
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

 
 

事業報告及び財務諸表等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人長岡市米百俵財団 



 

令和３年度 事業報告書 

 

Ⅰ 事業運営 

 令和３年度は、奨学金制度において新たに入学一時金の貸付を開始したほか、アクションプラン

の３つの戦略に基づき、「米百俵未来塾」をはじめとする各種人材育成事業の内容拡充に取り組む

ことで、長岡の子どもたちに対する人材育成事業の充実を図った。 

また、「米百俵デー市民の集い」において新たに米百俵未来塾の活動報告を行ったほか、企業サ

ポーター制度の周知に取り組むなど、戦略的に財団の活動や「米百俵」の精神の発信を行った。 

 

≪アクションプラン 3 つの戦略≫ 

Action1 特色ある事業の展開 Action2 発信力の強化 Action3 経営基盤の強化 

 「新しい米百俵」と呼べる人材

育成の推進 

 ふるさとへの愛着や誇りの醸

成 

 財団の活動の発信 

 各種プロモーション活動の実

施 

 個人寄附の募集 

 企業サポーターの募集 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  Action1 特色ある事業の展開 

 

１ 大学等奨学金貸与事業 

(1) 大学生等に対して奨学金の貸付けを行った。【拡充】 

  令和３年度から下記のとおり制度を拡充した。 

  ・入学一時金貸与制度の創設 

  ・他団体の給付型奨学金との併用可能 

〔貸付人数（採用年度別）〕 

平成 29 年度生２人  平成 30 年度生 22 人  令和元年度生 13人 

令和２年度生 14人  令和３年度生30人   合計 81 人 

(2) ホームページを活用し、採用条件や申込みに必要な情報等を発信した。 

 

２ 高校留学奨学金給付事業 

 (1) 長期（年間）留学に対する奨学金の給付 

    選考決定者数１人（応募者数１人） 

    （留 学 先）フィンランド 

(2) 短期留学に対する奨学金については、新型コロナウイルスの影響によりプログラムが中止となっ

たため、募集を行わなかった。 
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３ 中小企業従業員・農業者派遣研修助成事業 

中小企業従業員派遣研修費助成金の交付 合計７人 

（研修先）中小企業大学校三条校２人、長岡産業活性化協会 NAZE３人、その他２人 

 

４ 中学生の海外体験に対する支援 

長岡市国際交流協会と連携し、長岡市姉妹都市（フォートワース、ホノルル）へ中学生を派遣す

る事業について、新型コロナウイルスの影響により中止した。 

 

５ プログラミング教育に対する支援（開府400年寄附金充当事業） 

   ながおか・若者・しごと機構と連携し、子どもたちがプログラミングに興味・関心を持つきっか

けとなる場としてオンラインによるプログラミング体験教室を開催し、日本のイノベーションを支

える人材、次代の長岡を支える人材を育成した。 

（対象者） 小学生、中学生 

（開催日） ７月～９月に７回、３月に４回開催 [全11回開催]  

 （参加者） 小学生96人、中学生６人、計102人 

 

６ 芸術・文化活動の体験に対する支援 

   長岡市芸術文化振興財団と連携し、市内小中学生を対象に、「ＮＨＫ交響楽団 長岡特別演奏会」

において一般より安価な特別席を用意し、長岡の子どもたちが本物の芸術・文化に触れる場として、

本格的なオーケストラ鑑賞の機会を提供した。 

（会 場） 長岡市立劇場 

（開催日） 令和４年２月26日（土） 

 （参加者） 216人 

 

７ 米百俵未来塾（開府400年寄附金充当事業） 

(1) 人材育成に取り組む市内の６つの団体と連携し、「米百俵」の精神をはじめ芸術、スポーツなど

全９回にわたる多面的な講座を開催した。 

   （対象者） 小学４年生～中学３年生 

 （参加者） 小学生23人、中学生１人、計24人 

（講 座） 令和３年７月17日～12月18日 全９回開催（開校式７月17日、修了式12月18日） 

（共同主催団体） 長岡市芸術文化振興財団、長岡市国際交流協会、長岡市スポーツ協会、 

長岡花火財団、ながおか・若者・しごと機構、まちなかキャンパス長岡 

(2) 第 26 回米百俵デー市民の集い（令和３年６月 12 日開催）で、第２期修了生による活動報告を行った。 

【新規】 

 

８ 長岡の魅力情報発信 

 (1) メール配信システムを活用し、奨学生に対して「ＷＥＢ就職相談会」といった長岡の就職情報な

どの発信を行った。 

 (2) 奨学生がより気軽に情報を入手できるよう、ＬＩＮＥ公式アカウントを取得した。【新規】 

2



  Action2 発信力の強化 

 

