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第 1号議案 2014年度事業報告 
（平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日） 

 

Ⅰ ひろしまＮＰＯセンターのこの１年 

 

2014年度は、8月20日に広島市安佐南区、安佐北区を襲った豪雨土砂災害の対応に追われた1年であった。

広島市の防災計画において、災害発生後、復旧に際し、ボランティアセンターを開設することとなっている。

今回の土砂災害において、8月 20日、広島市、広島市社会福祉協議会、ひろしまＮＰＯセンターの協議の元、

災害時ボランティア連絡調整会議をえて災害ボランティア本部、ボランティアセンターの開設を決定。ただ

ちに災害ボランティア本部を設置、広島市社会福祉協議会ボランティア情報センター坂本泉所長を本部長に、

当センター中村センター長を副本部長に置き、中区千田町の市社会福祉協議会ボランティア情報センター内

に本部設置、災害ボランティア活動に必要な備品等の準備の手配を行い 23日には、ボランティアセンターが

安佐南区安佐北区の 2か所に設置された。活動の記録については、別途報告するとして、4万 3千人のボラ

ンティアが復旧・復興に尽力した。ひろしまＮＰＯセンターでは、調整会議はもとより、ＮＰＯ・ＮＧＯ情

報・意見交換会の開催とその事務局を、さらに広島市土砂災害復興市民会議の設立と運営、事務局を担うな

どの活動を展開した。 

 緊急時の対応に加え、2014年度実施しなければならない事業活動（これらについては事業報告書に記述）

を行ったが、非常に多忙な 1年となった。中には本年取り組まなければならなかった事業や活動につき停滞、

未実施におわったものなどそのひずみも生じてしまった。 

 本来事業については、資源循環システムの運用事業として、アサヒビール「うまいを！明日！―広島の海

野環境づくりプロジェクト」、ろうきん「立ち上げ助成」「ろうきん寄付システム」「NPOサポート倶楽部」さ

らに災害復興にということで、国際ロータリー２７１０地区「８・２０広島市土砂災害復興支援助成金業務

委託」等、総額１,７１４万円を配分した。人材育成部門では、広島県より環境リーダー養成研修、福山市よ

りまちづくりサポートセンター事業、環境省、持続可能な地域づくり人材育成を受託実施した。また、日本

政策金融公庫、経済産業省中国経済産業局と、ソーシャルビジネスセミナーを開催、広島市と創業支援事業

を実施した、また、日本 NPOセンター、パソナ、損保ジャパン等企業との協働による組織基盤強化セミナー

や生物多様性・環境学習を開催した。 広島銀行とは業務提携を締結し、融資への道を開拓してきた。 

 

Ⅱ センターの運営に関する事項  

 

１．通常総会の開催  

   第 16回  2014年 5月 24日（土） 14:30～16:30  正会員 159名中 84名出席（うち 68名委任） 

会 場 ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

内 容 (1)2013年度事業報告・決算 (2)2014年度事業計画・予算 (3)2014年度役員改選 

 

２．理事会の開催  

第 1回  2014年 5月 2日（金） 14:30～16:30 12名中 8名出席 （他監事 1名出席） 

会 場 ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

議 題 (1)2013年度事業報告・決算      (2)2014年度事業計画・予算 

(3)2014年度の役員一部変更      (4)その他 （総会日程等） 
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第 2回  2014年 12月 10日（水）15:00～17:00 15名中 8名出席 （他監事 1名出席） 

会 場 ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

議 題 (1) 2014年度事業進捗及び決算見込の報告 (2) 2015年度事業計画について 

 

３．組織運営（役員・プロジェクトチーム・事務局） 

＜役員（理事・監事）＞2014年度のガバナンスならびに役員体制 

代表理事 安藤 周治 NPO法人ひろしまね 理事長 県北部 

副代表理事 三好 久美子 余暇生活開発士 県東部 

副代表理事 山本 一隆 中国新聞社会事業団理事長 県西部 

専務理事 中村 隆行 センター長  

理事 山本 祐二 事務局長  

理事 五百竹 宏明 

金谷 信子 

川口 隆司 

児玉 宏 

北島  國廣 

坂本 和子 

田中 豊光 

竹野 宗彦 

茶山 ちえ子 

村田 民雄 

 

 

