
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

事業報告 
2015 年度（2015 年 4 月～2016 年 3 月） 



 

 

 

 事 業 概 要 
          

 

  当財団は設立以来、様々な分野における県民一人ひとりの主体的で自由な意思によ

る社会活動を支援してきたところである。2011年 4月に公益財団法人に移行して早６

年が経過し、これまで以上に、ガバナンスや透明性の向上を目指した組織の運営を図

るとともに、市民活動団体を総合的に支援する組織として「情報提供」、「組織基盤強

化」、「市民活動支援」、「人材育成」、「未来ファンドおうみ」の 5本の事業を柱に、様々

な主体のネットワークによる地域づくりの促進に努めてきたところである。 

 

  平成２７年度も地域や社会の課題解決に自主的に取り組む NPO（民間非営利組織）・

市民活動団体の支援、さらには、NPO、自治体、企業、教育機関など、さまざまな組

織や団体とのネットワークを広げ、協働による地域づくりの支援活動を行ってきたと

ころである。 

 近年の「NPO 法の改正」や「新寄付税制」の成立により、NPO をとりまく環境が大

きく変化する中にあって、財団の基盤強化や情報公開への積極的な取り組みを行うな

ど、より県民に身近な存在としての役割を果たしていくことが期待されている。  

 

  平成２７年度の主な取組としては、市民活動を支援する「未来ファンドおうみ」に、

新たな企業や個人から地域への想いを寄付として受け入れ、多様な支援活動を展開し

た。また、地域プロデューサーの育成を目指す「おうみ未来塾」については、１３期

生の活動が終了し、これまで３０７名の卒塾生を地域に送り出すとともに、新たに１

４期生の募集を開始した。 

 特に、税額控除団体のメリットを最大限生かしたファンド事業の展開やセミナーの

開催等により、寄付文化の醸成にも努めた。 

また、より多くの県民の方から支援をいただき、財団の自主財源の確保につなげて

いくため、平成２８年度からの賛助会員の募集に向けての業務を進めた。 
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１．情報提供事業 

 

    ①情報交流誌「おうみネット」の発行  

      

発行回数：年間４回（６月、９月、１２月、３月） 

     装丁：Ａ４サイズ８頁 

   発行部数：１万部/回 

配布先：県内外の市民活動団体、個人、公共施設、企業など 2,070カ所 

 

     ●Ｎｏ．９４ ２０１５年６月１５日発行 

        ・特集「地域を守る」 

    高島市「見守りネットワーク」 

    守山市勝部自治会「勝部の高齢者いきいき事業」 

    東近江市永源寺地区「生活支援サポーター」 

   ・ともにＧｒｏｗ（市民活動団体や企業等の紹介） 

    ＮＰＯ法人エトコロ 

    ＮＰＯ法人どろんこ 

    鹿深 deござれ！ 

    積水化成品工業株式会社 

 

     ●Ｎｏ．９５ ２０１５年９月１日発行 

        ・特集「あなたの近くの市民活動センターを紹介します」 

   ・ともにＧｒｏｗ（市民活動団体や企業等の紹介） 

    ＮＰＯ法人あめんど 

    ＮＰＯ法人滋賀いのちの電話 

    ＮＰＯ法人おうみ地域人権・文化・スポーツ振興会 

    株式会社コクヨ工業滋賀 

 

     ●Ｎｏ．９６ ２０１５年１２月１日発行 

        ・特集「寄付～それぞれの想い～」 

    株式会社ナカザワ 代表取締役社長 中澤実仟盛氏 

    日和 

     認定ＮＰＯ法人 eネットびわ湖高島 理事長 仁賀定夫氏 

   ・ともにＧｒｏｗ（市民活動団体や企業等の紹介） 

    ＮＰＯ法人きずな 

    ＮＰＯ法人滋賀自閉症研究会たんぽぽ、 

    CHEERS STATION 

       フジノ食品株式会社 

 

     ●Ｎｏ．９７ ２０１６年３月１日発行 

        ・特集「市民活動と多文化共生」 

       大阪大学 特任准教授 榎井縁氏 

    多文化共生支援センター 所長 喜久川修氏 

    ワールド・アミーゴ・クラブ 

    特定非営利活動法人Ｌｉｎｋｓ 

   ・ともにＧｒｏｗ（市民活動団体や企業等の紹介） 

    ハートフルガーデナー園芸福祉おおつ 

    ＮＰＯ法人スペースウィン 

              ＮＰＯ法人環境と農業の融合を考える会鹿深の杜 

    元三フード株式会社 



 

