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2022(令和 4)年 6 月 15日発行 

   

 

 

         

総 会 を 行 い ま し た 

  今年度も新型コロナウイルスの感染予防に配慮しながらのスタートになりました。秋田県では多

少落ち着いてきたとはいえまだまだ予断を許さない日々が続いています。そんな中、5月 9日、14

時からパーティギャラリーイヤタカにおいて総会が開催されました。総合司会の浅利博樹（県北 NPO

支援センター）が正会員数８５名中、出席者２４名、委任状４１通で、会議は成立した旨を告げ、

開会しました。 

   最初に、飼田一之理事長が、参加者に昨年同期より感染者が減り、このように多くの会員が集ま

って総会を行えることに感謝の意を表した。総会では昨年度の事業報告や決算報告、今年度の事業

計画や予算案をご審議いただきたい、また、今年度は役員改選の時期に当たっているため、その件

についてもご検討いただきたいと話してあいさつを終えました。 

   議長に塩田充弘氏（あきたスギッチファンド理事）を選出して、議長席に座り、議事録署名人に

飼田一之氏と菅原展子氏を指名して、早速審議に入りました。 

        第 1号議案 ２０２１年度事業報告 

        第２号議案 ２０２１年度決算報告 監査報告 

        第３号議案 ２０２２年度事業計画（案） 

        第４号議案 ２０２２年度活動予算（案）） 

        第５号議案 役員選任について 

    各案件について、順次事務局からの説明がありましたが、会場からは特に質問もなく、満場一

致で可決承認されました。（総会報告については P２から詳しく記載してあります） 

あきたスギッチファンド通信 No.39 
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第１号議案 ２０２１年度事業報告 

Ⅰ．管理運営 

１－１ 会議 

    総会  

  ２０２１年 ４月２６日（月）  於：パーティギャラリー・イヤタカ（秋田市） 

             正会員８９名中 出席者１１名、委任状５０名 

             新型コロナウィルス感染拡大防止のため最小人数の参加で実施した。 

    理事会 

第１回理事会 ２０２１年 ４月２６日  於：パーティギャラリー・イヤタカ（秋田市） 

      第２回理事会 ２０２１年 ４月２６日  於：パーティギャラリー・イヤタカ（秋田市） 

                理事長辞任のため理事長・副理事長選任 

      臨時理事会  ２０２１年 ８月２６日  於：遊学舎小会議室 

                各種規程類の承認 

      第３回理事会 ２０２１年１２月１０日  於：遊学舎会議棟 

                事業の進捗状況会計の中間報告、認定 NPO 法人の認定更新について、

休眠預金応募について 

    運営委員会 

      第１回運営委員会 ２０２１年４月２０日   

            理事会・通常総会に向けて。理事より辞任申し出があり、候補者の検討。 

選考委員改選のため候補者の検討。運営委員異動のための欠員補充について 

８名出席（遊学舎を拠点にオンライン開催）    

      第２回運営委員会 ２０２０年１０月１５日  於：遊学舎  

            寄付・会費納入状況、募集事業、事業報告会、休眠預金分配団体応募について 

９名出席 

      第３回運営委員会 ２０２１年１２月１０日  於：遊学舎 

            同時開催の理事会にオブザーバーとして参加 

運営委員としては５名出席 

      第４回運営委員会 ２０２２年３月２５日  於：遊学舎 

            総会に向けて、理事、運営委員改選期につき候補者に関する協議  

    休眠預金検討委員会  

      ２０２１年５月から２０２２年３月まで、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため 

オンライン開催も多用、対面あわせて２０回開催 

１－２ 寄付金贈呈式    

      ２０２１年 ３月２３日  秋田魁新報社による寄付金贈呈式   於：秋田魁新報社  

              寄付金額   ２００，０００円 

あきたスギッチファンド ２０２２年度通常総会報告 詳細 
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       ２０２１年 ３月２５日 あいおいニッセイ同和損害保険（株）、損害保険ジャパン（株） 

