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総会報告 

 
新元号「令和」が発表され、天皇の代替わりの祝賀ムードに沸く中、平成３１年度総会が４月２

５日（木）１５時３０分からパーティギャラリー・イヤタカ（秋田市中通６丁目）に於いて開催さ

れました。 

総会に先立って、同会場で㈱秋田銀行の行員有志の方々からの寄付金９４８，０００円の贈呈式

が行われ、高田眞千専務から理事長に目録が手渡されました。理事長から同行からのご寄付が平成

２６年度からで今回は４回目となること、これまでは冠ファンドとして、「活力ある高齢社会作り」

や「若者の活動を応援する」事業に助成しておりましたが、今回は「秋田未来づくりファンド」と

して、秋田の元気創出のため活用して参りたいと謝意を述べました。   

総会は司会者（高城憲子 NPO 法人秋田県南ＮＰＯセンター事務局長）が正会員８９名中、出席

者１８名、委任状４９名で会議は成立した旨を告げ、開会しました。 

議長に飼田一之氏（あきたスギッチファンド副理事長）を選出し、早速審議に入りました。第１

号議案 平成３０年度事業報告、第２号議案活動計算報告について事務局から説明があり、続いて監

査委員が欠席のため事務局より事務が適正に処理されているという監査報告が代読されました。議

長が第１号議案、第２号議案を一括して承認を求めたところ、満場異議なくこれらを承認可決しま

した。次に第３号議案 平成３１年度事業計画（案）、ならびに第４号議案 平成３１年度活動予算（案）

について、それぞれ事務局が資料に基づき説明をしました。その後議長が第３号議案、第４号議案

を一括して承認を求めたところ、満場異議なくこれらを承認可決しました。（総会報告は４ｐ以下に

掲載） 

  続いて、任期満了に伴う本ファンド選考委員改選について、異動等に伴う少子化対策応援ファ

ン 

ド選考委員、スギッチファンド運営委員の変更について、理事会で承認された旨報告がありまし

た。                  
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総会終了後同じ会場で、秋田魁新報社総合編集本部 

デジタルセンターデジタル部部長安藤伸一氏が、「秋田発

のクラウドファンディング～ファンあきた～」と題して

講演なさいました。 

 「クラウドファンディングは資金調達の手段として 

捉えられているが、『お金』以外で得られるものー仲間、

応援者、事前マーケティング、ＰＲ効果、信頼性が大事

であり、特にＰＲ効果、信頼性のメリットは大きい。フ

ァンあきたでは、秋田魁新報に無料で広告が２回掲載さ

れるのでその広報効果がある。ファンあきたは、秋田に

関係あるヒト、モノ、コトであればほぼ申請できる。４年間で８１件が掲載され、成功率９０％で失敗は８

件に過ぎない。共感が得られるか、確実に支援してくれる人が一定程度見込まれるかが大事である。」と話さ

れました。市民活動団体でもクラウドファンディングに挑戦するケースが多くなっていますが、スッギッチ

ファンドの助成と共通点が多々あると思いました。 

１７時５０分からは懇親会を開催し、スギッチファンドの一層の発展を祈って乾杯しました。 

 

 

 

 

 

 

   ◆ 第２１回あきたスギッチファンド助成事業 

 

 

 

            

               

 

募集期間  ５月 ６日～６月 ６日   

審査会   ７月 ６日（土） 

事業期間  ７月 ７日～２月１０日 

 

◆ 第２２回あきたスギッチファンド助成事業（予定） 

 

ファンド 助成率 募  集 

本ファンド ９０％ １０万円 ２団体    

３０万円 ３団体 

５０万円 ２団体 

冠ファンド心臓病

の子どもを守る会 

 病児支援 

 

 

１００％ 

 

１０万円 １団体  

２０万円 １団体 

 

            募集期間  １０月 １日～１１月 １日   

審査会   １２月 １日（日） 

事業期間  １２月 ２日～８月３１日 

 

