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第 2 号議案 2022 年度事業計画及び活動予算（案） 

（令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日） 

 

Ⅱ 組織運営                      

 

 １．組織体制  

（１）会 員 

 ＜目標値＞ 

正 会 員：55 名・団体・社（個人・NPO：50 名・団体、企業：5 社） 

協力会員：200 名・団体（個人・NPO：190 名・団体、企業：10 社） 

 

（２）事務局 

【職員数】 

35 名（職員：6 名、契約職員：7 名、パートタイム職員：22 名） 

【事務局運営スタッフ】 

NO 氏 名 勤務形態 役 職 役 割 

1 松原 裕樹 職員 専務理事、事務局長 事務局統括、業務運営責任者 

2 山本 祐二 職員 常務理事 総務・経理、業務運営責任者 

3 増田 勇希 職員 プロジェクトマネージャー 業務運営責任者 

4 香川 恭子 職員 プロジェクトマネージャー 業務運営責任者 

5 松村 渉 職員 プロジェクトマネージャー 業務運営責任者 

【業務運営スタッフ】 

NO 事業名 事業所 スタッフ数 

1 
令和 2年度中国環境パートナーシップオフィ

ス（EPO ちゅうごく）管理運営等業務 
広島市 

職員：1 名、契約職員：4

名 

2 JICA 中国 開発教育支援事業 東広島市 契約職員：2 名 

3 
広島市地域子育て支援拠点事業等に係る補

助事業（中区、南区） 
広島市 

契約職員：1 名、パートタ

イム職員：22 名 
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 ２．通常総会の開催  

（１）第 22 回通常総会 

日  時 令和 4 年 6 月 18 日（土）10:00～12:00 

場  所 広島市内 

出 席 者 正会員 

議  題 （１）2021 年度事業報告及び決算報告 

（２）2022 年度事業計画及び活動予算 

（３）役員の選任 

備  考 オンライン会議システム「Zoom」を併用したハイブリッド開催 

 

 

 ３．理事会の開催  

（１）第 1 回理事会 

日  時 令和 4 年 5 月 31 日（火）16:00～17:30 

場  所 ひろしま NPO センター 

議  題 （１）2021 年度事業報告及び決算報告 

（２）2022 年度事業計画及び活動予算 

（３）役員の選任 

（４）ビジョン・中長期計画 2021-2030 の詳細検討 

 

（２）第 2 回理事会 

日  時 令和 4 年 8 月 

場  所 ひろしま NPO センター 

議  題 （１）2022 年度事業計画及び活動予算の進捗報告 

（２）重点事業 

（３）ビジョン・中長期計画 2021-2030 の詳細検討 

（４）その他 

 

（３）第３回理事会 

日  時 令和 4 年 12 月 

場  所 ひろしま NPO センター事務所 
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議  題 （１）2022 年度事業計画及び活動予算の進捗報告 

（２）重点事業 

（３）ビジョン・中長期計画 2021-2030 の詳細検討 

（４）2023 年度に向けた事業検討 

（５）その他 

 

（４）第４回理事会 

日  時 令和 5 年 3 月 

場  所 ひろしま NPO センター事務所 

議  題 （１）2022 年度事業計画及び活動予算の進捗報告 

（２）重点事業 

（３）ビジョン・中長期計画 2021-2030 の詳細策定 

（４）2023 年度に向けた事業検討 

（５）その他 
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Ⅱ 事業運営                      

 

 １．重点事業  

（１）福山市まちづくりサポートセンターの受託運営 

 福山市まちづくりサポートセンターを受託運営（2022～2024 年

度）し、福山の人材が中間支援機能を担うことができるような伴走

支援や体制整備を行い、多様な主体が参画するまちづくりや地域

課題・社会的課題の解決、サポートセンターの強化を推進する。 

 

 

 

＜センター長挨拶＞ 

今年度より、福山市まちづくりサポートセンターでセンター長を務めさせていただくことになりまし

た、中尾圭と申します。 

 

住民参加型での計画策定や観光プログラムづくりなどに携わり、2016 年より 3 年間福山市地域おこ

し協力隊として、地域住民のやりたいことを実現するサポートをしてきました。 

 

その後、福山未来共創塾 2019 の運営にも携わったことで、市民の活動を常にサポートできるコーデ

ィネーターの存在の重要性をますます感じるようになりました。この度、まちサポが民間運営になると

いうことで、自らの思いを実現する機会をいただけて大変嬉しく思っています。 

 

活動を良い形で継続していくためには、広く共感してもらうことが必要だと感じています。表に見え

る活動だけでなく、裏にある思いも含めて伝え合える機会を、まちサポを拠点に作っていきたいです。

この業務を通じて、一人ひとりが住んでいるまちの中に役割や居場所を見つけ、心豊かに暮らせるまち

に福山がなっていくと信じ、コーディネーター共々頑張ります。今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしく

お願いいたします。 

 

福山市まちづくりサポートセンター 

センター長  中尾 圭 
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（２）スペシャルオリンピックス広島 2022 の開催支援 

