
令和3年度寄付総額

３億 9,244 万 2,560 円 （ 11,939件 ）

令和3年度中に、全国の皆様からたくさんの寄付をいただきました。皆様からいただいた貴重な寄付金
は、皆様が指定された使い道に従って大切に使わせていただいております。

皆様の温かい心遣いに改めて感謝申し上げます。
令和3年度に実施した事業や活動の取組状況をお知らせいたします。

各事業の取組状況•活動報告

福祉•子育て•くらし

おさるのベンチプロジェクト 寄付額： 3,605,680円

令和3年度は、個人•企業•団体の皆様から計120件、3,605,680円の寄付をいただきました。
ベンチプロジェクトにご協力いただき、誠にありがとうございました。
今後とも、誰もが気軽に外出しやすいまち「ユニバーサル都市•福岡」の実現に向けて、市内にベ

ンチを設置してまいります。
これからも応援をお願いします。

■令和3年度に設置したベンチ

福岡リハビリテーション前 内浜ウエストコート前

ふくおか応援寄付
活用状況のご報告

＜令和3年度＞



健康づくり

こども未来基金 寄付額： 42,488,475円

地域で高齢者などが安心して生活できるように、以下の活動に、助成を行い、地域福祉の振興に
役立てました。

▲ふれあいサロンでの活動の様子

▲子どもプラザの様子

•ふれあいネットワーク
•ふれあいサロン
•ふれあいランチ
•校区広報紙発行事業

オンライン運動会

いただいた寄付金は、市民の健康づくりにかかる取組
全般に活用させていただいており、令和３年度は、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、コロ
ナ禍における健康づくりとして、１０月２３日に「オン
ライン運動会」などを実施しました。

今後とも、市民の皆様の自主的な健康づくりの支援に
取り組んでまいります。

寄付額： 6,310,000円

皆様からの寄付は、子どもたちへの温かい食事
の提供に加え、調理や学習支援などの居場所づく
りを行う民間団体の活動（いわゆる「子ども食堂
」）支援や、児童養護施設や里親等のもとから巣
立つ子どもの自立と生活向上の支援などに活用い
たしました。

【担当者より】
皆様からの多くの寄付をいただき、心より感謝申

し上げます。これからも困難を抱えた子どもたちの
支援に、しっかりと取り組んでまいります。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

寄付額： 35,634,945円

子どもの食と居場所づくりの様子

寄付額： 2,３00,000円

：１３９校区
：１３３校区
： ２校区
：１３４校区

【担当者より】
令和３年度におきましても、多額の寄付を賜り、誠にありがと

うございます。
これからも地域で高齢者などが安心して生活することができる

ように取り組んでまいります。今後とも応援いただきますようよ
ろしくお願いします。

地域保健福祉振興

次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育つことが
できるまちづくりを進めるため、「子どもプラザ」、「地域子
ども育成事業」、「子育て世代包括支援センター」などに活用
いたしました。

困難を抱えたこども応援



いただいた寄付金は、介護サービス（小規模多機能型居宅介
護）の普及や、高齢者施設の災害対策としての非常用自家発電
の整備に活用しています。

皆様からの温かい心遣いに改めて感謝申し上げます。

学校の子ども達を応援 ～高校生奨学金～ 寄付額： 4,636,200円

いただいた寄付金は、経済的な理由により就学が困難な高等学校等の生
徒に対し、奨学金事業を行っている福岡市教育振興会の運営のために活用
させていただきました。令和３年度は、高等学校等の生徒2,240人に対し、
奨学金貸与を行いました。

