私たちは熊本の地域課題、社会問題を解決するために市民発で発足した「コミュニティ財団」です

私たちは、広く県内外の個人・団体から資金調達を行い、県内の様々な民間非営利団体の活
動を資金や運営面でサポートし、ひいては、熊本県全体としての SDGs の推進に寄与すること
を目指して、２０１９年８月に発足したコミュニティ財団です。

設立趣旨
私たちは、2016 年の熊本地震を経験し、改めて地域社会（コミュニティ）における「共助」の重要性を認識し
ました。
安心・安全で持続可能な地域づくりの担い手は、特定非営利法人（NPO 法人）
、各種公益的法人、協同組合、地
縁組織（自治会等）
、任意団体、社会的企業等、市民セクター（サードセクター）と呼ばれる様々な団体です。
しかしながら、活動を支える資金や運営ノウハウの不足等により、活動を縮小し、或いは休止を余儀なくされ
ている団体があることも事実です。
このような中、2015 年に開催された「国連持続可能な開発サミット」では、その成果文書として「我々の世界
を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、そこに掲げられた SDGs（持続可能な開発
目標）は、上述のようなセクターをはじめ、企業や行政など全てのセクターの共通目標となりました。
この大きな流れを背景として、私たちは誰一人取り残されない持続可能な地域づくりのために、様々な地域課
題や社会問題を、市民セクターや企業、行政等、全てのセクターとの共助により、熊本から解決していこうと決
意しました。
令和元年 8 月 23 日
一般財団法人くまもと SDGs 推進財団 役員一同
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代表理事：成尾 雅貴
（株式会社あえる代表取締役、前熊本県東京事務所長）

設立：2019 年 8 月 23 日 基本財産：３００万円
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役 員 及び 評議員等

コミュニティ財団とは
特定の企業や個人或いは行政機関などが設立した財団（企業財団、
プライベート財団、行政の外郭組織等）ではなく、地域が抱える課題を
解決していきたいという、市民一人ひとりの意志の表れとして基金を
募りできた財団、つまり「市民性」をもった財団法人をコミュニティ財
団と呼びます。
「コミュニティ財団」として、私たちは「地域性」を大切にします。
それぞれの地域には、その地域ならではの課題があります。地域に根
差し、地域を知り、地域の視点で地域のさまざまな課題を解決するた
めの財団を目指しています。

中間支援組織とは
地域の様々な企業、団体、行政、民間非営利団体等が課題解決に向け
て連携協働して取り組みを進めていくために、資金、人材、情報などの
資源提供者と民間非営利団体等の仲立ちや、伴走支援を行う組織を中
間支援組織と呼びます。
私たちは、主に SDGs の達成に向けた様々な課題解決のために、寄
付をしたい個人・団体と助成を受けて活動をしたい非営利団体等の仲
介を行っています。
使途を特定しない一般寄付の他、災害支援のようにテーマを特定し
て複数の寄付者から資金を調達し、被災者支援を行う民間非営利団体
に助成したり（特定基金）、資金提供者の意向を踏まえた基金（冠基金
）を作り、意向に沿った活動を行う団体を公募の上助成したりしてい
ます。故人の遺志を尊重した寄付（遺贈寄付）の橋渡しも行います。
資金提供に付帯する形で、活動団体の伴走支援（事業計画の策定、会
計処理、活動情報発信等の支援）を行うこともあります。
私たちは、コレクティブ・インパクトの手法を活用し、ボランティア
ではなくソーシャルビジネス（社会的企業）として取り組みます。

２０２０年度 活動実績
■緊急支援事業
◎5 月～コロナ禍に伴うひとり親世帯緊急支援）
寄付金総額 650 万円
社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会と連携し給付

◎7 月～熊本豪雨水害被災者支援団体への助成
寄付金総額 1,800 万円余調達 延べ 3２団体に助成
■SDGs 推進事業
◎11 月~熊本県地域課題解決プロデューサー人材活
用事業（県委託事業）
◎12 月 SDGs GOTO セミナー（県補助事業）
◎随 時 企業団体向け SDGs セミナー受託
■その他 次の事業も進めています。
◎ 発達障害者のための地域の居場所づくり事業
◎ 遺贈寄付や冠寄付等寄付者とのマッチング事業
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フェアトレードシティくまもと推進委員会代表
くまもと「障害者」労働センター 代表
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株式会社あえる 代表取締役社長
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NPO 法人くまもと未来ネット 代表理事
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認定 NPO 法人 地球市民の会 理事長
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NPO 法人くまもと未来ネット 理事
阿蘇持続可能な社会研究所 所長
平成義塾熊本 代表
NPO 法人 SDGs Association 熊本 代表
水俣市久木野ふるさとセンター愛林館 館長
認定 NPO 法人 DPI（障害者インターナショナル）
平野 みどり
日本会議 議長
鳥崎 一郎
大江校区社会福祉協議会 会長
宮瀬 美津子 熊本大学 教授
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田上 辰也
合同会社有機生活 代表社員
宮北 隆志
熊本学園大学 教授
山田健一郎 公益財団法人佐賀未来創造基金 理事長

一般寄付：団体運営への賛同寄付用口座
肥後銀行江津団地支店 普通 口座番号 471564
口座名：一般財団法人くまもと SDGs 推進財団
代表理事 成尾雅貴
※ピンバッチをご希望の方は、こちらにご寄付ください
※表の財団 HP QR コードから寄付のお申し込みができます。

特定寄付：「緊急支援事業」専用口座
肥後銀行江津団地支店 普通 口座番号 474627
口座名：一般財団法人くまもと SDGs
推進財団 代表理事 成尾雅貴

一般財団法人くまもと SDGs 推進財団への寄付申込書
以下のとおり活動に賛同・寄付します。（□：団体運営へのご寄付

氏名
住所

ふりがな
〒

電話

Mail

金額
領収書
その他

□：緊急支援事業へのご寄付）

円
□：不要

入金方法

□：必要 ⇒

（所属や役職名、他通信欄としてご利用ください。）

□：直接 □：口座振込 □：クレジットカード

領収書宛名

団体運営への賛同寄付用口
座に１口 1,000 円以上のご
寄付をいただいた方には、ご
希望に応じ、財団オリジナル
くまモン SDGs ピンバッジ
をお渡ししています！左に
その旨ご記入ください。

