
 

 

2015年度 事業報告 

（期間： 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 ） 

 

１．事業状況について 

(1) 顕彰事業（京都ヒューマン賞） 

・2015 年度「京都ヒューマン賞」（第 30 回「ヒューマン大賞」および第 26 回「ヒュー

マンかざぐるま賞」）の贈呈式を 2015 年 6 月 1 日、リーガロイヤルホテル京都にて、

授賞者および授賞関係者はじめ、京都府や京都市、オムロン株式会社からの来賓、オム

ロン基金の役員や委員に出席いただき、盛大に開催した。 

【授賞者】  

「ヒューマン大賞」  出店 知之 氏 

松井 三郎 氏 

森田 美千代 氏 

「ヒューマンかざぐるま賞」 大山崎竹林ボランティア 

NPO法人子育て支援コミュニティおふぃすパワーアップ 

フィールドソサイエティー 

 

・上記贈呈式に先立ち、4月9日に京都ヒューマン賞の授賞者決定のプレス発表を行った。

贈呈式当日は京都新聞社および日本経済新聞社による取材が行われ、翌日の朝刊でそれ

ぞれ記事が掲載された。 

・2016 年 2 月 8 日開催の選考委員会で、「2016 年度 京都ヒューマン賞」の最終授賞候

補者（3個人、3団体）を選出し、3月 15日開催の第 20回理事会で最終決定した。 

・2016年 3月 15日開催の第 20回理事会において、京都ヒューマン賞規程を制定した。 

また、京都ヒューマン賞の顕彰個人・団体数について見直し、①ヒューマン大賞とヒュ

ーマンかざぐるま賞の授賞数を合計 1 以上 6 以内とすること、②ヒューマン大賞とヒ

ューマンかざぐるま賞の個別の授賞数は特に定めないこととした。この授賞数の変更を

受けて、京都ヒューマン賞規程に規定するとともに、京都ヒューマン賞 選考ガイドラ

インを一部改定した。 

 

(2) 一般助成事業 

・2015 年度の助成実施件数は前年度(51 件)比 16 件増の 67 件、助成総額は前年度(667

万 5,904 円)比 98 万 9,892 円増の 766 万 5,796 円（うち 1 件 100,000 円返却）の助成

を達成し、予算の 700万円を大幅に上回った（計画比 109.5%、前年度実績比 114.8%）。 

・2016年 3月 15日開催の第 20回理事会で、女性の社会参加の分野での助成件数・金額

を増やすために、社会的課題の解決に向けて経済的に困窮している女性たちが交流する

ための経費や民間 DV シェルターの維持管理費用の一部を助成できるよう助成金交付

規程の細則を一部改定した。 

 

２．役職員に関する事項 

・2015年 4月 1日から新しい選考委員会体制となり、7人中 4人が新任委員。（任期は 2年間） 

 

３．オムロン基金の事業認知度向上のための広報宣伝活動について 



・オムロン基金の事業認知度を向上させるために、2016 年 6 月にオムロン基金の活動と申請

方法等を紹介する A4判のチラシを改訂して 3万枚作成し、既に訪問した関係先等に送付し

た。 

・8 月 28 日に「2016 年度 京都ヒューマン賞の授賞者推薦の募集」についてプレス発表を行

い、9月 2日付京都新聞で記事が掲載された。 

さらに、オムロン基金およびオムロン株式会社のホームページでリリースを掲載するととも

に、京都府府民力推進課が管理するメーリングリストを活用して登録者（約 1,600名）に授

賞候補者募集のアナウンスを行った。 

  ・9月 6日（日）の京都新聞朝刊・地域面において、オムロン基金の事業訴求広告（全 5段サ

イズ）を掲載した。 

・9月から 12月にかけて、京都府下の京丹後市峰山町、舞鶴市、南丹市、亀岡市、長岡京市、

城陽市、山城地域で活動している団体向けに、オムロン基金の概要、事業内容、京都ヒュー

マンの候補者募集、助成申請に関する説明会を開催した。この説明会については、各地域の

中間支援組織および京都府地域振興局の協力を得た。 

なお、この説明会開催により、計 14件、総額 684,726円の新規助成申請に繋がった。 

 (ご参考)   9月 13日 城陽市で開催      参加者数：36名 

9月 24日 長岡京市で開催    参加者数：23名 

9月 26日 南丹市で開催      参加者数：11名 

9月 27日 亀岡市で開催     参加者数：14名 

11月 3日 舞鶴市で開催      参加者数：17名 

11月 12日 京丹後・峰山町    参加者数：16名 

12月 10日 山城地域（木津川市）参加者数：15名  計 132名 

 

