きらきらプロジェクトシーズン６事業報告書
（2017.4.1～平 2018.3.31）
－2017 年度 シーズン 6（2017/6-2018/3）の取り組み－
１．市民活動への助成事業 助成先・結果
今期は、1 大賞 11 団体 5 事業 2 高校に、575,200 円を助成しました。
これまでの 6 年間の累計助成結果
3 大賞、95 団体、28 事業、2 高校に、3,058,100 円を助成しました。
1 大賞

100,000 円（2018.2.24／127 名・寄付投票なし）

11 団体 5 事業 428,600 円（2018.2.24／127 名・寄付投票 87 口）
2 高校
46,600 円（事前渡し、2018.2.24・くるくる募金）
1 大賞
4 事業
10 団体
8 事業

100,000 円（2017.1.21／83 名・寄付投票なし）
120,000 円（2017.1.21／83 名・寄付投票なし）
228,300 円（2016.11.26／120 名・寄付投票 83 口）
240,000 円 (2016.2.20／106 名・寄付投票なし)

10 団体
1 大賞

237,200 円 (2015.12.13／102 名・寄付投票 77 口)
100,000 円（2015.2.22／96 名・寄附投票なし）

14 団体 8 事業 549,300 円（2014.11.24／120 名・寄付投票 69 口）
17 団体 3 事業 398,900 円（2014.2.22／120 名・寄付投票 80 口
20 団体合計 320,800 円（2013.3.9／140 名・寄付投票 98 口）
13 団体合計 188,400 円（2012.6.16／72 名・寄付投票 67 口）
2018 年 2 月 24 日 第 10 回きらきら基金助成事業
団体助成 11 団体 総額 278.600 円（2018.2.24／127 名・寄付投票 87 口）
☆いのちの言葉プロジェクト
36,300 円
☆シニアカレッジくわな
20,000 円
☆おひさまの森ようちえん
48,200 円
☆このゆびとまれ
☆さともり自主保育
☆はなもも会

24,200 円
27,200 円
28,100 円

☆社会福祉法人あじさいの家
☆はあぶ工房”Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”

26,300 円
19,300 円

☆放課後子ども教室ほくせい
☆傾聴うさぎの会
☆市民活動応援☆きらきら基金

3,300 円（プレゼンなし、当日寄付のみ）
38,800 円
6,900 円（当日寄付のみ）

パートナー事業助成 5 事業（各 30,000 円）総額 150,000 円
☆東員花卉くらぶ－ＮＰＯ法人生ごみリサイクル思考の会
「緑と花のあるまちづくり 花壇植栽土の再生事業」
☆エンパワメントみえ－ＮＰＯ法人ネットワークくわっこ
「子どもの育ちに途切れのない支援」事業

☆バルンアートの会－子育てサロン「さくらんぼ」
「子育て支援団体連携強化事業」
☆ＮＰＯ法人太陽の家－地域トモダチの輪
「子ども支援・子育て支援団体の連携強化事業」
☆紫陽花倶楽部－東員自然の会
「希少種の保全事業」
きらきら大賞 （副賞・100,000 円）
☆小林 照忠 ＮＰＯ法人地域おたすけネット
特別賞（副賞・助成なし）
☆奥 直 紫陽花倶楽部

☆伊藤 久子 員弁地区更生保護女性会

高校生の地域貢献活動助成（今年度から新設）１校 20,000 円（7 月頃助成）
、くるくる募金各 3,300 円
総額 46,600 円
☆桑名工業高等学校「桑員地域の幼稚園、小中学校等での出前授業開催」
活動内容：子ども関連の活動で、生徒が先生役（キャリア教育）となり、幼稚園・小中学校に訪問や地域イ
ベントに参加、地域の子ども達にものづくりや電気実験の楽しさを伝えることで地域を担う人材育成。
☆津田学園高等学校「校外美化活動の実施」
活動内容：環境関連の活動で、ゴミ拾いや通学路の清掃を行ってきたが校外美化活動として全校生徒の 20
～30％が参加することで広い範囲の清掃ができ、活動に参加することで一人でも多くの人が美化意識を高
め、良い環境作り。
２．サンタの行進
2017 年 12 月 3 日(日)午前中、三八市でにぎわう寺町通商店街を、市民活動団体さん、高校生の皆さん、各担
当の皆さんでサンタさんの恰好をして約 30 名で行進しました。
伊藤徳宇桑名市長、佐藤博之寺町通り商店街振興組合理事長、小笠原まき子きらきら基金代表の 3 人を中心に、
250 メートルほどのアーケードの下を、市民活動応援☆きらきら基金や市民活動・NPO 月間ののぼり 20 本を掲
げて歩きました。途中いなべおもちゃ病院から提供していただいたぬいぐるみや、サンタの帽子を子どもたち
にプレゼントしました。日永屋さんの前ではガチャポン募金も行い、今年は寺町通り商店街振興組合のご厚意
で、商店街で使える 100 円券がガチャポンの中に入っていました。当日、募金箱には 4,619 円の寄付金を、ガチ
ャポン募金の売り上げは 3,300 円でした。
３．まちのかわらばんの発行
2017 年 6 月より 2018 年 4 月まで、3 回の発行（A4 版 2 ページ 白黒）を発行・配布・配信しました。例年、
3 月発行しているまちのかわらばん春特別号は 5 月中旬に発行予定です。
☆2018 年 4 月 1 日号(第 102 号)