【担当課より】
皆様からの温かい心遣いに改めて感謝申し上げます。
今後とも、就学が困難な高等学校等の生徒に対する奨学金事業を行って

いる福岡市教育振興会が安定的に運営できるよう、しっかりと取り組んで
まいりますので、皆様の応援をよろしくお願いいたします。

応援ありがとうご
ざいます

学校の子ども達を応援 ～「応援★UP」支え愛事業～

いただいた寄付⾦は、福岡市立小・中学校、特別支援学校及び高等学校の
全学校で、学校教育に必要な様々な物品の購入等、教育環境の向上に活用さ
せていただきます。

【担当課より】
沢山の応援をいただき、担当一同心より感謝しております。皆様の応援が

励みになります。今後も児童生徒のために、精一杯取り組んでまいりますの
で、よろしくお願いいたします。

ありがとう
ございます！

高齢者の介護 寄付額： 5,683,000円

NPO活動支援（あすみん夢ファンド） 寄付額：5,868,045円

様々な分野で活動するNPOを応援するため、皆様からいただいた寄付金を活用させていただき、NPO
法人が行う公益的活動に助成を行っています。令和３年度に助成を行った事業の一部を紹介します。

〇三苫LFCコミュニティガーデンで実現する生ごみの栄養循環

生ごみの栄養を地域内で循環させるため、東区美和台・
三苫校区で家庭用コンポストの普及と三苫校区でコミュ
ニティガーデンを開設しました。新規にコンポストを
52軒が設置し、生ごみは7,489㎏、CO2排出量は
2,621㎏削減できました。各家庭の堆肥はコミュニティ
ガーデンで活用し、サツマイモの収穫体験を実施。今ま
で環境活動に関心の薄い層にもアプローチできました。

（特定非営利活動法人循環生活研究所）

【左：サツマイモ収穫体験（三苫菜園）右：コンポストの手入れ訪問（美和台校区） 】

寄付額：5,827,233円



皆様からの寄付金は、救急隊を守
る感染防止衣などの救急資器材の購
入に活用させていただきました。

今後とも、皆様が安全で安心して
暮らすことができる良好な生活環境
を目指して、消防救急体制の充実に
取り組んでまいります。 ▲救急活動イメージ

NPO法人の事業にご支援を

ありがとう基金 寄付額： 48,270,184円

皆様からの寄付金は、新型コロナウイルス対策の最前線で尽力
されている医療•介護従事者等への支援のため、特別給付金の財
源として活用させていただきました。

また、令和３年度は、自宅療養者への往診などに従事した医療機関の支援事業にも活用させてい
ただきました。

引き続き、医療・介護従事者等への支援を通じて、医療提供体制の確保・維持に取り組んでまい
ります。

寄付額：1,594,000円

皆様からいただいた寄付金を、新型コロナウイルスの感染拡大により、様々な困難に直面する人•団
体を支援するＮＰＯ法人への事業の助成に活用させていただいています。令和３年度に助成を行った事
業の一部を紹介します。

〇新型コロナ禍における動画で学ぶ浸水被害後の家屋対応講座

（特定非営利活動法人ＹＮＦ）
今回助成金を活用し、水害被害にあった方々が復
旧や住まいの再建に向かっていくために役立つ動
画を制作させていただきました。これらの動画は、
当法人のＨＰにて無料公開しており、複数のメ
ディアでも取り上げていただきました。今後新た
な災害が発生した際も有効活用できると考えてい
ます。

【左：ＹＮＦホームページ 右：壁のチェックと対応方法についての動画 】

寄付額： 16,093,000円

福岡市音楽産業振興基金 寄付額： 1,133,000円

福岡で音楽を頑張っている人、音楽ビジネスに取り組んでいる人たち

を応援するため、「音楽都市•福岡」の情報発信や、音楽イベントを

通じた人材育成等に取り組んでまいりますので、引き続き応援を宜しく

お願いします。

文化・芸術・スポーツ

福岡市消防救急基金
ありがとう

ございます! !



