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“親子関係支援センターやまりす”は、施設や里親宅で暮らす児

童と、子育てに不安や悩みを抱えている保護者のみなさんに、居場

所や相談の場を提供することを目的として、令和２年に設立された

ＮＰＯ法人です。 

市の施策と協働した取組として採択されたこの事業では、協力者

やボランティアの助力を得て、空き物件に『やまりすの家』を開設。就

労や心身の病気等により子育てが大変な保護者のために、市担当

部署等と連携しながら、子どもたちの食事提供や学習支援を開始し

ました。さらに、保護者への子育て相談も実施しました。 

子どもたちからは利用するのが楽しみな様子がうかがえ、保護者

からは安心して子どもを預かってもらえるとの声があり、この事業で

親子に寄り添うことができました。 

足羽地区の歴史遺産をまちづくりに生かす活動を行っている“福井

あすわ歴史道場”が、大河ドラマ『麒麟がくる』の越前編放送にあわ

せ、登場する史跡や歴史が福井県に数多くあることを全国ＰＲするイ

ベントを福井市と京都市で開催しました。 

福井では、明智光秀公顕彰会会長の前坂良憲氏や、剱神社、金崎

宮、称念寺の関係者が登壇。京都の「戦国越前若狭の魅力ＰＲ ＤＡＹ

Ｓ ＩＮ本願寺」では、歴史研究家の明智憲三郎氏が記念講演し、福井

県京都事務所や福井銀行京都支店の協力を得て、多くの来訪者のも

と、福井の戦国歴史の素晴らしさを全国に発信しました。 

ふくい市民活動基金（福井市

非営利公益市民活動促進基金）

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

み立て、様々な市民活動を応援

しています。令和２年度も、２００

万円を超える多くのご寄附をい

ただきました。この基金を財源に

助成した主な事業を紹介します。 



  

再生可能エネルギーの普及を目指している“ふくい市民共同発

電所を作る会”が、災害が頻発する中、自然エネルギーを使って水

の確保や煮炊き、電気をつくれることを学ぶ「自分で作る自然エネ

ルギー体験講座」を開催しました。 

第１回は、雨水タンクが設置されている足羽公民館と連携し、雨

水を常時貯めて災害時や日常も使う装置作りを体験。ペットボトル

や炭、ろ過紙を使った浄水器を作りました。第２回は、一番身近に利

用できる自然エネルギーの太陽熱で、料理ができる調理器（ソーラ

ークッカー）を作りました。参加者は、太陽熱温水器などをもっと使

おうという講師の話から、いろいろな利用の仕方を理解していまし

た。その他、地区防災委員会と共催で、木っ端（小枝）で調理ができ

るロケットストーブを製作し公民館に装備。また、スマホやパソコン

の充電ができる、ソーラーシステムの工作も行いました。 

そばに関心を持つ“焼畑でそば作り交流会”が、焼畑そばの美味

しさを確認し、伝統農法の継続に役立ちたいと、県内で唯一焼畑が

残っている福井市上味見河内地区でそばを栽培しました。 

山中の急斜面での作業は、炎天下の草刈りと火入れに始まり、種

まき、下草刈り、獣害を防ぐ電気柵やネットの設置、はさ場作り、収

穫、脱穀まで計画通りに進みました。ネット張りと電気柵を設置した

ことで、獣害の被害も少なく通常の収穫量を確保できました。 

コロナ禍で地元の方を招いての収穫祭や、福井市内での収穫祭

はできませんでしたが、協力していただいている“ふくいそば愛好

会”の人が中心になり、少人数で収穫したそばを打ち、各自が家庭

での収穫祭を行いました。今後も焼畑そばの栽培を続け、より多く

の参加者や見学者を募集したいとのことでした。 

福井市美山地区で自然と生活文化を生かした自然体

験教育事業を行っている“（特非）自然体験共学センター”

が、子どもたちが環境について自ら考え、災害時に自主的

に行動できるように、防災・減災教育プログラムを実施。 

上味見生涯学習施設と福井市少年自然の家を会場に、

（一財）７２時間サバイバル教育協会の認定指導者から、 

火起こしやナイフの使い方、空き

缶やビニール袋でご飯を炊く練習

など、災害時に生き延びるために

必要なスキルや実技を学びまし

た。講習後、検定合格者にプログ

ラムマスター認定ワッペンが授与

されました。 



  

