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特定非営利活動法人 岡山ＮＰＯセンター 

  



１．事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

●定款の事業名：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 

●支出額：１４，６０９千円 

●事業の内容： 

事業名 内容 

ＮＰＯ事務支援センター ＮＰＯ法人の事務を検定、検診、相談、代行、講座で総合的に支援する。 

講師派遣 役職員を講座等の講師として派遣する。 

ＮＰＯ法人会計基準協議会 ＮＰＯ法人の会計基準の普及と改正の検討を行う。 

オンラインサービス開発事業 新規オンラインサービスの開発やスタッフの技術向上を図る。 

公益ポータルサイト運営事業 岡山県内ＮＰＯの情報開示を進めるサイトの運営。 

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。 

機関紙「ＮＰＯｋａｙａｍａ」発行 機関紙「ＮＰＯｋａｙａｍａ」の編集・発行。 

   

事業名 実施日時 実施場所 従事者 受益対象者 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
事
務
支
援
セ
ン
タ
ー 

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー 

ボランティア・ＮＰＯ入門& 

新入職員研修 

４月２２日（水） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１３人 

ＮＰＯ法人の決算・年度末事務 
４月２４日（金） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
2人 全国ＮＰＯ関係者：３人 

雇用・給与計算 
６月３日（水） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
2人 全国ＮＰＯ関係者：６人 

新設法人向け実務講座 

６月９日（火） 

９月１１日（金） 

１２月７日（月） 

いずれも１３：３０～１５：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
2人 全国ＮＰＯ関係者：２５人 

会計基礎と会計基準 
６月２５日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
2人 全国ＮＰＯ関係者：１４人 

新任理事・監事研修 

７月１６日（水） 

１月２２日（金） 

いずれも１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
３人 全国ＮＰＯ関係者：１９人 

ＮＰＯの事務全般夏期講習 
８月２０日（木） 

１０：００～１６：００ 

法人会議室及び 

オンライン 
３人 全国ＮＰＯ関係者：２２人 

ＮＰＯのマニュアルづくり＆ 

オンラインセミナー 

９月１７日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
３人 全国ＮＰＯ関係者：２７人 

ＮＰＯ法人の終活セミナー 
９月１８日（金） 

１６：００～１８：００ 

ハッシュタグ及び 

オンライン 
２人 

全国ＮＰＯ関係者及び 

行政職員：３５人 

会計実務 
１０月１５日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：７人 

設立基礎・定款の大切さ 
１０月２９日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１１人 

給与計算 
１１月１９日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１３人 

年末調整 
１２月１１日（金） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１０人 

助成金申請入門 
２０２１年１月７日（木） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１０人 



協働事業のコーディネート 
２０２１年３月５日（金） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：１２人 

年度末対策セミナー 
３月９日（火） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：９人 

事業評価 
３月１９日（金） 

１３：３０～１６：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 全国ＮＰＯ関係者：６人 

事務代行 通年 
各法人事務所又は 

当法人事務所 
５人 岡山県内ＮＰＯ：２９団体 

相談 通年 
各法人事務所又は 

当法人事務所 
２人 

岡山県内外 NPO： 

のべ１０８団体 

事務局検診 通年 各当法人事務所 １人 岡山県内 NPO法人：１団体 

専門家紹介 通年 当法人事務所 １人 岡山県内 NPO法人：５法人 

講
師
派
遣 

講師・委員派遣 通年 オンライン ９人 
全国のＮＰＯ・行政など： 

９９か所 

評価員派遣 通年 オンライン ２人 全国の非営利法人：４法人 

組織基盤強化事業派遣 通年 各法人事務所 １人 岡山市内ＮＰＯ法人：４法人 

ＮＰＯ法人会計基準協議会 

「オンライン会計セミナー」 

１月２０日（月） 

１３：３０～１５：００ 
当法人会議室 1人 全国ＮＰＯ関係者：１２０人 

オンラインサービス開発事業 実施なし ‐ ‐ ‐ 

公益ポータルサイト運営事業 通年 当法人事務所 １人 岡山県内ＮＰＯ法人：２７法人 

メールマガジン発行 通年 当法人事務所 1人 登録者：１５５人 

機関紙「NPOkayama」発行 年４回 当法人事務所 ８人 
岡山県内外 NPO法人など： 

1800か所 

  