ミュージアムの充実～美術館

博物館
寄付額：3,257,000円

175名の方から 寄付をいただきました。
皆様のおかけで、郷土・福岡に関わる
貴重な資料を購入することができまし
た。ありがとうございました。

これからも地域の魅力・歴史文化を
守り、伝え、育む博物館として皆様
とともに歩んで参ります。
応援をよろしくお願いいたします。

筑前福岡城下図
江戸時代後期の福岡城を中心とする福岡・博多の町割りを描いた絵図です。
福岡城の諸施設のほか、町筋や道路などが詳細に描かれており、当時の福
岡城下の様子を具体的に知ることができます。

寄付額： 820,000円アジア美術館

皆様からいただいた寄付金は、アジアの美術品の購入に活用させて
いただきます。

【担当者より】

令和3年度は、21名の方から計820,000円の寄付をいただきました。本当
にありがとう ござ います。

福岡アジア美術館は、アジアの近現代美術作品を系統的に収集・展示する
世界で唯一の美術館です。

アジアの交流拠点施設として、引き続き、さらなる魅力向上に努めてまいり
ます。ぜひ、福岡アジア美術館にお越しください。 ツェレンナドミディン・ツェグミド

≪オルホン河≫ 1993年

▼当館のイチオシ

寄付額：2,320,000円

インカ・ショニバレCBE
（ナイジェリア／英国、1962生）
ウィンド・スカルプチャー（SG）II,2021
撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

令和3年度は114名の方から計2,320,000円の寄付をいただきました。
本当にありがとうございます。

アートの魅力を発信できるよういただいた寄付金により、美術作品を収
集していきます。

みなさまからのあたたかい応援が美術館の魅力向上に繋がりますので、
これからも宜しくお願いします。

図書館 寄付額：2,135,000円

皆様からの寄付金は、絵本や紙芝居等の児童図書をはじめとした
図書資料の購入及びアジア映画や福岡の映像の収集•保存•上映等
に活用させていただきました。

これからも応援をお願いします。

●「藤野一友と岡上淑子展」 令和4年11月1日（火）～令和5年1月9日（月・祝）

【美術館の展覧会情報】



まちづくり•動植物園

福岡•博多の伝統工芸を未来につなぐ

福岡城整備基金（福岡みんなの城基金）

←祈念櫓石垣工事
の様子

三の丸スクエア→

令和３年度は、どんたくは２年連続で開催が見送られ、山笠

は飾り山笠のみが設置されました。

寄付金は、開催準備に要した経費や、飾り山笠の設置費用の

一部に活用させていただきました。

未だ新型コロナは終息しておりませんが、皆様が安心・安全

に楽しめて、福岡から元気を発信できるよう取り組んでまいり

ますので、今後とも応援をお願いいたします。

寄付額：20,039,594 円

令和３年度には、祈念櫓石垣の保存修復工事と潮見櫓の石垣整備

工事を終えました。

令和４年度は、潮見櫓の復元にむけた工事の着手を目指しています。

引き続き応援をよろしくお願いいたします。

福岡城•鴻臚館案内処「三の丸スクエア」では、福岡城•鴻臚館にまつわる
史跡案内や着付体験、グッズ販売などを行っています。「福岡みんなの城基
金」にご寄付いただいた方の芳名板も掲示していますので、是非一度お立ち

寄りください。

世界水泳などのスポーツを応援 (スポーツ振興)

皆様からの寄付金は、大規模国際大会の招致•開催など、子ども
をはじめとする市民が一流のスポーツの魅力に触れ、交流できる機
会を作るための財源として活用させていただきます。

寄付額：27,852,936円

【トピック】2023年7月、世界水泳が再び福岡市で開催されます！
2001年に福岡市で開催された「世界水泳」が、2023年7月、再び

福岡にやって来ます！一流のスイマーが一堂に会するビッグイベントの
ために、いただいた寄附金を活用させていただく予定です。

寄付額：1,620,000円
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コロナ禍で伝統産業は厳しい状況にありますが、このように皆様に応援
していただき、励みとなりました。いただいた寄付金は、博多織や博多人
形、博多曲物、博多張子などの伝統工芸品のＰＲや後継者育成事業の一部
に活用しました。