第一生命保険（株）、ダイドードリンコ（株）、 

日本生命労働組合秋田支部  於：秋田県庁 プレゼンルーム 

                寄付金額  １，３２０，０００円 

                分野     環境、こども子育て、地域活性、雇用定住等 

Ⅱ．助成事業 

 ２－１ 第２５回スギッチファンド助成事業 

   募集期間  ５月１９日～６月１９日 

   審査員（７名）     

安宅 英男 （選考委員長） 株式会社秋田魁新報社 総務局総務部部長 

板谷 大樹 NPO 法人八峰町観光協会 事務局長 

石田 万梨奈 Onozucolor 代表 

渡邉 靖 秋田商工会議所 まちづくり推進課課長 

細谷 拓真 NPO 法人 Yokotter 理事長 

鎌田 晶子 
秋田県企業活性化センター 

秋田県よろず支援拠点コーディネーター 

熊谷 僚子  
秋田県あきた未来創造部 地域づくり推進課 

地域協働推進班 主幹（兼）班長 

      

募集、応募、採択状況 

                

 

     

   

 

 

 

 

 

  

  ※分野指定「女性生活支援」ファンドは、コロナ禍において女性の生活困窮問題がクローズアップ 

されていることから、女性の生活にかかわる課題に取り組んでいる事業を対象として募集したが、 

応募がありませんでした。。 

 

審査会  ７月１７日（土）     於：遊学舎 

 

 

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 １ 

        ３０万円コース  ３   ８    ３ 

        ５０万円コース １ ３ １ 

分野指定 「女性生活支援」ファンド  

       ２０万円コース 

 

１ 

 

０ 

 

０ 

冠ファンド がんと生きるファンド 

       １０万円コース 

 

２ 

 

   １ 

 

  １ 

       ２０万円コース １    １    ０ 
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助成決定事業一覧   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２．「寄り添う市民活動」緊急サポートファンド」 

新型コロナウィルスの感染拡大により、NPO 等が行う「新しい生活様式」に対応するための取り組みや、 

経済的・精神的に困窮する方への市民活動」を助成対象として秋田県から補助金 9,714,000 円が交付さ

れました。そのうち 8,500,000 円を原資にした「秋田県寄り添う市民活動緊急サポートファンド」を組

成しました。 

募集期間  ７月１０日～８月１０日 

        審査員は第２５回に同じ 

募集、応募、採択状況 

 

 

 

公開審査会  9 月 1 日（水） 於：遊学舎 

助成決定事業一覧 

   助成金額ごとの応募件数に偏りがありましたが、審査員の協議により、申請内容や助成金額の 

変更を条件に、以下の事業が採択されました。 

 

 

 

「能代山本の先人たち」寄稿の地元紙連載実行委員

会 

「能代山本の先人たち」寄稿の地元紙連載 

１０万円 能代市 

CAP あきた 

「子どもとおとなのエンパワメント事業」 

３０万円 秋田市 

NPO ヒューマンネットワークあきた 

地域で支え合う仕組みづくりのためのコミュニ 

ケーションスキル講座 

３０万円 秋田市 

幸せサポートいろどり 

子育て世帯のフードバンクサポート事業 

３０万円 鹿角市 

特定非営利活動法人男鹿潟上南秋教育会館 

不登校・ひきこもり・発達障害のある方への支援 

５０万円 潟上市 

冠ファ

ンド 

がんカフェあきたの会 

 がんと向き合ってどう生きるかを考える 

１０万円 秋田市 

ファンドの種類 募集件数 応募件数 採択件数 

   ３０万円コース １０ ２ １ 

   ５０万円コース  ５   ６      ４ 

 １００万円コース ３ ６  ６ 

高
齢

者
支

援 ケイロウくらぶ 

寝たきり予防講座 

３０万円 大館市 

 
 

