
みんつくフォーラム
２０２１



○2020年度のみんつく

○コロナ禍での助成団体の取り組み

〇みんつく助成団体発表・役員紹介

○ 2021年度のみんつく

※（13時頃から 質疑・交流）

今日の流れ



2020年度の
みんつく



非常時に対応できる

体制を整備し、

今後5か年計画を策定する。

→ 変更を余儀なくされる

２０２０年度 みんつく



○体制変更・役員交代
→ 代表交代・新理事3名

○「選択する寄付」元年
→ 寄付アクションサイト

→ お金の使い方シート

○ 新基金（社会変革１・冠２）

→ みんつく災害支援基金

→ にこにこえがお基金

→ BRIDGE SETOUCHI基金

主な取り組み



「みんなの活動」
助成団体連絡会

～コロナ禍の取り組み～



各団体の取り組み（みんつく）
○コロナ禍の対応について
・「選択する寄付元年」「既存の仕組みの活用」
寄付アクションサイト（お金の使い方シート）
・助成先団体の事業延長や内容変更対応
（団体支援）相談対応増、全国助成やＣＦとつなぐ
（県内支援）連合体をつくって資金調達

休校とGIGAスクールのことがあり、教育の検討相談増
※3月29日「コロナ禍の今年、助成財団は何を考えたか」

○助成募集について(2020年募集）
（募集内容）
冠基金
ももたろう基金
ろうきん寄付システム（ろうきん）

（審査方法）
原則オンライン



各団体の取り組み（福武教育文化）
○コロナ禍の対応について
・緊急コロナ助成６～9月22件544万円
・助成団体の活動期間延長(2022年3月までOK)
内容変更30件(約2割でている）、返金3件

・働き方12月～全員出勤(※現在も希望在宅あり）
・セミナーや交流会のZOOM活用がすすむ

→エリア別情報交換会もはじめる
（コラボ事業も生まれる）

○助成募集について
（募集内容）
・11月15日～1月15日まで
（今年から変更、コロナのこと無関係）
・コロナのことを特別うたってはいない
（審査方法）
・ZOOM活用して実施予定（点数一覧事前に送るように）



各団体の取り組み（共同募金）
○コロナ禍の対応について
・3月中央共同募金会

4400万助成(休校対策）
1億9800万助成(フードバンク）
3900万円助成（コロナで居場所失った方）
3400万円助成

5月から県共募でも91万2千円9件（フードバンク等に助成）
9月に2回目 91万4千円5件 （見守り活動など）

10月から毎年の募金活動
1日のセレモニーはなしで知事室の表敬訪問、
駅前の募金箱も設置式で、声もテープでながすなど工夫して実施

○助成募集について
（募集内容）

12月までで募集締め切り（通常と同じ）
支えあい10団体(去年から1団体減った）

（審査方法）
通常どおり(8名で広い部屋で）



各団体の取り組み（橋本財団）
○コロナ禍の対応について
・8月に採択した団体にアンケート
33のうち19が内容変更 4が延期希望
※内容変更の主なものはイベント中止かオンラインへ変更

○2021年度助成募集について
（募集内容）
活動助成49件、研究助成10件

（審査方法）
ヒアリングZOOM実施（時間管理やりやすい）
審査員会は少人数なのでそのまま実施

（選考結果）
活動助成 30件 ¥27,375,000
研究助成 3件 ¥7,753,000

○2022年度助成募集について
例年通り、9月1日～10月31日で募集予定。



各団体の取り組み（文化連盟）
○コロナ禍の対応について
・正会員向け困りごとアンケートGW前に実施
・県（文化振興課）の受け皿として2種の助成実施
※美術館などの施設整備(空調等コロナ対応）
※事業の応援「みんなの文化活動」102件約1,400万円
→発表などしなくても事業継続のための活動でOK
→先行事業に対してのコロナ対策もOK

・相談窓口の設置
国への申請などの相談、専門の窓口への誘導など

○助成募集について
（募集内容）
文化パワーアップアクション継続予定
コロナ対応の助成金も継続の可能性あり（協議中）
（審査方法）
コロナは緊急性高いので事務局で実施