今後も、歴史ある福岡•博多の伝統工芸を未来につなぐための事業に取り
組んでまいりますので、応援くださいますよう、お願いいたします。

福岡が誇る伝統ある祭りと文化 寄付額：2,166,248円



みどりの基金
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都市景観 寄付額： 4,160,000円

皆様からの寄付金は、豊かな自然と悠久
の歴史に培われた福岡にふさわしい風格の
ある美しいまちなみの形成に向けて、本市
の魅力ある景観の紹介や景観まちづくりの
推進等に活用させていただいております。

「トットコ」では、福岡のまちの魅力を創り出している建物やまちなみ等
の都市景観賞受賞作品を紹介しています。ぜひご覧ください。

寄付額： 10,000,374円

令和3年度は、動物愛護管理センターに収容された犬猫のうち52頭の犬と171頭の猫に、最後まで
責任を持って飼っていただける譲渡先がみつかり、新たな飼い主のもとでのくらしがはじまりました。

皆様からいただいた寄付金は、犬猫のミルクやフード、
治療や不妊去勢手術に必要な薬品などに活用しています。

人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため、
引き続き子犬•子猫を授乳して育て、譲渡するミルクボ
ランティア制度などにより、犬猫の譲渡を進めるととも
に、収容される犬猫を減らすため、不妊去勢手術や終生
飼育等の啓発を行ってまいりますので、今後とも皆様の
ご協力をお願いします。 譲渡された犬 ミルクボランティア

ホームページ
「ずっといっしょ.com」

に譲渡情報を掲載
しています。

ぜひご覧ください。に育てられた子猫

動物愛護

寄付額： 2,960,000円

令和３年度に再整備した

長住中央公園

博多駅から天神・舞鶴公園エリア等、
街なかを花で彩った福博花しるべ事業

皆様からの温かいご支援に感謝申し上げます。
花やみどりでいっぱいのまちをつくっていくので、今後とも応援していただけるとうれしいです。

皆様からの寄付金は、花やみどりが
あふれる彩り豊かなまちづくりをめざ
して、まちなかの街路樹の整備や安
全•安心の公園づくりなど、公共の花
やみどりを増やす事業に活用してまい
ります。

動物園 寄付額： 3,063,000円

昭和28年に開園した福岡市動物園では、キリン、ライオン、
トラなどをはじめ、約100種460頭を飼育しています。

皆様からの寄付金は、飼育動物のエサ代などに活用いたし
ました。今後も温かいご支援をお願いします。

当園は、天然記念物であるツシヤマネコ

の保護繁殖にも取り組んでいます。
令和３年度末までに56頭の繁殖実績が

あり、全国の飼育園館の中で約８割を占め、

当該種の保存に大きく貢献しています。



環境•自然

環境市民ファンド

皆様からの寄付金は、３Ｒ（リデュース•リユース•リサイクル）の推進、
温室効果ガスの排出削減、自然環境の保護などに活用しました。

ご協力ありがとうございます。

地域集団回収等報奨制度
家庭から出る古紙など

の資源物のリサイクルを
進めるため、地域での集
団回収などの実施団体へ
報奨金を交付しました。

【３Ｒの推進】 【自然環境保護】

地域において自然の大切
さを伝えていく人材となる
「ふくおかレンジャー」の
育成、干潟の生物調査や観
察会などを実施しました。

事業系ごみ資源化推進ファンド

寄付額： 621,270円

植物園 寄付額： 2,430,000円

「一人一花運動」の拠点施設である植物園は、植物の展示及び緑化の普及啓発とレクリエーション機
能を備え、市民の憩いの場として、楽しみながら緑を育てることを学ぶことができる都市緑化植物園で
す。

皆様からいただいた寄付金は，植物園
花壇における花苗購入代として活用いた
しました。

花苗購入代として寄付をいただき、ありがとうございます。
植物園入口花壇では、四季を通じてたくさんの花々（マーガレット，ブルーサル

ビア、ヒマワリ、コスモス、カンザキハナナ）がお出迎えしております。
これからも、皆様の応援よろしくお願いいたします。

寄付額： 780,000円

皆様からの寄付金は、事業系ごみのリサイクルに向けた取組みへの支援に
活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