1500 部発行

「第 10 回市民活動応援☆きらきら基金助成事業の報告」他
☆2017 年 10 月 15 日号(第 101 号)
1800 部発行
「桑名・員弁の身近な市民活動を応援するきらきら基金助成事業、サンタの行進」他
☆2017 年 7 月 3 日号(第 100 号)
1800 部発行
「市民活動応援☆きらきら基金シーズン 6 休眠預金活用法学習会報告」他
４．休眠預金活用制度学習会の実施
2017 年 6 月 10 日、くわなメディアライブにおいて、第 1 回「休眠預金活用制度」を学習するフォーラムを開
催しました。第１部では「休眠預金活用制度の概要～NPO や地域にとっての意義と今後の課題～」について認定
NPO 法人シーズ・市民活動を支える法律をつくる会代表の関口宏聡氏の基調講演を行いました。第２部では第８

回桑員地域円卓会議を開催しました。参加者は４１名。桑員地域の「子ども・環境・障がい者・歴史文化・まち
づくり」などの活動をしておられる方々や企業の社会貢献活動の担当者の方々が集まりました。県外からも中
間支援や金融機関の方の参加がありました。
9 月 6 日、桑名市中央公民館において、第 2 回「休眠預金活用制度」学習会を開催しました。前回に引き続き、
認定 NPO 法人シーズ・市民活動を支える法律をつくる会代表の関口宏聡氏から、休眠預金活用時代に向けた具
体的取組を考える上での視点や資金分配団体に求められる条件、資金分配団体を目指すために必要なことにつ
いてお話を伺いました。また、遺贈をはじめとした、現在注目されているさまざまな資金獲得方法についても紹
介いただきました。参加者は 17 名。きらきら基金運営委員の勉強会という位置づけで、基金の運営に関する内
容が主であった為、休眠預金の助成を目指す市民活動団体の方の参加が少なかったように思います。終了後、運
営委員の内部研修として「きらきら基金」の現状の把握と今後の展開について話し合いました。
２回の学習会を通して、改めて地域における「基金」の必要性を強く意識しました。現存する「きらきら基金」
の価値を再認識し、休眠預金活用時代に向けてしっかりと実績を積んで行きたいと思います。
５．第８回桑名員弁地域円卓会議
2017 年 6 月 10 日、第 1 回「休眠預金活用制度」を学習するフォーラムの第２部として、第８回桑名員弁地域
円卓会議を開催しました。
「私たちが望む資金のかたちとは」を議題に、会場との討論会という形式で、
「休眠預
金活用制度」への思いやそれぞれが取り組む活動の現状について、みんなで意見交換を行いました。NPO や市民
活動団体の人材育成の問題、活動を支える一時的な資金と継続的な資金の必要性、取組みやプログラムを市民
に提供するための環境づくりなど、現場の活動におけるさまざまな課題について話し合われました。
コーディネーター 認定 NPO 法人シーズ代表理事 関口宏聡
委 員：10 名 (敬称省略)
☆桑名市市民活動センター 協働運営委員会委員長 志治優美
☆とういん市民活動支援センター 運営委員会会長 伊藤公一
☆いなべ市市民活動センター センター長 辻 久好
☆（株）デンソー大安製作所 総務人事厚生課 森 浩子
☆（株）三重銀行 営業推進部地域振興課長 地方創生推進室 倉田富伴
☆桑名市社会福祉協議会 事務局長 竹内 茂
☆桑名商工会議所 総務課主査 東岡 謙
☆ＮＰＯ法人生ごみリサイクル思考の会理事長 川島 浩
☆ＮＰＯ法人いなべこども活動支援センター理事長 木下裕美子
☆認定ＮＰＯ法人みえきた市民活動センター理事長 近藤順子
６．市民活動団体訪問取材
今シーズンは、2017 年 4 月より 2018 年 3 月までの間に、新たに 8 団体の訪問取材を行い、ホームページで紹
介しました。140 団体の紹介になりました。代表の交代など、随時情報については更新しています。
★新規取材団体
☆シニアカレッジくわな 2018
☆はなもも会
☆おひさまの森ようちえん
☆森と水と土のほいく活動 さともり自主保育
☆いのちの言葉プロジェクト
☆傾聴うさぎの会
☆みんな食堂「このゆびとまれ」
☆特定非営利活動法人くわな発達支援塾