 2022 年 11 月に広島で開催される「2022 年度第 8 回スペシャル

オリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島」に係るボランテ

ィアの募集（約 4,000 名）やマネジメント運営の支援を行うこと

を通して、ボランティア文化の醸成や障害者の活躍促進、地域共生

社会の実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）2023 年 G7 広島開催に向けたプロジェクト 

 2023 年に日本で開催される G7 サミット首脳会議に市民社会の

声を反映するため、県内外の NPO/NGO 等と連携してネットワー

クやプロジェクトを立ち上げ、各国政府への働きかけを行う。ま

た、核兵器廃絶だけでなく、グローバルな優先課題をふまえた視点

や議論を育み、持続可能で平和な社会を目指すための市民社会づ

くりを推進する。 
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２．各種事業の実施内容  

（１）ステークホルダーとのコミュニケーションを促進する事業 

ステークホルダーとの対話や関係構築を推進し、市民セクターの存在意義や成果に対する理解促進、

持続可能な社会づくりのための課題共有や目標形成を図る。 

 

NO 区分 事 業 名 事業内容 期間 場所 収益 

1-1 継続 情報収集・発信 

NPO 支援に関するイベント・助

成金・施策等の情報収集や、ホー

ムページ・Facebook・ニュースレ

ター等を通じた発信。 

年間 全国 自主財 

1-2 継続 データベース構築・活用 

各地の団体・取組・課題等の情報

の記録・整理や、事業推進のため

のデータ活用。 

年間 全国 自主財 

1-3 継続 相談対応業務 
NPO・ボランティア・市民活動に

関する各種相談の対応。 
年間 全国 自主財 

1-4 継続 委員等の派遣 
各主体から依頼のある委員会・協

議会等への委員派遣。 
年間 全国 

自主財、

謝礼金 

1-5 継続 ひろしま未来交流会 

立場・分野・地域・世代をこえて

広島を語り合う交流会の企画運

営。 

年間 県内 自主財 

1-6 新規 ガレリア事務所 
新しい拠点を活用した情報交流

の促進や新規事業の企画創出。 
年間 県内 自主財 

 

 

（２）組織力・担い手を育成する事業 

NPO の組織基盤やガバナンスの強化を促し、持続可能な地域づくりを担う実践者や支援者の育成、

ユースの活躍創出を図る。 

 

NO 区分 事 業 名 事業内容 期間 場所 収益 

2-1 継続 ひろしま NPO サポート倶楽部 
ゆうちょ銀行の口座寄付を財源

とした NPO への助成金配分。 
年間 県内 寄付金 

2-2 継続 ろうきん NPO 寄付システム 
中国労働金庫の口座寄付を財源

とした NPO への助成金配分。 
年間 県内 寄付金 

2-3 継続 
NPO 事務局センター・NPO 事

務支援カンファレンス 

全国のNPO支援センターと連携

した、NPO の事務・経営支援。 
年間 全国 

自主財、

利用料 
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2-4 継続 非営利組織の会計サポート 
非営利組織の会計・税務に関する

相談対応、経理代行のサポート。 
年間 県内 

自主財、

利用料 

2-5 継続 協力・後援・連携事業の推進 
各主体から依頼のある会議・行事

等への参加や開催協力。 
年間 全国 

自主財 

ほか 

2-6 継続 講師等の派遣 
各主体から依頼のある研修会・フ

ォーラム等への講師派遣。 
年間 全国 

自主財、

謝礼金 

2-7 継続 廿日市市市民活動相談業務 
廿日市市市民活動センターの相

談窓口業務の支援。 
年間 

廿日市

市 
受託料 

2-8 継続 JICA 中国開発教育支援事業 

JICA 中国と連携した国際協力の

担い手育成のためのプログラム

企画や施設展示、広報等。 

年間 
中国地

方 
受託料 

2-9 継続 
Green Gift 地球元気プログラム

2021-2022 

東京海上日動火災保険株式会社・

日本 NPO センター等と連携し

た、親子向けの環境保全活動の伴

走支援。 

年間 
中国地

方 
受託料 

2-10 継続 

2023 年度地球環境基金助成金説

明会の開催に係る業務（中国地

区） 

地球環境基金の助成金説明会（中

国地区）の開催及び助成金審査に

係る情報提供等を行う。 

年間 
中国地

方 
受託料 

2-11 継続 
廿日市市避難行動要支援者避難

支援事業アドバイザー業務 

地域における避難行動要支援者

に係る避難支援体制の構築を支

援する。 

6～3

月 

廿日市

市 
受託料 

2-12 継続 子育て支援人材育成事業 

子育て支援員や企業等の子育て

支援ボランティア、子育て支援団

体に必要な人材を育成する。 

年間 県内 

自主財、

謝礼金、

利用料 

2-13 継続 
インターンシップを通じたユー

ス等の人材育成事業 

大学生等を対象としたひろしま

NPO センターのインターンシッ

プの受入による人材育成。 

年間 県内 自主財 

 

 

（３）市民社会連帯を強化する事業 

市民セクターのエンパワメントを高めるためのパートナーシップを形成し、立場・地域・分野・世代

をつなげるコーディネーションや中間支援機能の拡充を図る。 

 

