
事業名 事業内容 パートナー 実施日時 実施場所 財源 税法上の取扱 収益

17,944,000

継続 NPO事務支援センター
NPO法人の手続き事務を検定、検診、相談、代行、講座でトータ
ル支援する

自主 随時 事務所など 利用料 収益 12,910,000

新規 せとうち連携NPO事務支援プロジェクト 中四国域のNPOの事務力向上を支援する 自主 随時 中四国 自主財源 収益 580,000

継続 講師派遣 役職員を講座等の講師として派遣する 自主 通年 全国 謝金 収益 3,500,000

継続 中国5県NPO中間支援センター連絡会議 中国5県の中間支援組織による連携やノウハウ共有 自主 通年 全国 謝金 収益 420,000

継続 障害者、外国人、高齢者支援（コロナ緊急）
休眠預金を活用して「コロナ」の影響を受けた対象への支援事業
を助成する

自主 通年 全国 謝金 収益 264,000

継続 NPO法人会計基準協議会 新会計基準の普及・改正検討 自主 年1回 東京 自主財源 非収益 0

継続 公益ポータルサイト運営事業 岡山県内NPOの情報開示をすすめるサイトの運営 自主 通年 事務所 自主財源 非収益 0

継続 メールマガジン発行 メールマガジンを利用した各種情報提供 自主 毎月 事務所 自主財源 非収益 0

継続 機関誌「NPOkayama」発行 機関誌「NPOkayama」の編集・発行（2,000部） 自主 年4回 事務所 助成金・自主財源 非収益 270,000

64,194,360

継続 SDGs推進事業
SDGsに関するNPONGOを核としたネットワークを設立し、啓発や
政策提言などを行う

自主 年数回 県内各所 参加費 収益 1,800,000

継続 LDP×地域課題
SDGsの達成と地域課題の解決について考えることを通じて中小
企業の中堅職員の育成を行うプログラムを実施する

SWITCH WORKS

えんのした
通年 県内各所 委託料 収益 1,080,000

継続 消費者志向経営講座
岡山市内の事業者向けに消費者志向経営についての学習機会を
提供する

岡山市 年数回 岡山市内各所 委託料 収益 500,000

継続 岡山市ESD・市民協働推進センター
岡山市における協働による課題解決と持続可能な地域づくりの推
進を総合的に実施

岡山市 通年 岡山市内各所 委託料 収益 14,550,000

継続 被災者支援NPO等ネットワーク構築 災害時の受援力向上とNPOのネットワーク構築を図る 岡山県 通年 県内各所 委託料 収益 604,000

新規 災害救援専門ボランティア研修会
災害時のリーダーとして主に災害VCの運営を担うことのできる人
材を育成する

岡山県 通年 県内各所 委託料 収益 1,200,000

継続 平成30年7月豪雨支援プロジェクト
豪雨災害被災地をはじめ全国の被災地を支援するための
ネットワークの運営

自主 通年 県内各所 参加費 非収益 2,700,000

継続 災害時の支援体制構築
災害支援ネットワークおかやまに部会を設け、災害時の支援領域
ごとの整理と分担をする

災害支援
ネットワーク
おかやま

通年 県内各所 委託料 収益 5,700,000

新規 災害支援情報システム開発事業
災害支援に必要となる情報システムを開発し、全国の支援者と共
有する

災害支援
ネットワーク
おかやま

通年 岡山市内各所 助成金・自主財源 非収益 28,352,200

継続 全国組織及び会合への参画
日本NPOセンターや日本ボランティアコーディネーター協会などの
全国組織へ参画する

自主 通年 東京等 自主財源 非収益 101,160

継続 地域活動継続支援事業
社会にもたらす変化や価値を可視化するための事業評価の実施
を支援する

岡山県 通年 県内各所 受託料 収益 567,000

新規 社会事業評価支援 事業評価を通じてNPOの成果・価値の発信を支援する 自主 通年 県内各所 自主財源 収益 300,000

新規 プロジェクトマネジメント支援
様々な社会事業の総合的なマネジメントを担い、事業の円滑
化を支える

自主 通年 県内各所 自主財源 収益 300,000

継続 岡山市情報たから箱事業
岡山市のポータルサイト「つながる協働ひろば」と「ESDなび」の企
画・運営

岡山市 通年 岡山市内各所 委託料 収益 4,000,000

継続 倉敷市における協働の支援
倉敷市における協働による課題解決の促進とそのための研修や
仕組みづくり

自主 通年 倉敷市内各所 委託料 収益 2,400,000

継続 政策提言推進プロジェクト 会員NPO等との連携による政策勉強会、政策調査の実施 自主 通年 事務所 参加費・受託料 収益 40,000

53,573,168

継続 ゆうあいセンター 管理運営事業
支援センターの管理運営及び付随事業実施（岡山県・指定管理
者）

岡山県
岡山県社協

通年 ゆうあいセンター 管理料 ・利用料 収益 19,808,980

継続 「よる会」開催事業
当事者組織の声を聴き、社会課題に関する理解と解決策の検討
を測る事業

自主 通年 事務所 参加費 非収益 30,000

継続 SALCO
公益セクターの次世代育成を担う個人、組織等との情報共有や調
査研究など

自主 通年 事務所 助成金 収益 1,000,000

継続 ESD学生インターンシップ
大学生によるNPOへのインターンシップを通じて、地域の持
続可能性向上に寄与する人材を育成する

岡山市 通年 岡山市内各所 委託料 収益 900,000

継続 ボランティアコーディネーター支援事業
社会福祉施設や公共施設を主な対象としてボランティアと協働す
る基盤づくりを支援する

自主 通年 県内各所 寄付金 収益 748,000

継続 貧困虐待の居場所・仕事支援
休眠預金を活用して子どもの虐待・貧困に取り組む事業へ助成す
る

中国5県
中間支援組織

通年 県内各所 助成金 非収益 3,024,000

継続 子どもの貧困・貧困の解消
県内の子どもの貧困と虐待をなくすための支援のしくみを構
築する

県内NPO等 通年 県内各所 助成金 非収益 27,862,188

継続 資源提供事業（おかやまNPO サポート基金） 物品や資金の提供情報の収集と提供 自主 通年 事務所 自主財源 非収益 200,000

135,711,528

=新規事業

2021年度（令和3年度・第21期）事業計画書

① NPO等の組織基盤強化や事業成長のために個別支援等を行うNPO事務・経営支援センター事業

② 地域における多様な組織が連携・協働して取り組む社会課題解決の取り組みを支援する地域連携センター事業

③ 市民や企業等のあらゆる組織によるボランティアや寄付などの様々な形で行う社会参画を推進し、その活性化を図る社会参画推進センター事業


