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Ⅰ．法人の概要 

１．事業期間 

2020年 12月 1日から 2021年 11月 30日 

２．定款に定める目的 

公益財団法人お金をまわそう基金（以下「当財団」という。）は、助成事業を通じて、よ

り良い世の中づくりをするための課題に取り組む市民や団体へ必要な資源を循環させる

仕組みをつくり、心豊かな社会の創造に寄与することを目的とする。 

３．定款に定める事業内容 

当財団が定款に定める目的を達成するため、個人や法人（団体）からの財産の拠出による

多数の基金の設立を図り、これらの基金に基づき次の事業を行う。 

（１） より良い世の中づくりをするための課題に取り組む団体等への助成を行う事業

① 児童又は青少年の健全な育成を目的とする団体等に対して、助成を行う事業

② 教育、スポーツ等を通じて、豊かな人間性の育成を目的とする団体等に対して、

助成を行う事業

③ 文化及び芸術の振興を目的とする団体等に対して、助成を行う事業

④ 地域社会の健全な発展を目的とする団体等に対して、助成を行う事業

⑤ その他上記の目的を達成するために必要な事業

（２） 寄附や助成先団体を知るためにセミナー等を行う事業

（３） 助成先団体の事業等の体験活動を行う事業

（４） その他前項の目的を達成するために必要な事業

４．監督機関に関する事項 

内閣府公益認定等委員会 

５．主たる事務所 

東京都千代田区一番町２９番地２ 

６．役員等に関する事項 

役職 氏名 常勤・非常勤 

代表理事 澤上 篤人 常勤 

理事 中野 晴啓 非常勤 

理事 輪嶋 東太郎 非常勤 

評議員 北川 太 非常勤 

評議員 永沢 徹 非常勤 

評議員 山田 純 非常勤 

監事 柴原 一 非常勤 

７．職員に関する事項 

職員数 前期末比増減 

５名 ０ 
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Ⅱ．事業の状況 

１．事業の実施状況 

寄附者及び助成先団体の募集、セミナーや体験活動を実施。内容については以下のとお

りである。 

（１） 助成事業について

ア 助成事業の内容について

（ア）児童又は青少年の健全な育成を目的とする団体等に対して助成

（イ）教育、スポーツ等を通じて、豊かな人間性の育成を目的とする団体等に

対して助成

（ウ）文化及び芸術の振興を目的とする団体等に対して助成

（エ）地域社会の健全な発展を目的とする団体等に対して助成

イ 助成先団体の募集・管理について

（ア）助成先団体を公募するための助成団体募集要項及び助成申請書の作成

（イ）助成選考委員会を３回実施

（ウ）助成先団体の情報管理を徹底

ウ ファンドレイジング及び広報活動

（ア）インターネット及びソーシャル・ネットワーキング・サービスによる情報発信

（イ）助成先団体に対しファンドレイジングに関する伴走支援を実施

（２） 寄附や助成先団体を知るためのセミナー事業及び助成先団体の事業の体験活動事業

について

助成先団体の活動を広く一般に知ってもらい、寄附を訴求するとともに、寄附文

化を根付かせる目的でセミナー・体験活動事業を実施している。本年度は緊急事態

宣言が解除された 10月以降に２回開催した。 

種別 開催日 実施内容 

セミナー 10月 19日 

大住 力× 澤上 篤人 対談会 

（公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を） 

【主 催】公益財団法人お金をまわそう基金 

【内 容】働く世代の興味関心あるテーマに沿いな

がら、同団体の取組みや活動に関するエ

ピソードを紹介し、同団体の取組みへの

興味関心を喚起する。 

【参加人数】29名 

セミナー 11月 29日 

京劇の様式美～中国伝統劇への誘い〜 

（一般財団法人日本京劇振興協会） 

【主 催】公益財団法人お金をまわそう基金 

【内 容】京劇の歴史・様式の実演を交えた説明と、

参加者による基本の所作の体験、衣装を

羽織る着付け体験を通じて、京劇への理

解を深めるとともに同団体の活動への興

味関心を喚起する。 

【参加人数】34名 
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２．役員会等に関する事項（理事会、評議員会） 

種別 開催日 決議内容 

理事会 2021年２月 ４日 

 第５期事業報告及び決算承認（計算書等）

 定時評議員会の開催

 助成先の選考委員の再任

 助成先団体の完了報告

 代表理事の職務執行の報告

評議員会 2021年２月 22日 

 第５期事業報告及び決算承認（計算書等）

 理事の選任

 代表理事より職務執行の報告

理事会 2021年２月 22日  代表理事選定に係るご提案

理事会 2021年３月 ５日 

 助成先団体及びその事業の承認

 各分野の寄付金を助成先団体に配分することに

ついての承認 

 利益相反防止に関する規程の変更についての承

認

理事会 2021年７月 19日 

 助成先団体及びその事業の承認

 各分野の寄附金を助成先団体に配分することに

ついての承認

理事会 2021年 11月 17日 

 代表より職務執行の報告

 各分野の特定資産を助成先団体に配分すること

について

 助成先団体及びその事業の承認について

 各分野の寄付金を助成先団体に配分することに

ついて 

 第７期事業計画等について

（１）第７期事業計画について

（２）第７期収支予算書について

（３）第７期寄附金運用方法及び計画について

（４）資金調達及び設備投資の見込みについて

３．正味財産の状況及び財産の状況 

当期末 前期末 増減 

経常収益合計 47,086,823円 59,998,252円 △12,911,429円

経常費用合計 47,125,770円 60,103,705円 △12,977,935円

資産合計 70,018,599円 65,709,425円 4,309,174円 

負債合計 6,663,571円 14,466,184円 △7,802,613円

正味財産合計 63,355,028円 51,243,241円 12,111,787円 
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４．寄附の状況 

寄附者数は延べ 1,337 名（定期寄附、法人寄附も含む）となった。寄附額については、

以下の表のとおりである。 

当期 

子ども分野指定寄附 11,571,121円 

スポーツ分野指定寄附 350,618円 

文化・伝統技術分野指定寄附 433,978円 

地域社会分野指定寄附 1,668,200円 

財団運営費 31,529,900円 

一般寄附 10,000円 

合計 45,563,817円 

※休眠預金事業にかかる補助金等は含んでおりません。

５．分野の資産状況 

（１）分野の資産状況は以下のとおりである。（2020年 11月 30日現在）

分野 当期末 前期末 増減 

子ども分野 10,965,416円 8,533,855円 2,431,561円 

スポーツ分野 62,744円 11,286円 51,458円 

文化・伝統技術分野 59,354円 42,204円 17,150円 

地域経済・地域社会分野 683,309円 740,158円 △56,849円

（２）休眠預金等活用事業に係る資産状況は以下のとおりである。

使用目的 当期末 前期末 増減 

医療的ケア児と家族の夢を

寄付で応援事業 
11,155,334円 7,179,265円 3,976,069円 

（３）財団運営費の資産状況は以下のとおりである。

財団運営費 当期末 前期末 増減 

財団運営費（公益目的事業） 30,082,386円 25,400,591円 4,681,795円 

財団運営費（法人管理） 9,974,138円 8,803,694円 1,170,444円 



m ． 法人の課題

助成事業を充実させるために、 寄付募集の強化を図るとともに、 助成先募集の周知•PR

を通じて新たな助成先の発掘を強化する。

w． 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当財団の定款第6章役員第24条（理事の職務及び権限）により理事の職務の体制が確保さ
れている。

V. 決箕期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

該当なし

2022年2月1日

公益財団法人お金をまわ

代表理事 澤上 篤人

ミJ
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