
公募システム入力項目

事業内容: No. 20190621-0004
団体情報: 団体名 しみん基金・こうべ
団体情報: 設立年月日 1999/7/12
団体情報: 団体の種類 認定NPO法人
団体情報: 法人格取得年月日 2000/1/25
団体情報: 代表者 役職 理事長
団体情報: 代表者 氏名 戎 正晴
団体情報: 〒 651-0095
団体情報: 住所 神戸市中央区旭通1丁目1-1-203
団体情報: TEL 078-230-9774
団体情報: Email kikin@stylebuilt.co.jp
団体情報: ウェブサイト http://www.stylebuilt.co.jp/kikin/
団体情報: 過去3年以内に非営利組織評価セン
ター（JCNE）による評価を受けていますか

④受けていない

団体情報: 上記で①、②を選択した場合、コチ
ラに対象URLを入力してください
団体情報: 理事（人数） 14
団体情報: 評議員・社員（人数） 0
団体情報: 監事（人数） 2
団体情報: 監事のうち公認会計士または税理士
（人数）

1

団体情報: 事務局職員 常勤有給（人数） 1
団体情報: 事務局職員 常勤無給（人数） 0
団体情報: 事務局職員 非常勤有給（人数） 1
団体情報: 事務局職員 非常勤無給（人数） 0
団体情報: 正会員 個人会員（人数） 31
団体情報: 正会員 団体会員（人数） 2
団体情報: その他 個人会員（人数） 41
団体情報: その他 団体会員（人数） 15
団体情報: ボランティア（前年度人数） 10
団体情報: 寄付（前年度件数） 127

団体情報: 組織概要（400字以内）

ミッション：「しみん基金・KOBE」は、阪神・淡路大震災をきっかけに設立
したコミュニティ・ファンドで、被災地を中心に活動する草の根市民活動に対
する支援を通じて、震災に学んだ「市民主役の市民社会形成」を目指していま
す。 ビジョン①：「おたがいさま基金」･･･市民活動団体同士が資金を出し合
い、次代の担い手へ恩送りをするような市民社会づくりをめざします。 ビジョ
ン②：「チャリティタウン・KOBE」･･･誰もがお互いを身近な行動の中で応援
しあうことができる、未来をサキドリした街・KOBEを創ることをめざしま
す。 活動内容：NPO向け･･･市民・企業から信頼される自律したNPOを育む。
（助成事業、ハンズオン支援型講座事業） 市民・企業向け･･･主体
的な社会参加ができる市民・企業を育む。（古着チャリティ、寄付つき商品、
こうべあい・ウォーク、チャリティ・パーティ） ネットワーキン
グ･･･協働のつなぎ手としてのプロデュース力を活かす。（つなごう神戸）
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団体情報: 助成事業の実績（800字以内）

「しみん基金・ＫＯＢＥ」の助成事業では、これまでの２０年間で延べ1９２
団体に合計67,021,800円の助成金を交付してきました。これによって、地域の
市民活動の基盤形成の一助としての役割を果たし、これまで助成をしてきた団
体の多くは活動を継続されていて、地域の中で大切な役割を果たしています。
また、3年前より始めた「チャリティ・パーティーTanimatching」では、延べ
17団体に合計1,219,500円を応援してきました。こちらは、地域における助け
合い活動を行っている「市民活動団体」と地域社会に貢献したいと考えている
「支援者（市民・企業）」とをマッチングさせるために、実際に出会いの場を
つくり、交流を図り、お互いを結びつけるイベントを開催する事業で、これま
でに「支援者」として延べ102名の参加を得ました。

団体情報: 前年度の助成件数（件） 13
団体情報: 前年度の助成総額（円） 2930000
団体情報: 決済責任者（常勤/非常勤）
団体情報: 決済責任者 役職
団体情報: 決済責任者 氏名
団体情報: 経理担当者（常勤/非常勤）
団体情報: 経理担当者 役職
団体情報: 経理担当者 氏名
団体情報: 通帳管理者（常勤/非常勤）
団体情報: 通帳管理者 役職
団体情報: 通帳管理者 氏名
団体情報: 年間決算の監査を行っていますか？ ①監事で実施
団体情報: 上記で ③その他で実施 を選んだ場
合はコチラに記述してください
団体情報: 必要な会計帳簿が備え付けられてい
る

