
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 29年度のみんつくは、設立から 6期目（公益 4期目）となり、「地域の

インフラとしてコミュニティ財団のサービスを届ける」を事業方針にかかげ、

「『つなぐ』ハブ機能の強化」、「『つたえる』『Share をする』機能の強化」、「イ

ンフラ機能の維持・強化」という 3つの重点テーマを掲げ、個人依存から組織

で品質担保できる体制づくりに取り組みました。 

 つなぐ、つたえる、Shareをする機能の強化として、事業指定助成における公

開審査の実施、助成事業等の募集にソーシャルライターを活用するなど、組織

内の力だけでなく、かかわる人を増やす取り組みをすすめてまいりました。 

 特に岡山県の受託事業として実施している地域力向上支援事業の活用により、

自治体、民間助成財団、金融機関等との連携が深まっており、寄付にかかわる

取り組みだけでなく、社会的投資にかかわる相談や取り組みも増えてきました。 

 一方で、多様なセクターからの依頼が増えてきていることで、受託業務が増

え、従来からある寄付文化創造事業の取り組みがおろそかになる懸念もあり、

平成 30年度からは資源循環事業や寄付文化創造事業を中心に担う部門と受託事

業等の事業を中心に担う事業部門を設置し、担当と責任を明確にすることで事

業の質の向上を図ります。 

 平成 30年度は、部門体制をひくことで、コミュニティ財団としての役割、地

域インフラとしての機能をより高めて、一人一人が意志を持って寄付や社会的

投資ができる環境づくりに引き続き取り組んでいきます。 

  

 

2017年度の主な取組 

○ 事業指定助成公開審査の実施 

○ 官民合同資金調達説明会＆相談会の開催（岡山県地域力向上支援事業） 

○ 遺贈寄付の推進（勉強会の開催および山本基金の設置） 

○ 福祉人財育成奨学金第 1期生入学とサポート 

○ 寄付白書 2017の発刊 

公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 

2017 年度(平成 29 年度) 事業報告書 

 

 



 

■ 運営に関する事項 

平成 29 年度は、有給理事 1 名、無給理事 1 名、事務局長 1 名、パートスタ

ッフ 2名に加えて、アルバイトや長期インターン生、継続ボランティアのスタ

ッフにより、組織運営を行いました。 

セミナー運営やイベント運営には、大学生やボランティアスタッフが多数か

かわってくれました。 

また、平成 30年 2月 14日には、設立から 3年たったことから公益法人の立

ち入り検査もあり、運営状況に問題のないことを確認いただきました。 

  

 

○評議員会 （総評議員数 5名） 

開催日 出席 決議事項 

H29.6.27 

（ゆうあいセンター） 

評議員 3名 

理 事 2名 

監 事 1名 

・平成 28年度決算報告 

・平成 29年度事業計画 

・事務所を勤務地とする役員の選任 

 

○理事会  （総理事数 7名、監事 2名） 

回数 開催日 出席 決議事項 

１ H29.6.11 

（みんつく事務所） 

理事 6名 

監事 1名 

・平成 28年度事業報告 

・平成 29年度定期評議員会の開催    

２ H29.8.25 

（みんつく事務所） 

理事 5名 

監事 1名 

・福祉人財育成基金奨学金助成について 

・平成 29年度冠基金・社会変革基金助成 

・平成 30年度事業執行方針について 

３ H29.11.26 

（みんつく事務所） 

理事 6名 

監事 1名 

・平成 29年度冠基金助成について 

・ろうきん寄付システムの助成について 

・みんつく寄付文化創造大賞の創設について 

・平成 30年度事業計画について 

４ H30.3.4 

（みんつく事務所） 

理事 4名 

監事 1名 

・平成 30年度事業計画について 

・平成 30年度執行体制について 

・平成 29年度冠基金（J基金）の助成について 

・平成 29年度福祉人材育成奨学金助成について 

・就業規則の策定について 

 