●定款の事業名：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 

●支出額：５５，５７３千円 

●事業の内容： 

事業名 内容 

ＳＤＧｓネットワークおかやま ＳＤＧｓに関するＮＰＯ・ＮＧＯのネットワークを設立し、啓発や政策提言などを行う。 

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。 

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。 

災害支援ネットワークおかやま 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。 

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、支援領域ごとの整理と分担をはかる。 

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。 

格差をなくす（中国５県） 中国５県の休眠預金活用事業による子どもの虐待・貧困に関する助成事業の実施。 

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等の全国組織への参画。 

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の支援。 

子どもの貧困・貧困の解消 岡山県内の子どもの虐待と貧困をなくすために支援のしくみと基金の設立を目指す。 

ＬＤＰ×地域課題 地域課題の解決を題材とした中小企業の社員育成プログラムの実施。 

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。 



市民協働推進サイト企画・運営 岡山市の市民協働推進サイト「つながる協働ひろば」の企画と管理運営。 

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。 

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の実施。 

消費者志向経営講座 岡山県内の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。 

政策提言推進プロジェクト 会員ＮＰＯとの連携による首長選挙公開質問状、政策勉強会、政策調査等の実施。 

   

事業名 実施日時 実施場所 従事者 受益対象者 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
お
か
や
ま 