その他

○岡山県

・５～10月相談窓口の設置（岡山NPOセンター委託）

・セミナーはオンライン併用可で実施

・9月から新しい生活様式対策補助金

・ZOOMなどもゆうあいで実施

○助成団体連絡会 次年度

・セミナーの合同開催（団体支援）

・リアル、オンラインの合同説明会



理事・監事紹介



理事：浅野 直（代表理事 ３代目）
石田 篤史
山下 リール
赤木 智江 （※新任）
尾崎 力弥 （※新任）
藤井 裕也 （※新任）

監事：荒木 秀治
大倉 宏治
大山 知康 （前代表理事）

理事・監事



profile （公財）みんなでつくる財団おかやま
3代目 代表理事

浅野 直

1976年生まれ 総社市出身

平成13年〜26年まで医師の修行

救命センター 軽症〜重症の急性期医療

地域の病院 外来や病棟でプライマリ・ケア

在宅医療専門クリニック 在宅医療

平成26年 あさのクリニック開設

こどもからお年寄りまで 在宅看取りも

何でも相談できる診療所

平成24年 みんつく理事

令和2年 みんつく3代目代表理事



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

専務理事 （初代代表理事）石田 篤史

1977年倉敷生まれ
CivilEngineer（土木技術者）

平成12年岡山県庁 入庁
公共工事のIT化（CALS/EC）など主

に建設マネジメントの分野を担当
平成24年3月に退職し、同年9月に中四
国初のコミュニティ財団、みんなでつく
る財団おかやまを設立

現在は、株式会社イシダ工務店代表取締
役とみんつくの専務理事として、活動

FMくらしき 市民制作番組
縁join!!SPOxT パーソナリティー



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

理事山下 リール

1979年岡山生まれ

美術大学卒業後、東京の企画制作会社にて企業・学校の
採用プロモーションツールや本の装丁を担当。

2003年 起業
株式会社リール 代表取締役

モノづくりを通じて、多様で豊かな世界を創造する会社。

2005年 デジタル先端共創ラボ
『TOCOL Lab.』設立

立命館大学と産学協働で色彩系学習コンテンツ及びWeb

学習システム、理科教材開発をスタート。

2018年 西川エリアまち育て協議体 設立
副代表

2019年 一般社団法人TOCOL設立
代表



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

理事藤井 裕也

1986年岡山生まれ

2011年 美作市地域おこし協力隊
卒業後、NPO法人山村エンタープライ
ズ設立代表。

2016年
岡山県地域おこし協力隊ネットワーク設
立代表、同年総務省地域おこし協力隊サ
ポートデスク

2019年
合同会社離島クラブ設立代表

総務省地域力創造アドバイザー
NPO法人あかね理事



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

理事赤木 智江

1982年2月 岡山生まれ

2006年〜 司法書士事務所にて勤務
2011年 司法書士登録
2017年 司法書士あかぎ法務事務所 開設

2016年度〜2018年度
岡山県青年司法書士協議会 会長

平成30年7月豪雨の被災者支援活動として、
司法書士とFPの連携によるワークショップ
「リカバリーCafe」の企画・運営など。

2018年度〜
日本司法書士会連合会
男女共同参画推進室 室委員

2019年度〜
岡山県司法書士会 理事



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

理事尾﨑 力弥

1982年2月 玉野生まれ

ソーシャルワーカー（社会福祉士）

病院・地域包括支援センターで勤務

2011年 （弁）岡山パブリック法律事務所
(2016年から副所長)
弁護士とソーシャルワーカーの協働による
個別支援・地域支援・社会活動の展開

2011年 社会福祉事務所夢のちから 開設

2016年 （一社）おかやま地域後見支援
ネット 設立

2019年 （公社）岡山県社会福祉士会理事



荒木秀治(あらきしゅうじ)

1973年 大阪府生まれ、兵庫県育ち

1999年 （外資系製薬会社職員ののち）
神戸大学職員

2011年～2015年 岡山大学財務企画課長

2001年～2009年 文部科学省

2018年～現在まで 一般社団法人国立大学協会
企画部次長(～現在まで)

2015年～2018年 文部科学省

2014年～2018年 岡山大学地域総合研究センター
特別准教授

（実践型社会連携教育プログラム）

2018年～ ノートルダム清心女子大学 非常勤講師

profile

（公財）みんなでつくる財団おかやま監事



profile
（公財）みんなでつくる財団おかやま

監事
大倉 宏治

岡山生まれ
株式会社GLOCAL 代表取締役

公認会計士
1992年より大手監査法人にて法定監査
など公認会計士業務に従事。

1996年よりコンサルティング会社にて
経営コンサルティングに従事。

1998年より日系企業の海外展開および
グローバル企業のグループ経営システム
の構築従事。

2002年より岡山を中心に地方の中堅企
業の問題解決に従事。

ももたろーど、子ども社会人スクールな
ど地域活動を実施



profile
公財）みんなでつくる財団おかやま

監事（２代目代表理事）大山 知康

Photo

本人の写真や
活動写真

昭和52年玉野市生まれ
平成１８年 弁護士登録
平成２１年より新見市唯一の弁護士
平成２４年 弁護士法人ゆずりは開設・
美作にも支所開設（美作市唯一の法律事
務所）
同年みんつく理事就任
平成２７年度岡山弁護士会副会長
平成２８年 みんつく代表理事就任
平成３１年 防災士登録
令和２年 みんつく監事就任
令和２年 2019寄付月間アンバサダー賞
岡山弁護士会環境保全災害対策委員会委員長
適格消費者団体消費者ネットおかやま副理事長



助成団体紹介



福祉人財育成基金（子ども福祉・キャリア支援）

〇 認定特定非営利活動法人ポケットサポート

BRIDGE SETOUCHI基金（被災地支援・防災）

〇 ハレハハ

冠基金



〇 いのりんジャパン

〇 有井中町内会子供神輿保存会

〇 一般社団法人お互いさま・まびラボ

〇 がくまび

〇 特定非営利活動法人ぶどうの家わたぼうし

ももたろう基金第１３次



ろうきん寄付システム

〇 特定非営利活動法人中国・四国呼吸器疾患関連
事業包括的支援機構

（保健・医療・福祉）
〇 特定非営利活動法人スマイル・ちわ

（まちづくり）
〇 特定非営利活動法人コミュニケーション

ネットワークLinks
（子どもの健全育成）

〇 特定非営利活動法人おしあげ
（職業訓練・雇用）

〇 特定非営利活動法人消費者ネットおかやま
（消費者保護）



2021年度の
みんつく



2030年にはインフラに

インフラとしてあるべき機
能を検討し、それに伴う体
制及びルールを整備する

２０２１年度 みんつく



○インフラ機能の検討と計画策定

○ノウハウの蓄積と

人財育成機能強化

○助成設計の仕組みづくりと

届ける機能の強化

３本の柱



○総社にみんつく拠点整備
（ハブ機能モデル事業の実施）

（助成以降の災害支援モデル）

○割り勘・冠基金制度見直し

〇奨学金支援スキーム調査

〇医師会連携プロジェクト

主なプロジェクト



ありがとうございました！

2021年度も
よろしくお願いします！