 

本
フ 

ァ 

ン 

ド 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３．第２６回スギッチファンド助成事業  

  募集期間   １０月５日～１１月５日 

        審査委員は第２５回と同じ 

  募集、応募、採択状況 

保呂羽地区自治会 

コロナ禍でも安心安全に暮らせる保呂羽の里づくり 

5０万円 横手市 

生
活
困
窮
者
支
援 

NPO 法人ハートランドひまわり 

フードバンクひまわり整備事業 

５０万円 大館市 

NPO 法人あきた結いネット 

生活困窮者に届く情報発信・生活支援整備事業 

１００万円 秋田市 

幸せサポートいろどり 

 子どもたちの感性を磨く親子の充実時間 

１００万円 鹿角市 

一般社団法人フードバンクあきた 

 生活困窮者に対する寄り添い支援 

１００万円 秋田市 

フードバンクで寄り添い支援実行委員会 

 「フードドライブ plus コミュニティ食堂」 

１２０万円 秋田市 

 

病児学習支援ボランティア人材バンク 

 病児療養児つながりサポーと事業 

５０万円 秋田市 

NPO 法人秋田育さぽドリームエンジェル 

 コミュニティ包括支援事業『家族を繋ぐプロジェクト』 

 秋田モデル 

５０万円 

 

秋田市 

 NPO 法人蜘蛛の糸 

 コロナ禍に対応するための自殺予防地域連携モデルの 

 構築 

１００万円 秋田市 

NPO 法人光希屋（家） 

 「つながる」「つなぐ」「つながり続ける」伴走型支援の 

 実践 

１００万円 大仙市 

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   ４ ２ ２ 

  〃     ２０万円コース   ２ ２ ２ 

分野指定ファンド「女性生活支援」２０万円コー

ス 

  １ ０ ０ 

冠ファンド「がんと生きるファンド」（魁新報社） 

        １０万円コース 

   

  １ 

 

１ 

 

１ 

冠ファンド「病児の支援活動を応援するファン

ド」(心臓病の子どもを守る会) 

       １０万円コース 

 

  １ 

 

０ 

 

０ 

〃    ２０万円コース   １ ０ ０ 

自
殺
・ 

ひ
き
こ
も
り
支
援 

子
ど
も
支
援 
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公開審査会   １２月５日（日）  於：遊学舎 

助成決定事業一覧   

 

 

２－４．秋田県包括連携協定締結企業による SDGｓ応援事業  

  募集期間   ２０２２年２月１６日～３月６日 

  募集、応募、採択状況 

 

公開審査会   ３月１８日（金）  於：遊学舎 

  審査委員は第２５回と同じ審査委員に加えて、書類審査には協定締結企業から合計 5 名が、 

公開審査会には 1 名が参加しました。 

 

 NPO 法人秋田県音楽協会（おんぷの会） 

おんぷの会音楽普及活動 100 回記念音楽会「春に捧 

げるコンサート 

１０万円 秋田市 

セルヴェッサ 

地域で子どもを応援する新たなカタチへのチャレン  

ジ 

１０万円 大館市 

NPO法人ここはぐ 

 秋田版産後ドゥーラ養成講座事業 

２０万円 秋田市 

NPO 法人コミファ 

 ラジオでの依存症の広報活動 

２０万円 秋田市 

 がんサロン「きずな」 

 がん患者さんが集う「がんサロン」運営 （中止） 

１０万円 秋田市 

ファンドの種類 募集件数 応募件数 採択件数 

あいおいニッセイ同和損保地域密着 NPO 全力サポート

ファンド （環境分野）  ２７万円 

 

  １ 

 

３ 

 

２ 

あいおいニッセイ同和損保地域密着 NPO 全力サポート

ファンド （こども分野） １０万円 

 

  １ 

 

１ 

 

１ 

損害保険ジャパン株式会社 地域づくり支援ファンド      

（地域活性） ２０万円 

    

