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福岡市市民局コミュニティ推進部 

市民公益活動推進課 



  

福岡市 NPO 活動支援基金(愛称：あすみん夢ファンド)へ 

ご寄付をいただき，ありがとうございました。 

あすみん夢ファンドは NPO の公益的な活動に必要な資金

を助成するとともに，寄付を通した社会貢献意欲を高める

ことにより，市民の自主的かつ自発的な公益活動の促進を

図ることを目的として設置しています。 

平成３０年度は総額 ３，５６５，０８０円 

のご寄付をいただきました。 

皆様からいただいたご寄付をもとに，平成３０年度は１２

の NPO 法人の活動を支援することができました。 

本報告書は，これらの活動についてご寄付をいただいた

方々をはじめ多くの皆様へお知らせするものです。 

今後とも NPO 法人へのご理解・ご支援をよろしくお願い

します。 

 

 

 



九州大学こころとそだちの相談室 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

家庭学習支援事業 

団体紹介 

地域住民に対して臨床心理サービス

に関する事業等を行い，またそのサー

ビスの担い手である当該地域の臨床

心理士等に対して，臨床心理学に関す

る研修事業等を行うことでその資質

の向上を図り，地域に根ざした臨床心

理士のあり方とその養成等について

の研修事業等を行っています。 

平成３０年度補助額 

３８５，８００円 

 

補助事業概要 

発達障がい等の心理社会的課題を抱

える子ども及び親を対象に，臨床心理

学の専門的知見から学習支援を行う

とともに，専門研修の受講費を補助す

ることにより，家庭学習支援を行う支

援員の資質向上を図り，支援内容の充

実や支援先の増加に繋げることがで

きました。 



補助事業概要 

不登校や発達障がい等で学習が困難

な児童に対して，大学生ボランティア

が個別に訪問し，対象児童の学習を支

援する「ゆうがお塾」を実施しました。

助成金は，本事業の運営スタッフの確

保やパンフレット作成等に活用し，広

報活動を強化することで，行政や民間

団体との新たな連携等に繋がり，組織

基盤強化や包括的な支援体制づくり

を行うことができました。 

まちづくり LAB 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

   

訪問型学習支援「ゆうがお塾」 

団体紹介 

多くの大学生ボランティアとともに，

学習支援やフリースペースの運営を

行うことで，すべての子どもや家族が

安心できる，理解者・選択肢・居場所

がある未来を目指して活動していま

す。 

平成３０年度補助額 

４５７，０１０円 

 



アジア太平洋こども会議・イン福岡 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

日本のこどもグローバル化育成プログラム 

団体紹介 

福岡のこどもたち，青少年たちをアジ

ア太平洋各地に派遣し，現地でのホー

ムステイ・学校・大使館訪問等を通し

て，その国の生活文化を実際に体験す

ることで，異なる文化に対する理解を

深め，国際感覚豊かな青少年を育成す

る事業を行っています。 

 

  

平成３０年度補助額 

4,000,000 円 

 

補助事業概要 

講座や派遣国・地域についての学習や

ホームステイするこどもたちの結束

を強めるための宿泊研修等，事前研修

に力を入れることで，派遣先での滞在

を有意義なものとすることができま

した。 

また，ホームステイ後の振り返りを通

して、こどもたちが異文化体験を通し

て得た知識や経験を，多くの人たちに

伝えることができました。 

 



女性エンパワーメントセンター福岡 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

移住女性のための多言語相談，通訳，同行支援事業 

団体紹介 

「女性への暴力防止と支援」「移住女

性の支援」「国際協力と平和の活動」な

どを通じて，女性の人権が尊重され，

多様な人々が共に生きる地域と世界

を目指して活動しています。 

平成３０年度補助額 

４４４，３４０円 

 

補助事業概要 

増加傾向にある福岡市内で生活する

外国籍住民（移住女性）を対象に，多

言語での電話相談及び通訳派遣事業

を行いました。ポルトガル語やベトナ

ム語などの言語にも対応することで，

言葉や制度の壁により，生活する上で

様々な困難を抱える移住女性を支援

することができました。 



FFA フォロワーシップ協会 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

傾聴ボランティア・スキルアップ講座 

団体紹介  

フォロワーとリーダーが相互作用し

ているフォロワーシップ型組織が求

められる中，リーダーの指示を持つこ

となく自主的・自発的に行動するフォ

ロワーの育成を目的として，傾聴やア

ンガーマネジメントなどの体験型の

研修等を行っています。 

平成３０年度補助額 

２７２，６３４円 

 