定例会 

①４月９日（木） 

１９：００～２１：００ 

②６月１０日（水） 

１９：３０～２１：００ 

③８月１２日（水） 

１９：００～２１：００ 

④１０月１３日（火） 

１９：００～２１：００ 

⑤１２月９日（水） 

１９：００～２１：００ 

⑥２月１０日（水） 

１９：００～２１：００ 

法人会議室及び 

オンライン 
４人 

岡山県内で SDGsに 

関心を持つ個人・組織： 

①１１人 

②２１人 

③１４人 

④１２人 

⑤１２人 

⑥１８人 

くらしき SDGｓネットワーキングセミナー 

①7月２９日（水） 

１９：００～２１：００ 

②9月 26日（土） 

１４：００～１６：００ 

③１月１８日（月） 

１０：００～１２：００ 

④２月６日（土） 

１４：００～１６：００ 

⑤２月１４日（日） 

１０：００～１２：００ 

①ゆとろぎ館 

②DENIM HOSTEL float 

③まびシェア 

④玉島市民交流センター 

⑤倉敷市芸文館 

３人 

倉敷市内で SDGｓに 

関心を持つ個人・組織： 

①21人 

②19人 

③22人 

④22人 

⑤58人 

若
者
部
会 

定例会 

①９月１６日（水） 

②１０月 21日（水） 

③１２月１６日（水） 

いずれも１９：３０～２１：００ 

オンライン 1人 

SDGｓに関心を持つユース： 

①９名 

②１１名 

③９名 

講師派遣 

「高梁川志塾」 

①１１月３日（火・祝） 

②１１月７日（土） 
高梁川流域学校 １人 

SDGｓに関心を持つユース： 

①１０人 

②７人 

ユースたちの、問いと交流。 
１月２９日（金） 

１９：００～２１：００ 
エルヴェ・スペース １人 

SDGｓに関心を持つユース： 

２５人 

OKAYAMA×SDGｓユースの集い 
２月２０日（土） 

１４：００～１７：００ 
サンピーチ・OKAYAMA １人 

SDGｓに関心を持つユース： 

４０人 

ローカル SDGｓユース・ダイアログ 

①３月７日（日） 

②３月１３日（土） 

③３月２１日（日） 

セントラルフォレスト 

及びオンライン 
１人 

SDGｓに関心を持つユース： 

１３人 

被災者支援ＮＰＯ等ネットワーク構築 

（①～③交流会・④連携等セミナー） 

①8月 18日（火） 

１３：３０～１７：００ 

②１１月１８日（水） 

１３：３０～１６：３０ 

③１２月 12日（土） 

１３：３０～１６：３０ 

④２月１５日（月） 

１０：１５～１２：００ 

①まびシェア 

②瀬戸内市総合福祉センター 

③美咲町林業センター 

④ハッシュタグ 

３人 

防災活動に関わる市民、 

行政・社協関係者： 

①２４人 

②３１人 

③３２人 

④２５人 

災害救援専門ボランティア研修会 

①11月 28日（土） 

１１：００～１５：００ 

②１１月２９日（日） 

１１：００～１５：００ 

③12月５日（土） 

１１：００～１５：００ 

④１２月 6日（日） 

１１：００～１５：００ 

①グリーンヒルズ津山 

②津山圏域雇用労働センター 

③④きらめきプラザ 

３人 

岡山県内社協職員など： 

①②１９人 

③④４３人 



災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
お
か
や
ま 

県域会議 

①４月２日（木） 

②５月７日（木） 

③６月４日（木） 

④７月７日（木） 

⑤８月６日（木） 

⑥９月３日（木） 

⑦１０月１日（木） 

⑧１１月５日（木） 

⑨１２月３日（木） 

⑩１月７日（木） 

⑪２月４日（木） 

⑫３月４日（木） 

「⑩」以外１９：００～２１：００ 

「⑩」１９：００～２０：００ 

法人会議室及び 

オンライン 
４人 

ネットワーク参画組織： 

１９５組織 

くらしき会議 

①４月９日（木） 

②５月１４日（木） 

③６月１１日（木） 

④８月１３日（木） 

⑤９月１０日（木） 

⑥１０月８日（木） 

⑦１１月２６日（木） 

⑧１２月２４日（木） 

⑨１月２８日（木） 

⑩２月２５日（木） 

⑪３月２５日（木） 

いずれも１９：００～２１：００ 

まびシェア及び 

オンライン 
３人 

ネットワーク参画組織： 

１９５組織 

世話人会 
１月７日（木） 

２０：００～２１：００ 

法人会議室及び 

オンライン 
３人 世話人：7人 

評議員会 
２月１５日（月） 

９：００～１０：００ 
オンライン ３人 評議員：９人 

協定の締結 
①２月３日（水） 

②２月２２日（月） 
オンライン ３人 

①ＳＰＦ佐賀県災害支援ネットワーク 

②公益社団法人日本青年会議所 

中国地区岡山ブロック協議会 

県外支援 ７月～８月 オンライン ２人 熊本県及び大分県内のＮＰＯ 

災
害
時
の
支
援
体
制
構
築 

「被災家屋部会」の運営 

通年 オンライン ５人 
ネットワーク参画組織： 

１９５組織 

「避難所支援部会」の運営 

「在宅避難者支援部会」の運営 

「物資部会」の運営 

中国５県中間支援センター連絡会 実施なし ‐ ‐ ‐ 

格
差
を
な
く
す
（
中
国
５
県
） 

実行団体の支援 通年 オンライン ４人 

※順不同 
・認定ＮＰＯ法人子どもシェルターモモ 

・ＮＰＯ法人未来へ 

・ＮＰＯ法人まこと 

・ＮＰＯ法人メンターネット 