 

    ②未来ファンドおうみ通信 

      

発行回数：年間３回（９月、１２月、３月） 

     装丁：Ａ４サイズ４頁 

   発行部数：3,500部/回 

配布先：県内外の市民活動団体、個人、公共施設、企業など 2,070カ所 

 

     ●Ｎｏ．１ ２０１５年９月１日発行 

        ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋｓ 

   びわ湖りす森倶楽部 

   湖西いきいきネットワーク 

   ＮＰＯ法人あめんど 

   ＮＰＯ法人ＫＥＮＡ 

   ＮＰＯ法人芸術村ＩＮ余呉実行委員会 

 

     ●Ｎｏ．２ ２０１５年１２月１日発行 

        甲賀市国際交流協会 

   ハートフルガーデナー園芸福祉おおつ 

   ＮＰＯ法人家棟川流域観光船 

   鹿深 de ござれ！ 

   ＭＯＭＯやす 

   湖北田舎暮らしフェスタ実行委員会 

 

     ●Ｎｏ．３ ２０１６年３月１日発行 

   虎御前山古墳と中世城郭保全顕彰会 

   ワールド・アミーゴ・クラブ 

        日和 

   ＮＰＯ法人東近江スポーツクラブ楽苦備 

   ＮＰＯ法人甲賀の環境・里山元気会 

   子育てサークル ＣＨＥＥＲＳ ＳＴＡＴＩＯＮ 

       ＮＰＯ法人青山まちづくりネットワーク 

   湖南市国際協会 

 

 

    ③ インターネットの活用  

      

   ・ホームページアクセス件数: １５，１４４件（前年同期１７，２９４件） 

     ・ブログアクセス件数:９，０７０件（前年同期１０，３７３件） 

       ※期間：２０１５年４月１日～２０１６年３末 

 

 

    ④ メールマガジン「おうみネットｅ～マガジン」の配信  

      

     ・登録読者数：９７０件（２０１６年３月末現在） 

     ・配信回数：３２回（第４１４号～４４５号） 

※期間：２０１５年４月１日～２０１６年３月末、但し１１～１２月配信を停止した 

 

 

 

 

 



 

 

  ⑤その他 広報活動・交流活動 

 

   ・滋賀県主催学びのフェスティバル「しが☆まなび☆発見」に出展 

    日時：２０１５年８月１９日（水） 

    場所：ピアザ淡海および淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

 

 

 

   ・県内外からの見学受入、情報交換、交流会等 

 

     吹田市立市民公益活動センター 

     ＮＰＯ法人市民ネットすいた 

     吹田市まち産業活性部地域自治推進室 との交流会の様子 

 

 

     ＮＰＯ法人花と観音の里 との交流会の様子 

 

 



 

 

２．組織基盤強化事業・市民活動支援事業 

 

（１）組織基盤強化事業 

 

① 相談業務の実施 

 

     ・相談実績：１００件（１５８件） 

        内訳：来室・訪問５３件（８２件） 電話・メール４７件（７６件） 

          ※（前年同期） 

 

 

    ②市民活動ふらっとルームの運営  

      

     ・ワーキングコーナー利用実績：５１４件（５３０件）、６６８人（７４９人） 

     ・情報ボックス利用団体：５２団体（２０１６年３月末現在） 

     ・情報・図書コーナー利用者数： ８６３人（６９５人） 

 ※（前年同期） 

 

   

    ③講座等の開催 

 

・登記ミニ講座＆個別相談会 

   講座内容  役員変更および資産総額の変更登記 

   日  時  ５月１３日（水）１３：３０～ 

   場  所  淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

   講  師  青谷政明氏（司法書士） 

   参加人数  講座９名、相談会２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・ＮＰＯ法人事務力アップセミナー 

   講座内容  ＮＰＯ法人の運営に必要な事務手続を学ぶ 

   日  時  ７月９日（木）９：３０～ 

   場  所  滋賀県立県民交流センター２０３会議室 

   講  師  加藤彰子氏（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター） 

   参加人数  ２７名 

 