県立広島大学経営情報学部 准教授 

広島市立大学国際学部 准教授 

NPO法人ｺﾐｭﾆﾃｨﾘｰﾀﾞｰひゅーるぽん 理事長 

NPO法人コーチズ 代表理事 

広島県労働者福祉協議会 事務局長 

NPO法人キャリアネット広島 理事長 

広島商工会議所 総務部長 

元中国経済連合会 部長 

NPO法人 WAC広島ふれあいセンター 理事長 

NPO法人 e＆ｇ研究所 理事長 

 

 

学識経験者 

学識経験者 

NPO 

経済団体 

労働福祉団体 

NPO 

経済団体 

経済団体 

NPO 

NPO 

 

監事 久笠 信雄 

藤川 晴基 

弁護士 

税理士・広島経済大学 非常勤講師 

 

 

＜事務局＞ ※センター職員の人材育成 

 (1)スタッフ会の開催 定期的開催 

(2)事務局体制 2014年 4月 1日（火） 6名（常勤 4名、非常勤 2名） 

        2015年 3月 31日（火）  6名（常勤 4名、非常勤 2名） 

 

＜2014年度 会員数＞ 

正 会 員 134名 

協力会員  53名 

企業会員   1社 
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Ⅲ センターの事業に関する事項 

１．情報収集提供事業  

■ ホームページ及び facebookにて情報発信 

 

■ ニュースレター等の発行 

あったらいいね ７月号 

・代表理事あいさつ、第 16回通常総会の報告 

・広島県内のＮＰＯ法人の推移 

・『高齢化社会を地域で支えるために！』 ヘロン久保雅子 氏・田中直輝 氏 

 

あったらいいね １０月号 

・8.20広島市土砂災害とボランティア活動 

・『第６回ひろしまイーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム』 

あったらいいね １月号 

・2015年新たなる胎動の年に！ 

・国際ロータリー第２７１０地区 8.20広島市豪雨土砂災害復興支援助成金授与式 

・『新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）』に関するアンケート 報告書 

・持続可能な地域づくりを担う人材育成事業が進行中です！ 

 

２．各種団体の運営支援事業  

①資金循環システムの構築 

■㈱アサヒビール「うまいを！明日へ！」広島の海の環境づくりプロジェクト 

運営委員会の開催 

【日  時】2014年 5月 29日（木）14:30～16:30） 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

委員長：中越信和（広島大学大学院教授） 

委員：金谷信子（広島市立大学准教授）、重野昭彦（広島県環境県民局環境政策課参事）、 

中城秀典（ＥＰＯちゅうごく）、 

オブザーバー：山下信夫（アサヒビール株式会社）、松尾健司（環境カウンセラー） 

 

２０１４年度 広島の海の環境づくりプロジェクト選考審査会 

【日  時】2014年 7月 3日（木）17:00～18:30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

申請件数 34件、24団体 24事業を採択 総額 3,499,151円 

 

[2014年度 ①海をまもる活動助成団体（17団体 ： 1,521,151円）] 

配分団体（事業名） 所在地 配分額 

江田島カヌークラブ 

（江田島の海を見守り隊） 
江田島市 98,000 

廿日市市大野第１０区 

（鳴川海岸一斉清掃） 
廿日市市 100,000 
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尾道市立浦崎小学校 