２０２０事業オンライン公募説明会 

①１月２７日（水） 

１０：００～１２：００ 

②２月１日（月） 

１０：００～１２：００ 

オンライン ３人 

中国地方ＮＰＯなど 

①４１人 

➁３１人 

全国組織及び会合への参画 通年 オンライン １人 

※順不同 
・認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター 

・認定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 



地
域
活
動
継
続
支
援
事
業 

新型コロナ対応助成金説明会 

①８月１７日（月） 

１４：００～１６：００ 

②８月２４日（月） 

１０：００～１２：００ 

①津山文化センター 

及びオンライン 

②ハッシュタグ 

及びオンライン 

２人 

岡山県内ＮＰＯ： 

①８人 

②２８人 

助成金活用セミナー 

①１２月２日（水） 

１０：００～１２：００ 

②１２月７日（月） 

１４：００～１６：００ 

①ハッシュタグ 

及びオンライン 

②津山商工会議所 

及びオンライン 

岡山県内ＮＰＯ： 

①１１人 

②９人 

事業評価に係る指導 １月～３月 オンライン 

※順不同 

・ＮＰＯ法人まこと 

・ＮＰＯ法人未来へ 

・ＮＰＯ法人安心居住支援センター 

・この指とまれネットワーク委員会 

子
ど
も
の
貧
困
・
貧
困
の
解
消 

おかやま親子応援プロジェクト ５月１３日～６月２５日 主にオンライン 

３人 

岡山県内の親子：４２２人 

支援者育成研修 

①９月２日（水） 

１３：００～１６：００ 

②１月２０日（水） 

９：３０～１１：３０ 

オンライン 

岡山県内親子支援団体 

①６人 

②４人 

夜のまちで働く親の生活実態調査 
１２月２１日（月） 

～１月３１日（日） 
岡山市内 

岡山市内の夜のまちで働く 

親など：６５人 

親子応援メール 通年 法人事務所など 
岡山市内のひとり親など： 

２０３８世帯 

ＬＤＰ×地域課題 

①８月２０日（木） 

１３：００～１８：００ 

②８月２５日（火） 

１３：００～１８：００ 

③９月２４日（木） 

１３：００～１８：００ 

④１０月９日（金） 

１３：００～１８：００ 

⑤１２月１５日（火） 

１３：００～１８：００ 

①まびシェア 

②ハッシュタグ 

③久米南町中央公民館 

④ハッシュタグ 

⑤久米南町中央公民館 

３人 

岡山県内中小企業社員など： 

①１３人 

②２１人 

③２０人 

④１３人 

⑤２１人 

岡
山
市
Ｅ
Ｓ
Ｄ
・
市
民
協
働
推
進
セ
ン
タ
ー 

相談窓口 通年 岡山市役所 ３人 岡山市内ＮＰＯなど：931人 

課題解決ワークショップ 通年 岡山市役所など ２人 
岡山市内ＮＰＯなど： 

のべ 63人 

市民協働推進モデル事業 

ニーズ調査事業 
通年 岡山市役所など ３人 

岡山市内 NPO及び岡山市： 

６組織・８部署 

市民協働推進モデル事業・ 

ニーズ調査事業報告会 

６月２６日（金） 

１３：３０～１６：３０ 
岡山市勤労者福祉センター ２人 主に岡山市職員：９２人 

市民協働フォーラム 

①８月３１日（月） 

１３：３０～１６：３０ 

②１１月２３日（月・祝） 

１３：３０～１６：１５ 

①岡山市勤労者福祉センター 

②岡山国際交流センター 
３人 

岡山市民： 

①３５人 

②１１６人 

おかやま協働のまちづくり賞（募集） ６月～７月 岡山市内 ３人 岡山市内ＮＰＯなど：１４件 

ももちゃりＭＡＰ制作プロジェクト 通年 
岡山市役所及び 

オンライン 
１人 

ノートルダム清心女子大学・ 

サイカパーキング株式会社 

岡山支店など：１８人 

岡山市災害ボランティア 

ネットワーク 
実務者会議 

４月２０日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
岡山市役所 ３人 

岡山市及び岡山市社協 

担当者：４人 



全体会議 
６月２４日（水） 

１０：００～１２：００ 
岡山市役所 ３人 

岡山市及び岡山市社協 

担当者：５人 

研修会 
８月２７日（木） 

１３：３０～１６：３０ 
岡山市勤労者福祉センター １人 登録団体：１０人 

市民活動リーダー養成講座 

①１０月７日（水） 

１４：００～１６：３０ 

②１月２３日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

①岡山市勤労者福祉センター 

②ハッシュタグ 
１人 

岡山市内若手社会人など： 

①５７人 

②３６人 

地域活動リーダー養成講座 

①１月１２日（火） 

１８：３０～２０：３０ 

②２月１３日（土） 

１３：３０～２０：３０ 

①岡山国際交流センター 

②建部町文化センター 
２人 

岡山市内の町内会など： 

①２２人 

②５４人 

公民館職員研修 

①５月１５日（金） 

１４：００～１５：００ 

②５月２２日（金） 

１３：００～１６：００ 

③９月１８日（金） 

１３：００～１６：００ 

④２月９日（火） 

１３：００～１６：００ 

西川アイプラザ ２人 岡山市立公民館：３７館 

ＩＣＴを活用した市民活動講座 
３月２２日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
岡山市勤労者福祉センター １人 

