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2019 年度から 2020 年度に向けて 

 

2019 年度は、重点事業として「平成 30 年 7 月豪雨災害支援活動」「組織基盤強化」「新ビジョン・中

長期計画づくり」に取り組みました。そんな中、台風 15・19 号により、またもや全国各地を自然災害

が襲い、さらに年明けからは新型コロナウイスの感染流行によって、気が休まらない一年でした。 

平成 30 年 7 月豪雨災害支援活動では、全国からの寄付金や支援の輪により、県内の支援活動に取り

組む 128 団体に 18,720,000 円の助成金を配分することができました。そして、自治体や地域支え合い

センター、JVOAD 等との関係機関と連携し、復旧・復興に向けたネットワークを拡充しながら、各地

域への支援を展開することができました。 

組織基盤強化では、NPO のための第三者評価制度による組織マネジメント力のベーシック評価を得

ることができ、次の段階は「非営利組織のためのグッドガバナンス認証」におけるアドバンス評

価に向けて、組織のコンプライアンス及びガバナンスを強化することが課題となっています。 

新ビジョン・中長期計画づくりでは、スタッフや役員との定期的なミーティングを通じて、当センタ

ーの理念や役割を見つめ直すプロセスから、「目指す社会（ビジョン）」「私たちの役割（ミッション）」

「行動指針」の骨子案を作成できたので、2020 年度前期を通して、会員や関係団体の皆さまから意見を

いだきながら、広島の地域社会から必要とされる計画の策定及び実行を目指していきます。 

また、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき、ひろしま

NPO センターは、中国地方におけるよりよい制度活用を図るために、中国 5 県の NPO 支援センター

（鳥取県：公益財団法人とっとり県民活動活性化センター、島根県：公益財団法人ふるさと島根定住財

団、岡山県：特定非営利活動法人岡山 NPO センター、山口県：特定非営利活動法人やまぐち県民ネッ

ト 21）でコンソーシアムを組み、資金分配団体の運営を開始しました。 

 

2020 年度は、NPO にとってかつてない苦境に立たされたスタートではないでしょうか。新型コロナ

ウイルスの影響によって、社会情勢や私たちのライフスタイルは大きな転換期を迎えており、NPO が

大事にしてきた「人と人とのつながり」や「顔の見える関係」を生み出す活動について、組織の存続と

合わせてこれからの新生活様式にどのように適応させていくか切迫した課題です。 

当センターは新型コロナウイルスの影響をふまえて、3月より全国のNPO支援センター等と連携し、

NPO の支援に係る調査や情報発信、相談対応、政府への働きかけを行ってきました。そして、4 月 21

日に広島県知事、4 月 30 日に広島市長に対して、「新型コロナウイルスの影響による NPO 及び市民活

動団体の存続危機に対する支援に関する要望書」を提出し、引き続き自治体や関係機関と連携しながら、

市民活動の存続や支援に努めてまいります。 

今年度、ひろしま NPO センターは新しい一歩を踏み出します。この 3 年間で財務状況と新体制によ

る組織基盤を再建することができました。この土台の上に次の 10 年を見据えた新ビジョン・中長期計

画を実行していきますので、私たちの課題は何なのか、NPO や中間支援組織はどう変わっていけばよ

いのか、ひろしま NPO センターへの叱咤激励も含めて、みなさまから様々な意見や提案をいただける

と幸いです。 

 

http://npoc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/459adc5848e3de4c5e2d7c7d74502d4d.pdf
http://npoc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/459adc5848e3de4c5e2d7c7d74502d4d.pdf
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今年度も会員をはじめ多様な主体の皆さまとゆたかな市民社会づくりに向けて共に汗をかきながら、

課題・悩み・成果・喜びを共有できればと思っております。皆様のますますのご支援とご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

特定非営利活動法人ひろしま NPO センター 

事務局長 松原 裕樹 

 

 

2020 年 5 月 20 日 中国新聞 
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2020 年度事業計画及び活動予算 

（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日） 

 

 Ⅰ 事業の方針                     

 

（１）新型コロナウイルス対策支援事業 

①NPO 等への影響や支援に関する情報の収集・発信 

②相談対応 

③行政への支援策の提言 

 ④資金調達を通じた助成金等の配分 

 ⑤全国の NPO 支援センターとの連携 など 

 