１ 「米百俵デー市民の集い」の実施 

記念講演会に加え、新たに第２期米百俵未来塾修了生による活動報告を実施し、「夢」に向かっ

て頑張っている姿とともに、人材育成事業の取り組みを発信した。 

令和３年度は、感染症対策等のため、インターネットによるライブ配信を行った。【新規】 

（開催日） 令和３年６月 12 日（土）  

（会 場） 長岡リリックホール コンサートホール 

（内 容） 第１部 米百俵未来塾修了生による活動報告 

         第２部 記念講演会 野口健氏（アルピニスト） 

    （参加者） 約 200 人、ライブ配信 20人 

 

２ 米百俵賞表彰団体活動アーカイブ化事業 

   歴代受賞者の受賞後の活動について調査を行うとともに、ホームページに各受賞者の活動につい

て紹介する資料を掲載した。 

 

３ 「米百俵」書籍の頒布等による啓発事業 

   米百俵の精神の普及啓発のため、各種書籍等の頒布等を行った。 

 書 籍 等 令和３年度状況 

１ 「米百俵 小林虎三郎の思想」の頒布 有料頒布 12 冊、献本  3 冊

２ ドナルド・キーン氏英訳 

「One Hundred Sacks of Rice」の頒布 

有料頒布  2 冊、献本 17 冊

３ 米百俵読本「米百俵 小林虎三郎物語」の頒布 有料頒布 21 冊、献本 32 冊

４ 「米百俵―その先の未来へ―」の頒布 有料頒布  8 冊、献本  3 冊

５ アニメＤＶＤ「長岡の侍～米百俵～」の頒布 有料頒布  5 冊、献本  2 冊

 

４ 米百俵ブランドを活用した戦略的なプロモーション展開 

これまでの米百俵財団支援自動販売機によるタイアップに加え、財団の理念に賛同する地元企業と

のタイアップにより、「米百俵」の精神について広く発信を行った。 

① ㈱瑞花 落雁「米百俵」、あげもち「米百俵」でのタイアップ 

  ② ㈱新潟味のれん本舗 新米「新之助」でのタイアップ 

  ③ ㈱夢えちご 菓子「米百俵のしおり」でのタイアップ 

 

５ ホームページ等による魅力発信事業 

ホームページを活用し、人材育成に取り組む団体と情報共有・連携しながら、財団の活動について

発信するとともに、「米百俵デー市民の集い」において財団の活動のＰＲを行った。 

令和３年度は、ホームページに下記の情報を追加した。 

 ・米百俵の故事の英語版 

 ・米百俵ゆかりの地 MAP 
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  Action3 経営基盤の強化 

 

１ 市民・企業サポーターの募集 

ホームページの活用に加え、新潟日報と連携した米百俵未来塾特集記事の掲載や、企業サポーター

募集チラシの配布等により、市内外へ幅広い寄附金募集活動を展開した。 

   （企業サポーター新規登録） 渡長建設㈱ 

 ㈲ドライビル管理 

 ㈲フーズ・サプライ・イタミ 
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Ⅱ 財団運営 

１ 理事会の開催状況 

第１回理事会（令和３年６月３日） 

    第１号議案 令和２年度事業報告及び財務諸表等について 

    第２号議案 後任理事候補者の推薦について 

    第３号議案 後任評議員候補者の推薦について 

    第４号議案 令和３年度定時評議員会の招集について 

    協議事項  奨学金制度について 

     報告事項   理事長の職務の執行状況について 

          令和３年度奨学生の選考結果について 

第２回理事会（令和４年３月９日） 

第１号議案 令和４年度事業計画及び収支予算について 

第２号議案 主たる事務所の所在地の変更について 

    第３号議案 評議員会の招集について 

    報告事項   理事長の職務の執行状況について 

          令和３年度高校留学奨学生の選考結果について 

米百俵未来塾の活動報告について 

 

２ 評議員会の開催状況 

   定時評議員会（令和３年６月 29 日） 

    報告事項  令和２年度事業報告について 

    第１号議案 令和２年度財務諸表等について 

    第２号議案 理事の補欠選任について 

    第３号議案 評議員の補欠選任について 

第１回臨時評議員会（令和４年３月 24 日） 

    報告事項  令和３年度第２回理事会決議事項について 

          令和３年度高校留学奨学生の選考結果について 

米百俵未来塾の活動報告について 
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３ 役員一覧（令和４年３月 31 日現在） 

