
ふくい市民活動基金とは、事業者や市民の皆様からいただいた寄附をもとに、市民

活動団体が行う公益的な活動や小中学生が行うボランティア活動を支援するものです。

寄附でまちづくりに参加してみませんか？

福井市宣伝隊長 朝倉ゆめまる

令和２年度版
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ふくい市民活動基金

基金の流れ
「ふくい市民活動基金」は、地域

社会全体でまちづくりを進めていく

ことを目的に、市民や事業者の皆様

からの寄附金を積立てているもので

す。この基金を財源として、市民活

動団体が行う公益的な事業や、小中

学生が行うボランティア活動に対し

て助成を行います。

市民活動を社会全体で支えるため、

皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。

ふくい市民活動基金とは

１０,０００円以上のご寄附を頂いた場合には、「寄附特典」をお選びいただけます！
寄附金額に応じて、「寄附特典」をお選びいただけます。

＜寄附特典一覧＞ ※寄附特典の詳細については、右ページをご覧ください。

グリーンリーフ 小（１万円以上） グリーンリーフ 小＋バナー広告（２万円以上）

グリーンリーフ 大（３万円以上） グリーンリーフ 大＋バナー広告（４万円以上）

ピンクリーフ 大（５万円以上） ピンクリーフ 大＋バナー広告（６万円以上）

寄附者様のお名前や社会貢献活動を機関紙やHP等で公表いたします！
事業者様の場合、ＣＳＲ活動が社会的に認知され、イメージアップを図ることができます。

また、寄附者様が関わる社会貢献活動の情報を当センターの機関紙に掲載させていただきます。

税制上の優遇措置が受けられる場合があります！
確定申告での所定のお手続きが必要になります。

寄附に関する３つのいいね！

寄附のお手続きについて

「寄附金申出書」に必要事項をご記入の上、市民協働・ボランティア推進課まで直接お持ち

いただくか、郵送、ファックス又はＥメールでお送りください。

「寄附金申出書」は、市のホームページからダウンロードできます。

寄附の申込み

市民協働・ボランティア推進課から、手数料無料の納付書を送付いたします。

お近くの金融機関（ゆうちょ銀行を除く）でお振込ください。

寄附金の払込み

入金確認後、寄附金受領証明書を送付いたします。確定申告の際に必要となりますので、

大切に保管ください。

寄附金受領証明書のお受取り



寄附特典のご案内

ハピリン４階の「福井市総合ボランティアセンター」の入口ガラス面に、「ボランティア活動応援ツリー」を掲載します。

寄附特典にてグリーンリーフ又はピンクリーフを選ばれた場合は、お名前とボランティアへのメッセージをツリーを構成する

リーフ（葉）に掲載し、ご来所の皆様にお届けします。

グリーンリーフ・ピンクリーフ

ボランティア活動応援ツリー ※ハピリン４階 エスカレーター前
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掲載期間

2021年６月１日から2022年５月末（１年間）

バナー広告

寄附特典にてバナー広告を選ばれた寄附者様においては、福井市ボランティアネットにバナー広告を掲載いたします。

福井市ボランティアネット

https://www.fukui-volunteer.net

バナー広告に使用する画像を、下記の規格でご用意ください。

バナー広告掲載日から約１年間

掲載場所

広告の規格

掲載期間

大きさ 縦60ピクセル×横184ピクセル

形 式 GIF、JPEGまたはPNG

※ホームページのレイアウト、デザイン等は変更になる可能性があります。

ホームページや機関紙等への掲載

寄附者様のお名前をHPやリーフレット等で公表させていただきます。

また、年４回発行する当センターの機関紙や福井市ボランティアネットで、寄附者様が行う

社会貢献活動の様子を紹介させていただきます。ぜひ事前に情報をお寄せください。

バナー広告

掲載位置



平成29年度から、小中学生が行うボランティア活動に対しても支援を行っています。

令和元年度は、6校（大安寺小・鷹巣小中・長橋小・下宇坂小・羽生小・美山啓明小）

の活動を支援しました。
海岸を清掃するボランティア（長橋小学校、鷹巣小中学校）▶

令和元年度に寄附を頂いた皆様

〒910-0006
福井市中央1丁目2-1 ハピリン4階
TEL （0776）20-5107
FAX （0776）20-5168
E-Mail volunteer@city.fukui.lg.jp