７．企業の社会貢献活動ＰＲ
2018 年 2 月 24 日、第 10 回助成事業の中で、1 時間ほど、企業や経済団体など、経済関連の 26 の組織に企業
の社会貢献活動の展示をしていただき、4 つの組織の皆さんに事例発表いただき、最後に三重銀総研の先浦様か
ら講評をいただきました。また、4 企業にも社会貢献活動アピールをしていただきました。
(展示 26 社、★印は発表☆印はアピール)

★(株)ADEKA 三重工場、★(株)ほくせい、★(株)きもと三重工場、

★桑名商工会議所女性部、☆(株)アサプリ、☆瑞宝産業(株)、☆(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ、
☆(株)デンソー大安製作所、トヨタ車体(株)いなべ工場、三岐鉄道(株)、(株)絆・奥岡建設工業(株)、東洋ゴム
工業(株)桑名工場、シグマファームとういん、東海労働金庫、ケーエス、桑名三川商工会、(株)宮崎工務店、
(株)金星堂、桑名工業(株)、(株)三重銀行、桑名北ロータリークラブ、めがね工房 ごうじ、(株)百五銀行、
(株)愛晃社、(株)柿安本店、日本政策金融公庫
８．ご寄附の状況
きらきら基金へのご寄付の累計（助成原資等）
2011.10～2018.3 914 口

3,760,624 円

第 10 回きらきら基金助成事業でのご寄附額(2017.6～2018.3)
期中のご寄附
45 口 145,127 円
寄附投票によるご寄附
87 口
78,600 円
くるくる募金
6,600 円
合計 133 口

230,327 円

前期繰越助成原資のご寄附額

1052,999 円

今期ご寄附合計額
133 口 230,327 円
今期助成額 11 団体 5 事業 1 個人 2 高校 575,200 円
次期繰越助成原資
708,126 円
カエル・こぶたの募金箱は、今年度 40 個設置いただきました。
募金箱は 1 口として算出しています。他に、遣い損じ葉書・未使用切手寄附、運営費へのご寄附などもありま
す。これらを含め、印刷原稿入稿時と実際の決算末日とでズレがあるなどのために、正確な数字は、年度末決算
の後あらためてホームページなどで報告させていだだきますので、ご確認ください。
※認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターが主催者のひとつですので、ご寄附いただきますと、一
定の要件のもとで所得税の税額控除を受けることができます。
市民活動応援☆きらきら基金への寄付口座
口座番号 ゆうちょ銀行 00800-8-198866
９．ガチャポン寄付
今シーズンも市民活動応援☆きらきら基金の募金活動のひとつとして、桑名員弁地域にある高校から募集した
デザインで 30 種類の缶バッジ入りのガチャポン型募金を実施しました。参加高等学校は、三重県立桑名西高等
学校、三重県立桑名北高等学校、三重県立桑名高等学校、三重県立いなべ総合学園高等学校、津田学園の 6 校に
なりました。缶バッジをガチャポンの機械に入れて 100 円で販売したところ、3 シーズン合せて 521 個の販売数
になり、たくさんの皆さまにご支援いただきました。おおむね 1 個 100 円につき 40 円を市民活動の助成原資に
することができそうです。ただし、カンバッチ製造個数 920 個を完売してはじめてこの収益が確保できるので、
消耗品・手間などの原価計算をした上で、決算時にガチャポン会計として、別途報告させていただきます。

平成２９年１２月４日 伊勢新聞

休眠預金活用制度学習会・地域円卓会議 くわなメディアライヴ 2017.6.10

サンタの行進 桑名市寺町商店街 2017.12.3

第 10 回助成事業 員弁コミュニティプラザ 2018.2.24

