
◆ 令和２年度採択事業一覧
（協働助成事業　テーマ希望型）

事業名 団体名
SDGsを学びながら地域貢献に取り組
む子どもボランティア養成塾事業

NPO法人
えき・まちネットこまつ

子育て世代を応援する為の「子ども食
堂」事業

NPO法人
オープンハウスこんぺいとう

農福連携による子どもたちの社会貢
献・社会参画事業

NPO法人
プチユナイテッドアスリートクラブ

ウィズ・コロナ時代の親子の対話を
アップデートせよ！ やまがたイグメン共和国

環境学習活動を通じて学校、家庭、地
域等の社会力を育むための「環境学習
と社会力」フォーラムの開催

NPO法人
明日のたね

「SDGs×気候変動」による脱炭素社
会への促進事業

NPO法人
環境ネットやまがた

鶴岡市を流れる内川の環境調査および
啓蒙活動による親水空間の場づくり事業

NPO法人
公益のふるさと創り鶴岡

親子で、家族で廃棄された車のパーツ
をリサイクルするワークショップ

NPO法人
みなと研究会

EV車のリチウムバッテリーを用いた、
農福連携による電気の地産地消実証実験

NPO法人
エコ・リンクやまがた

身近な生活から発見！海のごみ？川の
ごみ？～一緒にぐるぐる考えよう～ 美しい山形・最上川フォーラム

イベント会場における海ごみ体験ブー
ス開設による普及啓発活動

NPO法人
パートナーシップオフィス

山形のいいとこ発見!!　新しい暮らし
と街づくり 社会芸術ラボ　ORINAS

奥の細道・芭蕉の逗留の地「石山邸」
のリノベーション事業

NPO法人
公益のふるさと創り鶴岡

地域づくりコーディネーター「実践」
養成プログラム Sukedachi Creative 庄内

都市計画道路沿道環境の形成２ NPO法人 まちづくり山形

（協働助成事業　一般型）
事業名 団体名

県内NPOの基盤強化と市民活動サ
ポート事業

NPO法人
やまがた絆の架け橋ネットワーク

湧水の里魅力発信プロジェクト 美しい山形・最上川フォーラム

（協働助成事業　一般型）
事業名 団体名

鳥海山二ノ滝氷柱探勝会 NPO法人 遊佐鳥海観光協会
「里の名水・やまがた百選」館清水を
活かした地域の魅力向上プロジェクト 堀金地域資源保全隊

南沼原発！ロコモ・フレイル予防体操
普及プロジェクト

南沼原地区介護保険サービス事業
所連絡会

自分発見！新しい活躍の場の可能性を
感じる体験会 天童市通所介護事業所連絡協議会

外国人×介護「まるごと山形」交流イ
ベント

NPO法人
エール・フォーユー

山形に科学を楽しむ人材を！ 山形大学SCITAセンター
学生スタッフ

庄内から宇宙へ―地球を飛び出した宇
宙飛行士さんのお話し― 鶴岡スペースステーション

看護師の最上UIJターン促進事業 NPO法人 アピラ
学びを支える図書館の為のICT活用推
進ワークショップ NPO法人 Yamagata1

赤倉温泉de遊ぼう　プロジェクト 赤倉温泉振興対策協議会

（団体支援助成事業）
事業名 団体名

次世代自動車の普及と森づくり活動で低
炭素型ライフスタイルをクールチョイス

NPO法人
環境ネットやまがた

酒田港でのリサイクル物流の活性化
（酒田港の新たな飛躍に向けたリサイ
クル物流の取組み）

NPO法人
山形県リサイクルポート
情報センター

阪哲朗＆山響ベートーヴェン生誕
250周年記念プロジェクト…Music 
Library Project

山形交響楽団応援県民会議

令和2年度環境意識啓発事業（エコド
ライブステッカー普及拡大）

NPO法人
山形県自動車公益センター

令和2年度環境意識啓発事業（エコ
フォトコンテスト）

NPO法人
山形県自動車公益センター

令和2年度環境意識啓発事業（エコ
カー・サポカー推進統一キャンペーン）

NPO法人
山形県自動車公益センター

（株）大沼関連再就職等支援事業 失業者等の暮らし安心確保協議会

寄附者：イオン株式会社

寄附者：
株式会社東北シーアイシー研究所

寄附者：
財団法人山形県都市整備協会（解散法人）

「イオン・さくらんぼWAON　子どもの健全育成支援事業」
「県内NPOの基盤強化と市民活動サポート事業」

「㈱東北シーアイシー研究所35周年
資源循環型社会構築支援事業」

「やまがたまちづくり活動支援事業」

〔農福連携による子どもたちの社会貢献・社会参画事業〕

〔イベント会場における海ごみ体験ブース開設によ
る普及啓発活動〕

〔地域づくりコーディネーター「実践」養成プログ
ラム〕

　社会問題にもなっているひきこもりや不登校数の増加に歯止め
をかけるために始めた農福連携による農業体験活動。外に出る
きっかけづくり、農業成果物を活用した社会参画と社会貢献を合
わせた活動には、高校生年代から小学生までの子どもたちやその
家族の方々が参加してくれました。子どもたちは自分たちが手掛
けた野菜を収穫する際、「私が作ったんだよ。」などと歓喜の声

