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⼀般財団法⼈泉北のまちと暮らしを考える財団 2021 年事業報告書 
（2021 年 4 ⽉１⽇〜2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

 
1. コレクティブインパクト推進事業 
（１）コーディネート 

①団体⽀援拠点「泉北ラボ」の運営 
まちの家事室・泉北ラボとして運営を開始した。これまでオンラインで提供していた
財団の相談窓⼝機能の提供も開始した。 
 ■経緯 

２０２１年 ８⽉２６⽇上棟式 
    ９⽉２５⽇喫茶ランドリー主催⽥中元⼦⽒勉強会 
   １１⽉１４⽇〜 内装 DIY を開始 計２０⽇間実施した 
２０２２年 １⽉ ６⽇ カフェ部⾨みどり学園向けプレオープン 
  １⽉１６⽇ ⾼倉台⻄校区⾃主防災組織避難所運営訓練に参加 
    １⽉１７⽇ レンタルスペースプレオープン 
■機能の提供を開始した 
・課題解決事業の事業相談受付 
・寄附者による寄附相談受付 
・会議室、ワーキングスペースの貸し出し 
・アウトリーチ型⼦ども⾷堂運営団体（おかず BOX）へのシェアキッチン提供 
・コミュニティフリッジ（地域からの寄附を配分する冷蔵庫）の仲介・管理 
・運営コーディネーターの募集 
■今後の課題 
 ・運営コーディネーターを充実すること 
 ・泉北ラボを利⽤する団体や相談者の充実 

②堺市南区⼦ども応援プラットフォーム「ココ✕カラ」事務局 
 プラットフォーム加盟団体を中⼼に団体情報を発信した 
 ■今後の課題 
  ・コロナ禍ででの団体運営のノウハウ共有⽅法の検討 
③おかず BOX の普及拡⼤⽀援 
 校区でのボランティア募集、提供希望者への広報の調整を⾏った。 
 ■提供⾷数 
  １６５０⾷（２０２２年２⽉現在） 
 ■実施場所 
  ⼤阪健康福祉短期⼤学調理実習室 やまわけキッチン 他 
 ■今後の課題 
  おかずボックスの他地域への横展開 

（２）集める 
泉北クラウドファンディングサイト設置準備を⾏った 
 泉北ニュータウンの地域課題を知り、寄付できるホームページを整備し発信した。 
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 地域活動団体ポータルサイト「泉北ラボ」として運営を開始した。 
 https://senbokunewtown50th.com （３⽉末完成に向け調整中） 
    泉北ニュータウンでの地域課題解決事業 Youtubeチャンネル 
 https://www.youtube.com/channel/UC7OV0C83AmQexy7crGLQvHA/featured 
 チャンネル登録者数 ６１⼈ 
 ■今後の課題 
  視聴者の確保のための PR 

 
２．「泉北ラボ」設置事業 
（１）集める 

①拠点整備のためのクラウドファンディングの実施 
 クラウドファンディングをより効率的に実施するために助成⾦を受け、拠点を整備す

るための原資を寄付でまかなった。 
 ■クラウドファンディング実績 
  まちの家事室を作りたい！「泉北ラボ」プロジェクト（５／３１〜６／３０） 
   総額 3,013,000円 236⼈ 
  本クラウドファンディングはNPO等活動⽀援による社会課題解決事業に認定され 
   村上財団のからのマッチング寄付受贈 2,500,000円 
 ■その他寄付⽀ 
  トヨタ財団 2021 年度国内助成プログラム「２）地域社会を⽀える共創によるプラ

ットフォームの創出や整備」に泉北ラボ実⾏委員会が認定事業となった 
   寄付額 5,140,000円 
※定款に定める事業（２）（３）（８） 

 
３．助成プログラム事業 
（１）集める 

①泉北⼦ども未来基⾦の運営 
 ・泉北⼦ども未来基⾦を運営し寄付を募り総額 717,150円となった。 
 ・基⾦に寄附を募るホームページを整備した。 
 ・基⾦の安定運営のために寄附財源を増やすためのパンフレットを作成を検討した。 