  １ 

 

２ 

 

１ 

第一生命保険（株）秋田支社 A ターン支援ファンド 

       （雇用・定住） ２０万円 

    

  １ 

 

１ 

 

１ 

ダイドードリンコ 子育て支援ファンド 

       （こども・子育て）２０万円 

 

  １ 

 

１ 

 

 

１ 

日本生命 あきたを元気に！応援ファンド 

       （地域活性）  ２０万円 

   

  １ 

 

２ 

 

  ２ 

本
フ
ァ
ン
ド 

冠
フ
ァ
ン

ド 
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助成決定事業一覧 

  

ファンド名 

助成決定団体名と事業名  

決定金額 

 

市町村 

あいおいニッセイ同和損保地

域密着 NPO 全力サポートファ

ンド （環境分野）   

NPO 法人はちろうプロジェクト 

 「八郎潟モグリウム」ガイドブ

ック制作によるネットワーク拡大

プロジェクト 

１７万円 八郎潟町 

あいおいニッセイ同和損保地

域密着 NPO 全力サポートファ

ンド （環境分野） 

NPO 法人秋田水生生物保全協会 

 第１１回地魚検定試験 

１０万円 秋田市 

あいおいニッセイ同和損保地

域密着 NPO 全力サポートファ

ンド （こども分野）  

NPO 法人あきた花咲く教師力ネッ

ト 

 小学校の先生が保育園・幼稚園

で教える一足早い小学校体験 

 

１０万円 秋田市 

損害保険ジャパン株式会社 

地域づくり支援ファンド（地

域活性） 

NPO 法人北秋田市ハッピーデリバ

リー 

 合川駅を活用した地域住民の憩

いの場づくり 

２０万円 北秋田市 

第一生命保険（株）秋田支社 

A ターン支援ファンド（雇

用・定住） 

一般社団法人ドチャベンジャーズ 

 秋田で広がるインターンシッ

プ！コーディネーターに聞く秋田

の可能性 

２０万円 五城目町 

ダイドードリンコ  子育て支

援ファンド（こども・子育

て） 

おおだて子育てラジオネットワー

ク 

 ラジオ番組「かだる！子育てラ

ジオ」の企画・放送 

２０万円  

大館市 

日本生命 あきたを元気に！

応援ファンド(地域活性) 

NPO 法人みらいの学校 

 街を歩くのが楽しくなる「うご

チズ」作成事業 

１０万円  

羽後町 

日本生命  秋あきたを元気

に！応援ファンド（地域活

性） 

かぞくによりそうグループ 

 家族に学ぶイマドキ終活 

１０万円  

潟上市 

 

Ⅲ．助成事業報告会 （第２２回～第２３回） 

  日時：１２月１５日 １３：００～１５：４０  ２０団体参加 

  新型コロナウィルス感染症の影響で一堂に集まって実施する「助成事業報告会」の開催は困難と考え、 

各団体、それぞれの活動拠点あるいは県南・県北・中央の NPO 支援センターをオンラインでつなぎ、

報告会を行いました。コロナ禍のため、採択されたにもかかわらず活動を中止せざるを得ない団体も２
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団体ありました。 

  ・第２２回助成事業（２０１９年度第２回助成の本ファンド５団体、がんと生きるファンド１団体。事

業実施期間は２０１８年１２月～２０１９年８月、）については計６団体の報告を行いました。 

・第２３回（２０１９年度第１回助成の本ファンド５団体、事業期間は２０１９年７月～２０２０年２

月、秋田未来づくりファンド２団体、新型コロナウィルス対応緊急支援ファンド７団体）については

計１４団体の報告を行いました。 

  

 Ⅳ．寄付金募集事業 

 

  