（浦崎里海学習） 
尾道市 71,000 

ＮＰＯ法人フリースクール・グロービー 

（2014 海の大切さを知り、海を守る子どもたちの育成活動） 
広島市安芸区 100,000 

江田島市立切串小学校 

（きりくし学習「切串の浜をきれいに 大作戦！！」） 
江田島市 100,000 

永田川カエル倶楽部 

（永田川環境保全再生継続2003-2028プロジェクト 2014） 
江田島市 98,859 

尾道市立高見小学校 

（海と山 大好き向島） 
尾道市 98,000 

阿多田島漁業協同組合 

（阿多田島漁協海浜清掃） 
大竹市 63,000 

福山市立能登原小学校 

（「クリーン作戦」 能登原エコキッズ） 
福山市 100,000 

福山市立内浦小学校 

（守ろう ふるさと田島の宝 つなごう未来に！～自分がすき 学校が

すき、地域がすき、そして田島の自然が大すき～） 

福山市 100,000 

ＮＰＯ法人ＨＵＧ 

（広島 河川敷クリーン活動 「命の源 つながる海」） 
広島市安佐南区 37,012 

早田原漁業協同組合 

（海の清掃） 
東広島市 100,000 

脱温暖化門田地域協議会 

（門田川の自然復活！（炭焼の里・環境指導チーム）） 
尾道市 62,000 

ＮＰＯ法人ハートシーズ 

（海からのおくりもの 使って作ってクリーン大作戦！） 
広島市安芸区 100,000 

大崎上島町公衆衛生推進協議会 

（野賀海岸の清掃） 
大崎上島町 100,000 

瀬戸田生口地区子ども会育成連合協議会 

（海はみんなの宝物大作戦２０１４） 
尾道市 100,000 

ＮＰＯ法人備後まちづくり共議会 

（第1回 瀬戸内海クリーン活動 in 向島 2014） 
福山市 93,280 

合計  1,521,151 

 

[2014年度 ②海をつくる本格活動助成団体（3団体 ： 1,280,000円）] 

配分団体（事業名） 所在地 配分額 

ＮＰＯ法人瀬戸内里海振興会 

（百島地区人口干潟におけるアマモ分布調査） 
広島市中区 500,000 

一般社団法人 Zegon 

（「芸南スナメリ（ゼゴンドウ）の会」再生プロジェクト） 
大崎上島町 500,000 

ＮＰＯ法人地球緑化支援グループ 

（みじかな海辺の環境再生「あまんじゃくの島の緑復活大作戦」） 
広島市佐伯区 280,000 

合計  1,280,000 
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[2014年度 ③海につながる県内活動助成団体（4団体 ： 698,000円）] 

配分団体（事業名） 所在地 配分額 

サポート・トレッキング・グループ 

（里山登山路等整備活動） 
呉市 100,000 

ＮＰＯ法人おおのの風 

（永慶寺川の自然を守る活動～ホタル学習と野遊びの会） 
廿日市市 198,000 

里山環境保全みどり会 

（山本川（安佐南区山本～太田川放水路まで）の草刈り、清掃） 
広島市安佐南区 200,000 

大学環境ネットワーク協議会（通称：UE-net） 

（〜瀬戸内海国立公園 80周年記念シンポジウム「かけがえのない瀬

戸内海」その意外な秘密と私たちの関わり） 

広島市中区 200,000 

合計  698,000 

 

[2014年度 提案事業枠助成団体（1団体 ： 500,000円）] 

配分団体（事業名） 所在地 配分額 

ＮＰＯ法人自然環境ネットワーク SAREN 

（海ゴの観察・回収・利用） 
広島市中区 500,000 

合計  500,000 

 

■国際ロータリー２７１０地区８・２０広島市豪雨土砂災害復興支援助成業務委託 

第１期募集期間 2014年 12月 2日（火）～2014年 12月 19日（金） 

選考審査委員会 

【日  時】2014年 12月 25日（木）13：30～15：00 

【場  所】ホテルグランヴィア広島 ３階 高砂の間 

審査委員：金谷信子氏（広島市立大准教授）、石松繁氏（広島市市民局市民活動推進課 課長）、坂本泉氏（広

島市社会福祉協議会ボランティア情報センター所長）、朝日奈正信氏（国際ロータリー第２７１０地

区）、松井敏氏（国際ロータリー第２７１０地区） 

応募件数 33団体、15団体を採択 助成金総額 11,197,528円 

[助成団体] 

配分団体 所在地 配分額 

広島土砂災害コミュニティサポート 安佐南区八木 1,000,000 

阿武の里自治会 安佐南区八木 615,800 

上楽地町内会 安佐南区八木 245,000 

梅林学区自主防災会連合会 安佐南区八木 1,565,000 

ＮＰＯ法人コミュニティリーダーひゅーるぽん 安佐南区川内 197,690 

毘沙門台学区社会福祉協議会 安佐南区毘沙門台 1,500,000 

安学区社会福祉協議会・自主防災会 安佐南区相田 1,257,400 

安北学区社会福祉協議会 安佐南区高取北 1,000,000 

ＮＰＯ法人安芸七軒茶屋広島が好きじゃけん組 安佐南区緑井 294,362 

ＮＰＯ法人まなび 安佐南区八木 567,780 

青年海外協力隊広島県ＯＢ 福山市 600,000 

上安学区社会福祉協議会 安佐南区上安 584,496 

学生ボランティア団体OPERATITONつながり 安佐北区可部東 500,000 
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広島たすけ隊 安佐南区八木 500,000 

