
新規/継続 種別 事業名 2019年度事業成果 2020年度事業成果 パートナー 実施日時 実施場所 事業計（収益）

( 3,316,000 )

新規
助成
事業

宗教文化と寄付に関する
研究＜トヨタ財団 イニシア
ティブプログラム＞

ー
日本における神社仏閣などの宗教と寄付
の関係について考えるセミナーをオンライ
ンで公開するため動画を撮影した。

トヨタ財団 3回
京都、和歌
山、岡山

3,316,000

継続
自主
事業

プロスポーツとの連携によ
る地域社会の価値創造に
関する研究

Jリーグとの意見交換を重ねた。
新型コロナや防災に関する取り組みなど、
Jリーグとの意見交換を重ねた。

Jリーグ・シャレン 通年 オンラインなど 0

( 3,757,366 )

継続
助成
事業

第三者認証及び通報窓口
の運営＜トヨタ財団 イニシ
アティブプログラム＞

第三者認証の委員会での検討が終わり、
仕組みが完成した。今後、運営を第三者に
委託する形で実施を行う体制ができた。

今後、運営を第三者に委託する形で実施
を行う体制が整った。次年度から本格的に
認証を進めていく。

全国NPO事務支援
カンファレンス、トヨ
タ財団

通年 全国各地 617,366

継続
助成
事業

災害時の寄付募集に関す
る体制構築＜トヨタ財団 イ
ニシアティブプログラム＞

ー
災害時発生時の基金立ち上げを迅速に行
うためのプラットホームサイトの構築を進め
た。

トヨタ財団 通年 全国各地 3,140,000

( 0 )

継続
自主
事業

各種政策への提言、ロビ
イング

税制及び休眠預金など関連の政策に対す
る情報の収集、ロビイング、要望書提出な
どにより必要な提言を行った。

特に行わなかった。 ー 通年 全国各地 0

( 20,000 )

継続
自主
事業

理事及び監事研修の実施
会員CFの理事及び監事向けの研修会を
開催し、ノウハウの共有や相互研鑽を行っ
た。

①助成選考に関するオンラインセミナーを
オンライン配信で3回、またIIHOE開催の②
「支援・評価・助成の基礎と戦略」連続オン
ライン講座に後援、共催し、助成に関する
学びを深める機会を作った。

IIHOE[人と組織と地
球のための国際研
究所]

①2020年9配
信、②2020年
9月〜11月、
2021年1月〜
2月

オンラインなど 20,000

( 6,544,000 )

新規
自主
事業

パラメトリック保険開発事
業

ー

パートナーである丸紅セーフティーネットが
パラメトリック保険開発に関心のある保険
会社を調査した。その結果1社が関心を示
し調整中。ただしコロナの影響を受け進捗
は芳しくない。

保険会社 通年 オンラインなど 0

継続
自主
事業

バックオフィス支援事業
新設コミュニティ財団等のバックオフィス支
援を行う事業を京都地域創造基金と連携
して実施した。

新設コミュニティ財団等のバックオフィス支
援を行う事業を京都地域創造基金と連携
して実施した。

京都地域創造基金 通年 オンラインなど 2,740,000

継続
協働
事業

遺贈寄付の推進
全国レガシーギフト協会と連携し遺贈寄付
に対する理解促進や相談対応に関する研
修などを実施した。

全国レガシーギフト協会と連携した遺贈寄
付に対する理解促進や相談対応に関する
研修の実施などを行った。9月に新規で遺
贈寄付ウィークの取り組みを試みた。

全国レガシーギフト
協会、日本ファンド
レイジング協会

通年 全国各地 600,000

新規
助成
事業

afterコロナの新中期ビジョ
ンの策定＜トヨタ財団 イニ
シアティブプログラム＞

ー
アフターコロナの時代におけるCFのあり方
について6つのブロックごとに2回ずつ会議
を開催し、意見を取りまとめた。

トヨタ財団 通年
ブロックごとに
オンラインなど

3,204,000

継続
協働
事業

寄付月間
日本ファンドレイジング協会などが展開す
る寄付月間の取り組みに参画し、 寄付に
関する継月や推進を行った。

日本ファンドレイジング協会などが展開す
る寄付月間の取り組みに参画し、 寄付に
関する継月や推進を行った。

寄付月間実行委員
会

通年 各会員地域 0

( 0 )

( 183,376,000 )

新規
助成
事業

コロナ対策地元助成事業
の実施事業＜休眠預金活
用事業「新型コロナウイル
ス対応緊急支援助成」＞

ー

北陸地方、四国地方における新型コロナに
よる深刻化した課題の解消のために活動
している団体に、現地の中間支援組織と連
携して、19団体に助成・伴走支援を行なっ
た。

JANPIA
2020年9月～
2021年11月
予定

北陸、四国地
方

50,000,000

新規
助成
事業

地域の中小企業の社会事
業化を支援する若手支援
者の育成事業＜休眠預金
活用事業（2020年度通常
枠＞

ー

地域において、地場中小企業のコミュニ
ティビジネス化を支援する新しい資金循環
機能及び担い手となる若手人材を育成す
る事業を公募し、3団体を採択した。

JANPIA
2020年12月
～2024年3月

全国各地 133,376,000

新規
自主
事業

47コロナ基金（47都道府県
「新型コロナウイルス対
策」地元基金）

ー

全国各地のコミュニティ財団等の支援組織
と連携して、コロナ禍のニーズに対応する
NPOや医療者等の支援を行うための基金
を設置した。当協会では企画・広報を担当
し、地域創造基金さなぶりが基金を設置
し、寄付受け入れや助成の執行、パート
ナーとなる支援組織との調整を行った。
2021年3月末時点で、2億1千万円弱の寄
付があつまり、各地のパートナーと協議の
うえ、助成実施を順次2021年夏までに終わ
らせる見込み。