・これらの広報宣伝活動により、助成申請件数および京都ヒューマン賞の候補者推薦件数の増

加（※）につなげた。 

※ 「2016年度京都ヒューマン賞」のヒューマン大賞に 10個人（前年度は 11個人）、 

ヒューマンかざぐるま賞に 19 団体（前年度は 17 団体）からの応募があり、総数で

は過去最多となった。 

 

４．経常収益について 

・当法人の収入は、前身の財団法人から継承した基本財産の債券運用によって得られる運用益

と寄付いただいたオムロン株式会社株式 20 万株の配当金、オムロン株式会社からの寄付金

によって構成されている。 

・オムロン株式会社から 500 万円（前年度比 200 万円減、公益目的事業費として 100 万円、

法人運営費として 400万円）の寄付をいただいた。 

・オムロン株式会社株式 20 万株の配当金の収入は、予算 1,600 万円に対して実績 1,480 万円

となり、予算比 120万円減であった。 

・事業積立資産を取り崩し、2015 年度の公益目的事業会計の経常収益の受取寄付金に 100 万

円を、利息は雑収益の受取利息にそれぞれ計上した。 

 

５．資金調達および設備投資について 

当期間において、資金調達のための借入れや 重要な設備投資（除却又は売却を含む）はあ

りません。 

 

６．対処すべき課題 

(1) 株式配当金の増減への対応力の向上 

・オムロン株式会社の株式配当金は同社の業績により増減する一方、助成申請数はここ 2年

間増加しているため、助成先および助成金額の精査を行っていく必要がある。 



(2) 京都ヒューマン賞の候補の発掘 

・京都ヒューマン賞の候補者・団体数はここ 2年間、大幅に増加しているが、選考基準をク

リアする候補者は全体の半数程度にとどまる。引き続いて、候補者の発掘を行っていく。 

 

７．理事会、評議員会、選考委員会等の開催について 

2015年 4月 24日 監事による監事監査（計算書類および事業報告の監査） 

2015年 5月 12日 第 18回理事会（みなし決議） 

議案  ・2015年度事業報告及び計算書類承認の件 

      ・定款の一部改定の件 

・第 8回評議員会招集の件 

        報告 ・次期評議員候補者 

2015年 6月 1日 第 19回理事会 

議案 ・株主権行使承認 

    ・京都府への事業報告等に係る提出書類承認 

        報告 ・理事長および専務理事の職務執行状況報告 

2015年 6月 1日 第 8回定時評議員会 

    議案 ・2014年度計算書類等承認 

・定款の一部改定 

・評議員の任期満了に伴う改選 

    報告 ・2014年度事業報告 

       ・2015年度事業計画及び収支予算の報告 

       ・株主権行使承認の報告 

2016年 2月 8日 2016年度「京都ヒューマン賞」選考委員会 

・京都ヒューマン賞 授賞候補者の選考 

・「京都ヒューマン賞規程」の制定承認 

・「京都ヒューマン賞 選考ガイドライン」の改定承認 

2016年 3月 15日 第 20回理事会 

議案 ・事業積立資産 取り崩し承認 

・2016年度 事業計画および収支予算承認 

・2016年度「京都ヒューマン賞」授賞者承認 

・「京都ヒューマン賞規程」制定承認 

・「京都ヒューマン賞 選考ガイドライン」改定承認 

・一般助成事業の状況報告および長期助成先承認 

・「定款」の改定承認 

・「基本財産及び特定資産管理規程」の改定承認 

・第 9回評議員会招集承認 

報告  ・2015年度 事業報告および計算書類（見込み）報告 

・「助成金交付規程の細則」改定報告 

・理事長および専務理事 職務執行状況報告 

      2016年 3月 24日 第 9回評議員会（みなし決議） 

議案 ・定款の改定承認 

   ・基本財産及び特定資産管理規程の改定承認 

・事業積立資産 取り崩し承認 

以上 


