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1．2018年度を振り返って  
 

 毎年度、様々な変化や事項がありますが、この 2018 年

度は当法人にとって特に大きな事項があった年度となりま

した。そのうちの一つは当法人が設立 20 周年を迎え、県

内外の多くの方々と共にその場を祝うことができたことで

す。もう一つは平成 30 年 7 月豪雨です。これまで設立か

ら県内でも水害被害などはいくつかありましたが、これだ

け大規模、広範囲の被害を受けたのは初めてのことであ

り、また当法人として災害支援に当たらせていただいたの

も初めてのことでした。 

 このたびの豪雨災害では、7月 6日（金）から雨が降り続

き、当法人では職員を原則自宅待機とし避難行動を優先

するようにいたしました。あわせて、各地の状況や災害支

援に関する動きの情報収集に努めました。個人的な事で

はありますが、降りやまぬ雨に就寝前に翌日から支援活

動を行うことを覚悟したことは忘れられません。同じ中間

支援組織として各地で支援活動の支援を行われてきた諸

先輩型のことを思い出し、中間支援として行うべきことを

精一杯しようと、翌日 7 月 7 日（土）に岡山県社会福祉協

議会に伺い、岡山県へも連絡を取り、災害支援ネットワー

クおかやまの立ち上げを行うことを決め、支援や被害状況

を共有する会議を 7 月 9 日（月）に行うことを、すでに被災

地へと動いている方々や関係の方々へ連絡しました。翌 7

月 8 日（日）には岡山市や倉敷市社会福祉協議会とも連

絡を取り合い、7 月 9 日（月）には最初の情報共有会議を

開いて、以降、そこでの議論を受けて、支援者の支援とし

て情報共有や連携のご支援、物資支援、支援活動者のた

めのクラウドファンディングサイトの立ち上げ、被災者向け

の支援情報まとめサイトの立ち上げなどに取り組んできま

した。また、当法人の職員たちには現状の業務をすべて

止めることなく続けながら、分担・整理し、倉敷市の災害ボ

ランティアセンターへ 2名と岡山市の災害ボランティアセン

ターへ 1 名、スタッフとして入ると共に、それ以外にも多く

の職員がボランティアセンターの休日の運営補助や各サ

イトの管理や運営、手続きなどに尽力してくれました。直

接、災害支援に取り組まなかったスタッフもこの災害で他

の事業が止まることなく運営できるように、支えてくれ、組

織全体で乗り切れたと今、振り返っても思うと共に、この時

期を共に乗り越えてくれた職員には心から感謝すると共に、

誇りに思っております。 

 また、後述しておりますが、災害支援ネットワークおかや

まにも本当に多くの多様な組織の方々が参加をくださり、

ネットワークへ参加されていない組織も含めて、本当に多

くの方々が支援活動に取り組んでくださるのを目にしまし

た。岡山県はかねてより災害が少ないことから、その意識

や、ひいては助け合いなどが少ないとも言われてきました

が、これだけ多くの方々が支援活動に取り組み、その行

動力を発揮されたことについて、岡山に住み暮らす一個

人としても、そしてそこで中間支援を務めさせていただくも

のとしても誇りに思うと共に、特には 7 月 9 日の会議に多

くの方々が動く別集まってくださったことには感動と共に身

の引き締まる思いでした。この災害支援については、1 年

間の中で組織内に担当チームをつくり、今後も支援活動

を続けると共に、今回の経験を他の地域にもお伝えできる

ように整理を進めております。 

 また、設立 20 周年を迎えるにあたり、理事会、事務局で

議論を重ね、時代の変化やこれから取り組むべきことにあ

わせて中期計画の策定並びに、定款の目的や事業計画

など、当法人の背骨になる部分について見直しを図りまし

た。あわせて、それらを表現するスローガンを「豊かな市

民社会の実現により、まちの中で起きた課題をまち自ら解

決していける持続可能で自然治癒力の高いまちの実現を

目指す」としました。中間支援組織として、地域の課題解

決や価値創造に取り組み方の支援をさせていただき、そ

れにより、誰か特定の主体や組織だけが頑張るのではな

く、それぞれの変化や努力により課題が根治をすることや、

起きても解決を自然にしていけるような地域、それを目指

してこれまでよりもさらに多くの方々とご一緒をしながら取

り組みをしていくことを再確認いたしました。 

 定款上の事業については、導入しておりました組織内を

3つの部署（センター）に分けていることに合わせた形に変

更しました。ここには書ききれませんでしたが、今年度は

地域連携センターでは「SDGs」に関する取り組みも展開し、

参画推進センターではあらたな自主事業の開発をスタート

しております。個々の部署での取り組みについてのトピッ

クスは以降の項に掲載しておりますので、ご覧いただけれ

ば幸いです。 

 当年度も 1 年間、多くの方々にご支援とご協力をいただ

いたことを感謝いたします。ありがとうございました。 

 