NO 区分 事 業 名 事業内容 期間 場所 収益 

3-1 継続 
ひろしま「山の日」県民の集い実

行委員会事務局 

NPO や行政等と協働した県民参

加の森づくり運動のイベント開

催及び実行委員会事務局の運営。 

年間 県内 受託料 
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3-2 継続 サテライトキャンパスひろしま 

教育ネットワーク中国と連携し

たサテライトキャンパスひろし

まの運営や会議室を活用した交

流支援。 

年間 広島市 自主財 

3-3 継続 
東日本大震災県外自主避難者等

への情報支援事業 

中国 5県のNPO支援センターや

ひろしま避難者の会アスチカと

連携した避難者への支援活動。 

年間 
中国 

地方 
自主財 

3-4 継続 
中国 5 県中間支援組織連絡協議

会 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した情報・ノウハウ・人材交

流や、中国 5 県の共通課題を解決

するための協働取組の展開。 

年間 
中国 

地方 
自主財 

3-5 継続 

令和 4 年度中国環境パートナー

シップオフィス（EPO ちゅうご

く）管理運営等業務 

環境省との協働による、中国地方

の環境パートナーシップ拠点・中

国地方 ESD センターの運営や協

働取組・ESD に関する事業の推

進。 

年間 
中国 

地方 
受託料 

3-6 継続 SDGs 推進のための事業 

広島県（SDGs 未来都市）や各主

体と連携した SDGs 推進のため

のネットワーク形成や交流機会、

協働取組等の実施。 

年間 全国 
自主財・ 

受託料 

3-7 継続 西日本豪雨被災者支援 

西日本豪雨の復興活動を通して

形成された NPO による、被災者

の交流や地方防災力強化に係る

活動の支援。 

11～3

月 
県内 助成金 

3-8 継続 スペシャルオリンピックス 

2022 年度第 8 回スペシャルオリ

ンピックス日本夏季ナショナル

ゲーム・広島の開催に係るボラン

ティア募集・運営の支援。 

年間 県内 自主財 

3-9 継続 
第 8 回ボランティア交流サミッ

トひろしま 

広島県社会福祉協議会と共催す

るボランティア活動に係る団体・

個人の交流・情報交換を促進する

機会の企画・運営。 

年間 県内 自主財 

3-10 新規 
福山市まちづくりサポートセン

ター運営業務 

多様な主体が参画し、地域課題・

社会的課題の解決を行うため、福

山市まちづくりサポートセンタ

ーの運営や強化を行う。 

年間 福山市 受託料 

3-11 新規 G7 市民社会コアリション 
2023 年に日本で開催される G7

サミット首脳会議に市民社会の
年間 全国 自主財 
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声を反映するため、県内外の

NPO/NGO 等と連携して各国政

府に働きかける。 

 

 

（４）社会的インパクトを創出する事業 

重点テーマの問題解決や価値創造を推進し、災害や新型コロナからの復興と次なる備え、環境・社会・

経済が好循環する協働と仕組みづくりを図る。 

 

NO 区分 事 業 名 事業内容 期間 場所 収益 

4-1 継続 
広島市公募型常設オープンスペ

ース「つばさ（中区）」 

広島市地域子育て支援拠点事業

等に係る補助事業を活用した子

育てオープンスペース（中区）の

運営や親子の交流機会等の支援。 

年間 広島市 

自主財、

補助金、

利用料 

4-2 継続 
広島市公募型常設オープンスペ

ース「いいね（南区）」 

広島市地域子育て支援拠点事業

等に係る補助事業を活用した子

育てオープンスペース（南区）の

運営や親子の交流機会等の支援。 

年間 広島市 

自主財、

補助金、

利用料 

4-3 継続 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム「中国 5 県休眠預金等活

用事業 2019」 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

助成事業の展開。 

年間 
中国 

地方 
助成金 

4-4 継続 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム「中国 5 県新型コロナ対

応緊急支援助成（第 1 期）」 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

助成事業の展開。 

年間 
中国 

地方 
助成金 

4-5 継続 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム「中国 5 県休眠預金等活

用事業 2020」 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

助成事業の展開。 

年間 
中国 

地方 
助成金 

4-6 継続 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム「中国 5 県新型コロナ対

応緊急支援助成（第 2 期）」 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

助成事業の展開。 

年間 
中国 

地方 
助成金 

4-7 継続 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム「中国 5 県休眠預金等活

用事業 2021」 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

年間 
中国 

地方 
助成金 
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助成事業の展開。 

4-8 新規 

中国 5 県休眠預金等活用コンソ

ーシアム休眠預金活用事業 2022

年度通常枠 

中国 5県のNPO支援センターと

連携した休眠預金活用のための

コンソーシアム事務局の運営や

助成事業の展開。 

1～3

月 

中国 

地方 
助成金 

4-9 継続 災害支援活動 

行政・社協・NPO 等と連携した

県内外の災害復旧・復興のための

活動支援や関係機関との協働事

業の展開。 

年間 県内 
自主財、

寄付金 
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