
	 

平成 24 年度事業実施報告書 

 

Ⅰ	 助成金交付事業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 １	 学校園教育環境支援助成事業 

	 	 	 (1)	 幼稚園 

	 	 	 	 ・20万円を限度に １２活動を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 	 応募件数：愛珠幼稚園他５園、12活動 

	 	 	 (2)	 小学校 

	 	 	 ・30万円を限度に １３活動を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 応募件数：玉造小学校他 6校、13活動 

	 	 (3)  中学校 

	 	 	 ・40万円を限度に ５活動を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 	 応募件数：東中学校他 2校、5活動 

(4)	 高等学校 

	 	 	 ・40万円を限度に １活動を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 	 応募件数：中央高等高校、1活動	  

	 	 (5)	 特別支援学校 

	 	 	 ・30万円を限度に ２活動を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 	 応募件数：聴覚特別支援学校、2活動 

 

２	 社会教育団体等支援助成事業 

	 	 	 (1)	 社会教育団体 

	 	 	 	 ・50万円を限度に １３団体を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 	 応募件数：区 PTA 協議会他 12団体 

	 	 (2)  生涯学習団体 

	 	 	 ・10万円を限度に ６事業を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	  応募件数：生涯学習推進員中央区連絡会他 5事業 

 

３	 地域文化育成支援助成事業 

	 	 	 (1)	 地域事業	 ＜連合振興町会・地域社会福祉協議会の範囲で行う事業＞ 

	 	 	 	 ・１事業につき 20万円を限度に ２９事業を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	  応募件数：愛日地域社会福祉協議会他 22団体、29事業 

	 	  

	 (2)	 特定事業	 ＜区内全域の区民を対象に行う事業＞ 

	 	 	 	 ・1事業につき 30万円を限度に ８事業を公募により助成を行った。 

	 	 	 	 	 応募件数：中央区子ども会育成連合協議会他５団体、8事業 

 
 



Ⅱ	 財団運営事業実施関係	 

 

	 日	 程	 表 

実施月日 事業名称 事業内容 備	 考 

4月	 1日 助成金募集要項の掲載 大阪日日新聞・ＨＰに掲載  

4月	 1日 24年度事業掲載 24年度事業計画・収支予算等 財団ＨＰ 

4月 15日 助成金募集要項の掲載 広報ちゅうおう  

4月 19日 申請書記入要領説明会 提出予定の各団体への説明会 事務所 

4月 20日～ 助成金申請書受付 24年度助成金申請書の受付 4/20～6/29 

4月 25日 監事会計監査 23年度事業・会計 事務所 

4月 26日 申請書記入要領説明会 提出予定の各学校園への説明会 事務所 

     22 年度事業・会

計監査 

事務所 

5月 10日 理事会議案書送付 理事会議案書  

5月 11日 第 4回審査会 23年度精算報告書審査 事務所  

5月 18日 第 4回理事会開催 23年度事業報告・決算書審議 事務所 

  役員一部改選案、審査会報告  

    

6月	 4日 評議員会議案書の送付 評議員会議案書の送付  

6月 12日 第 3回評議員会開催 23年度事業報告・収支決算書・ 

一部役員・評議員の改選 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ

ｻﾞ 

6月 21日 定期報告書類の提出 事業報告・財務諸表の電子提出 大阪府知事 

6月 29日 助成金申請締切 助成金申請書受付締切  

7月	 1日 財団ＨＰ更新 事業報告・財務諸表更新  

7月	 4日 大阪府へ役員等変更届 変更のあった監事・評議員 電子申請 

7月 19日 第 5回審査会 24年度申請書選考審査 事務所 

7月 27日 助成金交付決定通知 24年度助成金決定通知発送 学校園等申請者 

    

8月	 3日 助成金第 1回分交付 学校園・地域団体等へ振込  

9月	 5日 助成金第 2回分交付 学校園・地域団体等へ振込  

    

10月	 1日 助成金交付一覧表掲載 当財団ホームページに掲載  

10月	 3日 監事会開催 24年度事業・会計中間報告 事務所 

10月	 5日 助成金第 3回分交付 地域団体等へ振込  

10月 11日 理事会議案書送付 理事会議案書  

10月 19日 第 5回理事会開催 24年度事業・会計中間報告 事務所 

    

11月	 5日 助成金第 4回分交付 学校園・地域団体等へ振込  

12月	 5日 助成金第 5回分交付 地域団体等へ振込  

    



1月 10日 助成金第 6回分交付 学校園・地域団体等へ振込  

1月 22日 定期提出書類説明会 大阪府公益認定グループ 府庁別館 

2月	 8日 理事会	 決議の省略 第 4回評議員会開催の議事録  

2月 13日 第 6回審査会 24年度精算報告書内容審査 事務所 

3月	 4日 議案書の送付 第 6回理事会・第 4回評議員会  

3月 12日 第 6回理事会の開催 

第 4回評議員会の開催 

25年度事業計画・予算書審議 地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ

ｻﾞ 

3月 28日 定期報告書類の提出 事業計画・予算案の電子提出 大阪府知事 

適	 	 時 事業の進捗報告 理事長・会計理事・審査理事へ 事務所 

適	 	 時 公認会計士の指導 財務諸表に係る指導 事務所 

適	 	 時 職員研修 公益法人運営・財務会計等  

	 	  