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    （２０２２年３月末現在） 

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 ５９４，４９７ １７台 

ダイドードリンコ㈱ 本ファンド １９３，５８６ １３台 

サントリービバレッジ㈱ 本ファンド ６，１５８ １台 

秋田銀行地域価値共創部 本ファンド １００，０００  

秋田県庁職員有志（５６７名） 本ファンド ６８２，０００  

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 ２８，５００  

損害保険ジャパン（株） 本ファンド ２３０，０００  

日本生命労働組合秋田支部 本ファンド ２３０，０００  

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 本ファンド ４００，０００  

その他、 

紡ぐ人実行委員会、奥羽住宅産業（株）、スギッチ応援隊、NPO 法人県北 NPO 支援センタ

ー、NPO 法人秋田県南 NPO センター、NPO 法人あきたパートナーシップ、洋裁サークル 

の皆様からご寄付頂きました。 

 

２．個人等 

藤原睦子、富樫嘉津恵、堀井啓一、藤原勝耕、田畑薫、登利屋潤、高堂裕、小林祐子、菅原拓

男、菅原展子、佐藤満、利部桃子、畠山順子、宮崎真紀、児玉弥栄子、その他の皆様からご寄

付頂きました。 

 

 たくさんのご寄付をありがとうございました。 

 

 

２０２1 年度寄付金総額 ４，２２８，９３４円 

              （2021.4.1～2022.3.31） 
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第２号議案 ２０２１年度 活動決算報告 

  活動計算書 

2021年４月１日から 2022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 87,000     

   団体会員受取会費 130,000     

   特別会員 0 217,000   

  2. 受取寄付金       

   受取寄付金 4,228,934 4,228,934   

  3. 受取補助金等       

   市受取助成金 0    

   県受取補助金 9,714,000 9,714,000   

   受託事業   0   

  4. その他収益       

   雑収入（受取利息） 76     

   前期本ファンド未払金

戻入 
15,927 16,003   

  経常収益計     14,175,937 

 

 

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 2,080,046     

    冠ファンド支出 100,000     

    寄り添いファンド支出 8,500,000     

    ＳＤＧｓ応援ファンド支出 1,170,000     

    助成金支出計 11,850,046     

   （2） 人件費       

    給料手当 0     

    人件費 0     

    コーデネイト料 751,800     

    人件費計 751,800     

   （3） その他経費       

    謝金 245,013     

    会議費 37,220     

    旅費交通費 220,150     
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    通信運搬費 56,696     

    印刷製本費 44,420     

    広報費 126,500     

    消耗品費 63,642     

    支払手数料 28,380     

    雑費 0     

   その他経費計 822,021     

  事業費計   13,423,867   

  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     

    印刷製本費 20,900     

    会議費 37,170     

    旅費交通費 130,120     

    通信運搬費 27,698     

    支払手数料 440     

    水道光熱費 21,982     

    消耗品費 15,985     

    広報費 110,600     

    雑費 15,733     

    公課費 3,600     

   その他経費計 864,228     

  管理費計   864,228   

経常費用計     14,288,095 

           

正味財産増減の部       

  当期正味財産増減額     △ 112,158 

  前期繰越正味財産額     6,438,197 

  次期繰越正味財産額     6,326,039 

  

