一般財団法人 地域創造基金みやぎ
2014 年度上期 事業報告書
2014 年 1 月 1 日〜2014 年 6 月 30 日
以下のとおり事業を実施したので、ここに報告します。
1.

助成事業
(1) ジャパン・ソサエティ東日本大震災復興基金（協働先：英国ジャパン・ソサエティ）
1） 第三期助成事業の終了
第三期として助成を決定した 10 事業の助成期間が終了しました。各事業について実施団体
から事業終了報告書と会計報告を受領し、英国ジャパン・ソサエティに報告しました。

2） 第四期助成事業、事業開始
第四期として助成を決定した 8 事業（第三期助成事業の継続）の助成期間が開始されまし
た。事業終了は 2014 年 12 月 31 日の予定です。

3） 第五期助成事業企画提案、公募と決定
第五期として、5 月 1 日から 5 月 31 日まで助成事業を公募・案件形成し、審査会を経て 6
月に計 7 事業、総額 2,378 万円の助成を決定しました。

(2) こども☆はぐくみファンド（協働先：公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）
1） 第二期単年度支援事業の終了
第二期として計 10 事業の助成期間が終了しました。各事業について実施団体から事業終了
報告書と会計報告を受領・フォローしました。

2） 第三期単年度支援事業の終了
第三期として計 18 事業の助成期間が終了しました。各事業について実施団体から事業終了
報告書と会計報告を受領・フォローしました。

3） 第四期単年度支援事業の公募と決定
第四期単年度支援事業として 1 月 6 日まで公募を行い、3 月に計 10 事業、総額 2,269 万円
の助成を決定しました。

4） 第五期単年度支援事業の公募
7 月に計 15 団体から申請書を受領しています。
第五期として 6 月より公募を開始しました。
5） 第一期継続支援事業の案件形成と決定
第一期継続支援事業として計 2 事業の 2 年目の助成期間が終了しました。各事業について
実施団体から事業終了報告書と会計報告を受領・フォローしました。1 月より同 2 事業、総
額 1,000 万円の 3 年目の助成期間が開始されました。事業終了は 2014 年 12 月 31 日の予定
です。

6） 第二期継続支援事業の案件形成と決定
第二期継続支援事業として、6 月に計 5 事業の 2 年目の助成期間が終了しました。各事業に
ついて実施団体から事業終了報告書と会計報告書を受領・フォローします。非公募（計画助
成）にて 7 月に同 5 事業、総額 2,384 万円の 3 年目の助成を決定しました。

7） 第三期継続支援事業の案件形成と決定
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第三期継続支援事業として 4 事業の 1 年目の助成期間が終了しました。各事業について実
施団体から事業終了報告書と会計報告を受領・フォローしました。1 月より同 4 事業、総額

1,934 万円の 2 年目の助成期間が開始されました。事業終了は 2014 年 12 月 31 日の予定で
す。

8） 第四期継続支援事業の事業フォロー
第四期継続支援事業として 2013 年 9 月に助成を決定した計 9 事業について、事業期間中の
フォローをしました。
若手スタッフ「シゴト力」向上ワークショップ
こども☆はぐくみファンドにて支援を実施している団体を対象として、20 代〜30 代の若手
スタッフ向けに、課題発見・解決力、ビジネススキル等を習得して、自組織の中で自律的に
行動し、課題の解決に活かすことを目的に、若手スタッフ「シゴト力」向上ワークショップ
を開催しました。
宮城県内の宿泊施設にて 3 月 1 日〜2 日に開催し、計 5 団体 7 名が参加しました。
助成先団体の学び合いフォーラムの実施
こども☆はぐくみファンドにて支援を実施している団体を対象として、2016 年春の事業期
間終了を控えて、今後 3 年を見据えた東北の子どもを支えるために必要なことを考え、事業
活動を継続的に行うために必要な事業計画の策定・組織の基盤強化等を学び実践する目的で、
学び合いフォーラムを開催しました。
宮城県内の宿泊施設にて 6 月 22 日〜23 日に開催し、計 38 団体 63 名が参加しました。
(3) フクシマ ススム プロジェクト 福島子ども支援 NPO 助成（協働先：サントリーホールディン

グス株式会社／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）
1） 第一期助成事業の終了
第一期として計 15 事業の助成期間が終了しました。各事業について実施団体から事業終了
報告書と会計報告を受領・フォローしました。