地域創造基金さな
ぶり

2020年6月～ 全国各地 0

( 8,000 )

2020年度（令和2年度・第7期）事業報告

（１）  コミュニティ財団や地域社会についての調査研究

（６）  地域の課題解決に取り組む事業に対する支援に必要な資金等の資源を募り、確保する事業

（７）  地域の課題解決に取り組む事業に対する助成、顕彰等を行う事業

一般社団法人　全国コミュニティ財団

（２） コミュニティ財団業務の改善についての研究企画

（３）  関係団体、機関、官庁などに対する意見の開陳ならびに連絡

（４）  会員の職員などに対する研修の実施ならびに会員の行う教育についての調査研究

（５）  会員相互が連携して実施する事業の企画ならびに実施

（８）  会員相互の親交、連絡、情報共有



新規/継続 種別 事業名 2019年度事業成果 2020年度事業成果 パートナー 実施日時 実施場所 事業計（収益）

継続
自主
事業

年次大会及びブロック会
議の開催

あいちコミュニティ財団をパートナーとして
日本福祉大学東海キャンパスで開催し66
名の参加を得た。

コミュニティ財団として初めて「地域再生大
賞」を受賞した佐賀未来創造基金の取り組
みをもとに、「コロナ禍、そして、これからの
コミュニティ財団の役割を考える」をテーマ
として開催し、25名の参加を得た。

佐賀未来創造基
金、佐賀新聞社、共
同通信社

2021年3月 オンライン 8,000

( 0 )

継続
自主
事業

ウェブサイトの運営
CFのつくり方などのノウハウやSDGsに関
連してCFや支援先の取り組みを紹介する
ウェブサイトを運営した。

CFのつくり方などのノウハウやSDGsに関
連してCFや支援先の取り組みを紹介する
ウェブサイトを運営した。

ー 通年 オンライン 0

※トヨタ財団イニシアティブプログラムは、「全国のコミュニティ財団の育成・強化のための基盤整備事業」として4つのプロジェクトを1つの事業で採択されたもの

※収益については、複数年度にまたがる事業は事業期間の総計を記載

（９）  前各号に掲げる事業に付帯する又は公益に関連する事業



規定 実施日時 実施場所

定時社員総会 2020年7月31日（金） オンライン

第1回臨時社員総会 2020年11月12日（木）18:00-21:00 オンライン

第2回臨時社員総会 2021年1月12日（火）15:30-17:00 オンライン

第3回臨時社員総会 2021年2月26日（金）11:00-12:00 オンライン

第1回理事会 2020年4月6日（月）13:00-17:00 オンライン

第2回理事会 2020年7月31日（金）19:30-19:40 オンライン

第3回理事会 2020年10月27日（火）17:00-18:00 オンライン

第4回理事会 2020年11月9日（月）16:00-18:00 オンライン

第5回理事会 2020年12月7日（月）15:00-17:00 オンライン

第6回理事会 2021年2月5日（金）11:00-13:00 オンライン

第7回理事会 2021年3月8日（月）9:00-11:00 オンライン

みなし決議 2020年12月27日（日） 書面

コンプライアンス委員会準備会
準備会として1回開催し、今後、検討すべ
きコンプライアンス上の課題を抽出した。

2020年3月30日（火）9:30-11:30 オンライン

第1回コンプライアンス研修

役職員を対象として、顧問の近藤弁護士
を講師として、「コンプライアンスの基礎」
をテーマとした研修を実施し、企業の不祥
事対応例やリスクベースアプローチにつ
いて学んだ。

2020年3月10日（水）10:30-12:00 オンライン

第1回会員意見交換会 2020年11月12日（水） オンライン

第2回会員意見交換会 2020年12月26日（土）9:30-11:00 オンライン

第3回会員意見交換会 2021年3月30日（火）14:00-　※参加者なしで中
止

オンライン

・会費徴収、入退会手続
き、会員名簿管理

会員数
正会員20法人、準会員10法人、賛助会員
3法人（正会員+2、準会員-1）
※準会員1法人が正会員に移行

通年 ー

・事業計画に基づく適切
な管理運営を行う。

通年 ー

・メディアリリース 通年 ー

2020年度（令和2年度・第7期）組織運営報告
一般社団法人　全国コミュニティ財団

・定例委員会（年２回）
・役職員研修

2020年度実施状況

会員管理

経理労務

・定時社員総会（年1回）
・臨時社員総会

・通常理事会（年4回）
・臨時理事会

運営体制整備と各種規程
の改定、整備を行う。
情報共有、決裁手続き等
の整備を行う。

コンプライアンス委員会

社員総会

理事会

広報

みなし決議を含めて計8回の理事会を開
催した。主にコンプライアンス・ガバナンス
体制の整備や休眠預金等をはじめとした
事業管理などに時間を割いた。

定時社員総会の他、手続きの瑕疵の治癒
や期中の定款変更・役員変更などを諮る
ため、臨時総会を計3回開催した。

会員意見交換会

会員と協会の事業や運営
に関する意見交換の機会
を持つ。（年数回）

会員と協会の事業や運営に関する意見交
換や、コンプライアンス・ガバナンス体制
の拡充状況の報告を行った。