財務諸表の注記 

１．重要な会計方針       

  財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010 年 7月 20日 2011年 11月 20日 

一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。 
 （１）消費税等の会計処理      

  消費税は税込経理によっています。     

２．事業別損益の状況       

  事業別損益の状況は以下の通りです。    

        （単位：円） 
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科    目 

法人事業

(寄附金

募集事

業） 

ＳＤＧｓ応援

事業 

寄り添い       

支援事業

（補助金事

業） 

事業部門計 管理部門 合 計 

Ⅰ経常収益             

  1 受取会費         217,000 217,000 

  2 受取寄付金 1,881,701 1,290,000   3,171,701 1,057,233 4,228,934 

  3 受取助成金等             

    寄り添いファン

ド 
    9,714,000 9,714,000   9,714,000 

  4 その他収益           0 

   受取利息       0 76 76 

   本ファンド戻し入れ 0    0 0 0 

   前期未払金戻入 15,927     15,927 0 15,927 

  経常収益計 1,897,628 1,290,000 9,714,000 12,901,628 1,274,309 14,175,937 

Ⅱ 経常費用             

   （1） 本ファンド支出 2,080,046 0   2,080,046   2,080,046 

    冠ファンド支出 100,000 0   100,000   100,000 

    ＳＤＧｓ応援ファ

ンド支出 
  1,170,000   1,170,000   1,170,000 

    寄り添いファン

ド支出 
    8,500,000 8,500,000   8,500,000 

      2,180,046 1,170,000 8,500,000 11,850,046   11,850,046 

   （2） 人件費             

    給料手当             

    人件費   0 0 0 0 0 

    コーデネイト料   0 751,800 751,800 0 751,800 

    人件費計 0 0 751,800 751,800 0 751,800 

   （3） その他経費           0 

    事務委託料       0 480,000 480,000 

    謝金 122,507 61,253 61,253 245,013 0 245,013 

    会議費 23,635 5,615 7,970 37,220 37,170 74,390 

    旅費交通費 59,150 7,000 154,000 220,150 130,120 350,270 

    通信運搬費 46,276 0 10,420 56,696 27,698 84,394 

    印刷製本費 16,500 0 27,920 44,420 20,900 65,320 

    広報費 0 0 126,500 126,500 110,600 237,100 

    消耗品費 3,396 0 60,246 63,642 15,985 79,627 

    光熱費   0   0 21,982 21,982 



12 

 

    支払手数料 12,320 1,650 14,410 28,380 440 28,820 

    雑費 0 0 0 0 15,733 15,733 

    公課費       0 3,600 3,600 

   その他経費計 283,784 75,518 462,719 822,021 864,228 1,686,249 

経常費用計 2,463,830 1,245,518 9,714,519 13,423,867 864,228 14,288,095 

  当期経常増減額 
△ 

566,202 
44,482 △ 519 △ 522,239 410,081 △ 112,158 
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 貸借対照表 

（2022年 3月 31日現在) 
       （単位：円） 
        

科  目 金   額 摘   要 

Ⅰ 資産の部           

  1. 流動資産           

   現金 568          

   普通預金 7,542,471      秋田銀行/北都銀行他 

   未収金  0          

   立替金 0          

    流動資産合計   7,543,039        

               

  2. 固定資産           

    什器備品 0         

               

    固定資産合計   0       

               

       資産合計     7,543,039      

               

Ⅱ 負債の部           

  1. 流動負債           

   未払金 助成事業 1,214,000      助成事業採択団体他 

   前受金 3,000      会費   

               

    流動負債合計   1,217,000        

               

  2. 固定負債           

               

    固定負債合計   0        

               

       負債合計     1,217,000      

               

Ⅲ 正味財産の部           

   前期繰越正味財産   6,438,197       

   当期正味財産増減額   △ 112,158       

  正味財産合計     6,326,039      

  負債及び正味財産合計     7,543,039      
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  財産目録 

（2022年 3月 31日現在) 
       （単位：円） 

科  目 金   額 摘   要 

Ⅰ 資産の部           

  1. 流動資産           

   手許現金 568         

   普通預金  №1 185,001     秋田銀行本店（会費口座） 

   普通預金  №2 4,898,075     秋田銀行本店(寄附金口座） 

   普通預金  №3 403,264     秋田銀行本店(運営口座） 

   普通預金  №5 62,957     秋田銀行本店(少子化口座） 

   北都銀行 №1 77,000     北都銀行本店(会費口座） 

   北都銀行 №2 1,880,992     北都銀行本店(寄附金口座） 

   秋田信用金庫 №2 35,182     秋田信用金庫本店(寄附金口座） 

   未収金 補助金事業他 0         

             