を上げるなどしてお
り、大変うれしい瞬
間も垣間見ることが
できました。ご支援
いただきましたイオ
ン株式会社様には、
心よりお礼申し上げ
ます。

　私達は県内のNPO団体が、活動の促進や団体が成長するた
めの、助成金に関する講座の開催、県内10カ所での個別相談
会の開催、若者向けボランティア養成講座を開催しました。助
成金の講座や個別相談会では皆さん真剣な表情で聞き入ってい
るのが印象的でした。若者向けのボランティア養成講座では、
県内の女子高生が参加して下さり活発な意見交換がなされ、非
常に頼もしく感じました。そして県内で活動するNPO団体を

知って欲しいという考え
から団体を紹介する小冊
子を発行しました。初の
試みでしたが、良い結果
を残せたと思っていま
す。

　環境問題として注目を集めている、マイクロプラスチック
と海洋ごみの問題を多くの方に知っていただくため、デジタ
ルスコープを使った観察学習会、万華鏡の工作を楽しみなが
ら学ぶワークショップを出張開催しました。庄内地域のみな
らず、海から離れた村山・置賜地域の学校や団体にお招きい
ただき、小学１年生から高校生、社会人まで幅広い年齢の約
400名（７団体）の方々
と交流し、ともに地球環
境と生活様式を考える貴
重な機会となりました。
　ご支援をいただきまし
た株式会社東北シーアイ
シー研究所様には心より
お礼申し上げます。

　酒田市山元地区の素晴らしい自然や食、人をたくさんの人
に知ってもらい、ファンになってもらう事業を実践しました。
一緒に事業を実践することで、地域の方から地域資源や多様
な人をつなぐコーディネーターとなっていただくことを目的
としています。事業では、地域外の多様な人材から集まって
いただき、フィールドワークで資源を発見。その資源を活用
する多様な事業アイディアをいただきました。そのアイディ
アをもとに地域の方と
一緒に事業を企画、実
践、ふりかえりをする
場をつくりました。今
後も魅力いっぱいの事
業を地域の方で企画、
実践していきます。

寄附者からのメッセージ
 （令和2年度テーマ希望寄附）

イオン東北株式会社
� 代表取締役社長　辻　雅信 様
　イオン東北株式会社は2020年3月にマックスバリュ東
北株式会社とイオンリテール株式会社東北カンパニーの食
品部門が経営統合し誕生しました。2010年山形県と包括
連携協定を締結時に山形さくらんぼWAON力ードを発行

し、毎年お買上げ金額の0.1%を
社会貢献基金として山形県に寄附
をさせて頂いています。子どもた
ちが健やかに成長し活躍の機会を
広げ人間性を高めていく活動や、
そのために必要な安全・安心な環
境を整備する事業に活用されるこ
とを願っています。

寄附者からのメッセージ
東北電力株式会社 様
株式会社イオン銀行 様

イオンクレジットサービス株式会社 様
　～地域とお客さまの日々に、ちょっといいこ
とを「地域でお得なカード」～

　この寄付は、東日本大震災の復興支援と地域活性化を目的
として「より、そう、ちから。東北電力カード」のご利用金
額の一部を寄付させていただくものです。
　本カードは、東北電力㈱および㈱イオン銀行、イオンクレ
ジットサービス㈱の3社で提携するもので、2021年1月現
在で約1万8千人の方にご利用いただいております。
　これからも本カードをより多くの皆さまにご利用いただき、
山形県をはじめとする東北6県ならびに新潟県への復興支援
や地域の活性化に貢献できるよう取り組んでまいります。　

令和２年度やまがた社会貢献基金 を 活 用 した 助 成 事 業 の ご 紹 介
 協働助成事業（テーマ希望型）  協働助成事業（一般型）

NPO法人プチユナイテッド
アスリートクラブ（山形市）

NPO法人やまがた絆の架け橋ネッ
トワーク（寒河江市）

〔重点課題部門〕

NPO法人パートナーシップ
オフィス（酒田市）

Sukedachi Creative 庄内
　　　　　　　　　 （鶴岡市）

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 実 施 団 体

事 業 実 施 団 体

事 業 実 施 団 体
事 業 実 施 団 体
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