補助事業概要 

相手を尊重し，相手のために聴く「傾

聴」というコミュニケーションスキル

について，体験型の講座を計７回実施

しました。「施設でのボランティア活

動や家庭でのコミュニケーションに

役立っている」「継続して勉強したい」

などの受講者の声があり，「傾聴」への

理解を深めることができました。 



アコア 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

講演会「虐待サバイバーと社会，新しい明日を生きる」 

～自助・互助・共助と公助の在り方～ 

団体紹介 

DV 被害や接触障害，トラウマ等の

様々な生きづらさを抱えた女性達が

安心できる居場所を作るとともに，自

助ミーティングや心理相談，各種講座

など，当事者の自立支援の第一歩に繋

げる活動を行っています。 

平成３０年度補助額 

１６１，９００円 

 

補助事業概要 

全国で虐待を予防する活動を行うフ

リーライターによる講演と虐待支援

を行う NPO 法人や当事者等を含めた

ディスカッションを行いました。当時

者たちのエンパワーメントに繋がる

とともに，虐待問題と距離のある一般

市民が「虐待」を考える機会とするこ

とができました。 



福岡県ママのキャリアセンター 

 

 

                                                     

                           

                            

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度補助額 

４３４，７６５円 

 

補助事業概要 

平成２８年度に開設した，子育て中の

働く女性とその家族，及び企業の支援

体制について取材した内容を掲載す

るウェブサイト「福岡ワーク・ライフ・

ママンズ」の充実化を図るとともに，

就労へ向けた事前・事後研修，企業へ

のインターンシップを実施しました。

研修やインターンシップ参加者の中

には，就職に繋がった参加者がいるな

ど，就業への一歩を踏み出すことがで

きました。 

福岡ワーク・ライフ・ママンズ発展事業 

団体紹介 

子育てとキャリア形成の両立支援を

目指して，子育て女性の就労支援や

企業への意識啓発，子ども達の生き

る力の育成等の活動を行い，誰もが

心豊かに生きることが出来る社会の

実現に寄与することを目的として活

動しています。 



山王学舎 

 

 

                                                     

                           

                            

                                                 

 

 

 

  

 

 

 

  

koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

平成３０年度補助額 

８１５，２２８円 

 

補助事業概要 

小学生・中学生を対象に美術・造形活

動をツールとしたコミュニケーショ

ン能力・創造力の養成や親同士の意見

交換会，スタッフ・保護者研修など６

つの事業を実施することができまし

た。事業の実施により，学校やスクー

ルソーシャルワーカーとの連携事業

も増え，学外支援の場としての力を発

揮しはじめています。 

地域の子ども達の学習格差をなくす 

「美術と学び」支援事業 

団体紹介 

共働き世帯やひとり親世帯の増加

など様々な社会背景が変化する中，

子ども達の現状に目を向け，「居場

所」「学び」「体験」の場を地域すべ

ての子ども達と一緒に作り上げる

ため，美術造形の文化教育を核とし

た居場所づくりや学習支援等を実

施しています。 



福岡ジェンダー研究所 

 

 

                                                     

                           

                            

                                                 

 

 

 

 

 ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所 

 シンボルマーク 

 

 

koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

 

平成３０年度補助額 

７２，７７０円 

 

補助事業概要 

福岡市内の小学生を対象に，当事

者専門家を講師に，性的多様性を

踏まえた個人の権利保障について

学ぶモデル授業を実施しました。

教員・教員志望の学生が授業を見

学し，研究内容の解説や性的マイ

ノリティの児童・生徒支援の必要

性を学びました。また，教員志望の

学生が授業実践を行い，「性的多様

性を認める教育の促進と教員の資

質養成」に繋げることができまし

た。 

性的多様性を認める教育の促進と教員の資質養成 

団体紹介 

ジェンダー問題専門のシンクタンク

として，相談事業，研修事業，調査研

究・政策提言事業，人材養成事業を核

に，あらゆる分野における男女共同

参画の実現をめざして活動を展開し

ています。 

 



いるか（旧法人名いるかねっと） 

 

 

                                                     

                           

                            

                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

 

平成３０年度補助額 

２，３８９，０３３円 

 

補助事業概要 

福岡市内の公民館などに無料で学べ

る場「マナビバ」を開設し，主に中学

生を対象として地域密着型の学習支

援事業を実施しました。学生・社会人

ボランティアとのコミュニケーショ

ンや学習支援などの関わりにより，子

ども達は学ぶ楽しさを体験，自己肯定

感の向上に繋がる活動を行うことが

できました。 

学びたい子どもたちに学ぶ場を！ 

「SHARING KNOWLEDGE マナビバ」拡大事業 

団体紹介 

「本当に困っている人たちのため

に行動し，その行動によって笑顔を

もたらす」ことを使命として，高齢

者・子ども支援，被災者のための事

業を実施しており，特に「子どもの

貧困問題」に対して，その一因とな

っている教育格差改善に力を入れ

て取り組んでいます。 



福岡ミュージック・エイド 

 

 

                                                     

                       

                            

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

平成３０年度補助額 

３６５，０００円 

 