代表理事   石原 達也
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3．事業報告書 

事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 

受益者 

の人数 

従事者 

の人数 

支出額

（円） 

①NPO 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 
小計 17,756,927 円 

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。 

別紙 

詳細記録あり 

5 名 13,594,323 

NPO事務支援カンファレンス 
NPOの事務・経営支援に取り組む全国の 

支援組織との協議会の事務局を務める。 
1 名 417,057 

講師派遣 役職員を講座等の講師として派遣する 4 名 2,013,460 

会計基準協議会 新会計基準の普及・改正検討 1 名 197,583 

設立 20 周年事業 
当法人の設立 20 周年を記念して開催する 

式典、行事、記念出版などの実行 
4 名 1,400,449 

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 
1 名 0 

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 1 名 1,620 

機関誌「NPOkayama」発行 機関誌「NPOkayama」の編集・発行（2,000部） 1 名 132,435 

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を支援する 

地域連携センター事業 
小計 47,011,796 円 

SDGs ネットワークおかやま 
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 

別紙 

詳細記録あり 

1 名 482,607 

受援力向上のための NPO ネットワーク 

（災害支援ネットワークおかやま） 

災害時の受援力向上とNPOのネットワーク構築と

ネットワークによる災害支援を展開する 
3 名 4,612,022 

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 
1 名 304,212 

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 
1 名 212,110 

備前県民局管内行政職員研修 管内の行政職員向けの研修を開催する 1 名 102,986 

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 
6 名 17,644,495 

エリアマネジメントの支援 
主に岡山市内のエリアマネジメントやパーク 

マネジメントの仕組みづくりや実行支援を行う 
2 名 4,327,699 

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の実施 
1 名 2,327,604 

ソーシャルマーケティング研究会 CSR報告書を読む会、社会事業家勉強会等 1 名 82,368 

消費者志向経営講座 
県内企業向けに消費者志向経営についての 

学習機会を提供する 
1 名 1,112,346 

支援者情報流通システム 支援者に情報流通の仕組み構築 1 名 71,016 

政策提言推進プロジェクト 
政策勉強会、政策調査などを会員 NPO等とも 

連携して実施する 
4 名 15,732,331 

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 
小計 22,634,807 円 

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） 

別紙 

詳細記録あり 

15 名 21,436,538 

SAVE JAPAN プロジェクト 希少生物保護に関する活動を支援する 2 名 1,048,447 

「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 
1 名 113,178 

おかやま NPOサポート基金 振替口座を利用した市民寄付金の管理と配分 1 名 36,644 

資源提供事業 物品や資金の提供情報の収集と提供 1 名 0 

合計 87,403,530 円 
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 ＮＰＯ事務支援センター 
設立 20周年記念式典の開催 

1998年 12月に前進となる「岡山 NPOサポートネッ

トワーク」の立ち上げから 20年を迎え、9月 29日（土）

にピュアリティまきびにて、記念式典を開催しました。 

午前中は、山岡義典さんによる記念講演をいただ

き、立食交流会をはさんで、午後から記念フォーラム

分科会を、伴走支援、SDGs、参加等、組織内の 3 セ

ンターに関連したテーマで開催しました。分科会には

県内外から活動者や支援者の方にご登壇をいただき

ました。最後にクローズセッションとして、深尾昌峰さ

んと当法人代表石原で「岡山における市民社会のこ

れから」についてトークを繰り広げました。 

また、来賓として岡山市長や県内選出の国会議員

の皆様もご参加をくださり、これまでの協働が見える

機会ともなりました。全体としては、県内外から 121 名

の方にご参加いただきました。心からの感謝と、また

一方で岡山 NPO センターに対する信頼と期待されて

いることに身が引き締まる思いの 1日となりました。 

 

全国ＮＰＯ事務支援カンファレンスが会員３３団体に！ 
NPO 事務支援センターと同様の個別支援を展開す

る中間支援組織の皆様との協議会「全国事務支援カ

ンファレンス」は会員数も 33 団体に増え、検定対策セ

ミナー講師も 27 名の登録を数える規模へと発展をし

てきました。 

カンファレンスによる全国会議として、6 月 6 日（水）

日本財団ビル（東京）にて、「地域組織の事務支援」検

討会を開催しました。同日午前中、同会場にて「小規

模多機能自治推進ネットワーク会議」の会議も開催さ

れていたこともあり、全国の中間支援組織のスタッフ

に加えて、行政職員の参加も多数あり、地域での事

務支援の事例を交えながら話をすることで、その必要

性を訴える機会になりました。 

【当日の概要】 

(1) 開会挨拶 

 (2) NPO事務支援カンファレンスのご紹介 

(3) 地域組織の事務支援事例の紹介について 

「地域組織の会計支援と法人化、運営支援」  

加藤彰子 

「集落の教科書」  高橋博樹 

(4) 地域組織の事務支援に関する意見交換 

(5) その他、情報提供など 

2019 年度からは、より組織を強化し、会員の増加、

また、当法人の「NPO 事務支援センター」のノウハウ

共有を進め、各地の支援者の方々と共に育つ環境を

目指します。 

全国 NPO事務支援カンファレンス 会員
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詳細記録 
事務局連続セミナー 

2018年 4月～2019年 3月（14回） 

＠ゆうあいセンター 

参加人数： /172名 

テーマ：  

・所轄庁手続き・法務局手続き 

・NPO基礎・定款 

・社会保険 

・交流会 

・検定対策セミナー 

・助成金申請 

・会計基礎 

・年末調整 

・事業評価 

・会計実務 

・決算年度末事務 

 

事務局特別セミナー 

2018年 8月 25日（土） 

セールスフォースセミナー ＠岡山 NPOセンター 

参加者数：10名 

2018年 9月 14日（金） 

どの法人格を選ぶのか ＠岡山 NPOセンター 

参加者数：8名 

2018年 10月 11日（木） 

ＮＰＯ会計基準を知ろう！ ＠ゆうあいセンター 

参加者数：25名 

2018年 12月 12日（水） 

寄付月間セミナー ＠SGSG 

参加者数：9名 

2018年 12月 20日（木） 

働き方改革セミナー ＠ゆうあいセンター 

参加者数：14名 

2019年 1月 25日（金） 

未来を関挙げる非営利法運営セミナー  

＠勤労者福祉センター 

参加者数：27名 

 

ＮＰＯ法人事務力検定 

2018年 4月～2019年 3月（12回） 

のべ参加人数：189名 

開催地（順不同）： 

岡山県、新潟県、島根県、北海道 

兵庫県、東京都、佐賀県、千葉県 

 

事務代行 

団体数：33団体 

 

出張相談 

相談回数：66回 

 

事務局検診 

実施団体：0団体 

 

ＮＰＯと士（さむらい）。第 6回 

2018年 10月 30日（金） ＠ランチ&カフェ「タンポポ」 

参加人数：14名（登録専門家、NPO法人役職員） 

 

専門家紹介 

回数：6回 

※登録専門家数：31名（税理士、社労士、弁護士等） 

 

定例会 

2019年 1月 12日（土） Ｒｙｏｕｔｅｉ 

参加者数：29名 

 