2） 第二期助成事業、事業開始
第二期として助成を決定した 25 事業の助成期間が開始されました。事業終了は 2014 年 12
月 31 日の予定です。

助成先団体の学び合いフォーラムの実施
フクシマ ススム プロジェクト にて支援を実施している団体を対象として、2015 年末の事
業期間終了を控えて、今後 3 年を見据えた福島の子どもを支えるために必要なことを考え、
事業活動を継続的に行うために必要な事業計画策定・組織の基盤強化等を学び実践する目的
で、学び合いフォーラムを開催しました。
福島県内の宿泊施設にて 6 月 29 日〜30 日に開催し、計 18 団体 35 名が参加しました。
(4) 三菱重工みやぎ・ふくしまミニファンド（協働先：三菱重工業株式会社）
仮設住宅等にお住まいの方々同士、あるいは地域住民の方のつながりづくりなどの「暮らしと
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つながり」に焦点をあてた活動、並びに起業をしようとする方を対象に、地域の活性化やまちづ
くりのための活動を支援する助成事業を実施しています。

2 年目の助成として、2014 年 1 月までに決定した計 23 事業、総額 205 万円について、助成
金の支払いを実施しました。
(5) 善光寺復幸支縁基金
被災地の人々に心の平穏をもたらす取り組みへの資金助成を目的に、グリーフケアを目的と
した交流会や分かち合いの会、メンタルヘルスに関する勉強会や講演会、子どもを対象としたワ
ークショップや遊び場、住民があつまり交流する場（お茶っ子やサロン）等に助成を実施しまし
た。

35 件の応募があり、3 月の審査を経て計 15 事業、総額 630 万円の助成を決定しました。
2.

ソーシャル・ファイナンス
中小企業庁「地域需要創造型等起業・創業促進事業」
（創業補助金）において、岩手県、宮城県、
福島県における公募、審査等に関する事務局業務を受託、実施しています。

(1) 創業補助金事業の公募
1） 第一年度（平成 24 年度補正予算）の第 3 回第 2 次の公募を実施。1 月〜2 月の審査会を経
て計 81 件、総額 20,100 万円の採択を決定しました。

2） 第二年度（平成 25 年度補正予算）の第 1 回第 1 次の公募を実施。4 月の審査会を経て計 47
件、総額 9,400 万円の採択を決定しました。

(2) 創業補助金の検査、交付
1） 本事業は精算払い形式のため、事業終了後に確定検査を行い、資金を交付します。
2） 1 月〜6 月の間に、第一年度の採択者のうち、計 17 件、総額 3,702 万円の補助金交付を行
いました。

3.

他機関との連携等
(1) 3 県の連携復興センターとの会合への参加
(2) 市民コミュニティ財団との研修（1 月、2 月）
(3) コミュニティ財団との協働 --- 一般社団法人 全国コミュニティ財団協会の設立（3 月）

4.

組織基盤強化
(1) 広報
（2013 年実施）の最終報告書を 1,000 部発行しました。
1） 「あづめっちゃ」

2） 支援先の取材を、対象 67 団体のうち、48 団体への訪問を終了しました。
3） メディア掲載
新聞・雑誌・WEB など 50 件の掲載がありました。

(2) ウェブ・FB/TW・助成先紹介
1） ウェブサイトの運用
2014 年 1〜6 月のページビュー数は 108,783。
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※2013 年 1〜6 月のページビュー数は 78,180。

2） フェイスブックページの運営
「いいね！」の数は 2014 年 6 月 30 日までの 29 ヶ月累計で 1,117（月平均で 39）
。
※2013 年 12 月 31 日までの 23 ヶ月累計で 910（月平均で 39）
。
(3) 資金調達 ＆ 地域イニシアティブ
1） 寄りあい NIPPON 〜東北から日本の未来を創造する円卓会議〜

6 月 24 日に石巻市遊楽館で、寄りあい NIPPON いしのまき ワークショップを開催
しました。

2） 「子ども・子育て支援新制度」に関するキャラバン事業
5 月 27 日に石巻でパイロット的に実施しました。
3） 「復興と資金勉強会」阪神淡路大震災の復興基金に学ぶ復興支援活動の財源
2 月 12 日〜13 日に神戸を訪問。阪神淡路大震災の際の復興財源の在り方、果たした
役割等を多様な視点で学び、今後の東日本大震災の復興支援活動の財源の在り方等に
ついて検討する材料を得ました。