（２）新ビジョン・中長期計画づくり 

 ①総会における新ビジョン・中長期計画（骨子案）の策定 

 ②目標・ロードマップ等の検討（～8 月） 

 ③新ビジョン・中長期計画の策定（～9 月） 

 ④新ビジョン・中長期計画の本格実行（10 月～、※計画は 4 月から運用する位置づけ。） 

 

（３）新事務所・拠点整備事業 

 ①新事務所・拠点の構想検討（～8 月） 

 ②新事務所・拠点の選定（～9 月） 

 ③新事務所・拠点の整備のための資金調達（9～12 月） 

 ④新事務所・拠点の整備（1～3 月） 

 ⑤新事務所・拠点への移転（3～4 月） 
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 Ⅱ 組織運営                      

 

 １．組織体制  

（１）会 員 

正 会 員：155（個人：150 名、企業・行政：5 社） ※目標値 

協力会員：200（個人：200 名） ※目標値 

 

（２）事務局 

【職員数】 

18 名（常勤 14 名、非常勤 4 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 常勤 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 常勤 常務理事 総務・経理、業務運営責任者 

3 増田 勇希 常勤 プロジェクトマネージャー 業務運営責任者 

4 香川 恭子 常勤 プロジェクトマネージャー 業務運営責任者 

5 松村 渉 常勤 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 
平成 31 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 常勤：3 名・非常勤 1 名 

2 開発教育支援事業 東広島市 非常勤 1 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、安佐南区） 
広島市 常勤 6 名、非常勤 2 名 

 

（３）役 員 

役 職 氏 名 所 属 区 分 

代表理事 

安藤 周治 特定非営利活動法人ひろしまね 理事長 県北部 

中村 隆行 
広島経済大学 スポーツ経営学科 准教授、興動

館プロジェクトセンター長 
NPO 

副代表理事 
三好 久美子 公益財団法人ひろしまこども夢財団 理事長 県東部 

山本 一隆 中国新聞社会事業団 理事長 県西部 
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専務理事 松原 裕樹 
特定非営利活動法人ひろしま NPO センター 

事務局長 
NPO 

常務理事 山本 祐二 特定非営利活動法人ひろしま NPO センター NPO 

理事 

金谷 信子 

児玉 宏 

西本 尚士 

茶山 ちえ子 

 

平尾 順平 

増田 勇希 

広島市立大学国際学部 教授 

特定非営利活動法人コーチズ 代表理事 

広島商工会議所 総務部長 

特定非営利活動法人 WAC 広島ふれあいセン

ター 理事長 

特定非営利活動法人ひろしまジン大学 

特定非営利活動法人ひろしま NPO センター 

学識経験者 

NPO 

経済団体 

NPO 

 

NPO 

NPO 

監事 
久笠 信雄 

赤羽 克秀 

弁護士 

公認会計士・税理士 
 

 

 

 ２．通常総会の開催  

 

（１）第 21 回通常総会 

日  時 令和元年 6 月 13 日（土）10:00～12:00 

場  所 ひろしまオフィスセンター 

（広島市南区荒神町 3-35） 

議  題 １）2019 年度事業報告及び決算報告（案） 

２）2020 年度事業計画及び活動予算（案） 

３）役員の選任 

４）新ビジョン・中長期計画 

備  考 オンライン会議システム「Zoom」を併用した開催 

 

 

 ３．理事会の開催  

（１）第 1 回理事会 

日  時 令和 2 年 5 月 29 日（金）16:00～18:00 

場  所 ひろしま NPO センター 

（広島市中区八丁堀 3-1 幟会館 2F 会議室） 

出 席 者 8 名、ほか監事 1 名 

議  題 １）2019 年度事業報告及び決算報告 
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２）2020 年度事業計画及び活動予算 

３）役員の選任 

４）新ビジョン・中長期計画の検討 

 

（２）第 2 回理事会 

日  時 令和 2 年 8 月 

場  所 ひろしま NPO センター 

（広島市中区八丁堀 3-1 幟会館 2F 会議室） 

議  題 １）新ビジョン・中長期計画の検討 

２）新事務所の検討 

３）各種規定の改編 

 