ファンド 助成率 募  集 

本ファンド ９０％ １０万円 ２団体    

３０万円 ３団体 

５０万円 ２団体 

冠ファンド秋田銀行行員有志による 

  秋田未来づくりファンド 

 

１００％ 

 

２０万円 １団体 

３０万円 ２団体 

冠ファンド秋田魁新報社 がんと生

きるファンド 

１００％ １０万円 ２団体    

 

お知らせ ～今年度の助成事業スケジュール～ 

 



 

   ◆ 少子化対策応援ファンド 

         

ファンド 助成率 募  集 

子ども・子育て 

支援等 

１００％ ２０万円 ４団体    

３０万円 ２団体 

５０万円 １団体 

独身男女の出会

い、結婚支援等 

１００％ ２０万円 ３団体    

３０万円 ２団体 

５０万円 １団体 

 

             募集期間    ４月１４日～５月１４日   

審査会    ６月１９日（水） 

事業期間   ６月２０日～２月１０日 

 

              ※助成金額の総額（３６０万円）に達しない場合は、６月下旬に追加募

集を行う。 

 

 

◆ 助成事業報告会   開催日時未定   

  

                              第１８回～第１９回助成事業の報告会 

 

 

 

   ◆ 第１回 あきたスギッチファンド チャリティ・ゴルフコンペ in椿台 

                

          ６月１８日（火）   定員８０名 定員になり次第締切ります。 

  

 

         

  

 

 

 

               

                ※敬称略、順不動、お名前の公開許可を頂いた方のみ掲載します。 

団体・企業等 株式会社福岡ドライクリーニング、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社、 

ダイドードリンコ株式会社、有限会社ワタ商事、株式会社伊藤園秋田支店、 

サントリービバレッジサービス㈱秋田支店、㈱秋田魁新報社、 

秋田県職員消費者生協、秋田県総合公社、秋田県職員 

グラウンドゴルフ大会、秋田県北ＮＰＯ支援センター、秋田県南ＮＰＯセンター、 

スギッチ応援隊、輪茶プロジェクト、スープホリック、イオン催事協議会 

 

個人 菅原展子 

 

 

 

 

あきたスギッチファンド寄付者一覧（平成３１年１月～平成３１年３月） 



 

 

認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド  平成３０年度事業報告 

Ⅰ．管理運営 

１－１ 会議 

     総会     平成３０年４月２６日  於：パーティギャラリー・イヤタカ（秋田市） 

             会員１３２名中 出席者１９名、委任状５８名 

         

     理事会 

第１回理事会 平成３０年 ４月２６日  於：パーティギャラリー・イヤタカ（秋田市） 

       

     運営委員会 

      第１回運営委員会 平成３０年 ４月１７日  於：遊学舎 

             総会に向け、２９年度事業報告、決算、３０年度事業計画、予算について審議 

      第２回運営委員会 平成３０年 ９月１８日  於：遊学舎 

             事業の進捗状況、寄付金受け入れ状況、休眠預金について 

      第３回運営委員会 平成３１年 ３月２６日  於：遊学舎 

              ３１年度事業計画、予算、ファンド選考委員について審議 

               

１－２ 寄付金贈呈式   平成３１年３月２２日  於：秋田魁新報社 

 

            秋田魁新報社からがんに対する正しい知識と予防・検診の啓発を主旨とする活動

を支援することを目的に寄付金を頂いた。 

「秋田魁新報社 がんと生きるファンド」寄付金贈呈式 200,000 円               

 

１－３ 研修会     平成３１年１月１２日（土）  於：遊学舎 

              「休眠預金の現状と、これから」 

                講師 認定 NPO 法人まちぽっと 事務局長 奥田裕之氏 

 

 