●株式会社アイビックス

●株式会社アイル保険センター

●暁産業株式会社

●株式会社旭エレクトロン商会

●有限会社朝日室内工業

●アサヒテクノフォート株式会社

●株式会社アスワ村田製作所

●株式会社安部書店

●荒川レース工業株式会社

●井上金庫販売株式会社

●イワイ株式会社

●有限会社上田産業

●株式会社ウォーターエージェンシー

●えちぜん鉄道株式会社

●有限会社オタ広告社

●上屋敷工業株式会社

●加畑 雄大

●勧和工業株式会社

●株式会社キッチンプラント

●有限会社木村工機

●有限会社京新自動車

●株式会社協和パッキン商会

ありがとう
ございました。

●樹林株式会社

●銀扇福井株式会社

●医療法人 健康会

●合同電機株式会社

●酒井電機株式会社

●さわやかライフ白洋舎

●株式会社サンワコン

●株式会社ジェスクホリウチ 福井支店

●自治労福井市職員労働組合

●ジビル調査設計株式会社

●医療法人秀峰会本多レディースクリニック

●伸海エンジニアリング株式会社 福井支店

●有限会社新星設備

●新富産業株式会社

●株式会社新内

●スキット株式会社

●株式会社センボー建築事務所

●株式会社ソルベックス

●株式会社第一コンサル

●第一デンタル株式会社

●大和リース株式会社 福井営業所

●株式会社竹中工務店 福井営業所

●ちきゅう未来株式会社

●有限会社坪川自動車

●株式会社デルタコンサルタント

●株式会社ナイガイ

●ナガイ造園有限会社

●中野建設株式会社

●株式会社ニシデ・コンストラクション

●日本管財株式会社

●日本システムバンク株式会社

●日本ミール株式会社

● NEO證誠プロジェクト

●株式会社野村塗装店

●畑 みゆき

●福井環境事業株式会社

●福井県環境保全協業組合

●福井県基準寝具株式会社

●一般社団法人福井市医師会

●福井市古紙等リサイクル協同組合

●株式会社福井市緑化木センター

●福井信用金庫

●福井ツバメ商事株式会社

●株式会社平和堂

※その他、多くの市民の皆さまに

ご協力いただきました。

●株式会社ホクシン

●株式会社北陸環境科学研究所

●株式会社ホーコーズ

●松井策建設株式会社

●丸一調査設計株式会社

●株式会社マルキヤ宣広社

●株式会社マルツ電波

●株式会社丸和

●三谷設備株式会社

●株式会社南谷金物

●みのる産業株式会社

●村中建設株式会社

●株式会社山崎塗装店

●株式会社山本タイヤ商会

●有限会社吉本重建

●鷲田建設株式会社

●株式会社渡辺

（50音順・敬称略）

福井市役所
市民生活部
市民協働・ボランティア推進課
（福井市総合ボランティアセンター）

除雪が困難で降雪の際に孤立してし
まう高齢者や障がい者をサポートする
ため、除雪機（写真）の購入や、行
政・介護事業者との連携体制、 除雪要
請者との連絡体制などの、除雪体制の
構築に取り組みました。
令和元年度は稀にみる暖冬のため除

雪実績はありませんでしたが、高齢
者・障がい者宅の除雪体制が確保され、
サポートを求める世帯数の把握にも繋
がりました。今後も降雪に備えて除雪
サポートに取り組みます。

子どもたちの支援とシニア世代との
交流を目的に、「いきいき長寿よろず
茶屋」がある渡町の一軒家の1階に
「東安居ふれあいこどもサロン」を開
設しました。子どもだけでなく保護者
も食事をすることができ、将棋やボー
ドゲームなども用意。夏休みのサンド
アート体験会では、子どもたちが夢中
で取組んでいました。
地域の子ども会や他のボランティア

団体の協力もあり、少しずつ認知度も
高まって来ています。

足羽山を中心とした地域の魅力を再
発掘するとともに、市民や県外観光客
を誘致し、持続可能な地域づくりを行
うことを目的として、足羽山の名所を
巡ることができる「冒険ノート」の作
成、販売を行いました。
９月には、「冒険ノート」販売を記

念して、足羽山を舞台にさまざまな
ミッションを設けるイベント（写真）
を開催し、多くの参加がありました。
今後も「冒険ノート」を使い、足羽

山の魅力を知ってもらえるイベントを
定期的に開催します。

明智光秀が主役となる大河ドラマが
決定したことに合わせて、歴史評論家
明智憲三郎氏による講演（写真）やパ
ネルディスカッションを行いました。
会場には多くのファンが駆け付け、

後日ケーブルテレビで放送されたこと
もあり、より多くの方に明智光秀と戦
国越前の魅力を発信することができま
した。
今後は、北陸新幹線福井駅開業に向

けて更なる越前の魅力を発信できるよ
うに努めていきます。

福井市には農山漁村地域が多くあり、
豊かな自然環境や文化・歴史等が豊富
です。その地域資源を活かし、農家民
泊を中心とした、修学旅行や体験学習
等のこども農山漁村交流を受け入れる
ことができるように、ふくい農家民泊
フォーラム（勉強会）と先進地視察交
流を行いました。受入を行う意義や効
果、他地域での事例を参加者に知って
もらうことができました。
今後は福井市とも連携し、農家民泊

の受入家庭拡大を図ります。

手話を身近なものとして理解し、手
話を使った交流を推進するため、手話
イベントを開催しました。
手話を使ったダンスイベントや、手

話に関する市条例の施行記念イベント
（写真、福井市と共催）では多くの市
民が参加し、聴覚障がい者への理解や
地域の活性化につながりました。今後
も福井市と協力し、障がいの有無に関
係なく、手話やパフォーマンスを通じ
た交流の推進に努めていきます。


