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南砺の未来へ

 南砺市は⻑い歴史と優れた芸術⽂化及び美しい⾃然にも恵まれ、⽣活を

⽀える地域包括ケアも�整っています。しかし、超⾼齢化と少⼦・⼈⼝減少

が進⾏し、暮らしの安⼼と次世代を担う若者達の活躍の場の創造が必要で

す。

 暮らしの安⼼は住⺠がお互い様で⽀え合う⼩規模多機能⾃治で、若者達

の活躍の場は地域や社会課題を解決する事業や取組で構築します。南砺幸

せ未来基⾦は資⾦⾯から専⾨的に⽀援し、住⺠・事業所と⾏政等の相互信

頼を構築し地域課題解決の取組を応援します。⾮資⾦⾯で⽀援する「なん

と未来⽀援センター」と共に活動し、愛着と誇りある南砺市を次世代に引

き継ぎます。

 基⾦設⽴にご尽⼒頂いた皆様⽅には、今後もご寄付や各事業への⽀援を

通し、ご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。

代表理事 

南 眞司



About�us

【⾃分たちの住む地域の未来を⾃分たちの⼿で持続可能な地域をつくる】

２０１９年、想いをもつ２７５名もの志⺠からの寄付によって公益財団法⼈

南砺幸せ未来基⾦が設⽴されました。

全国でも数少ない「市域のコミュニティ財団」です。

MISSION

南砺に暮らす⼈々が⽀えあい、⾃然と共に持続可能な循環型社会の構築

をめざし、�⼈と⼈をつなぎ、⽀えあう地域の⼒を育て、より元気な未来

の南砺へつなぎます。

VISION

次世代を担う若者・⼥性・地域の活気ある取組みなどを通じて、地域が

抱える諸課題の解決を⽬指す多様な個⼈や団体に対して、市⺠⾃らが⽀

える仕組みを通じて「未来資本」をつくり、南砺市地域の活性化及び循

環共⽣型の社会を⽬指しています。

VALUES



COMPANY VALUATION

南砺幸せ未来基⾦の

主とする7つのテーマ

 ①暮らしを⽀える
 ②森⾥川海のつながりを保全する
 ③⽣業・起業・ものづくりを⽀える
 ④地域の⾷と農業を⽀える
 ⑤⼦ども・若者を⽀える
 ⑥再⽣可能エネルギーを⽀える
 ⑦地域の歴史・⼟徳⽂化を⽀える

  

  南砺に関わる皆様からご⽀援いただいた寄付⾦等は、当基⾦を通し、
  南砺で上記のテーマのいずれかに当てはまる活動をする「個⼈」や
  「団体」へ⽀援されます。

  その活動を通して、サービスや商品といった様々な形となり、
  皆様の元へ循環されます。
 
  また、⽀援は資⾦⾯だけでなく「⼀般社団法⼈なんと未来⽀援センター」
  との連携により、⼈やモノといった⾮資⾦⾯での関わりを持つことで、
  ≪⼈と⼈の絆≫を育みます。

活動テーマ



COMPANY HISTORY

基⾦設⽴からこれまでの活動

2017年11⽉��基⾦設⽴発起⼈設置
2018年�4⽉��基⾦設⽴準備会設置
2018年�5⽉ 設⽴呼びかけ（寄付募集スタート）
2019年�2⽉��⼀般社団法⼈「南砺幸せ未来基⾦」設⽴ �
       ≪基⾦設⽴寄付総額3,617,300円≫
2019年�3⽉� キックオフフォーラム開催

2019年12⽉1⽇ 公益財団法⼈「南砺幸せ未来基⾦」設⽴

≪2020年より助成事業を本格スタート≫
2020年�4⽉ 「コロナ禍緊急⽀援」助成 
2020年�5⽉ �第⼀回「頑張る⼈・地域応援事業」助成
2020年�7⽉ �⼟徳コインプロジェクト�キックオフミーティング
2020年�8⽉ 「事業指定寄付プログラム」開始
2020年10⽉ 「休眠預⾦等活⽤」2020年度資⾦分配団体採択 
2020年12⽉ （⼀社）全国コミュニティ財団協会に⼊会
2020年12⽉���第⼆回「頑張る⼈・地域応援事業」助成