Ⅱ．助成事業 

 
２－１ 第１９回スギッチファンド助成事業 

    募集期間   ５月１３日～６月１３日 

    審査員     

栗谷 侑志 株式会社ワーズ 

小室 秀幸 ㈱小室経営コンサルタント代表取締役 

 インキュベーションマネジャー 

佐々木 美奈子 秋田県男女共同参画センター 副センター長 

髙橋 雄悦 株式会社秋田魁新報社 総務局局長 

沼倉  充 ＮＰＯ法人秋田県南パソコン支援市民ネット 副理事長 

村岡 典子 まちなかトーブ 代表 

鷲谷  昇 秋田県あきた未来創造部 地域の元気創造課 班長 

 

      秋田銀行の冠ファンド「活力ある高齢社会づくり」「若者の活動を支援する」の審査には、 

秋田銀行地域未来戦略部の田村健氏に加わって頂いた。冠ファンド「秋田魁新報社 がんと 

生きるファンド」については、高橋審査員に兼ねて審査員を務めて頂いた 

 

認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド 総 会 報 告 



募集、応募、採択状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※３０万円応募の２事業が２０万円に、５０万円応募の１事業が３０万円に減額して採択された。 

 

公開審査会  ７月１３日（金）     於：遊学舎 

 

 

助成決定事業一覧 

 

 

 

ファンドの種類 募集件数 応募件数 採択件数 

本ファンド   １０万円コース ２ ２ ２ 

        ２０万円コース    ２ 

        ３０万円コース ３ ３ ２ 

        ５０万円コース ２ ４ ２ 

冠ファンド 

若者の活動を支援する  

 

２ 

 

１ 

 

１ 

     活力ある高齢社会づくり ２ ２ ２ 

冠ファンド がんと生きる 

１０万円コース 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

        ２０万円コース １ １ １ 

１ この指と～まれ 

  防災活動を身体で学ぼう  

１０万円 北秋田市 

２ 能代おもしろ映画祭り実行委員会 

  能代おもしろ映画祭り 優秀映画鑑賞会 

１０万円 能代市 

３ 非営利団体 カポエイラヘジョナルジャパン秋田 

  カポエイラ体験会＆ブラジル・カポエイラフェスティバル 

２０万円 秋田市 

４ あしたの一歩実行委員会 

  ダンスイベント「あしたの一歩」 

２０万円 秋田市 

５ あきたっ子を健全に育む会 

  子どもの権利（人権）の啓発事業 

３０万円 秋田市 

６ ＮＰＯ法人油谷コレクション 

  秋田おもひで散歩 

３０万円 秋田市 

７ ＮＰＯ法人秋田県音楽協会（おんぷの会） 

  アマチュア音楽家たちの祭典「チャレンジコンサート」 

２０１８ 

５０万円 秋田市 

８ ＮＰＯ法人秋田たすけあいネットあゆむ 

  子ども未来サポート 

５０万円 秋田市 

９ おおだてまちづくりコミュニティ 

  おおだてまちづくりミーティングプロジェクト 

冠「若者の活動を

支援」 １０万円 

大館市 

１０ “秋田の文化”再発見の会  

  “和の文化”再発見プロジェクト 

冠「活力ある高齢

社会」 ３０万円 

秋田市 

１１ 秋田食介護研究会秋田市支部あ・ふ・か 

  人生の最後まで美味しく食べることのできる地域社会つくり 

         最後まで口から食べる県、秋田！ 

冠「活力ある高齢

社会」 ３０万円 

秋田市 

１２ なないろこまち 

  乳がん患者さんのための手作り補正パッド講習会 

冠「秋田魁新報社 

がんと生きる」 

１０万円 

大仙市 

１３ 秋田県がん患者団体連絡協議会きぼうの虹 

  広く県民に、がんサロンを紹介する冊子を作りたい 

冠「秋田魁新報社 

がんと生きる」 

２０万円 

秋田市 



２－２．第２０回スギッチファンド助成事業 

    募集期間   １０月 １日～１１月 １日 

    審査員    第１９回委員に同じ、また冠ファンドは秋田銀行「若者の活動を支援するファンド」

には秋田銀行地域未来戦略部の田村健氏に、「病児の支援活動を応援するファンド」

には全国心臓病の子どもを守る会秋田県支部代表滝波洋子氏に加わって頂いた。 

 