令和３年度は、気象予測にもとづいた商品需要予測情報活用による食品ロ
ス削減実証実験や食品廃棄物によるバイオガス発電施設から発生する汚泥の
有効利用方策検討、コンポストを用いた食品廃棄物削減に資する取組みへの
補助金交付などに活用しました。



ふくおか豊かな里海づくり
～豊かな博多湾をつなぐために～ 寄付額： 3,202,840円

海づり公園では、博多湾の特色ある魚の保護育成
を図るため、毎年地元の保育園児を招いて稚魚放流
会を実施しています。いただいた寄付金は、子ども
たちによる稚魚放流会をはじめ、園内の花植えなど
に活用しました。

ふくおかの子どもたちに生き物の命の営みや、自
然とのつながりを実感してもらい、身近な海や魚を
大切にする気持ちや豊かな感性を育んでもらう取組
みをこれからも続けていきます。

今後とも応援をお願いします。
▲稚魚放流会の様子

▲市内のハウスで生産された野菜

都市型農業を応援

海づり公園 寄付額： 2,520,000円

皆様からの寄付金は、漁業者が行う海底ごみ回収作業、海底耕うん、稚魚稚貝の放流、藻場の造成な
どに活用しました。おいしい魚が生まれ育つ豊かな博多湾を守り、未来につなげていくため継続して
福岡豊かな里海づくりに取り組んでまいります。これからも応援をお願いします。

海底ごみ回収作業 博多湾の藻場

寄付額： 1,652,000円

皆様からの寄付金は、新鮮で安心安全な農産物を安定的に供給するための取組みに活用させていた
だきました。

【担当者より】
皆様からのご支援に心より感謝申し上げます。
福岡市の農業は都市との距離が近く、新鮮な
農産物を消費者の皆様にお届けできることが
強みです。今後とも、福岡市の豊かな食を支
える農業を応援していただきますよう、よろ
しくお願いいたします。

福岡の森づくり
皆様の寄付金は、福岡市のスギ・ヒノキなどの人工林の間伐整備に活用させていただきました。
森林は、適切に整備されることにより、土砂流出の防止などの機能を発揮します。
健康な森林を次世代に残すためにも、今後とも森林事業へのご理解とご協力をお願いします。

整備前 整備後

寄付額： 1,558,960円

クルマエビの種苗



寄付メニュー以外の寄付 寄付額：3,400,000円

•スポーツ 3,400,000円

福岡市の施策全般 寄付額：115,549,576円

いただいた寄付金は、福祉、教育、まちづくりなど幅広い施策に活用
させていただいています。

その他

○寄付者からのお声 ～寄付の際にいただいたメッセージの一部をご紹介させていただきます～

個人では活動が難しく、寄付でしかお役に立てませんが、どうか犬猫動物達をお救いください。

たくさんの応援をいただき、ありがとうございます。皆様からの寄付金は大切に活用させていただきます。

皆さまからの寄付金は、豊かな博多湾の環境を未来に引き継ぐためのアマモ場づくりに活用しています。

「海のゆりかご」アマモ場づくり活動 寄付額： 990,000円

《担当者より》

アマモ場づくり活動へのご寄付ありがとうございました。

アマモが増えたことで、たくさんの海の生きものが育まれています。

これからもアマモ場づくりをはじめ、博多湾の環境を保全創造する

活動に取り組んでまいりますので、応援よろしくお願いします。

思い入れのある福岡城のために寄付できるのが嬉しいです。福岡城復元の実現を楽しみにしており
ます。

生まれ育った福岡市がいつまでも魅力的で住みたくなる町であり続けることを願っています！

今年は九州地方で豪雨等の自然災害が多くありましたが、是非頑張ってください。応援しています。

博物館の改装後大変利用しやすくなったと思います。これからも楽しい展示、文化財の維持等よろしく
お願いいたします。

※個人からの寄付のみ

アマモに産み付けられたイカの卵
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