 

 

 



■ ２．事業報告 

 

○「割り勘で夢をかなえよう！」事業指定助成プログラム  

～ かかわりをふやす！ソーシャルライターの活用、公開審査の実施 ～ 

 

平成 29 年度は、割り勘実施団体にかかわる人を増やすために、第 11 期から

は公開審査を実施し、早期に支援者とつながる仕組みづくりを行いました。ま

た事業をソーシャルライターに対して、プレゼンし記事を書いてもらうことや、 

Share会議では、関係分野の団体との交流、地域の人への拡散などを目的にテー

マを決めて会議を開催することで、資金調達だけでなく、団体にかかわる人を

増やすことを意識して支援を行いました。 

あわせて、昨年度策定したワークブックを活用することで、スタッフ内での

支援体制の質を高めることに取り組みました。 

 

【次年度への課題】  

 公開審査への一般参加者の誘導や定期的なソーシャルライターとの交流など

より一層、団体と第 3者がかかわる仕組みづくりを強化していきます。 

またワークブックやチェックリストの改定など行い質の担保に努めます。 

 

 

■ 割り勘各期の詳細については、下記の通り。 

≪第 10期≫ 

【 採択事業数 】:   １事業（応募 1） 

【寄付募集期間】:  平成 29年 7月 17日～平成 29年 9月 16日 
 

 

事業名 
a.助成金額 

※()内は助成目標額 

b.寄付総額 

※()内は寄付目標額 

c.達成率 

 

のべ 
寄付者数 

 
「学びの未来」を考えるフ
ォーラム開催プロジェクト 
in OKAYAMA 

320,000 

(300,000) 

375,387 

(350,000) 

 

107.3％ 

 

50人 

 

≪第 11期≫ 

【 採択事業数 】:   1事業（応募 1） 

【寄付募集期間】:  平成 29年 12月 15日～平成 30年 2月 28日 

    



 

事業名 
a.助成金額 

※()内は助成目標額 

b.寄付総額 

※()内は寄付目標額 

c.達成率 

 

のべ 
寄付者数 

 

共に生き活き（いきいき）カラ

フル保育事業～高梁市に誰で

も利用できる一時保育を～ 

 

428,000 

(400,000) 

 

502,700 

(450,000) 

 

111.7％ 

 

121人 

 

 

  第 10 期実施事業                   第 11 期実施事業 

 

 

 

○「みんなの貯金箱をもとう！」冠基金事業       

～ 寄付者の思いに寄り添った制度設計 ～ 

 

平成 29 年度は、3 基金 4 テーマ（1 基金のみ 2 テーマ）について募集し、う

ち 3テーマにおいて 3団体、2名の合計５事業の助成を行いました。 

「まち・むら」がテーマの「くらし“き”になる基金」には募集がなく、来

年度以降、対象地域倉敷での説明会の開催を行うなど情報の発信方法と団体の

発掘方法に課題がのこりました。 

「子ども」がテーマの J基金は、NPO法人チャイルドラインおかやまと NPO法

人あかねというどちらも古くから活動に取り組んでいるが今後の事業継続を考

え、法人化した団体への助成となりました。事業継続に必要な体制の整備やル

ール作りに取り組みます。 

「障がい者・子ども福祉」がテーマの福祉人材育成基金は、団体への基金と

給付型奨学金制度の２本柱となっている基金です。団体助成について、定時制

の学校や不登校の学生のキャリア支援を行う取り組みを NPO 法人だっぴが実施

いたします。奨学金助成は 1 名の継続助成と 1 名の新規助成の計２名の方への

助成となりました。今後福祉の担い手となる様、サポートしていきます。 



 平成 29年度は新たに山本基金が設置されました。この基金は、福祉人財育成

基金がうまれてから青年期を支える基金であるのに対して、高齢期から終末期

を支えたいとの思いで設置された基金です。平成 30年度に制度設計を行い助成

実施していきます。 

 その他、設立 1年目の NPO法人を対象としたろうきん立上助成（8団体 837,000

円）および、ろうきん寄付システムの分配を実施しました。 

  