岡山市内町内会関係者など： 

52人 

市民協働推進サイト 

企画運営 

つながる協働ひろば 通年 法人事務所など 

３名 

岡山市民多数 

おかやまＥＳＤなび 通年 法人事務所など 岡山市民多数 

倉
敷
市
に
お
け
る
協
働
の
支
援 

協働のまちづくり推進事業 ８月中 
倉敷市役所 

（Eラーニング） 
２人 倉敷市職員多数 

高梁川流域協働のまちづくり推進事業 

①７月１５日（水） 

１３：００～１５：００ 

②２月９日（火） 

１０：００～１２：００ 

ハッシュタグ及び 

オンライン 
２人 

高梁川流域市町（行政）の 

協働担当部署： 

①１１人 

②１１人 

生きるを支えるフォーラム事業 
１０月２４日（土） 

１０：００～１２：００ 
くらしき健康福祉プラザ ２人 

倉敷市民：２８人 

（オンライン２９４回視聴） 

ソーシャルマーケティング研究会 実施しなかった ‐ ‐ ‐ 

消費者志向経営講座 実施しなかった ‐ ‐ ‐ 

政
策
提
言
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

笠岡市長選挙公開質問状（結果公開） ４月１３日（月） 

当法人ウェブサイト ２人 

笠岡市民多数 

倉敷市長選挙公開質問状（結果公開） ４月２７日（月） 倉敷市民多数 

美作市長選挙公開質問状（結果公開） ７月３０日（木） 美作市民多数 

岡山県知事選挙公開質問状（結果公開） １０月８日（木） 岡山県民多数 

新見市長選挙公開質問状（結果公開） １１月２４日（火） 新見市民多数 

鏡野町長選挙公開質問状（結果公開） ３月２２日（月） 鏡野町民多数 



赤磐市長選挙公開質問状（結果公開） ３月２６日（金） 赤磐市民多数 

   

●定款の事業名：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 

●支出額：２２，９１５千円 

●事業の内容： 

事業名 内容 

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） 

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

市民公益セクター次世代育成研究会 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。 

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。 

資源提供事業（おかやまＮＰＯサポート基金） 物品や資金に関する情報の収集と提供 

   

事業名 実施日時 実施場所 従事者 受益対象者 

ゆ
う
あ
い
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業 

専門家相談 通年 ゆうあいセンターなど ４人 岡山県内のＮＰＯなど：１８件 

専門家メール相談事業連絡会 
２月２６日（金） 

１３：００～１４：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 専門家：４名 

市町村ボランティア・ＮＰＯ活動支援施設 

情報交換会 
６月２４日（木） 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
１人 岡山県内のＮＰＯなど：１６人 

ＳＤＧｓを楽しく学べる入門講座 
１２月１９日（土） 

１３：３０～１５：３０ 
井原市市民活動センター 4人 岡山県内のＮＰＯなど：２２人 

しょうえい「たまり場」～コロナ禍でも 

できるまちづくりを考えよう～ 

１２月１２日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 岡山県内のＮＰＯなど：21人 

井笠ネットオンライン研修会 ２月１０日（水） 
ゆうあいセンター及び 

オンライン 
１人 井笠地域社協職員等：３２人 

プロの会議ファシリテーターから学ぶ 

オンライン会議の基礎講座初級編その１ 

①１０月２０日（火） 

１０：００～１１：３０ 

②１１月１７日（火） 

１０：００～１１：３０ 

③１２月２日（水） 

１９：００～２０：３０ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 

岡山県内のＮＰＯなど： 

のべ６２人 

プロの会議ファシリテーターから学ぶ 

オンライン会議の基礎講座初級編その２ 

①１１月１８日（水） 

１８：３０～２０：３０ 

②１２月１５日（火） 

１０：００～１２：００ 

③１２月１６日（水） 

１８：３０～２０：３０ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 

岡山県内のＮＰＯなど： 

のべ６３人 

ウェブマガジン「ボランピオ」 通年（年４回発行） 
ゆうあいセンター 

ウェブサイト 
３人 岡山県民多数 

岡山県内の公共施設における 

ボランティアマネジメント実態調査 
通年 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 岡山県内公共施設：１０施設 