（２）分配する 
①泉北⼦ども未来基⾦助成の実施 
 ・第 1回助成事業として５団体総額 338,153円（申請総額 438,153円）を交付した 
②医療機関⽀援（47コロナ基⾦⼤阪）助成の実施 
 ・助成原資 6,300,000円を 5 医療機関へ助成を実施した 
③休眠預⾦等活⽤法に基づく資⾦分配団体への内定 

・選定事業 2021 年度通常枠〈第 2回〉草の根事業⽀援の助成対象事業 
 ・選定事業名 泉北ニュータウンの孤⽴と地域をつなぐ 

・助成額 1.53億円 
■今後の課題 
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 ・分野別基⾦、テーマ型基⾦、事業指定寄付メニューの拡充 
※定款に定める事業（４） 
 
４．啓発事業 
（１）コーディネート 
遺贈寄附受付の相談事業を開始 
 ・遺贈寄附の相談機能強化のために全国レガシーギフト協会に加盟した。 
 ・12 ⽉より「いぞう寄付」の窓⼝を開始した 

・今後の課題 
  今後、地域に寄附する市⺠を増やすための⼠業向け・市⺠向け勉強会を検討する 
■今後の課題 
 泉北ニュータウン住⺠や⼠業への PR 
※定款に定める事業（５）（６）（７）（８） 

 
５．管理業務 

（１）公益認定法⼈取得 
本年度中の公益認定法⼈認定のため所轄庁（⼤阪府）と調整を⾏い 
1 ⽉に⼤阪府公益認定委員会へ申請を⾏った。 
今後 4 ⽉の⼤阪府公益認定委員会で審査が⾏われる予定で作業が進んでいる。 

■今後の課題 
 コンプライアンス委員会や個⼈情報の保護などガバナンス体制の強化 

（２）内部管理体制 
公益法⼈に求められる健全な内部管理体制整備を⾏った 
・規程類の整備を実施 
■今後の課題 
ガバナンス基盤を⾼める役職者研修やマニュアル類の整備 

（３）研修・他地域交流 
①全国コミュニティ財団協会に引き続き加盟し助成プログラムの基盤強化を⾏って
いる 
②災害時など他地域へのノウハウ提供を⾏った 
・災害時に全国コミュニティ財団協会会員サポート事業として災害時クラウドファ
ンディングシステム「災害時クラウドファンディング https://saigai.site」のシス
テム担当を担っている。 
・今年度⽀援実績 
 2021 年 7⽉ 12 ⽇島根県東部豪⾬⽔害基⾦ 
 2021 年 8⽉筑後川流域⽔害⽀援基⾦ 
 2021 年８⽉北部九州⽔害⽀援基⾦ 

（４）賛助会員 
安定的な財源確保および本財団⽀援者の拡充のための会員の獲得について検討を⾏
った 



別添資料２ 

■今後の課題 
 本格的な賛助会員募集をWEB と紙媒体で PRを⾏う 

（５）情報発信 
ホームページ・SNSやアニュアル・レポートの内容を充実した 
特に、クラウドファンディングや Youtubeチャンネルでの情報発信を強化した 

（６）運営 
中⻑期的視点を持った健全な財務運営の維持のために事業を改善するために理事会を 
毎⽉開催し議論を重ねた。 

 
評議員会 

⽇時 会議の種類 主な内容 
2021 年 5⽉ 31 ⽇ 書⾯表決 第１号議案 2020 年度貸計算書類等の承認・2020 年度事業報告 

第２号議案 2021 年度度計算書類等の承認 
第３号議案 監事増員の選任 
第４号議案 評議員の補⽋選任について 

2022 年３⽉１⽇ 書⾯表決 第１号議案 新規事業に伴う補正予算の承認 
第２号議案 役員の報酬等並びに費⽤に関する規程 

 
理事会・監査等 

通算 ⽇時 会議の種類 主な内容 
３ 2021 年４⽉ 28⽇ 第１５回定例理事会 ［報告］事業計画書・予算案 

    ⼦ども未来基⾦公募時期の変更 
［議決］事業報告書・決算報告／監査報告書案 
    泉北ラボ整備にあたってのクラウドフ
ァンディング案 
    評議員会議案（監事の増員） 