【次年度への課題】  

くらし“き”になる基金では申請がありませんでした。団体の成長スター時

にあわせた助成を実施するために、対象となる団体の発掘や情報提供の方法を

来年度検討していきます。 

また社会変革基金の 2テーマ「地域助け合い基金」「みんつく子ども基金」は

原資となる寄付募集がすすまず、助成実施できませんでした。ソーシャルライ

ター等との連携や理事の発信力を強化し、寄付募集体制を整えていきます。 

 

 

（助成実施した基金） 

テーマ 上段：基金名 

下段：助成団体名 

助成金額 

子ども 
J基金  

（設置者： 福武 純子さん） 

NPO 法人チャイルドラインおかやま 

 

  500,000円 

子ども 
J基金  

（設置者： 福武 純子さん） 

NPO 法人あかね 

 

500,000円 

子ども福祉 

福祉人財育成基金 

（設置者： 匿名希望） 

特定非営利活動法人だっぴ 

 

 500,000円 

障がい 

福祉人財育成基金 奨学金助成 

（設置者： 匿名希望） 

2 名 ※奨学金助成対象者は非公開 

 

 1,200,000円 

750,000円 

 

 

 

 

 



（新規設置・追加基金） 

テーマ 基金名（設置者） 基金金額等 

障がい（高齢者） 
山本基金  

（設置者： 山本晶一さん） 
3,000,000円 

障がい（子ども福祉） 
福祉人財育成基金  

（設置者： 匿名希望） 
5,000,000円 

 

 

○「みんなとやればできるはず！」地域円卓会議     

～ 社会的投資の形成・情勢 ～ 

 

 参加者一人一人が当事者となる場づくりとして、トークセッションや地域円

卓会議のコーディネートを実施しました。平成 29年度は、地域助け合い基金で

助成した総社の取り組みに関係することもあり、地域包括ケアをテーマに開催

しました。 

新見市で開催し、全国的にも注目される総社市の取り組みを発表いただき、

新見の人たちと意見交換を行いました。相互のつながりをうみ、それぞれの事

業に今後に生かせる気づきがありました。 

（円卓会議一覧） 

テーマ 行事名等 日時 

地域連携 『地域包括ケアを広げよう！地域をつなぐ

円卓会議』 新見市商工会館 

平成 29年 

9月 29日 

 

  

円卓会議の様子 



○情 報 発 信                    

 平成 29年度も新聞、雑誌等に当法人だけでなく、支援団体等を取り上げてい

ただく機会が多数ありました。 

 特に民間助成団体等中間支援組織の連携により、お互いの発信力が強化され

ていることを実感した一年となりました。 

 また、当法人として、下記の講師派遣を実施しました。 

 

日時・行事タイトル等 主催・依頼主 派遣者 

6月 23日  

岡山理科大学授業 

備前グリーンエネルギー 石田専務理事 

8月 5日   

岡山大学授業 

岡山大学 石田専務理事 

3月 17日 

 FRJ2018 

日本ファンドレイジング協会 石田専務理事 

10月 24日 

 環境セミナー 

岡山 NPOセンター 今井事務局長 

 

（セミナーの実施） 

内容 備考 

遺贈寄付セミナー（士業向け）   

 ※トヨタ財団助成事業として実施 

 11月開催 

 その後ネットワーク化 

遺贈寄付セミナー（NPO向け）   

 ※トヨタ財団助成事業として実施 

 1月開催 

寄付募集の基盤強化        

〜データベースの活用と体制整備〜 

 11月開催 

（GOEN ※NPO向け寄付者 DB） 

 

 

 

