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〔事業報告書〕 

 

令和 2 年度の事業においては、「山口県において教育、文化、地域の課題解決、スポーツ

の振興、芸術文化の向上のための諸事業を実施することにより、これらの分野の振興を図り

地域社会に寄与する事業」の趣旨に基づき次の事業を実施いたしました。 

 

１．〔実施事業〕 

（１）助成事業（公募）一括選考 

令和 2 年７月１日～10 月 31 日まで助成金交付希望団体の公募をＨＰ、西京銀行各店窓口等

で公募を実施。その結果、今年度は 44 団体（昨年比△18 団体）からの応募がありました。 

今年度もできる限り多くの団体を表彰したいとの意向から 31 団体を助成することと決定い

たしました。また、団体の中から更に顕著な活動した団体を表彰して助成交付を行い、他の団

体は助成交付のみとさせて頂きました。昨年度は助成金交付式を開催いたしましたが、新型コ

ロナウイルスの感染状況から、助成金交付式は中止といたしました。 

＊今年度の助成額 410 万円、助成開始以来の累計 422 団体、1 億 960 万円 

 

◆交付先 31団体（順不同）（★印は表彰団体） 

部 門 団 体 名 市 町 

教育部門 

（5団体） 

西宇部校区子ども会育成連絡協議会 宇部市 

やまぐち食育プログラム開発研究会★ 山口市 

特定非営利活動法人メルヘンこども園 親の会 宇部市 

ふたば園 橙花会 萩市 

ボーイスカウト下松第 1団 下松市 

文化部門 

(7団体) 

青潮短歌会 岩国市 

一般社団法人 囲新プロジェクト 周南市 

中津瀬神社 巫女神楽・宇部水神太鼓 宇部市 

やまぐち文学回廊構想推進協議会 山口市 

やない独歩クラブ 柳井市 

山陽小野田市古式行事保存会★ 山陽小野田市 

徳山毛利家資料保存会★ 周南市 

地域の課題解決部門 

(7団体) 

 

椹野川流域連携促進協議会★ 山口市 

認定特定非営利活動法人みらいプラネット 防府市 

サザンセト魅力発見プロジェクト 周南市 

山陽街・人づくり連絡協議会 山陽小野田市 

特定非営利活動法人周南障害者・高齢者支援センター 周南市 

健康いきいき教室 岩国市 

やまぐちロービジョン勉強会 下関市 

芸術部門 

（3団体） 

ＩＪＣ岩国市ジュニア合唱団  岩国市 

マハロ・フラ 宇部市 
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部 門 団 体 名 市 町 

周南フィルハーモニー管弦楽団 周南市 

スポーツ部門 

（9団体） 

山口県桜ケ丘高等学校剣道部★ 周南市 

久保軟式野球スポーツ少年団 下松市 

下関市小学生バドミントン連盟 下関市 

誠英高等学校 バレーボール部★ 防府市 

山口クラブ 山口市 

美祢市スポーツ少年団 拳美会★ 美祢市 

長府武道館 剣道部 下関市 

SIS柔道クラブ 宇部市 

豊関トリムバレーボール協会 下関市 

 

（２）助成事業（公募）随時選考 

 令和 2 年 4 月～令和 2 年 8 月に応募のあった下記の 5 団体に助成金交付を決定、それぞれ助

成金を交付いたしました。 

＊今年度の助成額 270 万円、助成開始以来の累計 9 団体、550 万円 

 

◆交付先 5 団体 

部 門 団 体 名 交付日 市 町 

教育部門 

山口高等学校創立 150周年記念事業 

実行委員会 
令和 2年 7月 1日交付 山口市 

下松工業高等学校創立百周年記念 

事業実行委員会 
令和 2年 7月 1日交付 下松市 

スポーツ部門 認定 NPO法人 ACT SAIKYO 令和 2年 9月 24日交付 周南市 

地域の課題解決部門 
周南ちるちあネット(周南地域子供

応援連絡協議会) 
令和 2年 10月 5日交付 周南市 

文化部門 公益財団法人毛利報公会 令和 2年 10月 30日交付 防府市 

 

＊参考：助成事業（件数・金額）                      単位：千円 

 

 

随時選考 一括選考 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

前期累計 4 2,800 391 105,500 395 108,300 

今年度 5 2,700 31 4,100 36 6,800 

累 計 9 5,500 422 109,600 431 115,100 

 

（３）他の団体の事業に対する後援、協賛に関する事業 

下記のコンサートを 10月に予定していたが、新型コロナウイルスの影響で中止した。 

 第 30回西京コンサート 「シンフォニック・メモリーズ with安藤 美姫」 

管弦楽：日本センチュリー交響楽団 指 揮：飯森 範親 

当財団負担金なし（前年実績 1,000千円） 

＊負担金 1,000千円は助成事業(公募)へ振替支出 
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２.〔事業・会議等〕 

会議名等 期日 会場 主要議題等 

第 46回 

理事会 

令和 2年 

4月 16日 
決議省略 

1.令和元年度事業報告及び決算承認 

2.評議員会招集決議 

第 23回 

評議員会 

令和 2年 

5月 15日 
決議省略 

1.令和元年度事業報告及び決算承認 

2.令和 2年度事業計画及び収支予算報告 

3.理事 5名、監事 1名任期満了による選任 

第 47回 

理事会 

令和 2年 

5月 21日 
決議省略 

1.代表理事選定 

2.助成金随時選考 

・山口高等学校創立 150 周年記念事業実行委員会 

・下松工業高等学校創立百周年記念事業実行委員会 

第 24回 

評議員会 

令和 2 年

5月 28日 
決議省略 

1. 助成金随時選考 

・山口高等学校創立 150 周年記念事業実行委員会 

・下松工業高等学校創立百周年記念事業実行委員会 

令和 2年度 

助成金公募 

(一括選考) 

令和 2年 7

月 1 日～

10月 31日 

 

1.令和 2年度助成先公募（一括選考） 

第 48回 

理事会 

令和 2年 

9月 8日 
決議省略 

1.助成先選考（随時選考） 

・認定 NPO法人 ACT SAIKYO 

・周南ちるちあネット 

(周南地域子ども応援連絡協議会) 

・公益財団法人 毛利報公会 

2.評議員会開催（決議省略） 

第 25回 

評議員会 

令和 2 年

9月 18日 
決議省略 

1.助成先選考（随時選考） 

・認定 NPO法人 ACT SAIKYO 

・周南ちるちあネット 

(周南地域子ども応援連絡協議会) 

・公益財団法人 毛利報公会 

第 49回 

理事会 

令和 3年 

1月 21日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.理事長の職務執行状況報告 

第 10回 

選考委員会 

令和 3年 

1月 21日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.令和 2年度助成先の選考 

2.令和 3年度第 30回西京コンサートの選定 

第 50回 

理事会 

令和 3年 

3月 5日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.理事長の職務執行状況報告 

2.令和 3年度事業計画案及び収支予算案審議 

3.利益相反取引の承認 

以上 