会計基準協議会 

NPO 法人会計基準協議会・中四国会員組織の情報

交換会及び NPO法人会計基準に関する 

所轄庁ブロック会議 

2018年 11月 20日（火） 

＠とくしま県民活動プラザ、徳島県職員会館 

加藤事務支援センター長が参加。 

 

講師派遣 

講師・委員派遣回数：87回 

組織基盤強化事業派遣回数：14回 

 

公益ポータルサイト運営事業 

掲載団体数：29法人 

・情報開示レベル 5法人数：11法人 

・情報開示レベル 4法人数：12法人 

・情報開示レベル 3法人数：5法人 

・情報開示レベル 2法人数：1法人 

 

メールマガジン発行事業 

発行回数：21回/年 

登録数：257名 
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地域連携センター 
「災害時も平時も『あってよかった』と言われる支援組織であるために」 

 2018 年度の地域連携センターは岡山県で戦後最大の

風水害被害を生んだ「平成 30年 7月豪雨」を受けて、当

初に予定していた人員体制やスケジュールを柔軟に変

更しながら被災地の復旧・復興に努めた一年間となりま

した。それでも当年度から「受益力向上のためのNPOネ

ットワーク」事業を開始していたことは不幸中の幸いであ

り、岡山県や（社福）岡山県社会福祉協議会との円滑な

連携のもと、豪雨災害の発生から 2 日後（7 月 7 日）に

は「災害支援ネットワークおかやま」発足の合意を取り、

7月 9日には 100名を超える参加者とともに第 1回会議

を開催することができました。その後、ネットワークは常

設型の組織として、2019 年 3 月末時点で 173 団体が登

録する規模にまで成長しています。 

 

その他にも「SDGs ネットワークおかやま」事業や

「ESD・市民協働推進センター」事業など、当法人会員の

皆様をはじめ、様々な組織・機関の皆様と連携する機会

がありますが、平時からお互いへの理解と信頼を深め

ておくことが災害時に機能するネットワークをつくるうえ

で不可欠な要素になることを強く実感しています。 

  

皆様から「あってよかった」「助かった」と言われる支

援組織となるために、これからも質の高い連携・協働を

心がけて各事業を推進してまいります。 

 

 
「災害支援ネットワークおかやま」設立総会の様子 

 

 
「SDGsネットワークおかやま」設立総会の様子 

 

 

詳細記録 
SDGsネットワークおかやま 

①SDGs ネットワークおかやま設立準備会 

4月 19日（木）岡山 NPOセンター会議室：14名 

5月 29日（火）岡山 NPOセンター会議室：11名 

12月 13日（木）岡山 NPOセンター会議室：6名 

2月 22日（金）ゆうあいセンター：10名 

②SDGs ネットワークおかやま設立総会 

12月 20日（木）ゆうあいセンター 参加者：27名 満足

度：88点 

基調講演：星野智子（(一社)環境パートナシップ会議 ・

(一社）SDGs市民社会ネットワーク ） 

話題提供者：山上正道（NPO法人 AMDA社会開発機

構）廣本悦子（認定 NPO法人おかやまエネルギーの未

来を考える会）利根弥生（NPO法人タブララサ）西井葉

子（認定 NPO法人子どもシェルターモモ） 

③SDGs ネットワークおかやま定例会 

（第一回） 

2月 20日（水）ゆうあいセンター 参加者：30名 満足

度：80点 

話題提供者：三好裕也（認定ＮＰＯ法人ポケットサポー

ト）森分志学（NPO法人だっぴ）堀脇正信（NPO法人公

共の交通ラクダ） 

世話人構成団体：10団体 

  

受援力向上のための NPOネットワーク 

【被災者支援 NPO等ネットワーク化】 

①他の都道府県の先進事例調査 

5月 28日（月）熊本総合福祉センター、熊本県庁、福岡

県 NPO・ボランティアセンター 

ヒアリング先：NPO法人くまもと災害ボランティア団体ネ

ットワーク、熊本県、福岡県、福岡県 NPO・ボランティア

センター 

②災害時における連携に関する啓発セミナー 

災害ネットワークおかやま平成 30年度豪雨災害におけ

る民間支援活動中間報告会 



7 

 

10月 18日（木）岡山市勤労福祉センター 

事例発表団体：18団体 参加者：120名 満足度：84点 

③ネットワーク内に対応窓口の設置 

災害支援ネットワークおかやま 

設立日：2018年 10月 18日（木） 

事務局：NPO法人岡山 NPOセンター 

【被災者支援 NPO等の交流会】 

「被災地支援に取り組む人と組織の交流セミナー明日

起きても動ける経験を得よう。西日本 豪雨災害・倉敷

真備での実践者から学ぶ」 

2019年 2月 2日（土）リージョンセンター 

事例発表者：太田裕之（防災士）詩叶純子（NPO法人

岡山 NPOセンター）、十時奈々（NPO法人みんなの集

落研究所） 

参加者：29名 満足度：93点 

「被災地支援に取り組む人と組織の交流セミナー被災

からの避難所や在宅での暮らし支援の 経験を学ぶ。

西日本豪雨災害支援の実践者から学ぶ避難所運営支

援と親子、中高生支援」 

2019年 3月 2日（土）瀬戸内市保健福祉センター 

事例発表者：ボウズ満恵(サンサポートオカヤマ)辛嶋友

香里(一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンタ

ー）野村泰介（一般社団法人 SGSG） 

参加者：20名 満足度：94点 

災害支援ネットワーク岡山参画団体：173団体（2019年

3月末） 

 

中国 5県 NPO中間支援センター連絡会議 

NPO法 20周年記念中国 5県中間支援組織連絡協議

会 2018年度春の合同研修「これからの 20年も、社会

に貢献できる支援者を目指す人のための踏み込んだ支

援と協働に関する合同研修会」 

4月 20日（金）10：00～17：30 岡山市勤労者福祉セン

ター 

4月 21日（土）10：00～16：30 きらめきプラザ 

講師：川北秀人氏（IIHOE〔人と組織と地球のための国

際研究所〕） 

参加者：20日（金）第一部 48名 第二部 144名 21日

（土）第三部 48名 第四部 45名 

満足度：20日（金）第一部 97点 第二部 85点 21日

（土）第三部 93点 第四部 94点 

「中国 5県中間支援組織スタッフ研修交流会」 

2019年 1月 6日（日）9：30～15：30 県民ふれあい会

館（鳥取県） 

参加者：22名 

 