高校生災害復興支援ボランティア派遣隊 安佐南区高取北 500,000 

合計  11,197,528 

 

第２期募集期間 2015年 2月 25日（水）～2015年 3月31日（火） 

選考審査委員会 

【日  時】2015年 4月 14日（火）14：00～16：00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

応募件数 30団体、18団体を採択 助成金総額 26,745,306円 

 

[助成団体] 

配分団体 所在地 配分額 

桐原自治会連合会 安佐北区桐原 4,712,094 

大林地区自治会連合会 安佐北区大林 4,961,520 

八木学区連合町内会 安佐南区八木 325,504 

上細野自治会 安佐南区八木 2,000,000 

八敷福祉会 安佐南区緑井 1,500,000 

梅林学区自主防災会連合会 安佐南区八木 700,000 

上安学区社会福祉協議会 安佐南区上安 661,944 

毘沙門学区社会福祉協議会 安佐南区毘沙門台 891,500 

県営緑ケ丘住宅自治会 安佐南区八木 2,000,000 

上楽地町内会 安佐南区八木 300,000 

安北学区社会福祉協議会 安佐南区高取北 1,480,000 

安東学区社会福祉協議会 安佐南区安東 1,746,144 

広島たすけ隊 安佐南区八木 1,000,000 

可部東６丁目新建自治会 安佐北区可部東 696,600 

安西学区社会福祉協議会 安佐南区高取南 1,320,000 

安学区社会福祉協議会・自主防災会 安佐南区上安 750,000 

安佐南区自主防災会連合会 安佐南区 1,000,000 

第二東亜ハイツ自治会 安佐北区可部東 700,000 

合計  26,745,306 

 

■中国ろうきんＮＰＯ立上げ助成 

中国５県寄附金総額 3,000,000円 

各県の新規認証団体数（９月末現在）及び配分額 

鳥取県（１３団体、４４万円） 島根県（１２団体、４２万円） 岡山県（３６団体、８７万円） 

広島県（３３団体、８１万円） 山口県（１４団体、４６万円） 

応募期間：2014年 12月 26日（金）～2015年 1月 30日（金） 

審査委員：三好久美子氏（余暇生活開発士）、五百竹宏明氏（県立広島大学准教授）、金谷信子氏（広島市

立大学准教授）、山本恵由美氏（ＮＰＯ法人もりメイト倶楽部 Hiroshima副理事長）、高田孝利

氏（中国労働金庫広島県営業本部本部長）、安藤周治氏（ひろしまＮＰＯセンター代表理事）、

中村隆行氏（ひろしまＮＰＯセンター専務理事・センター長） 
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1次審査  書類選考 

2次審査  面接・ヒアリングによる選考 

【日  時】2015年 2月 16日（月）10：00～14：00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター（幟会館会議室） 

 

助成金授与式  

【日  時】2015年 3月 10日（火）15：00～16：30 

【場  所】メルパルク広島 ５階 桜の間（広島市中区基町６－３６） 

応募件数 15団体、4団体を採択 助成金総額 800,000円 

 

[2014年度助成団体] 

分野 配分団体（NPO法人） 所在地 配分額 

社会教育の推進 ＮＰＯ法人ミニミニ外国ｉｎ広島 広島市安佐北区 200,000 

中山間地域の振興 ＮＰＯ法人広島県森林管理協会 三次市 200,000 

環境の保全 ＮＰＯ法人蒼の里山 福山市 200,000 

保健、医療又は福祉の増進 ＮＰＯ法人いきいきｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｻｰﾋﾞｽ 府中町 136,000 

合計  736,000 

 

■中国ろうきんＮＰＯ寄付システム 

応募期間：2015年 1月～2月 21日（金） 

審査委員：三好久美子氏（余暇生活開発士）、五百竹宏明氏（県立広島大学准教授）、金谷信子氏（広島市

立大学准教授）、山本恵由美氏（ＮＰＯ法人もりメイト倶楽部 Hiroshima副理事長）、高田孝利

氏（中国労働金庫広島県営業本部本部長）、安藤周治氏（ひろしまＮＰＯセンター代表理事）、

中村隆行氏（ひろしまＮＰＯセンター専務理事・センター長） 

選考審査会 

【日  時】2015年 2月 27日（金）10：00～12：30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター（幟会館会議室） 