女性や障がい者の自立支援事業を行っている“福井女

性フォーラム”が、就労継続支援事業所「さくらハウス」の

利用者とともに、子どもたちが好みのハンコで模様を入

れ、洗って何度も利用できる子ども用オリジナルマスクキ

ットを製作。自分で作ったマスクに愛着をもって、感染症

対策に取り組んでもらうことをねらいとしています。 

市内１５か所の幼稚園に配布し、一緒にマスクづくりも

行いました。子どもたちが、消しゴムハンコを使って楽しそ

うにマスクを作成しました。 

今年度も、新型コロナウイ

ルス感染防止のため、公開プ

レゼンテーションを中止し、福

井市市民協働推進委員による

書面審査を行いました。 

審査では、公益性、協働

性、市民活動の特性、客観性・

現実性などの項目で採点さ

れ、応募数１３件のうち１１件の

助成が決定されました。 

舞台芸術鑑賞や芸術文化支援、担い手育成などを行っ

ている“福井芸術・文化フォーラム”が、いろいろなハナレ

タモノやコトを気ままに体感・体験し、コロナ禍でも人と人

とのつながりをつくることができるアートイベントを開催。 

ハナレタあの人に手紙を書（描）く「ハナレター」や、誰か

と協力しないと一人では輪にならない「ワットモ」。入って

何をするかは自由な定員１名の「ハナレタルーム」など、人

との距離を保ちながら遊べる、楽しい仕掛けがいっぱい

の空間となりました。 

事 業 名 団 体 内 容

夏休み 燃料電池 夢 こども博
特定非営利活動法人
福井クラシックカー協会

小学生の環境問題の理解を目的に、水素自動車や水
素エネルギー供給システムなどについて講演・展示

「森に遊びに。森をくらしに。」
特定非営利活動法人
森のほうかごがっこう

東郷地区と足羽山の魅力的な森と暮らしを、観光資
源として磨き、地域活性化のあり方を提案

災害時に地域の自然エネルギー設備を
有効に使おう

ふくい市民共同発電所を
作る会

太陽光発電や雨水タンクを設置する公民館と、災害
時に有効に使う方法を考え体験する講習会を開催

幕末明治福井の魅力を考えるシンポジ
ウム～渋沢栄一と福井藩と由利公正～

福井あすわ歴史道場
大河ドラマ「青天を衝け」の放送に合わせ、幕末維新
の福井の役割や魅力をシンポジウムを通して発信

こどもサロン（食堂）活動
東安居ふれあいこどもサ
ロン（食堂）

食に関して家庭的に困難を抱える子どもたちや、引き
こもりがちのお年寄りに寄り添いながら支援を提供

新幹線開業に向けて越美北線沿線住民
主体の景観整備

新幹線開業に向けて越美
北線を考える会

越美北線存続の重要性を知ってもらい、新幹線開業
時における観光コンテンツの可能性を探る

NICE TO MEETING〜市民と一緒に
学びと体験のコミュニティづくり〜

一般社団法人
足羽山こどもとあそぶLab

多くの魅力がある足羽山を拠点に、「つなげる」をテー
マとしたコミュニティ創造事業を実施

福井ジャグリング公演会／交流会 福ジャグ2021運営チーム
ジャグリングでまちのにぎわいをつくろうと、福井出身
ジャグラーによる演技や交流会、初心者講座など開催

楽しいキャンプのススメ
特定非営利活動法人
自然体験共学センター

自然との共生をキーワードに、持続可能性に配慮し
た、楽しくて安全なキャンプを企画・開催

Maternity&Mother　Festival
Maternity&Mother
Festival実行委員会

子育て真っ最中ママでもある専門家チームが、妊娠、
出産、子育て中のお母さんの応援イベントを開催

学習教室 学生団体 Together
貧困の連鎖を断ち切るために、小中高生を対象とした
学習教室で教育の機会と子どもの居場所を提供

●協働提案コース　助成上限４０万円／助成割合１００％

●自由提案コース　助成上限２０万円／助成割合８０％

●チャレンジコース　助成上限１０万円／助成割合１００％



 