○ノウハウ移転事業                  

（１）地域力向上支援事業（岡山県） 

 平成 28 年度から岡山県の受託事業として実施している地域力向上支援事業。

2 年目は、中間支援組織等の連携をより一層強化し、事業終了後（平成 30 年度

受託終了予定）も合同説明会が実施できるように実行委員会の設置に向けて検

討を行いました。 

 



合同説明会も県内 3 エリアで開催し、運営にあたっては、民間助成団チアを

中心に協力し、実施しました。平成 30年度に今後の体制整備をすすめて、継続

して実施できる仕組みづくりをすすめます。 

 
 

（２）協働のまちづくり推進事業（瀬戸内市） 

 市民活動に関する包括連携に関する協定を結んでいる瀬戸内市への補助金団

体支援、職員研修などを実施しました。補助金の制度設計より約３年経ち、新

たな仕組みで動き出していますが、制度間の特性がうまくいかせておらず、来

年度以降改めて運用の見直しを行うとともに、引き続きモデル事業の支援や研

修等支援を行っていきます。 

 

（ノウハウ移転事業一覧） 

相手先 内容 

 

岡山県 

 

「地域力向上支援事業」 

・ 地域活動支援ネットワーク構築事業 

・ 地域活動コーディネーター養成事業 

 

瀬戸内市 

 

 

「協働のまちづくり推進事業」 

・ 市民団体支援、モデル事業支援 

・ 補助金運営支援 

・ 職員研修 

美作県民局 

（CBプランコンテスト） 

みんつく賞の授与 

団体へのアドバイス、連携先紹介 

全国コミュニティ財団協会 

 

プログラムオフィサー研修 

 

地域活動コーディネ
ーター要請研修



 

（審査員等） 

補助金等の名称 審査員 

美作国創生公募提案事業に係る審査会 石田専務理事 

 

第６回 美作地域 

コミュニティビジネスプランコンテスト 

石田専務理事 

百間川水と緑基金 今井事務局長 

 

中国ろうきん立上げ助成及び 

ろうきん寄付システム助成金の審査会 

大山代表理事 

 

○セミナー                      

 ＋１セミナーは、平成 29年度は体制変更もあり、毎月の開催でなく年数回の

不定期開催としました。特に映画を通じた勉強会では幅広い分野の方に参加い

ただきました。 

 

（実施セミナー一覧） 

月 （＋1セミナー）開催：不定期 開催場所 

4月 「映画で学ぼう！～知っていますか在宅呼吸器との生活～」 岡山大学中央図書館セミナー室 B・C 

7月 「NPO法人 colorの活動報告会！」 倉敷市市民活動センター 

 

  
 

 

 

4月「映画で学ぼう！」～知っていますか？在宅呼吸器との生活～ 
 



 

○Share 会議・研究会等                      

 19 日開催の share 会議も今年度は不定期開催としました。特に割り勘実施団

体の活動を広げることを目的に、相談時や実施時の開催をこころがけ、仲間集

めやアイデア募集を意識した開催となりました。 

 

 （Share会議）開催：不定期 

月 内容 場所 

6月 「若者が就労体験をつめるカフェをひらきたい！」in奉還町 SGSG 

7月 「岡山ユースミーティングの割り勘活動予定報告会」 

 発表：岡山ユースミーティング 

ゆうあいセンター2階 大会議室 1 

9月 「岡山子育て応援団パピママ」組織基盤強化ワーク 

発表：岡山子育て応援団パピママ 

みんなでつくる財団おかやま事務所 

10月 「NPO法人 color一時保育事業を行いたい！」 

 発表：NPO法人 color 

高梁市立図書館４階多目的室 

11月 「募金箱を作ろう in パピママ祭り」 倉敷文芸館 広場 

1月 「『共に生き活き（いきいき）カラフル保育事業～高梁市に誰で

も利用できる一時保育を～』NPO法人 colorの割り勘事業説明会」 

 発表：NPO法人 color 

高梁市立図書館４階多目的室 

2月 「第 11期割り勘事業『共に生き活き（いきいき）カラフル保育事

業～高梁市に誰でも利用できる一時保育を～』事業説明会@倉敷」 

 発表：NPO法人 color 

倉敷物語館 会議室 

 