全国組織及び会合への参加 

以下の全国組織の理事を務めると共に会議へと石原代

表理事を中心に参加をした。 

・NPO法人日本 NPOセンター 

・NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会 

・一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク 

・一般社団法人全国コミュニティ財団協会 

  

備前県民局管内行政職員研修 

「平成 30年度協働研修事業「おかやまで活動する若者

たちの協働のハナシ –円卓会議-」 

2019年 1月 30日(水) 13:30～16:45 岡山県立図書館

2階 

参加者:53名 満足度:平均 86.4点 

登壇者（敬称略）：NPO法人 だっぴ（森分志学）NPO法

人 杜の家（大森浩史）NPO法人 みなと・まちづくり機構

たまの（森美樹）NPO法人 f.saloon（守谷克文）吉備中

央町地域おこし協力隊 OG （井上ゆき美） 

  

岡山市 ESD・市民協働推進センター 

「相談対応」 

相談件数：212件 来所人数：547人 

「市民協働事業化・一般施策化支援」 

支援件数：25件 

「課題共有ワークショップ」 

（第一回）2018年 7月 11日（水） 岡山市勤労者福祉

センター 

参加者：19名 満足度：87点 

（第二回）2018年 8月 10日（水） 岡山市役所 

参加者：11名 満足度：72点 

（第三回）2018年 8月 27日（金） 岡山市役所 

参加者：27名 満足度：92点 

（第四回）2018年 11月 26日（月） ほっとプラザ大供 

参加者：15名 満足度：－ 

「課題分析ワークショップ」 

（第一回）2018年 8月 23日（木） 岡山市勤労者福祉

センター 

参加者：19名 満足度：72点 

（第二回）2018年 10月 18日（木） 岡山市役所 

参加者：12名 満足度：116点 

（第三回）2018年 11月 8日（木） 岡山市役所 

参加者：6名 満足度：78点 

（第四回）2018年 12月 21日（金） 岡山市役所 

参加者：2名 満足度：－ 

（第五回）2019年 1月 28日（月） ほっとプラザ大供 

参加者：9名 満足度：－ 

「課題解決ワークショップ」 

（第一回）2018年 12月 3日（月） 岡山市役所 
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参加者：7名 満足度：－ 

（第二回）2018年 12月 27日（木） ほっとプラザ大供 

参加者：4名 満足度：－ 

（第三回）2019年 3月 1日（金） 岡山市役所 

参加者：6名 満足度：－ 

（若者）2017年 7月 14日 KAMP 

参加者：41名 満足度：84点 

「市民協働推進モデル事業・ニーズ調査事業実施」 

（モデル事業）6団体 《一般施策化 3団体》 

（ニーズ調査事業）1団体 

「市民協働推進モデル事業・ニーズ調査事業報告会」 

2018年 6月 27日（水）岡山市勤労者福祉センター 

参加者：95名 満足度：84点 

「市民協働フォーラム」 

2019年 2月 17日（日） 岡山国際交流センター 

参加者：297名 満足度：82点 

「コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ」 

2018年 12月 15日（土）、16日（日） 岡山県青年館 

参加者：27名 満足度：100点 

講師：NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパ

ン 

「地域協働フォーラム」 

2019年 1月 11日（金） 岡山国際交流センター 

参加者：71名 満足度：84点 

「地域活動リーダー養成講座」 

（第一回）2019年 1月 21日（月） 岡山国際交流センタ

ー 

参加者：21名 満足度：84点 

講師：西川正さん（NPO法人ハンズオン埼玉）、大和田

黎子さん（御野学区連合町内会） 

（第二回）2019年 2月 22日（金） 岡山市役所 

参加者：21名 満足度：82点 

講師：小林和彦さん（新市いきいき会） 

 

「ESD学生インターンシップ」 

（夏季）2018年 8月 22日～9月 6日 

参加学生：7名 受入団体・施設数：7 

（冬季）2019年 2月 20日～3月 5日 

参加学生：7名 受入団体・施設数：6 

  

エリアマネジメントの支援 

「大和リース他関係者打ち合わせ」 

2018年 9月 7日（金） 岡山市役所  

2018年 9月 11日（火） 表町事務所 

2018年 9月 26日（水） くらしのたね 

2018年 10月 20日（土） くんぺるこどものへや 

2018年 11月 7日（水） 表町事務所 

2018年 12月 7日（金） 表町事務所 

2018年 12月 19日（水） 表町事務所 

2019年 1月 10日（木） 表町事務所 

2019年 2月 27日（水） 表町事務所 

2019年 3月 13日（水） 表町事務所 

 

「ブランチ岡山北長瀬オープン 3か月前カウントダウン

イベント」 

2019年 3月 30日（土）北長瀬駅横 旧駐輪場 

参加者数：約 300名 

  

「西川エリア課題把握のためのヒアリング事業」 

①2018 年 12月 5日（木）池田青果店 

ヒアリング先：池田一晃・山下リール（西川エリアまち育

て協議体） 

②2019 年 1月 31日（木）岡山市役所 

ヒアリング先：井上剛（出石地区連合町内会長） 

③2019 年 2月 6日（木）池田青果店 

ヒアリング先：井上剛（出石地区連合町内会）池田一

晃・山下リール（西川エリアまち育て協議体）丸本課長

（岡山中央署生活安全課）滝崎所長（東口交番）山室警

部補（西川橋交番） 

④2019 年 3月 11日（月） 岡山大学 

ヒアリング先：前田芳男・岩淵泰（岡山大学地域総合研

修センター） 

⑤2019 年 3月 15日（金）ホテルマイラ 

ヒアリング先：小林好信（ホテルマイラ） 

⑥2019 年 3月 18日（月）岡山市役所 

ヒアリング先：利根弥生（NPO法人タブララサ） 

⑦2019 年 3月 20日（水）ナチュレルモン 

ヒアリング先：山本和志（ナチュレルモン） 

⑧2019 年 3月 22日（金）津山市内 

ヒアリング先：采女直樹・西岡資恵（西川緑道公園筋歩

行者天国実行委員会） 

 