ボランティアマネジメント基礎講座 

～ボラマネカフェｄｅ意見交換 

１２月４日（金） 

１９：００～２０：３０ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 

福祉施設・病院職員など： 

７人 

ボラマネ・カフェ 
７月８日（水） 

１９：００～２０：３０ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
2人 

福祉施設・病院職員など： 

１４人 

よりよい社会福祉施設・病院づくりを 

目指すあなたのためのボランティアとの 

協働事例検討会 

３月１０日（水） 

１４：００～１６：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 

福祉施設・病院職員など： 

２０人 



NPO法人設立入門講座（基礎知識編） 

①４月１５日（水） 

②６月１７日（水） 

③８月１９日（水） 

④１０月２５日（日） 

⑤１２月１６日（水） 

⑥２月１７日（水） 

いずれも１４：００～１５：００ 

ゆうあいセンター １人 
ＮＰＯ法人を設立したい 

個人など：４９人 

NPO法人設立入門講座（書類作成編） 

①５月２０日（水） 

②７月１５日（水） 

③９月１６日（水） 

④１１月２２日（日） 

⑤１月１３日（水） 

⑥３月１７日（水） 

いずれも１４：００～１５：００ 

ゆうあいセンター １人 
ＮＰＯ法人を設立したい 

個人など：２８人 

ボランティア入門講座 

①４月１０日（金） 

１４：００～１５：００ 

②５月８日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

③６月１３日（土） 

１４：００～１５：００ 

④７月１０日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

⑤８月７日（金） 

１４：００～１５：００ 

⑥９月１１日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

⑦１０月１１日（日） 

１４：００～１５：００ 

⑧１１月１３日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

⑨１２月１１日（金） 

１４：００～１５：００ 

⑩１月８日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

⑪２月１２日（金） 

１４：００～１５：００ 

⑫３月１２日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

ゆうあいセンター 1人 
ボランティアに関心のある 

個人など：２４人 

出前講座 

①９月１０日（木） 

１３：３０～１５：３０ 

②１０月１３日（火） 

１３：３０～１５：３０ 

①里庄町地域包括支援

センター 

②岡山理科大学 

3人 岡山県民：５５人 

岡山高校生ボランティア・アワード 
１１月２８日（土） 

１４：００～１７：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
3人 岡山県内高校生など：７２人 

大学ボランティアセンター連絡会 
２月２４日（水） 

１４：００～１６：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
２人 

岡山県内大学ＶＣ職員など： 

６人 

ボランティア先生養成講座 
９月８日（火） 

１８：３０～２０：３０ 
ゆうあいセンター 1人 岡山県内大学生：１人 

小学生のための“オンライン” 

ボランティア体験講座 

①８月５日（水） 

②８月２０日（木） 

③１０月３１日（土） 

いずれも１４：００～１５：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
3人 岡山県内小学生：１３人 

就労移行支援センターフリーデザイン 

就業体験 
６月～１月（２０日間） ゆうあいセンター ２人 通所者：２人 

就実大学生インターンシップ 9月～１２月 ゆうあいセンターほか １人 就実大学生：2人 

岡山大学教育学部付属中学校  

第２学年キャリアフィールド訪問 
３月１０日（） オンライン １人 

岡山大学教育学部付属 

中学校生徒：３６人 

SDGs・CSR基礎講座 通年 ゆうあいセンターほか １人 岡山県民：８０人 



運営委員会 

①１０月２日（金） 

１３：３０～１５：３０ 

②２月２６日（） 

１４：１５～１６：００ 

ゆうあいセンター及び 

オンライン 
1人 運営委員：１３人 

ゆうあいボランティア 通年 ゆうあいセンターほか １人 岡山県民：のべ２０９人 

「よる会」開催事業 

「はじめてのパブリックコメント」 

①１０月５日（月） 

１９：００～２０：３０ 

②１０月１９日（月） 

１９：００～２０：３０ 

③１２月７日（月） 

１９：００～２０：３０ 

④３月８日（月） 

１９：００～２０：３０ 

法人会議室及び 

オンライン 
２人 岡山県民：のべ 22人 

市民公益セクター次世代育成研究会 

①８月２２日（土） 

②１０月２４日（土） 

③１２月２６日（土） 

ハッシュタグ及び 

オンライン 
2人 大学生：35人 

ボランティア 

コーディネーター 

支援事業 

ホコテン実行委員会 通年（全１４回） ナチュレルモンほか 1人 実行委員：１３人 

ホコテンボランティア会 通年（全１０回） ゆうあいセンターほか ２人 メンバーなど：８５人 

資源提供事業（おかやまＮＰＯサポート基金） ６月～７月（募集期間） ‐ 1人 岡山県内のＮＰＯ法人：９法人 

   