（３）第 3 回理事会 

日  時 令和 2 年 11 月 

場  所 ひろしま NPO センター 

（広島市中区八丁堀 3-1 幟会館 2F 会議室） 

議  題 １）2020 年度半期の進捗報告及び決算予測 

２）新ビジョン・中長期計画の策定 

３）新事務所の検討 

 

（４）第４回理事会 

日  時 令和 3 年 3 月 

場  所 ひろしま NPO センター 

（広島市中区八丁堀 3-1 幟会館 2F 会議室） 

議  題 １）2020 年度事業報告及び決算予測 

２）2021 年度事業計画及び活動予算 
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 Ⅲ 事業運営                      

 

１．事業概要  

 

区分 事 業 名 事業内容 事業期間 実施場所 収益形態 

（１）情報収集提供事業 

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 

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 

（２）各種団体の運営支援事業 

①資金循環システムの構築 

継続 市民ファンドとの連携 

公益財団法人コミュニティ未来創造

基金ひろしまと連携した NPO の資

金調達支援。 

年間 県内 自主財 

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 

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組織基盤強化 

継続 
イーパーツリユース PC 寄贈プロ

グラム 

認定 NPO 法人イ―パーツと連携し

た、企業リユース PC の NPO への

寄贈仲介。 

年間 県内 自主財 

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 

継続 什器備品等の寄贈プログラム 
県内企業等から寄贈された什器備品

等の NPO への寄贈仲介。 
年間 全国 自主財 

③人材育成・ノウハウの提供 

継続 課題解決型長期インターンシップ 

有限会社 S-Produce.と連携した、 

大学生の長期インターシップや企

業・社会人との交流機会の創出。 

年間 県内 自主財 

継続 
ソーシャルビジネス支援ネットワ

ークひろしま 

日本政策金融公庫・広島銀行と連携

したソーシャルビジネス推進のため
年間 県内 自主財 
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の相談対応・セミナー等の実施。 

継続 地域課題解決ネットワーク 
広島市・経済団体等と連携した、UIJ

ターン・創業・事業継承の支援。 
年間 県内 自主財 

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 

継続 

「福山市まちづくりサポートセン

ター」ボランティア・NPO 等相談

業務 

福山市まちづくりサポートセンター

の相談窓口業務の支援。 
年間 福山市 受託料 

④拠点提供 

継続 
NPO・市民活動団体向けの活動拠

点を提供する共同事務所事業 

広島市と連携した幟会館の共同事務

所の運営や NPO のインキュベーシ

ョン支援。 

年間 広島市 
自主財・ 

利用料 

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）調査・研究・政策提言事業 

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 

（４）啓発・研修事業 

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 

継続 
Green Gift 地球元気プログラム

2019-2020 

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 

新規 
2019 年 JICA 中国青年研修「ラオ

スコース」 

JICA 中国と連携したラオスの青年

行政官の訪日研修の企画運営。 
冬時期 中国地方 受託料 

継続 

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 

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 

継続 山の日実行委員会事務局 

広島県・市町・環境団体等と連携し

た県民参加の森づくり運動の実行委

員会事務局。 

年間 県内 受託料 

（５）ネットワーク・連携推進事業 

継続 相談対応業務 NPO・ボランティア・市民活動に関 年間 全国 自主財 
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する各種相談の対応。 

継続 たちまち全員集合実行委員会 

広島県県民活動課・NPO・企業等に

よる協働促進のためのイベントの企

画・運営やひろしま県民活動表彰の

運営支援。 

年間 県内 
自主財・ 

負担金 

継続 中国 NGO ネットワーク 

中国地方の NGO の活動発展や連携

促進のための事業やネットワーク事

務局の運営。 

年間 中国地方 自主財 

継続 広島 NGO ネットワーク 

広島県の NGO の活動発展や連携促

進のための事業やネットワーク事務

局の運営。 

年間 県内 自主財 

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 

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 

（６）子育て・子育て支援に関する事業 

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 

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 

（７）その他目的を達成するために必要な事業 

継続 委員・講師等の派遣 
各主体から依頼のある委員会・協議

会・セミナー等への委員・講師派遣。 
年間 全国 

自主財・ 

謝礼金 

新規 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 

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 

新規 新型コロナウイルス対策支援事業 

新型コロナウイルスの影響にある

NPO の支援に係る調査・情報発信・

相談対応・政策提言、全国や県内の

各主体と連携した支援の実施。 

年間 全国 
自主財・ 

寄付金 
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継続 
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 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 