「エリアマネジメント検討会（勉強会）」 

2019年 2月 25日（月）10：00～12：00 ピギー貸会議室

3階 

講師：保井美樹（法政大学） 参加者：26名 満足度：-   

 

倉敷市における協働の支援 

「高梁川流域協働のまちづくり推進事業」 

①第 1回若手専門家集団円卓会議 

2018年 5月 30日（水）14：00～16：00 倉敷市役所 207

会議室 

（地域課題・取組提供/敬称略） 
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逢坂 麻由（NPO法人子育て応援ナビぽっかぽか）山下

敬広（株式会社山下地域建設設計事務所）佐藤拓也

（たかはし移住コンシェルジュ）井辻美緒（YKG60共同

代表）沖村舞子（浅口市地域おこし協力隊）柏原拓史

（法人だっぴ）磯内千雅子（NPO香川大学四国危機管

理教育・研究・地域連携推進機構地域強靭化研究 セ

ンター） 

参加者：27名 満足度：72点 

②備中県民局管内協働推進事務担当者会議（兼）第 1

回高梁川流域協働推進会議 

7月 4日（水）14：00～16：00 真備支所保健福祉会館 

参加者：15名 

③第 2回高梁川流域協働推進会議（兼）高梁川流域地

域組織支援若手専門家集団会議 

2019年 2月 4日（月）13：30～16：30 倉敷市役所 207

会議室 

（話題提供/敬称略）逢坂 麻由（NPO法人子育て応援

ナビぽっかぽか）山下敬広（株式会社山下地域建設設

計事務所）井辻美緒（YKG60共同代表）沖村舞子（浅口

市地域おこし協力隊）柏原拓史（法人だっぴ）磯内千雅

子（NPO香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携

推進機構地域強靭化研究 センター） 

 

「倉敷市協働のまちづくり推進事業」 

①協働調整員及び協働推進員研修 

5月 11日（金）9：00～16：00 倉敷市役所 10階大会議

室 

講師：石原達也（岡山 NPOセンター） 

参加者：145名 満足度：77点 

②協働担当課ヒアリング 

2018年 6月 20日（水）、22日（金）、25日（月）倉敷市

役所 

③協働ヒアリング 

2019年 3月 8日（金）、3月 11日（月）、15日（金） 

  

ソーシャルマーケティング研究会 

「CSR報告書を読む会」 

第 9回 CSR報告書を読む会「CSR報告書を読む」 

4月 20日（金）18:45～20:45 ゆうあいセンター 

ゲスト：高橋正志氏マスカット薬局 

  

「若手リーダーシップ研修」 

スウィッチワークス×えんのした×岡山 NPOセンター

「リーダーシップ開発プログラム”LDP研修×地域課題

解決”強い次世代リーダーへの道」 

①第 1クール 

地域課題提供：認定 NPO法人ポケットサポート 

2018年 9月～2019年 2月の 6カ月間各月１回開講 

参加者：12名 

②第 2クール 

地域課題提供：NPO法人岡山・ホームレス支援きずな 

2018年 10月～2019年 3月の 6カ月間各月１回開講 

参加者：9名 

③第 3クール 

地域課題提供：NPO法人岡山家族支援センターみらい 

2019年 1月～2019年 6月の 6カ月間各月 1回開講 

参加者：13名 

  

岡山市消費者志向経営推進事業公開講座 

①株式会社フェリシモに学ぶ消費者志向のブランディン

グ 

2019年 2月 1日（金）19：00~21：00 岡山国際交流セン

ター 

講師：吉川公二（株式会社フェリシモ広報部部長） 

参加者：57名 満足度：87点 

②顧客の満足と信頼を獲得する消費者志向の経営学 

2019年 3月 8日（金）19：00~21：00 岡山国際交流セン

ター 

講師：古谷由紀子（サステナビリティ消費者会議代表・

博士） 

参加者：20名 満足度：81点 

 

支援者情報流通システム 

第 2回「社会課題の解決を考える ICT大賞」への参画 

NPO等が取り組む社会課題解決のための事業や活動

を支える ICTサービスの表彰を行うことにより、社会課

題の解決を支える ICTサービスの健全な発展と成長を

目指して実施されている「全国 47都道府県の NPO支

援組織が選ぶ社会課題の解決を考える ICT大賞」の運

営委員を担った。 

  

政策提言推進プロジェクト 

【岡山県内で開催される首長選挙立候補者への公開質

問状】 

以下の自治体で開催された首長選挙の立候補者に公

開質問状を送付して、回答をブログにて公開した。（※

以下、公開日時順） 

和気町、浅口市、矢掛町、新庄村、井原市、奈義町 

  

 



10 

 

参画推進センター 
市民の参加・継続・深化を促すボランティアマネジメント 
市民の「参加拡大」「活動継続」「かかわりの深化」各段階における、効果的なボランティアマネジメントのあり方を明

確化することを目的とし、ワークショップとインタビュー調査を実施。『NPO 法人における人材マネジメント実態調査

(2017 年度実施)』にて、ボランティアと協働しその価値について実感していると回答した県内 18の NPO法人の協力を

得て要点整理を行い、下表のようにまとめました。 
 

 