4） アメリカのコミュニティ財団訪問
1 月 16 日−2 月 2 日 ETIC 日米リーダー交流プログラム
（シカゴ、ニューオーリンズ、ニューヨーク、シアトル）

5 月 12 日−22 日 Mission Investors Exchange 年次総会 他
（ミネアポリス、ニューヨーク、シアトル）
(4) ドナー
1） 事業協働パートナー

英国 ジャパン・ソサエティ
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
サントリーホールディングス株式会社
三菱重工業株式会社
善光寺出開帳回向院事業

2） 財団の運営パートナー
公益財団法人 日本国際交流センター
フィディリティ財団
5.

公益財団法人への移行
(1) 認定申請
1） 内閣府との折衝 --- 2013 年 12 月から 2014 年 4 月まで、ほぼ毎月 1 回行いました。
2） 公益法人認定 --- 5 月 23 日に委員会答申が出ました（公益法人への移行は 7 月 1 日）
。
(2) 公益財団法人 公益法人協会の会員に入会

添付資料

1.

助成事業実績

4

資金提供事業の実績 （2014年1月〜6月決定分）
■拠出者：ジャパンソサエティ（英国）
申請
件数

事業名
ジャパン・ソサエティ
東日本大震災復興基金（ローズファンド）
対象地域：岩手、宮城、福島
対象事業：復興支援活動全般

55

助成
件数

助成規模

申請額

193,821,801

1,500,000 -

4,000,000

7

申請対
申請対
助成件数 助成実績

助成決定額

23,780,000

12.7%

12.3%

■拠出者：公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
申請
件数

事業名

こども☆はぐくみファンド
対象地域：岩手、宮城、福島
対象事業：0歳〜18歳までの親
子支援活動

助成
件数

助成規模

申請額

申請対
申請対
助成件数 助成実績

助成決定額

単年度

36

80,690,000

1,280,000 -

2,500,000

10

22,690,000

27.8%

28.1%

継続

5

23,840,000

4,840,000 -

5,000,000

5

23,840,000

100.0%

100.0%

合計

41

104,530,000

15

46,530,000

36.6%

44.5%

■拠出者：サントリー ホールディングス株式会社×公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
事業名

フクシマ ススム プロジェクト
福島子どもNPO助成
対象地域：福島＋福島からの県外避難
対象事業：0歳〜18歳の親子支援

申請
件数

-

助成
件数

助成規模

申請額

-

1,250,000 -

5,000,000

申請対
申請対
助成件数 助成実績

助成決定額

-

-

-

-

■拠出者：三菱重工業株式会社
事業名

三菱重工・みやぎミニファンド
対象地域：南三陸町、気仙沼市
対象事業：自立的復興支援、コミュニティ
の場創設支援

申請
件数

-

助成
件数

助成規模

申請額

-

50,000 -

100,000

申請対
申請対
助成件数 助成実績

助成決定額

-

-

-

-

■拠出者：善光寺出開帳両国回向院実行委員会
事業名

善光寺出開帳両国回向院 復幸支縁基金
対象地域：岩手県、宮城県、福島県
対象事業：メンタルヘルスケア、グリーフケ
ア、子ども・子育て支援、社会的弱者
■委託元：中小企業庁
事業名

地域需要創造型等起業・創業促進事業
（創業補助金/受託事業）

合計

申請
件数

35

申請額

16,319,800

助成
件数

助成規模

250,000 -

500,000

15

助成決定額

6,300,000

申請対
申請対
助成件数 助成実績

42.9%

38.6%

※採択金額は、審査会における支援予定額であり、案件ごとの最終検査によって、変更となる可能性がある。
申請
件数

申請額

303

734,000,000

申請
件数

申請額

434

1,048,671,601

補助規模
2,000,000 -

採択
件数

7,000,000 128

採択金額
295,000,000

支援
件数

支援決定額

2,252,182 165

371,610,000

支援額の平均（金額÷件数）

申請対
申請対
採択件数 採択実績

42.2%

40.2%

申請対
申請対
支援件数 支援実績

38.0%

35.4%