   

 10月「NPO法人 color一時保育事業を行いたい！」 11月「募金箱を作ろう in パピママ祭り」 



       

 

 

 （研究会等への参加） 

内容 備考 

県内文化関係公益法人の情報交換会への参加 

（事務局：福武教育文化振興財団・岡山県文化連盟） 

平成 29年 10月 20日 

全国の市民コミュニティ財団との情報交換会へ

の参加 

全 4回 

 

○全国コミュニティ財団事業                

（コレクティブインパクト事業） 

 全国コミュニティ財団協会が日本財団から助成を受け実施する全国各エリア

でのコレクティブインパクトモデルづくり事業のうち、中国地方のモデル事業

として「中山間地域に置ける学ぶ機会と進路選択機会の保証のためのモデル事

業」を実施しました。 

 平成 29年度は 2年目となり、モデル地区として選定した岡山市北区建部町で

だっぴの開催や研究会の開催など実施の支援を行いました。本事業は平成 29年

度で終了とし、今後はみんつくの既存プログラムで支援を実施していきます。 

 

（ブロック会議事業） 

 全国コミュニティ財団協会の中国ブロック会議を 10月と 3月に 2度開催いた

しました。各地の状況共有を行うとともに遺贈寄付推進等の取り組みついて意

見交換を実施しました。 

2 月「第 11 期割り勘事業『共に生き活き（いきいき）カラフル保育事業～

高梁市に誰でも利用できる一時保育を～』事業説明会@倉敷」 



○そ の 他 （寄付文化創造）                     

毎月 29日の「ツクる日」では、関わるきっかけづくりの場の提供として、交

流会を中心として実施しました。 

3月 29日のみんつくフォーラムでは、「おかやまの寄付を知る」をテーマに県

内 NPO法人の寄付募集や収入状況の実態調査の報告を行いました。 

9 月 28 日には５周年記念パーティを開催し、寄付者や助成団体や関係団体と

の交流会を行いました。 

また、今年度は真如苑の助成をうけて、寄付文化創造事業の取り組みとして、

子ども向けの寄付の教室を寄付月間中（12 月 17 日）に開催したり、2014 年に

発行した寄付白書の第 2弾として寄付白書 2017を発刊したり、寄付にかかわる

土壌づくりをおこないました。 

 

（毎月 29日開催） 

月 内容 備考 

4月 「いちごパーティ」with杜の家 EXCAFE 

5月 「NPO法人キープきずなの活動報告会」 SGSG 

6月 「笠岡諸島の問題をみんなで考えよう！」in笠岡 笠岡諸島交流センター 

7月 「助成財団シンポジウム inおかやま」 きらめきプラザ 7階 706会議室 

8月 「みんつくビアガーデン 勝手に乾杯チャリティー」 天満屋 屋上ビアレストラン 

9月 「地域包括ケアを広げよう！地域をつなぐ円卓会議」 新見市商工会館 3階第 2研修室 

10月 「はじめよう、お金の地産地消」 

木村正樹さん出版記念イベント 

ヒバリ照ラス 

11月 「活動の輪を広げよう！みんなで座談会」 うさぎカフェ 

12月 「宵、酔い、良い」のみんつく望年会 酒工房 独歩館 

1月 「NPO向け遺贈寄付講座」 岡山国際交流センター5階会議室

（3） 

3月 みんつくフォーラム 2018 

 第 1部「助成団体活動報告」 

 第 2部「活動報告および助成式」 

ルネスホール金庫棟 

 



   

 

 

    

 

 

 

平成 29年度も 

ありがとうございました！ 

     

7月「助成財団シンポジウム in おかやま」 

 

4月「いちごパーティ」with 杜の家 

11月「活動の輪を広げよう！みんなで座談会」 3月「みんつくフォーラム 2018」 