表 活動へのかかわりの度合いとボランティアマネジメント例 
 ボランティアマネジメント 

協働するための 

組織の基盤整備 
人材マネジメント 

プログラムの 

プロデュースとマネジメント 

か
か
わ
り
の
度
合
い 

活動への参加 

「参加に繋がる多様な機会

と参加しやすい場づくり」を

意識した取組 

○Ａ  

・団体の活動を紹介できる多様なツール 

・ボランティアの活動に必要な機材準備 

・ボランティアを理解する機会づくり 

・地域社会との繋がりを意識した団体運営 

・社会的信用を得られる取組 

○Ｂ  

・積極的な地域連携と意図的なクチコミ 

・ニーズに応じた採用と配置 

・活動初期のフォロー 

○Ｃ  

・ニーズに応じた役割づくり 

・活動参加までの段階設定と 

活動そのものの段階設定 

活動の継続 

「ボランティアが活動しやす

い環境づくり」に重点を置

いた取組 

○Ｄ  

・サードプレイスとしての機能 

・ボランティアの関心や状況が 

変化しても継続しやすい仕組み 

・ボランティアのモチベーションの維持、向

上に繋がる仕組み 

○Ｅ  

・活動のふりかえりと見直し 

・ボランティアがステップアップできる仕

組みと環境 

・ボランティア同士のネットワーク構築 

・活動への評価と称賛、承認 

○Ｆ  

・多様なニーズを受け止められるプロ

グラム設計 

・ボランティアの楽しさややりがいに繋

がる活動づくり 

かかわりの深化 

「ボランティアへの信任」を

中心に据え、活動を担う存

在へと促し支える取組 

○Ｇ  

・段階的にかかわりを深めていける仕組み

の構築 

・地域における団体の価値研鑽 

○Ｈ 

・成果の可視化と承認 

・団体のミッションに対する 

理解と共感 

・ボランティアへの信任 

○Ｉ  

・ボランティアの関心と責任の 

接続 

 

 

被災地域を支える市民活動への足掛かり 
 

●情報発信 

 
市民が関心を持ち続けられること、

いつでも参加の機会を得られることを

目的とし、発災直後から、被災地の状

況やボランティア活動状況等の情報を

広く取りまとめ、webにて発信していま

す。ゆうあいセンター内には、被災地

支援に関する情報コーナーを設けて

います。 

●ゆうボラ高校生による取組 
 

 岡山高校生ボランティア・アワードで
実行委員を担った高校生たち約 10 名

が、アワード終了後の約半年間「災害

ハンドブック作成プロジェクト」として活

動しました。高校生にできる災害時対

応やボランティア活動について、自分

たちで調べたり尋ねたりしながら、高

校生の視点で手引書を作成していま

す。 

 

●参加の後押し 

 
「何かしたいけど何から始めれば良

いのか？」という思いを行動に繋ぐこと

を目的とし、通常のボランティア入門

講座にて災害ボランティアに関する情

報提供や相談対応、「被災地で活動し

たボランティアとのおはなし会」を開催

しました。おはなし会には、他県からボ

ランティアに来た高校生の参加もあり

ました。 
 

社会課題への理解とその解決策を考えるために 
 

●CSR基礎講座 

 NPO と企業との協働推進を目的とし、NPO で活動する人

が「CSR」について知る機会として開催しました。2019 年度

は、「SDGｓとCSR基礎講座」として、より幅広い角度から社

会課題解決とその方法について学べるものにリニューアル

しています。 

●よる会 

 2018 年度は障がい者のくらしを支援する団体の方に集ま

っていただき、当事者を取り巻く課題について理解を深め

ました。団体間の相互フォローや他機関との協働、施策化

など、各課題の解決策を探るべく、2019 年度も継続実施予

定です。 
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詳細記録 
ゆうあいセンター特定事業   

Ⅰ．ボランティア・NPO専門相談事業 

(1)年間相談件数：12 件 

会計 5 件、法律 3 件、経営 1 件、労務 3 件 

(2)よくある質問と回答（FAQ）作成： 

14 の質問と専門家の回答を web上に掲載。 

(3)専門家メール相談事業連絡会の開催 

Ⅱ．NPO 支援組織スキルアップ事業 

(1)市町村ボランティア・NPO活動支援施設 

情報交換会 2 回開催 参加人数 20 名 

(2)情報収集と提供：各地域の活動共有を目的とし、各地から寄

せられた情報を web上に 25件掲載。加えて市町村支援センタ

ーへ出向きヒアリングを実施。 

(3)企画立案支援 

①夏のボランティア体験事業ワークショップ 

(ボラマネ・カフェ) 