助成金授与式  

【日  時】2015年 3月 10日（火）15：00～16：30 

【場  所】メルパルク広島 ５階 桜の間（広島市中区基町６－３６） 

応募件数 29団体、8団体を採択 助成金総額 750,000円 

[2014年度助成団体] 

分野 配分団体（NPO法人） 所在地 配分額 

子どもの健全育成 ＮＰＯ法人フリースクール木のねっこ 広島市安佐北区 100,000 

子どもの健全育成 ＮＰＯ法人体にやさしい食の会 広島市中区 100,000 

環境の保全 ＮＰＯ法人西中国山地自然史研究会 北広島町 100,000 

保健、医療又は福祉の増進 ＮＰＯ法人宅老サービス事業ぴっぱら 三原市 100,000 

保健、医療又は福祉の増進 ＮＰＯ法人広島県手話通訳問題研究 広島市東区 100,000 

中山間地域の振興 ＮＰＯ法人神石高原民の力プロジェクト 神石高原町 100,000 

中山間地域の振興 ＮＰＯ法人ほしはら山のがっこう 三次市 100,000 

まちづくり ＮＰＯ法人三次おやこ劇場 三次市 50,000 

合計  750,000 
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■ひろしまＮＰＯサポート倶楽部 

応募期間：2015年 1月～2月 21日（金） 

審査委員：三好久美子氏（余暇生活開発士）、五百竹宏明氏（県立広島大学准教授）、金谷信子氏（広島市

立大学准教授）、山本恵由美氏（ＮＰＯ法人もりメイト倶楽部 Hiroshima副理事長）、高田孝利

氏（中国労働金庫広島県営業本部本部長）、安藤周治氏（ひろしまＮＰＯセンター代表理事）、

中村隆行氏（ひろしまＮＰＯセンター専務理事・センター長） 

選考審査会 

【日  時】2015年 2月 27日（金）10：00～12：30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター（幟会館会議室） 

 

助成金授与式  

【日  時】2015年 3月 10日（火）15：00～16：30 

【場  所】メルパルク広島 ５階 桜の間（広島市中区基町６－３６） 

応募件数 17団体、6団体を採択 助成金総額 895,000円 

[2014年度助成団体] 

配分団体（NPO法人） 所在地 配分額 

ＮＰＯ法人グリーンラインを愛する会  100,000 

ＮＰＯ法人広島自閉症協会  200,000 

ＮＰＯ法人上殿未来会議  195,000 

ＮＰＯ法人ＨＵＧ  100,000 

ＮＰＯ法人高次脳機能障害サポートネットひろしま  100,000 

ＮＰＯ法人ヒューマン支援ネット  200,000 

合計 895,000 

 

②組織基盤強化 

■Panasonic組織基盤強化ワークショップ 

【日  時】2014年 5月 14日（水）14：00～17：30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】田尻佳史 氏 （日本ＮＰＯセンター常務理事） 

【参加者】２６名 

■ひろしまイーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム 

【日  時】2014年 10月 5日（水）13：30～16：30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

 

寄贈団体：１７団体 

ＮＰＯ法人子どもネットワーク可部 

ＮＰＯ法人つくしんぼ作業所 

ＮＰＯ法人フリースクール木のねっこ 

ＮＰＯ法人日本宇宙少年団備後ローズスター分団 

ＮＰＯ法人日本インクルーシブ教育研究所 

ＮＰＯ法人家族と教育を考える会 
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ＮＰＯ法人シネマ尾道 

ＮＰＯ法人看護アカデメイア幸 

ＮＰＯ法人まなびや 

甲田町地域振興連合会 

ＮＰＯ法人はぴままクローバー 

ＮＰＯ法人陽だまり 

ＮＰＯ法人人間大好き しゃくなげファーム 

ＮＰＯ法人父子家庭サポートネット・ひろしま 

ＮＰＯ法人地域ネットくれんど 

北振興会 

ＮＰＯ法人三次おやこ劇場 

 

■ＮＰＯ事務局セミナー＆ＮＰＯ事務力検定 

【日  時】2014年 11月 12日（水）9：30～17：30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】加藤彰子 氏 （岡山ＮＰＯセンター 事務支援センター長） 