2021年�4⽉���「休眠預⾦等活⽤事業2020年度（草の根）」助成
2021年�5⽉ �南砺幸せ未来基⾦助成団体「活動報告会」開催
2021年�7⽉���第三回「頑張る⼈・地域応援事業」助成
2021年11⽉ 「休眠預⾦等活⽤」2021年度資⾦分配団体採択
2021年11⽉� 第四回「頑張る⼈・地域応援事業」助成
2021年12⽉ （⼀社）全国レガシーギフト協会に⼊会

基⾦のあゆみ



COMPANY�HISTORY

南砺幸せ未来基⾦の取り組み

①地域課題解決に向けた事業への助成

・頑張る⼈・地域応援事業
・事業指定寄付プログラム
・休眠預⾦等活⽤助成事業
 

②地域内資⾦循環の調査・研究

・電⼦地域通貨の調査・研究
・「電⼦地域通貨」体験ゲーム開発

③寄付⽂化醸成のための普及啓発

・ニュースレターの発⾏（年2回）
・情報発信（HP・SNS）
・シンポジウムの開催

南砺幸せ未来基⾦の活動

南砺幸せ未来基⾦は

なんとSDGsパートナーです
１．南砺市の豊かで特⾊ある⾃然・⽂化・⼈・社会資本といった

「地域資源」を活かしつつ、次代を担う若者の活気溢れる取組み

や、地域が抱える諸課題解決を⽬指す⼈々の取組みに対し、市⺠

が⽀える仕組みを構築します。

２．地域循環共⽣圏、全世代型地域共⽣社会の達成を⽬指し⼈と

⼈をつなぎ⽀えあう地域の⼒を育てより元気な未来の南砺へつな

ぎます。



 

時代の流れは⼤きく変化しています
 

 SDGsの17のゴールを達成するために世界中のあらゆるセクターにおいて、

『だれ⼀⼈取り残さない』という理念のもと、協働しながらすべての⽬標を達成して

いく、ということは「今」を象徴する⼀つの潮流です。
 

 個⼈として企業として「環境や社会の課題にどう対応していくか」ひとりひとりの

意識と⾏動が、より問われるようになりました。

わたしたちにとって素敵な未来は、⾃分で創る
  

 ⾃分が直接できることをする。または、⾃分が直接できなくても〝想い〟を誰かに

託すことで間接的な⾏動を起こす。⾃分ではできないことも、⾃分の代わりに実⾏し

てくれる個⼈・団体・企業を応援することで、社会はあなたの望む社会の形へと⼀歩

前に進ませることができます。

 

社会や未来のために「何かしたい」と思う気持ち
  

 社会貢献活動のやり⽅はいろいろあります。⼀⼈⼀⼈がその活動を考えていくこと

そのものに意味がありますが、その活動の⼀つの形に【寄付】という選択肢がありま

す。お⾦のエネルギーを寄付⾏為を通じて社会へ還元することが寄付の本質的な意味

です。

社会貢献活動をカタチに

ソーシャルグッド

社会貢献

成⻑と繁栄

想いの循環 利他のココロ

⾃利の実感

感謝



 寄付⾦総額 (2019年2⽉∼2022年2⽉現在)

4,286,577円

 助成⾦総額 （2022年2⽉現在） 

32,664,513円
����(うち29,400,000円は休眠預⾦事業)�

助成総額

休眠預⾦活⽤事業 What�s休眠？
 

2009年1⽉1⽇以降の取引から10年以上
その後の取引のない預⾦等（休眠預⾦等）

を、社会課題の解決や⺠間公益活動の促進

のために活⽤する制度が2019年度から
始まりました。
 

 