補助事業概要 

人材派遣会社役員やネット販売会社経営者，福岡で音楽活動をしながらネッ

トショップをしている方々を講師に迎え，音楽活動をしながら生活ができる

収入をいかに稼ぐか，ライブのＳＮＳを利かした集客力の方法，これからの

ネットビジネスなどの講義を行いました。 

FMA 応援事業セミナー 

SNS を生かした『集客力』と『職能力』 

団体紹介 

音楽を通じた，より心豊かな社会の実現にむけて，多くの市民に音楽活動の

すばらしさを伝え，音楽家や音楽を志す若者たちに対し，音楽活動の場の開

拓や情報提供事業等を行い，音楽文化の振興に寄与する活動を行っています。 



ファザーリング・ジャパン九州 

 

 

                                                     

                           

                            

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

平成３０年度補助額 

１９５，６００円 

 

補助事業概要 

普段から子育てに主体的に関わる父

親を増やすことを目的として，「父と

子のお魚料理教室」を実施しました。

（全３回） 

教室では，鮮魚市場で生きた魚に触れ

る体験や調理の合間に絵本の読み聞

かせなどを行い，学んだ料理技術を早

速，家庭で実践するなど，父親が積極

的に家事・育児に参加するきっかけづ

くりとなっています。 

 

父と子のお魚料理教室 

団体紹介 

「よい父親」ではなく，「笑ってい

る父親を増やそう」をコンセプト

に，働き方の見直しや企業の意識改

革，次世代の育成のための事業とし

て，講演・セミナーの講師や父子向

けのイベントの運営等を実施して

います。 

 



 

 

■寄付方法が選べます！ 

クレジットカード，コンビニエンスストア，銀行，郵便局の４つの寄付方法から 

選択できます。手数料はいずれも不要です。 

 

■記念品を進呈します！ （市外居住の寄付者（個人）） 

1 万円以上の寄付をいただいた方に，寄付額に応じた記念品を進呈します。 

≪記念品例≫ 

      

▲ＮＯＣＯＨＡＣＨＩ   ▲小呂島漁師のしまごはん    ▲金印汐わかめ   ▲志賀島産いちごジャム 

[能古島産純粋はちみつ] 

 

■税制上の優遇措置が適用されます！ 

個人の方は，所得税と個人住民税で寄付金税額控除を受けることができます。 

(詳細は，お住まいの地区を管轄する税務署にお問い合わせください。) 

法人の方は，全額を損金算入することができます。 

 

■申告に関する手続きが簡単！ 

特定の条件を満たす個人の方は，ワンストップ特例制度を利用する旨の申請書

を提出することで，確定申告をしなくても寄付金税額控除を受けることができ

ます。 

 

あすみん夢ファンドは，ふくおか応援寄付 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUKUOKA OMOIYARI KIDS WAON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原ミネラル(株)，コカ・コーラウエスト(株)，自動販売機設置者の皆様のご協

力により，あすみん夢ファンド自動販売機を設置し，売上の一部を寄付していた

だいています。 

 

【自動販売機設置者の皆様】 

◇高原ミネラル(株) 

◇(株)愛しとーと 

◇(株)オオツカ・ガスエンジニアリング 

◇(株)環境開発 

◇福岡環境整備(株) 

◇(株)やまやコミュニケーションズ 

◇福岡市教職員組合 

◇福岡中央児童会館等建替え整備事業(株) 

◇「あすみん」マネジメントグループ 

（特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 /株式会社ミカサ） 

福岡市のご当地 WAON カードを使うだけで

寄付できます！ 

 

イオン九州株式会社，マックスバリュ九州株式会

社 よ り ， 福 岡 市 の ご 当 地 WAON カ ー ド

「FUKUOKA OMOIYARI KIDS WAON」のご

利用額の 0.1％を寄付していただいています。 

全国の WAON 加盟店で利用でき，どこで利用し

てもあすみん夢ファンドに寄付されます。 

 

自動販売機の設置やジュース等を購入するこ

とで寄付できます！ 



 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人日本入れ歯リサイクル協会のご協力により，福岡市役所本庁舎・各区

役所など市内 13 か所に回収ボックスを設置しています。 

回収した不要入れ歯やアクセサリーに含まれる貴金属をリサイクルすることに

よって得られる収益の 40 パーセントが，あすみん夢ファンドに寄付されます。 

 

【回収ボックス設置場所】 

◇福岡市役所・各区役所 

◇入部出張所 1 階窓口前 

◇あいれふ 1 階受付 

◇福岡市 NPO・ボランティア交流センター あすみん 

◇福岡市市民福祉プラザ１階案内横 

◇福岡市葬祭場 1 階受付 

 

 

 

  福岡市 NPO 活動支援基金(あすみん夢ファンド) 

  平成３０年度 活動報告書 

  令和元年(201９)年１０月発行 

   

  福岡市市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 

  〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 

  電話：092-711-4283 

  FAX：092-733-5768 

  Email:koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

不要になった入れ歯やアクセサリーで寄付で

きます！ 

 