株式会社R.Style 有限会社木下オート スキット株式会社 日本システムバンク株式会社 株式会社北陸環境科学研究所

株式会社アイビックス 有限会社木村工機 株式会社成和建設 丹生建設工業株式会社 NPO法人まちかど保健室you

株式会社アイル保険センター 銀扇福井株式会社 株式会社センボー建築事務所 NEO證誠プロジェクト 松井策建設株式会社

有限会社青山 株式会社熊谷組福井営業所 株式会社第一コンサル 野尻畳製造本店 丸一調査設計株式会社

暁産業株式会社 株式会社クリンマスター 第一防災株式会社 畑　みゆき 株式会社マルツホールディングス

アキラ株式会社 医療法人健康会 大和リース株式会社福井営業所 広川土建株式会社 株式会社丸和

有限会社朝日室内工業 合同電機株式会社 タキナミ製畳 VEEma株式会社 三谷設備株式会社

株式会社安部書店 酒井電機株式会社 株式会社竹中工務店福井営業所 福井環境事業株式会社 みのる産業株式会社

荒川レース工業株式会社 株式会社佐々木電業社 ちきゅう未来株式会社 福井県環境保全協業組合 宮本測量登記事務所

井上金庫販売株式会社 株式会社サンワコン 有限会社坪川自動車 福井県基準寝具株式会社 村中建設株式会社

イワイ株式会社 株式会社ジェスクホリウチ福井支店 Ｔ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ 協同組合福井県建築設計監理協会 株式会社山崎塗装店

岩堀　秀子 自治労福井市職員労働組合 株式会社デルタコンサルタント 一般社団法人福井市医師会 株式会社山下鋼業

有限会社上田産業 ジビル調査設計株式会社 株式会社ナイガイ 福井市古紙等リサイクル協同組合 株式会社山本タイヤ商会

えちぜん鉄道株式会社 医療法人秀峰会本多レディースクリニック ナガイ造園有限会社 福井信用金庫 有限会社吉本重建

大貴建設株式会社 伸海エンジニアリング株式会社福井支店 中野建設株式会社 福井ツバメ商事株式会社 鷲田建設株式会社

有限会社上口モータース商会 有限会社新星設備 波寄造園土木株式会社 福井パレスホテル 株式会社渡辺商事

勧和工業株式会社 新富産業株式会社 株式会社ニシデ・コンストラクション 株式会社ホーコーズ （50音順）

株式会社キッチンプラント 株式会社新内 日本管財株式会社 株式会社ホクシン

タ イ ト ル 日 時 会 場 ・ 定 員 内 容

ボランティアアカデミー
「動物愛護コース」

6月26日（土）

7月3・10日（土）の１日

１７日（土）、24（土）

総合ボランティアセンター

福井県動物愛護センター

定員：10名（先着順）

受講料：無料

動物のいのちとボランティアについて学び、地域に暮らす

動物たちのために、今できることは何かを一緒に考えま

せんか？

高校生のSDGｓ
カードゲームで体感しよう！

7月27日（火）

13:30～16:30

総合ボランティアセンター

対象：高校生

定員：20名（先着順）

受講料：無料

現在から2030年までの道のりをカードゲームで体験し

ながら、持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジー

ズ）」について学びます。

ボランティアアカデミー
「キッズサポートコース」

9月4・11・18・25日

(各土曜)

10：00～12：00

総合ボランティアセンター

大和田北公園

定員：20名（先着順）

受講料：無料

子どもの成長と年齢の特徴に合わせた知識や技術を、男

性の視点から学び、地域全体で子育てを応援しません

か！(講師：NPO法人おっとふぁーざー　舘直宏氏)

開所時間 火曜日～金曜日 ９時から２１時 
  土曜日・日曜日 ９時から１７時 
休所日 月曜日、祝日、年末年始 
  （祝日が土日の場合は開館） 

〒910-0006 福井市中央１丁目２-１ハピリン４階 
福井市市民協働・ボランティア推進課 
TEL:0776-20-5107 FAX:0776-20-5168 
E-mail:volunteer@city.fukui.lg.jp 

● あなたにあった活動が見つかります！ 

● ボランティアの情報がわかります！ 

● 講座や交流会に参加できます！ 

● 交流ひろばや研修室がつかえます！ 

● チラシやポスターが印刷できます！ 

新型コロナウイルス感染症対策で、日程の 

変更や中止になる場合がありますので、詳しくは                       でご確認ください。 福井市ボランティアネット 

令和２年度「ふくい市民活動基金」へご寄附いただいた皆様 

福井県ご当地ヒーロ
ー“はっぴーすマン”と
インスタグラマー“村上
姉妹”が、福井の海を
きれいにしよう！とＳＮ
Ｓで呼びかけ、鷹巣海
水浴場で清掃活動を
行いました。 

子ども食堂の“ひま
わりキッチン”が、仕送 
りやアルバイトが激減 
して困っている大学 
生向けのフードパン 
トリーを実施しました。 


