）ＮＰＯ等の資金調達支援・運営相談・コンサルティング事業 

  ①会計・運営サポート 

    助成対象団体に対して、会計や運営の相談に乗り、助成金申請 

   ができるようにする。 

  ②研修会参加 

    資金調達、コンサルティングのスキルアップのため、研修会に 

   参加する。 

（４）情報発信・広報・啓発事業 

  ①ホームページの管理と運営 

   昨年度、ホームページの作成を委託した団体に管理・運営のサ 

   ポートを受けながら、より内容を充実させていく。 

  ②ハチドリCafeの開催 

   応援団や団体の協力を得て、対象や目的を絞ったハチドリCafé 

  （交流会）を企画し、開催回数、場所を増やし、子ども・若者をと 

   りまく現状への理解を深め、支援活動に対する協力者を増やす。   

  ③寄付者との関係づくり 

   ・データベースの構築により、スムーズなコミュニケーションを 

    図る。 

   ・お礼状、広報物、通信等を工夫する。 

（５）課題解決のための協働提案・政策提言事業 

   他団体のイベントや地域ネットワークの集まりに参加し、地域課 

  題の把握に努める。 

期間：2019年7月1日～2020年6月30日 

事 業 名 
  具体的な事業内容 

事業費の 
予算額 

 

 
寄付金等の募集と管理に

関する事業 
・寄付募集チラシ・リーフレットの作成、配布 
・募金箱の設置依頼 
・寄付募集イベントの企画と実施 

５９０ 
（２００） 

ＮＰＯ等に対する助成事

業に関する事業 
・審査委員会の運営 
・助成事業募集 
・個別相談 
・授与式の運営 
・申請、報告等の管理事務 
・助成事業精算 

３,６７８ 
（５５０） 

ＮＰＯ等の資金調達支

援・運営相談・コンサル

ティング事業 

・団体の会計・運営サポート 
・研修会への参加 
  

６００ 
（１００） 

  
情報発信・広報・啓発事

業 
・ホームページ等の管理・運営 
・広報物の作成 
・全県でハチドリCafé(地域交流会)を開催 
・寄付者、支援者との関係づくり 

１，２９０ 
（７００） 

  

協働提案・政策提言事業 地域のネットワークづくりのための各種会議への

参加 
（他団体行事への協力、参加） 
  

７０ 
（５０） 

２.事業の実施に関する事項 
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ぎふハチドリ基金への寄付について 

 

【振込の寄付】 

郵便振替口座  ００８８０－６－１９０９０２ ぎふハチドリ基金 

十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 １０９０４８４ ぎふハチドリ基金 

大垣共立銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 １４３９５ ぎふハチドリ基金 

東海労働金庫 岐阜支店 普通 ３３６１８４ ぎふハチドリ基金 

東濃信用金庫 那加支店 普通 ０９０７２８６ ぎふハチドリ基金         

＊旧口座に入金があった場合は、随時、法人の口座に移します。 

 

【ネットからの寄付】 

ソフトバンクの「つながる募金」の仕組みを利用し、 

クレジットカード決済の他、Ｔポイントでの寄付もできます。 

ホームページの「つながる募金」のバナーから、ぎふハチドリ基金への寄付専用サイトに入れます。 

 

【募金箱への寄付】 

ぎふハチドリ基金が設置を依頼した募金箱には、ぎふハチドリ基金のステッカーがついています。 
協力店舗、イベント会場でのご協力お願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金 

〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 

シンクタンク庁舎３F ぎふＮＰＯセンター内 
TEL 058-275-9739 FAX 058-275-9738 

Mail hachidori@gifunpo-fund.org 

 