（公財）南砺幸せ未来基⾦は

「資⾦分配団体」として、採択されま

した。（2020年度・2021年度）
  

 休眠預⾦事業助成⾦額

  2020年度 29,400,000円
  2021年度 57,300,000円（予定）



頑張る⼈・地域応援事業

助成実績

 この事業では、⾃然と共⽣しながら地域の資源を活⽤することで⾃⽴度を⾼め、

安⼼して暮らせる持続可能な⾃⽴循環型社会を⽬指す市⺠活動を推進している当基

⾦の主旨の元、地域や団体が地域資源を活かした取り組みを実践していくことを⽀

援することを⽬的としています。�資⾦的⽀援として助成⾦の⽀払いを⾏い、⾮資⾦

的⽀援として、各関係機関へのネットワーク構築や事業実施への助⾔を⾏います。

�【⽀援内容】�事業実施に対し資⾦⾯での⽀援を⾏います。１件あたりの助成⾦額の上限は３０万円。

�【事業分野】�

ア．暮らしを⽀える事業�イ．森⾥川海のつながりを保全する事業 ウ．⽣業・起業・ものづくりを⽀える事業

エ．地域の⾷と農業を⽀える事業�オ．⼦ども・若者を⽀える事業� カ．再⽣可能エネルギーを⽀える事業�

キ．地域の歴史・⼟徳⽂化を⽀える事業

【採択団体】�＜採択された事業（五⼗⾳順）＞

「第１回 頑張る⼈・地域応援事業」� 募集期間 ２０２０年３⽉１⽇∼３⽉３１⽇�

 選考会 5⽉14⽇ 採択件数３件（�応募件数8件）

�【申請者】テラまちコネクト（代表 ⿑藤優華）        助成額297,380円

�【申請者】なんとのね（代表 ⼭﨑佑⼆郎）          助成額300,000円

�【申請者】ふくみっつ（代表 ⽯﨑法⼦）           助成額300,000円

「第２回 頑張る⼈・地域応援事業」� 募集期間 ２０２０年10⽉1⽇∼10⽉30⽇�

 選考会 11⽉27⽇ 採択件数3件（応募件数3件）

�【申請者】⼤鋸屋地域づくり協議会（会⻑ 松本久介）     助成額300,000円

�【申請者】にほんご広場なんと（代表 前⽥ 啓⼦）      助成額180,000円

�【申請者】まなざしなんと（代表 ⾼橋佳寿江）        助成額300,000円

「第３回 頑張る⼈・地域応援事業」�募集期間 ２０２１年５⽉１⽇∼５⽉３１⽇�

 選考会 5⽉14⽇ 採択件数４件（�応募件数５件）

【申請者】（⼀社）Casaつむぐプロジェクト南砺（代表 堀宗夫）�助成額300,000円

【申請者】（⼀社）ジソウラボ（代表 島⽥優平）       ��助成額300,000円

【申請者】（ＮＰＯ法⼈）なんと元気（代表 富⽥健）     ��助成額150,000円

【申請者】東太美地域づくり協議会（会⻑ ⾼瀬須美夫）    ��助成額150,000円

「第４回 頑張る⼈・地域応援事業」�募集期間 ２０２１年１０⽉１⽇∼１０⽉３１⽇�

 選考会 11⽉15⽇ 採択件数３件（�応募件数４件）

【申請者】池川散歩みちグループ（代表 安居博）    �   助成額100,000円

【申請者】⽯井 和�                 ��   助成額300,000円

【申請者】井波⽇本遺産推進協議会（会⻑ 三⾕直樹）  �   助成額300,000円



コロナ対策緊急⽀援

助成実績

 新型コロナの影響から⽇常⽣活に⽀障が出ている市⺠への必要な⽀援活動を⾏う

地域や町内会、各種団体、事業者等に対して、その活動に必要な経費を資⾦⾯で⽀

援します。

�【⽀援メニュー】

・�⾼齢者への⽀援（買い物⽀援／給付⾦申請⽀援）・⼦どもに対する⽀援・飲⾷店への⽀援

���⼀事業につき10万円

【採択団体】�＜採択された事業（五⼗⾳順）＞
�

�【申請者】⼤鋸屋地域づくり協議会      ��������  助成額�50,000円

�【申請者】かようまいけ館��助成額��������������������  助成額�50,000円

�【申請者】北⼭⽥地区サロンひまわりの会         助成額�17,882円

�【申請者】⼝福⾷彩 花＊華（代表 河合優⼦）�   �  助成額�45,931円

事業指定寄附プログラム

【申請団体】�＜助成された事業（五⼗⾳順）＞
�

�【申請者】⼦どもの権利条約フォーラム2020in南砺実⾏委員会�� �助成額 99,800円

�【申請者】にゃんと・ボランティアネットワーク��������������� �助成額�420,900円