 

 

・ＮＰＯ法人事務力検定 

   講座内容  ＮＰＯ法人の運営に必要な事務手続の理解度を問う 

   日  時  ７月３１日（金） １０：００～ 

   場  所  滋賀県立県民交流センター３０１会議室 

   解  説  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  １７名 

 

 

・ＮＰＯ出張講座・相談会 

   事業内容  ＮＰＯの基礎、法人設立、組織運営の基礎講座 

   日  時  １１月１３日（金）１０：００～ 

   場  所  米原公民館 

   講  師  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  入門編５名、設立・組織運営編７名、相談会５名 

 

 



 

 

・会計講座（滋賀県との共催事業） 

   講座内容  ＮＰＯ法人会計基準を学ぶ 

   日  時  １１月２５日（水）  

   場  所  滋賀県庁 

   講  師  江波千佳氏（税理士） 

   参加人数  １００名 

 

 

・助成事業申請書の書き方勉強会 全３回 

   ＜第１回＞ 

   講座内容  助成事業の申請書の書き方を学ぶ 

   日  時  １１月２７日（金）１０：００～ 

   場  所  淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

   講  師  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  ７名 

 

   ＜第２回＞ 

   講座内容  助成事業の申請書の書き方を学ぶ 

   日  時  １２月２日（水）１４：００～ 

   場  所  淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

   講  師  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  ４名 

 

   ＜第３回＞ 

   講座内容  助成事業の申請書の書き方を学ぶ 

   日  時  １２月１７日（木）１０：００～ 

   場  所  淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

   講  師  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  １０名 

 

 

 



 

 

・ＮＰＯ入門ミニ講座 

   講座内容  ＮＰＯの基礎、法人設立・組織運営の基礎講座 

   日  時  １月１５日（金）１４：００～ 

   場  所  淡海ネットワークセンターふらっとルーム 

   講  師  淡海ネットワークセンター職員 

   参加人数  入門編、設立・組織運営編各５名 

 

 

 

・決算講座 

   講座内容  決算書を作成するまでの一連の流れを学ぶ 

   日  時  １月２９日（金）１３：３０～ 

   場  所  草津市立まちづくりセンター 

   講  師  横井昭次氏（税理士） 

   参加人数  ２２名 

     

 

 

 

    ④NPOサポート業務 

 

     未来ファンドおうみ２０１５助成事業採択団体を対象として、それら団体の活動支援等 

   のため、職員が活動現場等を訪問・面談してサポートを行う。 

 

      ・団体数：２０団体 

・訪問面談回数：延べ４１回 

  鹿深 deござれ（３回） 

  甲賀市国際交流協会（３回）、 

  ＮＰＯ法人甲賀の環境里山元気会（２回） 

  湖南市国際協会（１回） 

  子育てサークル「Cheers Station」（１回） 

  ハートフルガーデナー園芸福祉おおつ（３回） 

  びわ湖りす森倶楽部（２回） 

  ＮＰＯ法人あめんど（２回） 

  ＮＰＯ法人芸術村 IN余呉実行委員会（２回） 



 

 

  虎御前山古墳と中世城郭保全顕彰会（２回） 

  湖北田舎暮らしフェスタ実行委員会（２回） 

  MOMOやす（１回） 

     ＮＰＯ法人東近江スポーツクラブ楽苦備（１回） 

  ＮＰＯ法人家棟川流域観光船（４回） 

     湖西いきいきネットワーク（４回） 

  ＮＰＯ法人青山まちづくりネットワーク（１回） 

     日和（１回） 

  ワールド・アミーゴ・クラブ（１回） 

     ＮＰＯ法人 Links（３回） 

  ＮＰＯ法人 KENA（２回） 

 

 

 

 

 

    ⑤市民事業化専門家相談の実施 

       

      ・サポート団体数：１団体  

      ・面談回数：３回 

 

 



 

 

    ⑥ＮＰＯ・市民活動支援センター意見交換会 

      

      ・開催回数:４回 

         ２０１５年５月２８日  大津市（ピアザ） 

         ２０１５年９月１７日  東近江市 

         ２０１５年１１月１９日 高島市 

         ２０１６年２月２３日  京都市 

 

 

 

 

    ⑦市民活動支援関係県域団体連絡調整会議 

 