  

  



２．運営に関する事項 

(１) 総会 

通常総会 

開催日 ２０２０年６月６日（土） １５：００～１６：３０ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目４-６４ 上之町ビル）及びオンライン 

出席 ４２名（本人出席１４（うちオンライン出席７）、委任状２１、書面評決７、欠席３６） 

決議事項 

・２０１９年度（平成３１年/令和元年度・第１９期）事業報告及び決算について 

・２０２０年度（令和２年度・第２０期）事業計画及び予算について 

・定款変更について 

・役員の選任について 

    

（2）理事会 

第１回 

開催日 ２０２０年４月２２日（水） １９：００～２０：３０ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目４-６４ 上之町ビル）及びオンライン 

出席 理事８名、監事 1名、その他 1名 

決議事項 

・在宅勤務の導入に伴う各種既定の作成・変更について 

・２０１９年度事業報告・決算について 

・２０２０年度事業計画・予算について 

・定款変更について 

第２回 

開催日 ２０２０年５月２５日（月） １９：００～２０：３０ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目 4-64上之町ビル）及びオンライン 

出席 理事９名、監事２名、その他２名 

決議事項 

・２０１９年度事業報告書・財務諸表について 

・２０２０年度事業計画・予算について 

・定款変更について 

・役員改選について 

・通常総会の進行と役割について 

第３回 

開催日 ２０２０年８月１８日（火） １９：００～２０：３０ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目４-６４上之町ビル）及びオンライン 

出席 理事７名、監事２名、その他２名 

決議事項 

・新規事業について 

・四半期決算について 

・賞与支給について 

・顧問会議の開催について 

・各種規定・規則の改訂について 

第４回 

開催日 ２０２０年１０月７日（水） １９:００～20:４５ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目４-６４上之町ビル）及びオンライン 

出席 理事７名、監事１名、その他２名 

決議事項 

・各種規定・規則の改訂について 

・新年会の開催について 

・顧問会議の開催について 

第５回 

開催日 ２０２１年１月２７日（水） １４：００～１５：４５ 

場所 法人会議室（岡山市北区表町一丁目４‐６４上之町ビル）及びオンライン 

出席 理事７名、監事２名、その他２名 

決議事項 

・各種規定・規則の改訂について 

・2021年度事業計画について 

・2021年度活動予算について 

・2021年度通常総会について 

    



（3）顧問会議 

・出席者：顧問、役職員 

・役割：会員有志より法人の事業・組織運営に対する助言を得る。 

・開催概要： 

名称 日時 参加人数 

事務支援センター顧問会議 ２０２０年１１月９日（月） １９：００～２１：００ １２人 

地域連携センター顧問会議 ２０２０年１２月１０日（木） １９：００～２１：００ 13人 

参画推進センター顧問会議 ２０２１年３月２４日（水） １４:００～１６:００ ８人 

  