    流動資産合計   7,543,039   
    

               

  2. 固定資産           

    什器備品 0         

    固定資産合計   0       

       資産合計     7,543,039     

               

Ⅱ 負債の部           

  1. 流動負債           

   未払金 助成事業 1,214,000     助成事業採択団体他 

   前受け金 3,000     会費   

               

    流動負債合計   1,217,000       

               

  2. 固定負債           

    固定負債合計   0       

       負債合計     1,217,000     

               

Ⅲ 正味財産の部           

   前期繰越正味財産   6,438,197       

   当期正味財産増減額   -112,158       

  正味財産合計     6,326,039     

  負債及び正味財産合計      7,543,039     
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  未払金内訳      

  本ファンド支出   ＮＰＯ法人コミファ他 260,000  

  ＳＤＧｓ応援ファンド  ＮＰＯ法人かぞくによりそうグルー

プ 
954,000  

           

    計  1,214,000  

 

 

第３号議案 ２０２２年度事業計画 

事業名 事  業  内  容  備  考 

 

管理運営 

 会議 

  総会  ２０２２年５月９日  

於：パーティーギャラリーイヤタカ 

  理事会     〃 

    第１回 ２０２２年 ５月９日 

    第２回      〃  （理事長選任） 

    第３回 ２０２２年 １１月 

                   

  運営委員会  

第１回 ２０２２年 ６月   

    第２回   〃  １０月  

    第３回   〃  １２月 

    第４回 ２０２３年 ３月 

     

  

会員数 

  団体会員 ３５ 

個人会員 ５０ 

  賛助会員  ８ 

 

助成事業 

 

「寄り添う市民活動」緊急サポート事業 

           （原資 20,000,000 円） 

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う経済的・ 

精神的に困窮する方への生活支援など、地域課題 

解決に向けた市民活動等を対象とする 

 

３０万円×５、 ５０万円×５、１００万円×４ 

２００万円×３、 ３００万円×２ 

 

いずれも事業に対する助成率は１０／１０ 

 

 

本ファンド 第２７回          

 (原資 2,500,000 円) 

 

 

募集 

 ４月１８日（月）～ 

     ５ 月１ ８ 日

（水） 

 

審査会 ６月５日（日） 

 

事業期間  

 ６月６日～ 

２０２３年２月２５日 

 

 

 

募集 

８月２３日～９月２３日 
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第４号議案 ２０２２年度予算案 

 

２０２２年度活動予算書    

２０２２年４月１日から２０２３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） 105,000     

    正会員（団体） 150,000     

    賛助会員 24,000 279,000   

  2. 本ファンド寄付金 3,000,000     

   冠ファンド寄附金 
 

1500,000  
4,500,000   

  3. 受取助成金等       

   県補助金（助成事業） 26,561,000 26,561,000   

  4. その他収益       

   雑収入 1,000 1,000   

  経常収益計     31,341,000 
       

 

Ⅱ 経常費用       

  1. 事業費       

   （１） 助成金       

    本ファンド支出 1,500,000     

    冠ファンド支出 1,125,000     

    寄り添う市民活動応援ファ

ンド支出 
20,000,000     

    助成金計 22,625,000     

  助成額 

冠ファンド    100 万円 

  本ファンド    150 万円  

 

       

 

 

審 査 会  １ ０ 月２ ３ 日

（日） 

 

事業期間   

１０月２４日～ 

   ２０２３年８月末日 

助成事業 

報告 

事業報告会  

  第２４回～第２５回助成事業報告会   

 