      県域の市民活動支援組織間の連携を図るための情報交換・意見交換会。 

 

   ・メンバー：６団体 

 淡海環境保全財団、琵琶湖博物館環境学習センター、滋賀県立男女共同参画センター 

 滋賀県国際協会、滋賀県社会福祉協議会、淡海文化振興財団 

      ・開催回数：１回 

         ２０１５年９月３日 

      ・内容：各団体の年間事業スケジュール等の情報交換と意見交換 

 

 

  ⑧ＮＰＯ法人会計基準普及調査２０１５ 

 

 ＮＰＯ法人会計基準の普及状況を可視化し、基準の普及に向けての必要な取り組みを明 

    らかにするための調査。ＮＰＯ法人会計基準協議会が、地域のＮＰＯ法人会計基準協議 

    会団体、ＮＰＯ支援センター、専門家、そして所轄庁の各者協力のもとに進める全国一 

    斉調査。淡海ネットワークセンターは、協議会団体として、滋賀県のＮＰＯ法人を対象 

    に調査した。 

 

 ・調査期間：２０１５年１１月～１２月 

 ・調査法人数：４５９法人（滋賀県内全５８４法人のうち） 

        ２０１５年度中に終えた事業年度の財務諸表が提出されている法人 

 ・調査方法：提出された財務諸表に基づき調査 

 

 



 

 

（２）市民活動支援事業 

 

・地域自治を考えるフォーラム 

   講座内容  １０年、２０年先を見据えた地域自治を学ぶ 

   日  時  ９月２４日（木）１３：００～ 

   場  所  守山宿・町家「うの家（け）」南蔵壱階 

   講  師  新川達郎氏（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授・政策学部教授） 

   参加人数  ６４名 

 

 

・共助社会づくりフォーラム in 滋賀（内閣府、滋賀県との共催事業） 

   講座内容  人口減少社会における協働・連携による新しい地域づくりを学ぶ 

   日  時  １１月２２日（日）１３：３０～ 

   場  所  コラボしが２１ ３Ｆ大会議室 

   講  師  川北秀人氏（ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表） 

   参加人数  ８８名 

 

 

 

 



 

 

・多文化共生の地域づくりセミナー 

   講座内容  市民活動と多文化共生を学ぶ 

   日  時  １２月１日（火） 

   場  所  滋賀県立県民交流センター２０７会議室 

   講  師  榎井縁氏（大阪大学特任准教授） 

   参加人数  ３５名 

 

 

 

 

 

・クラウドファンディング入門セミナー 

   講座内容  インターネットによる新しい資金調達のノウハウを学ぶ 

   日  時  ２月１３日（土）１３：３０～ 

   場  所  コラボしが２１（３階中会議室） 

   講  師  西村昌弘氏（マクアケ エバンジェリスト） 

   参加人数  28 名 

 

 

 



 

 

３．人材育成事業「おうみ未来塾」 

 

①１３期後期課程 創造実践コース開講 

 

    ・日程 

     ２０１５年２月２８日  グループ活動目標発表会 

     ２０１５年６月２８日  グループ活動中間報告会 

     ２０１５年１２月１２日 グループ活動成果発表会 

 

   ・グループ活動 

    キモチカエル＠兵主 グループ 

     テーマ：郷土料理を楽しみ、兵主をもっと好きになる 

     活動場所：野洲市 兵主 

  人数：８名 

     内容：兵主地区の魅力や宝物として、郷土料理と歴史ある兵主大社に着目した 

    活動 

 

 

    草津ファン☆プロ グループ 

     テーマ：草津の魅力と人をつなぎ、地域参加のきっかけを作る 

     活動場所：草津市 

  人数：５名 

  内容：草津のファンづくり。草津を気軽に・現地で・人とつながり・知るため 

    のイベント開催やＳＮＳでの情報発信 

 

 

 



 

 

 baseOtsu_cross（ベースオオツクロス） グループ 

  テーマ：大津ナカマチ商店街に賑わいを創り出す 

  活動場所：大津市 ナカマチ商店街 

  人数：４名 

  内容：ナカマチ商店街に賑わいを創り出すための、人・団体のネットワークづ 

    くり。大津百円商店街等ナカマチ商店街の行事への参加。 

 

 