   理 事 長：高橋  譲（１名、常勤） 

   副理事長：金澤 俊道（１名、非常勤） 

   理  事：大原 興人、ジョーンズ文穂、鈴木 勇二、高野 真規、水流潤太郎、原  和彦、 

松井 一男、村山 光博、渡邊 泰崇（９名、非常勤） 

   評 議 員：荒木  正、大塚清一郎、小川 桂子、小川 浩司、古出 哲彦、小西 統雄、 

佐藤 勝弥、羽賀 友信（８名、非常勤） 

   監  事：内藤 政浩、長津 和彦（２名、非常勤） 
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する

「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。

事業報告の附属明細書
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１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・ 償却原価法によっている。ただし、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏し

い場合は償却原価法を適用しない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・・・・・ 終仕入原価法による原価法によっている。

(3) リース取引の処理方法

　リース会計基準適用初年度開始前（平成２０年３月３１日以前）の所有権移転外ファイナンス・リース

取引並びにリース会計基準適用後（平成２０年４月１日以後）の所有権移転外ファイナンス・リース取引

の内、リース料総額が少額（３百万円以下）のリース取引及びリース期間１年以内のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　なお、未経過リース料総額は、2,164,308円である。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

基本財産

投資有価証券

定期預金

普通預金

特定資産

奨学事業積立資産

奨学金貸付金

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

基本財産

投資有価証券

定期預金

普通預金

特定資産

奨学事業積立資産

奨学金貸付金

財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

718,657,830 50,271,500 49,995,000 718,934,330

18,639,000 0 0 18,639,000

1,306,584 0 276,500 1,030,084

小　　計 738,603,414 50,271,500 50,271,500 738,603,414

470,710,052 100,266,773 81,031,782 489,945,043

681,979,000 61,180,000 95,005,000 648,154,000

小　　計 1,152,689,052 161,446,773 176,036,782 1,138,099,043

合　　計 1,891,292,466 211,718,273 226,308,282 1,876,702,457

科　　　目 当期末残高
（指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財産
からの充当額）

（うち負債に
対応する額）

718,934,330 (718,934,330) (0) －

18,639,000 (18,639,000) (0) －

1,030,084 (1,030,084) (0) －

小　　計 738,603,414 (738,603,414) (0) －

489,945,043 (489,945,043) (0) －

648,154,000 (648,154,000) (0) －

小　　計 1,138,099,043 (1,138,099,043) (0) －

合　　計 1,876,702,457 (1,876,702,457) (0) －
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４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

基本財産　投資有価証券

政府保証地方金融機構債３７回10年(額面８千万円)

新潟県公募公債２４年度１回　10年(額面１千万円)

利付国庫債券３２８回　10年(額面５千万円)

利付国庫債券３２８回　10年(額面１億円)

特定資産　投資有価証券

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

経常収益への振替額

受取寄付金 (奨学事業等寄付金充当額)

受取寄付金（開府４００年寄付金充当額）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

80,368,000 80,152,000 △ 216,000

利付国庫債券６２回　20年(額面３千万円) 29,789,100 30,318,000 528,900

9,994,000 10,052,000 58,000

50,050,000 50,325,000 275,000

99,438,000 100,643,500 1,205,500

利付国庫債券１５２回　20年(額面５千万円) 50,240,000 55,271,750 5,031,750

大阪府公募公債３９８回　10年(額面３千万円) 30,099,600 30,519,000 419,400

新潟県公募公債２７年度１回　10年(額面２千万円) 20,000,000 20,308,000 308,000

福岡市公募公債２７年度６回　20年(額面３千万円) 30,000,000 32,598,870 2,598,870

利付国庫債券１５７回　20年(額面４千万円) 40,386,000 38,764,000 △ 1,622,000

福井県公募公債２８年度１回　20年(額面１億円) 100,000,000 96,550,000 △ 3,450,000

利付国庫債券１６４回　20年(額面９千９百万円) 98,464,330 98,853,777 389,447

利付国庫債券１７０回　20年(額面１千万円) 10,013,000 9,510,000 △ 503,000

利付国庫債券１７４回　20年(額面２千万円) 19,820,800 19,128,120 △ 692,680

101,690,000 △ 166,875

利付国庫債券１７８回　20年(額面５千万円) 50,271,500 48,325,000 △ 1,946,500

関西電力社債５３２回　5年(額面１億円) 100,115,267 99,977,000 △ 138,267

1,023,243,417 1,801,516

内　　　容 金　　額

北海道電力社債３４６回　5年(額面１億円) 100,535,429 100,257,400 △ 278,029

中部電力社債５０１回　10年(額面１億円) 101,856,875

10,708,940

4,748,635

合　　　計 15,457,575

合　　計 1,021,441,901
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公益財団法人　長岡市米百俵財団