１１月下旬 
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   （２） 人件費       

    給料手当 3,696,000     

    コーディネート料 0     

    人件費計 3,696,000     

   （３） その他経費       

    謝金 120,000     

    会議費 30,000     

    旅費交通費 1,793,000     

    通信運搬費 70,000     

    印刷製本費 233,000     

    広報費 50,000     

    消耗品費 400,000     

    支払手数料 40,000     

    雑費 284,000     

   その他経費計 3,020,000     

  事業費計   29,341,000   

  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     

    会議費 40,000     

    旅費交通費 100,000     

    通信運搬費 30,000     

    印刷製本費 20,000     

    光熱水費 25,000     

    広報費 10,000     

    消耗品費 10,000     

    雑費 20,000     

   その他経費計 735,000     

  管理費計   735,000   

経常費用計     30,076,000 

  当期正味財産増減額     1,265,000 

  前期繰越正味財産額     6,326,039 

  次期繰越正味財産額     7,591,039 
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第５号議案 役員 
   任期 2022年 4月～2024年 3月 

 役職 氏名 所属 
重任・新

任 

1 
副理

事町 浅利
あさり

 博樹
ひろき

 
秋田県大館市 

NPO法人秋田県北 NPO支援センター 
重任 

2 理事 阿部
あべ

 和夫
かずお

 
秋田県湯沢市 

有限会社阿部仏壇 
重任 

3 理事 伊勢
いせ

 昌弘
まさひろ

 
秋田県秋田市 

伊勢法律事務所 
重任 

4 
理事

長 飼
かい

田
た

 一之
かずゆき

 
秋田県横手市 

NPO法人秋田県南 NPOセンター 
重任 

5 理事 門脇 砂絵美
かどわき    さえみ

 
秋田県仙北市 

一般社団法人市民活動あきた 
新任 

6 理事 北嶋
きたじま

 正
まさし

 
秋田県秋田市 

株式会社イヤタカ 
重任 

7 理事 佐々木
ささき

茂美
しげみ

 
秋田県秋田市 

佐々木茂美税理士事務所 
重任 

8 理事 佐藤
さとう

 裕之
ひろゆき

 
秋田県秋田市 

羽後設備株式会社 
重任 

9 理事 塩田
しおた

 充弘
みつひろ

 
秋田県横手市 

ヨコウン株式会社 
重任 

10 理事 菅原
すがわら

 展子
のぶこ

 
秋田県秋田市 

秋田県ユネスコ連絡協議会 
重任 

11 理事 高堂
たかどう

 裕
ゆたか

 
秋田県秋田市 

株式会社あくら 
重任 

12 理事 登利屋
 とりや

 潤
じゅん

 
秋田県秋田市  

秋田銀行 
重任 

13 理事 能登
の と

 祐子
ゆ う こ

 
秋田県能代市 

夢工房咲く咲く 
新任 

14 
副理

事長 畠山
はたけやま

 順子
じゅんこ

 
秋田県秋田市  

NPO法人あきたパートナーシップ 
新任 

15 理事 松坂
まつざか

 敏
とし

悦
えつ

 
秋田県大館市 

地域の安全と環境保全を考える会 
重任 

1 監事 高井
たかい

 宏司
こうじ

 
秋田県秋田市 

高井宏司会計事務所 
重任 

2 監事 鐙 啓記
あぶみ けいき

 
秋田県秋田市 

合同会社地域資源ネットワーク 
新任 
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報告 運営委員名簿 

 

    任期 2022年 4月～2024年 3月 

  氏名 所属 

1 秋元 悠史 アキモト酒店 

2 浅利 博樹 ＮＰＯ法人秋田県北ＮＰＯ支援センター 理事長 

3 小原 友明 秋田県あきた未来創造部 地域づくり推進課 課長 

4 菅原 展子 秋田県ユネスコ連絡協議会 会長 

5 高杉 静子 NPO法人あきたパートナーシップ 副理事長 

6 高橋 茂 ＮＰＯ法人秋田県南ＮＰＯセンター 理事 

7 千葉 尚志 イースナーデザイン 代表 

8 登利屋 潤 秋田銀行地域価値共創部  

9 畠山 順子 NPO法人あきたパートナーシップ 理事長 

 

 

 

   役員、運営委員の皆様、2年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 