募集、応募、採択状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公開審査会  １２月 １日（土）    於：遊学舎 

 

助成決定事業一覧 

 

 

２－３．少子化対策応援ファンド助成事業  

   

募集期間  ４月１０日～５月 ８日 

審査員    

小林 建一 秋田県立大学非常勤講師、前聖園学園短期大学教授 

佐々木 美奈子 秋田県男女共同参画センター 副センター長 

高島 由美 株式会社プレステージ・インターナショナル BPO 統括 

秋田 BPO キャンパス管理部長 

髙橋 雄悦 株式会社秋田魁新報社 総務局局長 

藤原  淨 秋田県あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課  

 調整・結婚・若者支援班 主幹兼班長 

 

ファンドの種類 募集件数 応募件数 採択件数 

本ファンド   １０万円コース   ２ ３ ２ 

        ３０万円コース   ３ ６ ３ 

        ５０万円コース   ２ ６ ２ 

冠ファンド「若者の活動を支援」 

１０万円コース 

 

  １ 

 

１ 

 

１ 

冠ファンド「病児の支援活動」     

 １０万円コース 

 

  １ 

 

０ 

 

０ 

  ２０万円コース   １ １ １ 

１ 特定非営利活動法人サポートセンター・ビーイング 

  ビーイングふれあい出前コンサート 

１０万円 湯沢市 

２ 秋田エアロフェスティバル実行委員会 

  秋田エアロフェスティバル畑田美紀スペシャルレッスン 

１０万円 秋田市 

３ トーブ・木こりっこ 

  間伐材と支障木の活用 

３０万円 北秋田市 

４ 科学する心を育む会 

  第３２回科学のひろば 

３０万円 由利本荘市 

５ 湯沢びじんプロジェクト 

  小町の郷・びじんのまちづくり 

３０万円 湯沢市 

６ 特定非営利活動法人ｅナビステーションリあん 

  シニアを支える事業を周知するためのＨＰ作成 

５０万円 能代市 

７ びーらぶ秋田 

  『暴力被害女性支援者養成講座』等の開催 

５０万円 秋田市 

８ 湯沢ストリート村実行委員会 

中学生食堂×高校生クリエイトキャンプ in 犬っこまつり 

冠 若者の活動支援 

１０万円 

湯沢市 

９ もぐもぐ 

  食物アレルギーの子ども応援事業 

冠 病児の支援活動 

２０万円 

秋田市 



募集、応募、採択状況 

助成額 募集件数 応募件数 採択件数 

  １４万円コース   １ 

  ２０万円コース ４ １ ０ 

  ２５万円コース   ３ 

  ３０万円コース ６ ６ ３ 

  ４５万円コース    ０ ０ ４ 

  ５０万円コース ２ ４ ０ 

     

※２０万円募集に対して１４万円で応募が１件あり１４万円で採択された。また３０万円応募のうち 

３件が２５万円に、５０万円応募の４件が４５万円に減額して採択された。 

 

 

公開審査会   ６月 ６日（水）    於：遊学舎 

 

 

助成決定事業一覧 

 

 

Ⅲ．助成事業報告会 （第１６回～第１７回） 

  開催日  １０月１４日（日） 

  会 場  遊学舎 

 