はい

団体情報: 業務別に区分経理ができる体制であ
る

はい

団体情報: 関連する情報（複数選択可）

寄付やボランティア等の市民参加がある; 当事者、住民の参加がある; 民間企業
との連携がある; 助成先に非資金的支援を行っている; 専任のプログラム・オ
フィサーを置いている（または育成している）; 助成活動の案件の発掘・形
成・発展のための情報収集や調査研究を行っている; 他のセクター・団体との
共創・協働; その他

団体情報: 3年前 年度（西暦） 2016
団体情報: 3年前 年度期間（開始） 2016/4/1
団体情報: 3年前 年度期間（終了） 2017/3/31
団体情報: 3年前 総額（円） 7714552
団体情報: 3年前 会費（円） 513000
団体情報: 3年前 自主事業（円） 1031507
団体情報: 3年前 寄付金（円） 2560697
団体情報: 3年前 受託事業（円） 700000
団体情報: 3年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

377000

団体情報: 3年前 民間からの助成金（円） 2500000
団体情報: 3年前 その他（円） 32348
団体情報: 2年前 年度（西暦） 2017
団体情報: 2年前 年度期間（開始） 2017/4/1
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団体情報: 2年前 年度期間（終了） 2018/3/31
団体情報: 2年前 総額（円） 8468784
団体情報: 2年前 会費（円） 541000
団体情報: 2年前 自主事業（円） 1318146
団体情報: 2年前 寄付金（円） 3726257
団体情報: 2年前 受託事業（円） 700000
団体情報: 2年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

757000

団体情報: 2年前 民間からの助成金（円） 1400000
団体情報: 2年前 その他（円） 26381
団体情報: 1年前 年度（西暦） 2018
団体情報: 1年前 年度期間（開始） 2018/4/1
団体情報: 1年前 年度期間（終了） 2019/3/31
団体情報: 1年前 総額（円） 7599659
団体情報: 1年前 会費（円） 616000
団体情報: 1年前 自主事業（円） 921137
団体情報: 1年前 寄付金（円） 3362195
団体情報: 1年前 受託事業（円） 700000
団体情報: 1年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

500000

団体情報: 1年前 民間からの助成金（円） 1440000
団体情報: 1年前 その他（円） 60327
団体情報: 今年度 収入見込み総額（除休眠預金
円）

9727440

団体情報: 今年度 会費（円） 840000
団体情報: 今年度 自主事業（円） 1180000
団体情報: 今年度 寄付金（円） 3977440
団体情報: 今年度 受託事業（円） 700000
団体情報: 今年度 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

1500000

団体情報: 今年度 民間からの助成金（円） 1500000
団体情報: 今年度 その他（円） 30000
団体情報: メモ
申請事業 分類1 ①草の根活動支援事業
申請事業 分類2 ①-2 地域ブロック
申請事業 分類3 近畿ブロック（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
申請事業名 主題（15字以内） 休眠預金活用事業
申請事業名 副題（任意・30字以内） マルチステークホルダーによるエリアマネジメント推進事業
助成希望期間 3年
助成金申請額（円） 9000000
優先的に解決すべき社会の諸課題（複数選択
可）

⑦【分野3】安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

その他 を選んだ場合はコチラに記述してくだ
さい
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申請事業の概要（300字以内）

3か年、中学校区程度の範囲でエリアマネジメントを行うマルチステークホル
ダーパートナーシップによる組織を立ち上げる団体を支援する。1年目は地域
の他NPOへのヒアリングや活動分野を超えた関係を作り、行政の参画を得て、
様々な課題に対応しソーシャルキャピタルを醸成する仕組み作り構想を練る企
画会議に伴走支援する。2年目はそこに地縁組織や学校を巻き込んでいく。3年
目はさらに、企業や商店・商店会との関係を作り巻き込む。どれだけ多様な組
織を巻き込んだか、繋がりを作ったか、仕組み作りに参画を得たかを一つの指
標として定期的に評価していく。この仕組みが事業終了5年後にＣＢや、行政
からの受託で地域内経済循環が機能しているコミュニティとなれば他地域のモ
デル地域となる。
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