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 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 

継続 平成 30 年 7 月豪雨災害支援活動 

行政・社協・NPO 等と連携した西日

本豪雨災害の復旧・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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 Ⅳ 活動予算                      
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新ビジョン・中長期計画（骨子案） 

 

（１）新ビジョン・中長期計画づくりにあたって 

 

ひろしま NPO センターは、1997 年 9 月 13 日に設立し、NPO 法制定への働きから活動をスター

トしました。 

  これまで、広島県域の中間支援組織として、NPO 支援に関わる情報の収集・発信、相談対応、ネ

ットワークづくり、学習の機会の提供、助成金等の資金分配、調査研究、政策提言、コミュニティ

財団の設立などを行ってきました。 

  そして、法人化 20 周年の節目をきっかけに、これまでの 20 年をふりかえり、社会の現状を捉え

直し、組織の世代交代を図りながら新しいビジョン・計画づくりを話し合ってきました。 

  この 20 年間でひろしま NPO センターが市民社会づくりにどれだけ貢献できたのか、今も存在価

値があるのか、これから何を担ったらよいのか、その役割を見直し行動していきます。 

 

 

（２）新ビジョン・中長期計画づくりの考え方 

 

○単年度（1 年：2020 年度）、中期（3 年：2020～2022 年度）、長期（2020～2029 年度）を計

画期間とし、各段階での目標を設定する。 

○SDGs（2016～2030 年度）の達成と合わせて計画を紐付ける。 

○ビジョンは、次世代にバトンを渡す時期として、2030～2040 年度を想定した「目指す社会の

姿」と位置づける。 

○「目指す社会（ビジョン）」「私たちの役割（ミッション）」「行動指針」について、各事業

所のスタッフや理事、会員、新理事候補者、関係者にフィードバックをもらい詰めていく。 

○「目指す社会（ミッション）」は外向き、「行動指針」は内向きに共有するもの。 

 

＜2020 年度スケジュール＞ 

   6 月 総会における新ビジョン・中長期計画の骨子の策定 

   ７月 目標・ロードマップ等の検討 

   10 月 新ビジョン・中長期計画の策定 

   11 月 新ビジョン・中長期計画の本格実行 

      ※計画は 4 月からの位置づけ 
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（３）目指す未来 

 

ゆたかな市民社会 

  市民一人ひとりの想いや居場所が尊重され、多世代が公共のためにいきいきと活躍し、チャレン

ジして失敗しても支え合う、そのような文化とかけがえのない地球環境を次世代にギフトする社

会。 

 

 

（４）目  的 

 

ゆたかな市民社会のために 

自らが変わる、みんなが変わる、社会が変わる 

NPO としてのこだわりや中間支援組織としての強みを活かして、立場・分野・地域・世代をこえ

た参画と協働を促進し、社会の問題解決や価値創造を図ると共に、持続可能でゆたかな市民社会を

実現することを目的とします。 

 

 

（５）私たちの役割 

 

全国に先駆けて設立した民設民営の中間支援組織として、これまで蓄積した経験やネットワーク

を基に、社会変革の専門家として 3 つのステップを通して社会に働きかけます。 

  

  ①情報共有：社会のニーズや変化を捉えて見える化します。 

  ②基盤整備：問題解決や価値創造のための基盤を整備します。 

  ③協働促進：多様な主体と連携・協働して目標を達成します。 
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（６）行動指針 

 

＊自律：私たちは、こだわり、とらわれません。 

＊責任：私たちは、環境・社会・経済への責任を果たします。 

＊信頼：私たちは、共に学びあい、行動し、わかちあいます。 

 

 

（７）計画概要 
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（８）事業戦略 

 

新ビジョン・中長期計画に基づき、下記の 3 つの戦略を推進し、目標達成のために各事業を効果

的・効率的に実施する。 

 

   ①組織基盤強化：ガバナンス：認定 NPO 法人の認証 

   ②新事務所・拠点：縮小 or 現状維持 or 拡大 

   ③人材育成：10～20 代の次世代の担い手の育成 

 

 

 

 

 