・吉備中央町社会福祉協議会/15 名 

・新見市社会福祉協議会/27 名 

・玉野市社会福祉協議会/23 名 

②夏のボランティア体験事業ふりかえり WS 

・新見市社会福祉協議会/11 名 

(4)研修会 

①赤磐地域課題解決ワークショップ/32 名 

②ボランティア・NPO活動を始める第一歩/26 名 

Ⅲ．ボランティア・ＮＰＯ人材育成研修事業 

（備前） 

（1）組織マネジメント 

ボランティアコーディネーション力 3 級検定 40 名 

ハンセン病の歴史をめぐる旅（ボラ連共催) 46 名 

（2）事務能力向上 

講師：岡山地方法務局 6 名・6団体 

（備中） 

（1）組織マネジメント 

ソーシャルライター入門講座 in 倉敷 22 名 

（2）事務能力向上 

講師：岡山労働局 6 名・6 団体 

（美作） 

（1）組織マネジメント 

ソーシャルライター入門講座 in 奈義  21 名 

（2）事務能力向上 

講師：岡山県 10 名・7 団体 

Ⅳ．ボランティア・NPO活動情報発信事業 

(1) web マガジン「ボランピオ」（4回発行） 

ソーシャルライターミーティング 4 回 10 名 

(2)その他 

ゆうあいメール通信：登録者数 110 名 

ボランティア情報 Mail-NEWS ：登録者数 266 名 

facebook ページ：フォロワー1,360 名 

おかやまシェア・ウェブ：記事 1件 

災害救援情報：記事 33 件 

Social GOOD Okayama ：記事 24 件 

ゆうあいセンター自主事業  

Ⅰ．岡山県及び県内 27 市町村における市民の社会参加状況調

査 

市民参加拡大、活動継続、活動へのかかわりの深化を促すボラ

ンティアマネジメントの明確化を目的とし、18 法人を対象とし、ワ

ークショップとインタビュー調査を実施。 

Ⅱ．多様な社会参画を促すための組織づくり推進プログラム 

①「ボランティアマネジメント基礎講座」 参加 26 名 

②「ボラマネ・カフェ」1 回実施、参加 7 名 

③「ボランティア受入事例検討会」話題提供者 3 名(3 団体)、参加

32 名 

Ⅲ．ボランティア・NPO スタートアップ支援プログラム 

①NPO法人設立入門講座〈基礎知識編〉：62 名 

②NPO法人設立入門講座〈書類作成編〉：40 名 

③ボランティア入門講座：25 名 

④出前講座：17 件、参加者 317名 

⑤視察対応：1 件、4 名 

Ⅳ．若者の社会参画推進プログラム 

①岡山高校生ボランティア・アワード 

出場 8 団体、参加者 101 名、実行委員 16 名 

（実行委員会等：9 回実施、延べ 134 名） 

②ゆうボラ高校生「災害ハンドブック作成プロジェクト」 

 10 回実施、延べ 79 名 

③大学ボランティアセンター連絡会 

県内大学ボランティアセンター職員等 6 名 

④ボランティア先生 

養成講座 4 回実施、7 名 

2 校実施、受講生徒 86 名、ボランティア 5 名 

⑤夏休み子どもボランティア体験プログラム 

 3 回実施、参加者 38 名 

⑥その他 

中学校の職場体験、大学生対象のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(長期・短期)受入、

市社協や大学のボランティア体験プログラムの受入のほか、学

生に向けた情報発信 

Ⅴ．人と活動を繋げるための交流プログラム 

①ボランティアマッチング会 

2 回実施、参加者 34 名、出展 10 団体 

②ゆうあいセンターふろしき市 

来場者 136 名、出展 13 団体 

③被災地で活動したボランティアとのおはなし会 

1 回実施、参加者 11 名 

④NPO と企業の協働推進 

基礎講座 9 回実施、参加者 82名 

Ⅵ．運営委員会 

2 回実施 

SAVE JAPANプロジェクト   

①生き物の住みやすい環境づくりを目指して 

5 月 19 日（土） 倉敷市立美術館 参加者：30 名 

②ウスイロヒョウモンモドキ観察会 

6 月 10 日（日） 新見市草間台 参加者 29 名 

➂ブッポウソウ観察会 

7 月 1 日（日） 高梁美しい森 20 名 

④ブッポウソウ巣箱つくり 

10 月 20 日（土） 高梁市宇治町 13 名 

⑤生物の視点からの環境・地域づくり 

3 月 9 日（土） きらめきプラザ 30 名 

「よる会」開催事業  

社会課題への理解と解決策検討を目的とした会。 

1 回実施、9 名・7 団体 

おかやま NPOサポート基金  

平成 30年 7 月豪雨で被害を受けた以下の NPOの復旧費用と

して寄付金を配分した。 

（順不同） 

・NPO法人岡山市子どもセンター 

・NPO法人岡山マインド「こころ」 

・NPO法人 coler 

・NPO法人いちご一会 

・NPO法人そーる 

資源提供事業  

明治ホールディングス株式会社及び同社株主より寄贈を受けた

「お菓子」を平成 30年 7 月豪雨の被災者と支援団体に提供し

た。 
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6．運営に関する事項 

(1) 総会 

通常総会 

開催日 2018年 6月 2日（土） 18:30～19:30 

場所 Ryoutei田町店（岡山市北区田町一丁目 6-19） 

出席 40名（本人出席 23、委任状 15、書面評決 2、欠席 38） 

決議事項 

・2017年度（平成 29年度・第 17期)事業報告及び決算について 

・2018年度（平成 30年度・第 18期)事業計画及び予算について 

・定款の変更について 

・役員の選任について 

   

（2）理事会 

第 1回 

開催日 2018年 4月 26日（木）19:00～20:45 

場所 ゆうあいセンター（岡山市北区南方二丁目 13-1 きらめきプラザ 2階） 

出席 10名（本人出席 9名、書面評決 1名、欠席 4名） 

決議事項 

・定款変更及び組織体制について 

・役員報酬規程について 

・2018年度事業計画及び活動予算について 

・職員賞与について 

・顧問会議について 

第 2回 

開催日 2018年 5月 17日（木）19:00～20:45 

場所 ゆうあいセンター（岡山市北区南方二丁目 13-1 きらめきプラザ 2階） 

出席 7名（本人出席 6名、書面評決 1名、欠席 7名） 

決議事項 

・定款変更及び組織体制について（継続審議） 

・役員報酬規程について（継続審議） 

・2018年度事業計画及び活動予算について（継続審議） 

・職員賞与について（継続審議） 

・顧問会議について（継続審議） 

第 3回 

開催日 2018年 6月 2日（土） 19:30～20:00 

場所 Ryoutei田町店（岡山市北区田町一丁目 6-19） 

出席 10名（本人出席 10名、欠席 1名） 

決議事項 ・代表理事・副代表理事の選出について 

第 4回 

開催日 2018年 6月 28日（木） 19:00～21:00 

場所 ゆうあいセンター（岡山市北区南方二丁目 13-1 きらめきプラザ 2階） 

出席 11名（本人出席 11名） 

決議事項 

・20周年記念行事・記念式典について 

・顧問会議の開催について 

・事務支援カンファレンスの今後の展開について 

・給与体系の見直しについて 

・今後の理事会開催について 

第 5回 

開催日 2018年 8月 22日（水） 19:00～21:00 

場所 法人事務所（岡山市北区表町一丁目 4-64） 

出席 9名（本人出席 7名、書面評決 2名） 

決議事項 
・20周年記念行事・記念式典について（継続審議） 

・顧問会議の開催について（継続審議） 

・平成 30年 7月豪雨への対応について 

第 6回 
開催日 2018年 10月 24日（水） 19:00～21:00 

場所 法人事務所（岡山市北区表町一丁目 4-64） 
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出席 9名（本人出席 9名） 