・顧問一覧（五十音順・敬称略）： 

NO. 担当 氏名 所属等 

１ 

事務支援センター 

赤迫 康代 ＮＰＯ法人子ども達の環境を考えるひこうせん 

２ 小川 孝雄 岡山映画祭実行委員会 

３ 川路 隆志 株式会社えんのした（経営コンサルタント） 

４ 小橋 政彦 小橋公認会計士総合事務所 

５ 高塚 賢士 ＮＰＯ法人岡山県介護支援専門員協会？ 

６ 

地域連携センター 

有井 安仁 株式会社 PLUS SOCIAL 

７ 安藤 覺 一般社団法人岡山県中小企業診断士会 

８ 小阪田 徹 一般社団法人子どもの家運営委員会 

９ 川上 啓輔 公益社団法人倉敷青年会議所 

１０ 佐藤 好英 ＮＰＯ法人岡山県マンション管理組合連合会 

１１ 高次 秀明 公益財団法人岡山文化芸術創造 

１２ 田代 邦子 認定ＮＰＯ法人ハート・オブ・ゴールド 

１３ 松原 裕樹 ＮＰＯ法人ひろしまＮＰＯセンター 

１４ 

参画推進センター 

青尾 謙 岡山大学 ヘルスシステム統合科学研究科 

１５ 石田 篤史 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま 

１６ 鈴木 富美子 プラウド岡山 

１７ 角田 みどり ＮＰＯ法人岡山立志教育支援プロジェクト 

１８ 時實 達枝 世界女性会議岡山連絡会 

１９ 友延 栄一 岡山の自然を守る会 

  

（4）担当理事会議 

・出席者：理事、職員（主任級以上） 

・役割：理事会議案の検討 

・開催概要： 

担当 日時 参加者 

事務支援センター 

２０２０年７月２１日（火） １４：００～１５：００ 池田、中橋、加藤 

２０２０年９月２８日（月） １６：００～１７：００ 池田、中橋、加藤 

２０２１年１月１２日（火） １４：００～１５：００ 池田、中橋、加藤 

地域連携センター 
２０２０年７月２７日（月） １８：００～１９：００ 影山、北内、詩叶、柴田、高平 

２０２０年９月２５日（金） １８：００～１９：００ 影山、北内、詩叶、柴田、高平 

参画推進センター 

２０２０年７月１日（水） １４：００～１５：３０ 妹尾、西村、米良 

２０２０年１０月６日（火） １４：００～１５：３０ 妹尾、西村、米良 

２０２１年１月１２日（火） １３：３０～１５：００ 妹尾、西村、米良、巻尾、戸田 

   



（5）所長会議 

・出席者：代表理事（ＣＥＯ）、事業部長、総務部長、参画推進センター所長 

・役割：①理事会議案の検討 ➁事業運営・組織統治に関する情報共有と意思決定（理事会議案以外） 

・開催回数：全７回 

    

(６) 補助金・助成金 

補助・助成機関名 内容 金額 

特定非営利活動法人 ETIC 

「おかやま子ども基金(仮)」創設を核とした 

子どもの虐待・貧困等０を目指すオール岡山 

体制構築事業 

15，681，886円 

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD） 
岡山県内市町村との連携体制と災害時支援 

スキームの確立事業 
3,331，349円 

特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター 休眠預金活用事業 1，809，991円 

社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 子どもの居場所の緊急助成金   １，０００，０００円 

特定非営利活動法人モバイルコミュニケーションファンド 
学校を超えて地域学を支える民間機関の設立

プロジェクト 
   840，000円 

公益財団法人福武教育文化振興財団 親子応援プロジェクト    300，000円 

公益財団法人福武教育文化振興財団 大学 VC交流会助成金 177，370円 

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 

一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ 健康診断助成金 14,000円             

中小企業基盤整備機構 小規模事業者持続化補助金    438，075円 

倉敷市 市民企画提案事業    419，000円 

岡山県 新しい生活様式補助金     99，000円 

  

(７) 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 

岡山市総務・市民政策審議会 委員 西村参画推進センター所長 

岡山県備前県民局 協働推進アドバイザー  西村参画推進センター所長 

岡山県備中県民局提案型協働事業 審査委員  西村参画推進センター所長 

岡山県子ども子育て会議 委員 西村参画推進センター所長 



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所長 

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所長 

瀬戸内市市民活動応援補助金等 審査会長  西村参画推進センター所長 

総社市ボランティアセンター運営委員会 委員 西村参画推進センター所長 

奈義町総合計画・総合戦略検証委員会 委員 西村参画推進センター所長 

公益信託「百間川」水とみどり基金 運営委員 西村参画推進センター所長 

井原市がんばる地域応援補助金等 委員 巻尾ゆうあいセンター長 

岡山県生涯学習センター運営委員会 委員 戸田ゆうあい副センター長 

岡山県男女共同参画推進センター運営委員会 委員 戸田ゆうあい副センター長 

美作国創生公募提案事業 審査委員 詩叶主任 

   

 (８) 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 

特定非営利活動法人岡山 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 

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 

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