４ 22021 年５⽉ 26⽇ 第１６回定例理事会 ［報告］⼦ども未来基⾦公募中 
    泉北ラボクラウドファンディング報告 
［協議］休眠預⾦事業申請について 

５ 2021 年６⽉ 23 ⽇ 第１７回定例理事会 ［報告］⼦ども未来基⾦公募状況 
    トヨタ財団 2021 年度国内助成申請報

告 
    定例評議員会開催報告 
［協議］泉北ラボクラウドファンディング報告 
    泉北ラボ⼯事図⾯について 
    休眠預⾦申請について 

６ 2021 年 7⽉ 28⽇ 第１８回定例理事会 ［報告］第 1 回⼦ども未来基⾦審査結果 
    泉北ラボクラウドファンディング結果 
［協議］泉北ラボ設置のスケジュール・進め⽅ 
    泉北ラボ設置にあたっての予算編成 
    47 コロナ基⾦・医療機関向け助成 
    第 2 回⼦ども未来基⾦の実施 

８ 2021 年 8⽉ 25⽇ 第１９回定例理事会 ［報告］泉北ラボ棟上式 
    泉北ラボ⼯事状況 
    47 コロナ基⾦・医療機関向け助成 
    トヨタ財団２次⾯接へ 
［協議］遺贈寄付ウィーク 47 都道府県同時開

催企画への参画 
渋⾕理事から意向 

９ 2021 年 9⽉ 22 ⽇ 第２０回定例理事会 ［報告］47 コロナ基⾦・医療機関向け助成 
    渋⾕理事の意向 
    トヨタ財団内定 
    泉北ラボ予算案 
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［協議］アドバイザー制度設置 
 泉北ラボ運営について 

１０ 2021 年 11 ⽉ 24 ⽇ 第２１回定例理事会 ［報告］47 コロナ基⾦・医療機関向け助成進捗 
泉北ラボ実施状況 

               アドバイザー制度について 
［協議］いぞう寄付の窓⼝（全国レガシーギフ
ト協会）参加 
     泉北ラボ運営について 
     休眠預⾦等活⽤法に基づく資⾦分配
団体の公募 ２次募集へのエントリー 

１１ 2021 年 12 ⽉ 22 ⽇ 第２２回定例理事会 ［報告］休眠預⾦等活⽤法に基づく資⾦分配団
体の公募エントリー 
［協議］みどり学園との契約について 
    公益法⼈申請について 

１２ 2022 年１⽉ 26⽇ 第２３回定例理事会 ［報告］泉北ラボ 
    47 コロナ基⾦・医療機関向け助成 
    公益法⼈申請 
［協議］規程類の設定 
    次年度事業計画 

１３ 2022 年 2 ⽉ 15⽇ 第２４回定例理事会 ［報告］泉北ラボ 
    公益法⼈申請 
    規程類の設定 
    遺贈の窓⼝登録 
［協議］次年度事業計画・予算案 
    ２０２１年度事業報告・途中決算 
    休眠預⾦等活⽤法に基づく資⾦分配団
体採択・契約 
    評議員会への臨時評議員会議案 

１４ 2022 年 3 ⽉ 23 ⽇ 第２５回定例理事会 ［報告］評議員会書⾯表決 
    泉北ラボ 
    公益法⼈申請 
    役員報酬の実施 
    PO サポーターの採⽤活動 
［協議］次年度事業計画・予算案 
    ２０２１年度事業報告・途中決算 
    休眠預⾦助成公募概要 

以上 
 