 南砺市内の課題の解決に真摯に取組む市⺠活動を⽀える社会をつくるために、広

く寄付を募り、寄付⽂化を創り出すことを⽬的とします。当財団の仕組み（税制優

遇、ホームページやSNSなど）を使って、寄付集めを申請団体が積極的に⾏い、

当財団を通して寄付⾦を助成⾦として受けることができます。

【対象事業】地域課題の解決や地域社会の健全な発展に貢献する事業で当財団が掲げるテーマに沿ったもの

【テーマ】

・暮らしを⽀える ・森⾥川海のつながりを保全する ・⽣業・起業・ものづくりを⽀える ・地域の⾷と農

業を⽀える・⼦ども・若者を⽀える ・再⽣可能エネルギーを⽀える ・地域の歴史・⼟徳⽂化を⽀える



休眠預⾦等活⽤事業

助成実績

 当財団は、滋賀県東近江市の「（公財）東近江三⽅よし基⾦」、島根県雲南市の

「（公財）うんなんコミュニティ財団」とコンソーシアムを組み、休眠預⾦等活⽤

事業の資⾦分配団体に採択されました。

 私たちの考えるテーマに沿った実⾏団体を募り、採択された実⾏団体に助成しま

す。実⾏団体の活動を通じて南砺の社会課題解決に使われます。

【採択団体】�＜採択された事業（五⼗⾳順）＞
 募集期間 ２０２０年１２⽉２１⽇∼２０２１年１⽉２４⽇�

 選考会 ２⽉1１⽇ 採択件数４件（応募件数６件）

�【申請者】株式会社ガラパゴス（代表取締役 前川和⼈）  ��助成額7,900,000円

�【申請者】テラまちコネクト（代表 ⿑藤優華）��������������助成額6,499,500円

�【申請者】なんとおせっかい移住応援団（代表 ⼭⽥由理枝)���助成額6,667,000円

�【申請者】社会福祉法⼈マーシ園�（理事⻑ 中島眞市)  � �助成額8,000,000円

2020年度 

「ローカルな総働で孤⽴した⼈と地域をつなぐ」

�助成総⾦額 29,400,000円 【南砺分】
 （コンソーシアム合計�89,250,000円）

2021年度 

「社会的困難者を⽀えるローカルアクション」

�助成総⾦額 57,300,000円 【南砺分】
 （コンソーシアム合計�171,900,000円）

 募集期間 ２０２１年１１⽉２９⽇∼２０２２年１⽉３１⽇�

 選考会  ２⽉２４⽇  

 応募件数 ６件



2020年 �

7⽉31⽇
南砺⼟徳コインプロジェクト

キックオフミーティング

9⽉4⽇ 第１回研究会

10⽉23⽇ 第２回研究会

11⽉6⽇ 第３回研究会

11⽉7⽇ 「さるぼぼコイン」を体験する⾼⼭ツアー

2021年 �

3⽉19⽇ 第４回研究会

4⽉18⽇
市⺠フォーラム① ワークショップ

「南砺のみんなで創る電⼦地域通貨の新しいかたち！」

7⽉11⽇
市⺠フォーラム② 電⼦地域通貨体験ゲーム

「南砺のみんなで創る電⼦地域通貨の新しいかたち！」

10⽉15⽇
 電⼦地域通貨体験ゲーム実施 

商⼯会（商業・サービス業部会）

10⽉27⽇
 電⼦地域通貨体験ゲーム実施

南砺市環境保健協議会 会員研修

電⼦地域通貨の研究
⼟徳コイン�プロジェクト
 南砺での地域循環共⽣圏、SDGＳ未来都市構築を⽀える地域内志⾦循環を

実現し、南砺で具体化しうる「地域通貨モデル」を構築し、他地域への展開

のベースを作る。同時に地域循環共⽣圏の他地域連携におけるお⾦のインフ

ラとする。



寄付⽂化の醸成
広報

様々な媒体をつかい、多様な⽅々へ情報発信に努めています。

サポーター会員制度
 南砺幸せ未来基⾦を⽀えていただくサポーター会員制度を新設しました。

「⼈と⼈をつなぎ、⽀えあう地域の⼒を育て、より元気な未来の南砺へつなぐ」

当財団の活動に賛同して⼊会していただくものです。

ご寄付専⽤サイト
https://syncable.biz/associate/

nantokikin/

≪南砺幸せ未来基⾦≫ SNS
   

  https://www.facebook.com/nantolocalfund
   

  https://www.instagram.com/nanto_local_fund/
   

  https://twitter.com/NantoLocalFund



2020年度 決算報告





2021年度 役員名簿



〒932⁻0231 
富⼭県南砺市⼭⾒１７３９−２

井波コミュニティプラザ「アスモ」 ２F 

お問い合わせ

E-mail�nantokikin@gmail.com