  ・第１６回（平成２８年度第２回助成の１１団体、事業期間は２８年１２月～２９年８月）、第１７回（平

成２９年度第１回助成の１２団体、事業期間は２９年７月～３０年２月）の合わせて２３団体による

１ NPO 法人秋田県北 NPO 支援センター 

  学校用品リユース事業 

１４万円 大館市 

２ 子育て応援ぬく森 

  世代をつなぐプロジェクト 

２５万円 秋田市 

３ サポートグループ COCO すた 

  シングルマザーの子育て支援「語り合い、支え合い、つなが

る場づくり」－学び合いと周知を中心にー 

２５万円 秋田市 

４ Ｒａｋｕ＊ｉｋｕ 

  思春期までに伝えたい！親子で考える「恋愛性教育」 

２５万円 秋田市 

５ ＮＰＯ法人秋田育さぽドリームエンジェル 

  チャイサポ ～地域チャイルドサポート養成講習会～ 

３０万円 秋田市 

６ ☆ママとこどもの秘密基地☆実行委員会 

  ママとこどもの秘密基地 

３０万円 横手市 

７ おおだて子育て・多世代交流実行委員会 

  子どもも大人も思いっきり遊ぼう！ みんなで一緒に地域の

魅力発見！ 

３０万円 大館市 

８  ここはぐ 

  おかあさんのための学び舎 

４５万円 秋田市 

９ 能代おやこ劇場 

  花咲かせプロジェクト２０１８ 「糸の森の音楽会」× 

子ども食堂 おいしいごはんと素敵な音楽でおなかも心

もいっぱいに！ 

４５万円 能代市 

１０ 秋田子育て支援サポーター団体 CHERISH 

  CHERISH キッズフェス２０１８ 

４５万円 秋田市 

１１ アミュージングサポート『あ☆そ☆ぶ』 

  おおだて：ハッピー子育てプロジェクト 

４５万円 大館市 



事業成果報告 

  ・助成事業に関する意見交換会 

   「ＮＰＯと助成金」をテーマに意見交換。助成金の申請のポイント、募集時期、助成金額等について

話合った 

・団体同士の交流。 

 

 

 

 

Ⅳ．寄付金募集事業 

 

 

 

  
参考資料 

寄付者一覧（敬称略、公開に同意頂いた分のみ掲載） 

 

１．企業、団体等 

内  容 助 成 指 定   金  額  円 備  考 

みちのくコカコーラボトリング㈱ 本ファンド ８０４，２３６ 現在２９台 

ダイドードリンコ㈱ 本ファンド ２５４，４６４ 現在１５台 

㈲ワタ商事 本ファンド ５２，９０８ 現在１台 

㈱伊藤園 本ファンド ７，９９４ 現在１台 

サントリービバレッジ㈱ 本ファンド ５８，３８０ 現在１台 

秋田銀行地域サポート部 本ファンド １００，０００  

秋田銀行行員有志 冠 高齢者支援他 ９４８，０００  

秋田県庁職員有志 本ファンド ３６３，０００  

秋田魁新報社 冠 がん対策 ２００，０００  

チャリティゴルフ in椿台 本ファンド ５９，５００ 6/８（第 14回）、 

10/9（第 15回） 

ヨコウン㈱ 本ファンド ５０，０００  

グラウンドゴルフ 本ファンド ４７，１５５ ２/５（第８回） 

秋田県北ＮＰＯ支援センター 本ファンド ２０，０００     

秋田県南ＮＰＯセンター 本ファンド ５０，０００  

あきたパートナーシップ  本ファンド   １００，０００  

  〃  スギッチ応援隊 本ファンド １３５，７２５ せんべい、コーヒー販売等 

フットサル（秋田県総合公社） 本ファンド １２，０００  

チャリティコンサート祐徳会 本ファンド １０，８００  

オカリナひまわり 本ファンド １２，７８５  

その他、 

奥羽住宅産業㈱、ＳＯＵＰ ＨＯＬＩＣ，日本らんちう会、秋田県職員消費者生協、輪茶プロジェクト、 

イオン催事協議会、桜風亭、高井会計事務所、紡ぐ人実行委員会、ピーチ（糸代）、スギッチｂｏｏｋ、 

遊学舎募金箱、心庭                       の皆様からご寄付頂きました。 

 