第四北越銀行　 運転資金として

長岡市役所支店他 ゆうちょ銀行 ( )

　　　　振替口座　№00600-0-17390 3,921

第四北越銀行　長岡市役所支店

　　　　普通預金　№2011487 703,271

第四北越銀行　長岡市役所支店

　　　　普通預金　№120648 7,410

714,602

頒布用出版物として （ ）

米百俵読本　 1,402冊

英語版　　　 　 369冊

日本語版｢米百俵｣

703冊

米百俵～その先の未来へ～

1,899冊

【 】

（ ）

（内訳）

政府保証地方金融機構債37(額面８千万円) 80,368,000

利付国庫債券62回(額面３千万円) 29,789,100

新潟県公募公債24/1(額面１千万円) 9,994,000

利付国庫債券328回(額面５千万円) 50,050,000

利付国庫債券328回(額面１億円) 99,438,000

利付国庫債券152回(額面５千万円) 50,240,000

大阪府公募公債398(額面３千万円) 30,099,600

新潟県公募公債27/1(額面２千万円) 20,000,000

福岡市公募公債27/6(額面３千万円) 30,000,000

利付国庫債券157回(額面４千万円) 40,386,000

福井県公募公債28/1(額面１億円) 100,000,000

利付国庫債券164回(額面９千９百万円) 98,464,330

利付国債債券170回(額面1千万円) 10,013,000

利付国庫債券174回(額面２千万円） 19,820,800

利付国庫債券178回(額面５千万円） 50,271,500

小　計 718,934,330

（ ）

（内訳）

10,000,000

ゆうちょ銀行　定額郵便貯金

8,639,000

小　計 18,639,000

18,639,000

大光銀行　本店営業部

738,603,414

128,609,952

590,324,378
うち82.11％は、公益目的保有財産であり、運用益を米百俵の精神に
基づく人材育成事業の財源としている。

3,334,325
うち17.89％は、管理運用財産であり、運用益を管理運営費の財源と
している。

　№51250-468871-01

      

      

      

大光銀行本店他

      

      

    

    基本財産

  投資有価証券

   流動資産合計

  

  

    

    

財産目録

令和４年 ３月３１日現在

      

  棚卸資産

  (流動資産)

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等

714,602

現金預金

使用目的等 金        額

718,934,330

3,560,260

4,274,862

2,782,021

148,387

394,849

235,003

（共用資産）

  

  

利付国庫債券他

  (固定資産)

  

      

      

うち17.89％は、管理運用財産であり、運用益を管理運営費の財源と
している。

うち82.11％は、公益目的保有財産であり、運用益を米百俵の精神に
基づく人材育成事業の財源としている。

定期預金　No.3594429

15,304,675

（共用資産）  定期預金
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（ ）

（内訳）

第四北越銀行長岡市役所支店

835,484

194,600

【 】

（ ）

（内訳）

第四北越銀行　長岡市役所支店

10,000,000

第四北越銀行　長岡市役所支店

15,000,000

第四北越銀行　長岡市役所支店

123,121,527

第四北越銀行　長岡市役所支店

39,315,945

100,115,267

100,535,429

101,856,875

小　計 489,945,043

奨学金の無償貸与 （ ）

３月分電話料他未払分 （ ）

第四北越銀行長岡市役所支店

     正味財産 1,880,703,764

中部電力社債501回(額面1億円）

  

489,945,043

定期預金　　№181494

    特定資産

  未払金 NTT他

   流動負債合計 273,555

1,876,702,457

関西電力社債532回(額面1億円)

北海道電力社債346回(額面１億円)

     負債合計 273,555

  (流動負債)

273,555

     資産合計 1,880,977,319

  奨学金貸付金 奨学生498名 648,154,000

   固定資産合計

      

  普通預金　   №42660

普通預金　№2035550

      

普通預金  №2011487

定期預金　　№6003644

1,138,099,043

      

  奨学事業積立資産 第四北越銀行
交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、米百
俵の精神に基づく人材育成事業の財源として使用している。

      

  

長岡市役所支店他

長岡市役所支店

うち17.89％は、管理運用財産であり、運用益を管理運営費の財源と
している。

  

うち82.11％は、公益目的保有財産であり、運用益を米百俵の精神に
基づく人材育成事業の財源としている。

（共用資産）

845,813

    

  普通預金 第四北越銀行

　　　　普通預金　№120648

184,271

1,030,084
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