   ・卒塾 

  ２０１５年１２月１日  卒塾認定会議開催 

     ２０１５年１２月１２日 卒塾式 修了書授与 

                    １３期卒塾者数 １７名（入塾２２名） 

                    累計卒塾者数３０７名 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ②１４期開講準備 

 

   ・説明会の実施 

  期間：２０１６年３月２５日より４月２日まで 

   回数と場所：全６回（大津２回、今津１回、守山１回、甲賀１回、米原１回） 

 

 ・日程 

   ２０１６年４月２４日  入塾選考面談 

  ２０１６年６月４日   入塾式 

 

 

  ③おうみ未来塾運営委員会 

 

   ・委員 ５名 

   北村裕明（委員長）、岡崎昌之、岸田眞代、藤井絢子、歌代泰和 

   

   ・委員会開催 ３回 

  ２０１５年６月２８日 

       ２０１５年１２月１２日 

  ２０１６年１月９日 

 

 

 

 

 

４．未来ファンドおうみ事業 

 

（１）助成金事業 

 

  ①未来ファンドおうみ２０１４助成事業 

 

   ・成果発表会の開催 

  開催日：２０１５年５月１６日 

  場所：県民交流センター 

  発表団体：１１団体・１２事業 

   

  信楽うぐいす郷自然愛護の会 

  湖西いきいきネットワーク 

  ＮＰＯ法人甲賀の環境・里山元気会 

  南滋賀の里山を守る会 

  せせらぎの郷 

  虎御前山古墳と中世城郭保全顕彰会 

  おきしま倶楽部 

  コミュニティサロンらんぷ 

  ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部 

  ＮＰＯ法人リバティ・ウィメンズハウス・おりーぶ 

  大津おやこ劇場 

  ＮＰＯ法人甲賀の環境・里山元気会 

 

 



 

 

  ②未来ファンドおうみ２０１５助成事業＆表彰事業 

 

   ・採択団体・事業数：２１団体・２２事業 

   ・助成額：3,685,253円 

   ・助成対象期間：２０１５年４月１日～２０１６年３月末日 

 

 ＜おうみＮＰＯ活動基金＞    ２団体 1,000,000円 

  ＮＰＯ法人家棟川流域観光船 

  ＮＰＯ法人芸術村ＩＮ余呉実行委員会 

 

 ＜びわこ市民活動応援基金＞    ６団体 1,393,000円 

  ハートフルガーデナー園芸福祉おおつ 

  湖北田舎暮らしフェスタ実行委員会 

  虎御前山古墳と中世城郭保全顕彰会 

  湖西いきいきネットワーク 

  子育てサークル「ＣＨＥＥＲＳ ＳＴＡＴＩＯＮ」 

  ＮＰＯ法人ＫＥＮＡ 

 

 ＜びわ湖の日基金＞     １団体 280,000円 

  びわ湖りす森倶楽部 

 

 ＜積水化成品基金＞     １団体 200,000円 

  ＮＰＯ法人甲賀の環境・里山元気会 

 

 ＜笑顔あふれるコープしが基金＞   ４団体 300,000円 

  ＮＰＯ法人東近江スポーツクラブ楽苦備 

  ＭＯＭＯやす 

  ＮＰＯ法人青山まちづくりネットワーク 

  ＮＰＯ法人あめんど 

 

 ＜ナカザワＮＥＯフレンドシップ基金＞   ６団体 412,253円 

  ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋｓ 

  甲賀市国際交流協会 

  日和 

  鹿深 deござれ！ 

  ワールド・アミーゴ・クラブ 

  湖南市国際協会 

 

 ＜日本の元気なきずなプロジェクト基金＞  ２団体 100,000円 

  ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部 

  ＮＰＯ法人絵本による街づくりの会 

 

 

 

  ③未来ファンドおうみ２０１６助成事業＆表彰事業 

 

   ・応募申請数：５３事業 

   ・採択団体・事業数：２２団体・２３事業 

   ・助成額：3,700,000円 

   ・助成対象期間：２０１６年４月１日～２０１７年３月末日 

 



 

 

 ＜おうみＮＰＯ活動基金＞    ４団体 1,180,000円 

  認定ＮＰＯ法人アンビシャス 

  ＮＰＯ法人あめんど 

  いざない湖北定住センター 

  ＮＰＯ法人芹川 

 