２．定額寄付 

㈱あくら 本ファンド    １８，０００  

㈱福岡ドライクリーニング 本ファンド    ３９，０００  

 

３．個人等 

田畑薫、小林祐子、菅原拓男、藤原睦子、富樫嘉津恵、堀井啓一、藤原勝耕、菅原勝康、高橋信子、 

宮田寿美子、菅原展子、土井敏秀、田村健              の皆様からご寄付頂きました。 

平成３０年度寄付金総額 ４，４０１，５０４円 



認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド  活  動  計  算  書 

平成 30年４月１日から平成３1年３月３１日まで 

      （単位：円） 

科    目 金       額 

Ⅰ経常収益       

  1. 受取会費       

    正会員受取会費 93,000     

    団体会員受取会費 160,000     

    特別会員 0 253,000   

  2. 受取寄付金       

   受取寄付金 4,401,504 4,401,504   

  3. 受取補助金等       

   県補助金（助成事業） 800,000    

   受託事業 0     

   少子化対策支援事業 3,930,000 4,730,000   

  4. その他収益       

   雑収入 82 82   

  5. 前期本ファンド未払金戻入 310,731 310,731   

            

  経常収益計     9,695,317 

            

              

科    目 金       額 

Ⅱ経常費用       

  1. 事業費       

   （1） 助成金支出       

    本ファンド支出 4,307,000    

    冠ファンド支出 1,300,000     

    少子化対策ファンド支出 3,530,000     

    分野指定ファンド支出 0     

    助成金支出計 9,137,000     

   （2） 人件費       

    給料手当 0     

    人件費       

    コーデネイト料 260,000     

    人件費計 260,000     

   （3） その他経費       

    謝金 203,411     

    会議費 35,069     

    旅費交通費 130,340     

    通信運搬費 67,825     

    印刷製本費 43,040     

    広報費 20,000     

    消耗品費 61,041     

    支払手数料 28,836     



    雑費 0     

   その他経費計 589,562     

  事業費計   9,986,562   

  2. 管理費       

   （1） 人件費       

    人件費 0     

    人件費計 0     

   （2） その他経費       

    事務委託料 480,000     

    謝金 5,000     

    会議費 15,270     

    旅費交通費 36,460     

    通信運搬費 63,170     

    消耗品費 0     

    水道光熱費 21,725     

    広報費 120,000     

    雑費 12,495     

    公課費 1,200     

   その他経費計 755,320     

  管理費計   755,320   

経常費用計     10,741,882 

           

正味財産増減の部       

  当期正味財産増減額     △ 1,046,565 

  前期繰越正味財産額     10,336,566 

  次期繰越正味財産額     9,290,001 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド ２０１９年度事業 

事 業 

名 

事  業  内  容  備  考 

管理運営  会議 

  総会  ２０１９年４月２５日  

於：パーティーギャラリーイヤタカ 

  理事会     〃 

 

  運営委員会  

第１回 ２０１９年４月 ９日  於：遊学舎 

    第２回      ９月 （予定） 

    第３回 ２０２０年２月 （予定） 

会員数 

 団体会員 ３５ 

個人会員 ５４ 

 賛助会員 １６ 

 

助成事業 

 

本ファンド 第２１回          

 (原資 2,1 00,000 円  

内県補助 800,000 円) 

 

１０万円×２、３０万円×３、 ５０万円×２          

 

  冠ファンド（秋田銀行寄付   原資 800,000 円） 

      秋田未来づくりファンド 

    ２０万円×１、 ３０万円×２ 

 

冠ファンド（秋田魁新報社寄付 原資 200,000円） 

    がん対策    １０万円×２ 

 

 

本ファンド 第２２回  

      (原資 2,100,000 円) 

１０万円×２、 ３０万円×３、 ５０万円×２ 

 

冠ファンド（心臓病の子どもを守る会寄付  

原資 300,000 円） 

   病児支援  １０万円×１、 ２０万円×１   

 

 

  少子化ファンド          

（原資 3,600,000 円） 

 