決議事項 

・20周年記念式典のふりかえり 

・ロゴ・キャッチコピーの投票について 

・賞与の支給について 

・SIB事業への出資について 

・新年交流会について 

第 7回 

開催日 2018年 12月 19日（水） 19:00～21:00 

場所 法人事務所（岡山市北区表町一丁目 4-64） 

出席 8名（本人出席 8名） 

決議事項 

・新年交流会について（継続審議） 

・SIB事業への出資について（継続審議） 

・職員給与算定基準の変更について 

・通常総会の開催日程について 

第 8回 

開催日 2019年 2月 27日（水） 19:00～21:00 

場所 法人事務所（岡山市北区表町一丁目 4-64） 

出席 11名（本人出席 9名、書面評決 2名） 

決議事項 

・2019年度事業計画・活動予算について 

・2019年度職員体制・給与算定基準について 

・規程・規則の改廃について 

・総会開催スケジュールについて 

・労働保険事務の処理に伴う定款変更・役員変更について 

   

（3）議案検討会 

・出席者：代表理事、副代表理事、総務統括長 

・場所：当法人事務所 

・役割：理事会の開催にあたり、理事会議案の精査を行う会議。 

・開催頻度：年 8回。主に理事会の 2週間前に開催 

   

(4) 補助金・助成金 

補助・助成機関名 内容 金額 

社会福祉法人 岡山県共同募金会 機関誌 NPOkayama 印刷費助成 270,000円 

  

(5) 外部委員会への参加など 

下記の審議会などに役員を委員として派遣した。 

委員会等名 委員名 

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 理事 米良代表理事 

美作県民局コミュニティビジネスプラン・コンテスト審査委員 石原代表理事 

岡山市協働推進委員会 副委員長 石原代表理事 

岡山 ESD推進協議会 運営委員 石原代表理事 

おかやま COC＋推進協議会 委員 石原代表理事 

岡山県子ども子育て会議 委員 糸山副代表理事 
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美作県民局生き活き美作協働事業 審査委員 鈴木理事 

岡山県備前県民局 協働推進アドバイザー 高平理事 

岡山県備中県民局協働事業 審査委員 高平理事 

瀬戸内市市民活動応援補助金 審査会長 高平理事 

津山市地域チャレンジ！公募提案型協働事業 審査委員 高平理事 

岡山市総務・市民政策審議会 委員 加藤事務支援センター長 

岡山県生涯学習センター運営委員会 委員 西村参画推進センター長 

岡山県男女共同参画推進センター運営委員会 委員 西村参画推進センター長 

岡山県子どもを健やかに生み育てるための環境づくり推進協議会 委員 西村参画推進センター長 

エコパートナーシップおかやま 企画運営委員会 委員 西村参画推進センター長 

井原市がんばる地域応援補助金等 委員 西村参画推進センター長 

   

 (6) 管理するウェブサイトなど 

下記のウェブサイト、フェイスブックページなどを運営し情報発信を行った。 

名称 URL 

NPO 法人岡山 NPOセンター http://www.NPOkayama.org/ 

NPO 事務支援センター http://www.NPOkayama.org/NPO-gym/ 

地域連携センター http://www.NPOkayama.org/renkei/ 

岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」 http://youi-c.okayama-share.jp/ 

おかやまシェア・ウェブ http://okayama-share.jp/ 

SOCIAL GOOD OKAYAMA ! http://okayama-share.jp/portal/ 

公益ポータルサイト NPOkayama http://fields.canpan.info/partner/organization/NPOkayama/ 

災害支援ネットワークおかやま https://saigainetokayama.org/ 

岡山 NPOセンターからのご案内 http://blog.canpan.info/NPOkayama/ 

機関誌「NPOkayama」バックナンバー http://blog.canpan.info/NPOkayamak/ 

岡山県内で開催される首長選挙立候補者への NPOからの公開質問状 http://blog.canpan.info/NPOkayama2/ 

第 5 回都道府県、主要市における NPO との協働環境に関する調査 http://blog.canpan.info/kyoukantyou5/ 

おかやまプロボノプロジェクト  Gift https://sites.google.com/site/probonogift/ 

Facebook 岡山 NPOセンター http://www.facebook.com/NPOkayama 

http://www.npokayama.org/
http://www.npokayama.org/npo-gym/
http://youi-c.okayama-share.jp/
http://okayama-share.jp/
http://okayama-share.jp/portal/
http://blog.canpan.info/npokayama/
http://blog.canpan.info/npokayamak/
https://sites.google.com/site/probonogift/
http://www.facebook.com/npokayama
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Facebook ゆうあいセンター https://www.facebook.com/youic 

Facebook NPO事務支援センター https://www.facebook.com/NPO.office.support.center 

Facebook NPO法人事務力検定 https://www.facebook.com/NPO.jimu.ken 

Facebook 地域連携センター https://www.facebook.com/collabo.okayama 

Facebook ソーシャルライター https://www.facebook.com/socialwriter.japan 

Facebook ボランピオ×ソーシャルライター（ゆうあい） https://www.facebook.com/volunpio 

Facebook 子どもボランティアプログラム（ゆうあい） https://www.facebook.com/youikobora 

Facebook Spooun！－岡山の大学と NPOの連携プロジェクト－ https://www.facebook.com/Spooun 

Facebook Csr報告書を読む会（岡山） https://www.facebook.com/csr.rr.okayama 

Facebook SOCIAL GOOD OKAYAMA ! https://www.facebook.com/Social-GOOD-Okayama-213996095409608/ 

Facebook 災害支援ネットワークおかやま https://www.facebook.com/groups/199950700703401/ 

Twitter 岡山 NPOセンター http://twitter.com/#!/NPOkayama_main 

 

 

 

https://www.facebook.com/youic
https://www.facebook.com/npo.office.support.center
https://www.facebook.com/npo.jimu.ken
https://www.facebook.com/Spooun
https://www.facebook.com/csr.rr.okayama
http://twitter.com/#!/npokayama_main