 ＜びわこ市民活動応援基金＞    ２団体 600,000円 

  八幡山の景観を良くする会 

  びわこ日本語ネットワーク（ＢＮＮ） 

   

 ＜びわ湖の日基金＞     ２団体 520,000円 

  山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 

  びわ湖りす森倶楽部 

 

 ＜積水化成品基金＞     ２団体 300,000円 

  夢・びわ湖 

  ＮＰＯ法人甲賀の環境・里山元気会 

 

 ＜笑顔あふれるコープしが基金＞   ３団体 300,000円 

  近江八幡まちつむぎ研究会 

  朝日１丁目ご近所見守りたい 

  地球ハートヴィレッジ 

   

 ＜ナカザワＮＥＯフレンドシップ基金＞   ４団体 300,000円 

  公益財団法人大津市国際協会 

  彦根にほんご教師会 

  ＮＰＯ法人長浜市民国際交流協会 

  子ども学習支援クラブ Girassol/Girasol 

 

 ＜げんさん食育ＮＰＯ基金＞    ２団体 200,000円 

  こころはなまる 

  ＮＰＯ法人あめんど 

 

 ＜湖国文学活動応援むらさき基金＞   ２団体 200,000円 

  近江八幡市郷土史会 

  平家物語沙羅の会 

 

 ＜日本の元気なきずなプロジェクト基金＞  ２団体 100,000円 

  ＮＰＯ法人家棟川流域観光船 

  寄里藍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ④未来ファンドおうみ運営委員会 

 

   ・委員 ５名 

   井手慎司（委員長）、遠藤惠子、柴山直子、辰巳勝則、福井久美子 

 

   ・委員会開催 ３回 

  ２０１５年７月３０日 

       ２０１５年９月９日 

  ２０１５年１０月１７日 

 

 

（２）寄付金の受領 

 

 １１件、合計１，７５３，０００円  ※小口寄付は含まず 

 

    ＜内訳＞ 

    受領日     寄付者             寄付額 

 ８月２３日 （有）豆藤     ３００，０００円 

 ９月３０日   積水化成品工業（株）  ３００，０００円 

 １０月１５日 個人（匿名希望）  ３４０，０００円 

 １１月２日 元三フード（株）  ３００，０００円 

 １１月２日 近江通商（株）     ２０，０００円 

 １２月７日 遠藤惠子     １０，０００円 

 １２月２２日 びわ湖チャリティ 100ｋｍ  ３００，０００円 

       歩行大会実行委員会 

 １月１６日 幡郁枝      ３，０００円 

 ２月１０日 循環型社会創造研究所えこら  ７０，０００円 

 ２月２５日 個人（匿名希望）   １０，０００円 
      ３月 ４日   びわこ市民研究所        １００，０００円  

 

       「げんさんＮＰＯ食育基金」開設記者発表 寄付金受領式の様子 

  



 

 

理事会・評議員会開催経過 

日時 区分 主な内容 

４月１日（火） 第１１回評議員会 

（決議の省略） 

・評議員の選任について 

  北川→堺井 

５月２９日（金） 第１５回理事会 ・２０１４年度事業報告 

・２０１４年度決算報告 

・評議員会の招集 

・理事候補者 

６月１８日（木） 第１２回評議員会 ・２０１４年度決算関係の承認 

・評議員、理事、監事の選任 

・２０１４年度事業報告 

６月１８日（木） 第１６回理事会 

（決議の省略） 

・理事長、常務理事の選定 

・事務局長の承認 

７月１日（水） 第１３回評議員会 

（決議の省略） 

・評議員の選任について 

  小嶋→獄釜 

１２月４日（金） 第１７回理事会 ・会員に関する規定制定の承認 

・個人情報保護規定一部改正の承認 

・マイナンバー取扱要領制定の承認 

・平成２６年度事業評価について 

・「未来ファンドおうみ」新規冠基金の創設に  

 ついて 

・民間都市開発推進機構「住民参加型まちづく 

 りファンド[クラウドファンディング活用型] 

 について 

・助成金の返還について 

３月２３日（水） 第１８回理事会 ・２０１５年度補正予算の承認 

・２０１６年度事業計画および収支予算の承認 

・就業規則の一部改正の承認 

・事業等評価の目標値見直しの承認 

・職務執行状況の報告（理事長、常務理事） 

 