 子ども・子育て支援等  （1,900,000） 

２０万円×４、３０万円×２、５０万円×１ 

 

    独身男女の出会い・結婚支援等  （1,700,000） 

２０万円×３、３０万円×２、５０万円×１ 

 

 

募集 

5 月６日～６月６日 

 

審査会  ７月 ６日（土） 

 

事業期間  7/7～2/10 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

募集 

1０月１日～1１月１日 

 

審査会  １２月１日（日） 

 

事業期間  12/2～8/31  

 

 

 

募集 

４月１４日～５月１４日 

 

審査会  ６月１９日（水） 

 

事業期間  6/20～2/10  

 

（第１回で残額が出た場合、

６月下旬に追加募集する） 

助成事業 

報告 

・事業報告会  

 

  第１８回～第１９回助成事業報告会   

開催日時未定 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金募

集事業 

 

・寄付金募集、会員増強のための活動 

 

 

  役員全員、３センターの協力による寄付金募集、会

員増強活動の強化 

 

  企業、団体等への働きかけ  県、市町村への働き

かけ 

   （社会貢献型自動販売機、スギッチ協力商品、 

募金箱、新規開拓等） 

 

寄付金募集のためのイベント 

  チャリティ事業 

（スポーツイベント、音楽イベント等） 

 

 

随時 

  

 

寄付金獲得目標  

本ファンド ３２０万円 

 冠ファンド  ８０万円 

相談・コン

サルティ

ング事業 

 

 

 

申請団体、助成先団体に対する相談、指導 

 

 県北ＮＰＯ支援センター、あきたパートナーシップ、

県南ＮＰＯセンターで実施 

 

 

広 報 事

業・研修事

業 

 

ホームページの充実 

資金調達についての研修 

  全国コミュニティファンドの動向、休眠預金の動向

等に関する研修会 

 

 



 

認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド   

２０１９年度活動予算書 

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 

      （単位：円） 

科    目 金       額 

Ⅰ経常収益       

  1. 受取会費       

    正会員（個人） 150,000     

    正会員（団体） 150,000     

    賛助会員 12,000 312,000   

  2. 本ファンド寄付金 3,200,000     

   冠ファンド寄附金 800,000 4,000,000   

  3. 受取助成金等       

   県補助金（助成事業） 800,000     

   少子化対策支援事業 4,000,000 4,800,000   

  4. その他収益       

   雑収入 1,000 1,000   

  経常収益計     9,113,000 
       

               

Ⅱ 経常費用       

  1. 事業費       

   （１） 助成金       

    本ファンド 4,200,000     

    冠ファンド 1,300,000     

    冠ファンド 少子化ファンド 3,600,000     

    助成金計 9,100,000     

   （２） 人件費       

    給料手当 0     

    コーディネート料 200,000     

    人件費計 200,000     

   （２） その他経費       

    謝金 150,000     

    会議費 50,000     

    旅費交通費 150,000     

    通信運搬費 130,000     

    印刷製本費 30,000     

    広報費 30,000     

    消耗品費 80,000     

    リース料 0     

    研修費 30,000     

    雑費 30,000     

    支払手数料 30,000     

   その他経費計 710,000     

  事業費計   9,810,000   



  2. 管理費       

   （1） 人件費 0     

    人件費計 0     

   （2） その他経費       

    事務委託料 480,000     

    謝金 30,000     

    会議費 20,000     

    旅費交通費 50,000     

    通信運搬費 60,000     

    印刷製本費 10,000     

    広報費 130,000     

    消耗品費 10,000     

    研修費 30,000     

    光熱水費 25,000     

    支払手数料 5,000     

   その他経費計 850,000     

  管理費計   850,000   

経常費用計     10,660,000 

  当期正味財産増減額     △ 1,547,000 

  前期繰越正味財産額     9,290,001 

  次期繰越正味財産額     7,743,001 

              

 

 

  

                                      