【参加者】22名 

検定試験受験者数：19名（合格者：10名） 

 

③人材育成・ノウハウの提供 

■広島市創業支援事業 

【事業の具体的な取組内容】 

ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスによる創業を支援するため、「創業セミナーの実施」「個別

相談」「インキュベーション施設の運営と創業メンターによる個別相談支援」の 3つを柱に事業を実施し

た。 

創業セミナーの実施 

創業セミナーでは、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスに関する創業への意識啓発および興

味・関心のある方を対象とし、当センターが実施する「個別相談」「インキュベーション施設入居」「創

業メンターによる個別相談支援」へつなげることを目的として実施した。 

『ＣＢ／ＳＢセミナー～めざせ！社会起業家！めざせ！社会的起業！～』（全３回） 

 ※中国地域 CB/SB推進協議会事務局として実施。 

【目  的】 

CB/SB による起業や第二創業を計画している人を対象に、CB/SB のスキルやノウハウを学び、事業計画

の作成を行うことを通して、地域課題や社会課題の解決への取り組み（事業）を継続的に活動する“社

会起業家”“社会的企業”の創出を目指す。 

第１回 

【日  時】2014年 8月 30日（土）13:30～16:30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】北野尚人 氏（株式会社中国四国博報堂執行役員 マーケットデザイン室室長） 

【受講者数】12名 
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第２回 

【日  時】2014年 9月 13日（土）13:30～16:30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】藤原 啓 氏（株式会社シーズ総合政策研究所 代表取締役社長） 

【受講者数】11名 

第３回 

【日  時】2014年 9月 27日（土）13:30～16:30 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】吉長 成恭 氏（広島国際大学教授） 

奥田 展久 氏（㈱日本政策金融公庫 広島支店国民生活事業中国創業支援センター所長） 

【受講者数】12名 

【実施概要】 

全 3回のセミナーおよび各回事前に出される宿題を通して、事業のアイデアや既存事業のブラッシュ

アップを図り、その上で、事業計画の作成、プレゼンテーションを通して、実現に向けたさらなるブ

ラッシュアップを図る。 

 

『どうする…災害と地域再生・過疎地や中山間地域の活性化』 

 ※日本政策金融公庫との共催事業 

【目  的】 

災害を機とした地域再生や過疎地、中山間地域の活性化を主なテーマに、課題をチャンスに変え、ソ

ーシャルビジネス・コミュニティビジネスを起こす意欲を高めるとともに、事業化に向けたヒントや

アイデアを得ることを目的とする。 

【日  時】2015年 2月 20日（金）13:00～16:30 

【場  所】㈱日本政策金融公庫 

【講  師】和田 芳治 氏（人間幸学研究所 所長） 

中村 順子 氏（認定 NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸 理事長） 

増崎 知徳 氏（㈱日本政策金融公庫 中国広域営業推進室 室長） 

【受講者数】50名 

【実施概要】 

阪神淡路大震災の復興に関わり、コミュニティビジネスを生んだ事例と、過疎地・中山間地域を資源

として捉え、資源を活かしお金を生む事例から、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの視点

を学び、事業を支援する制度の活用方法について知る。 

 

『僕らの時代を生き残るために！』 

（「たちまち全員集合！～社会的課題解決の新たな出会い～」イベント内） 

【目  的】 

社会的課題解決に関わる多様な主体に対し、ソーシャルビジネスの視点や面白さを紹介することによ

り、すそ野を広げ、当センターの支援につなげることを目的とする。 

【日  時】2015年 3月 20日（金）13:00～17:00（講演 15:20～16:20） 

【場  所】サテライトキャンパスひろしま５階 大講義室 

【講  師】植田 紘栄志 氏（株式会社ミチコーポレーション 取締役社長） 

【受講者数】120名（イベント全体） 
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【実施概要】 

スリランカの社会的課題であった像と人間の共存に寄与し、ビジネスとしても成立する「ぞうさんペ

ーパー」ができる経緯から、そこから発展した現在の事業を通して、ソーシャルビジネスの面白さ、

視点を学ぶ。 

 

■「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 

期間：平成 26年 10月 1日～平成 27年 3月 31日 

内容：毎月第１及び第３木曜日の月２回、福山市まちづくりサポートセンター（福山市市民参画セン

ター２階）においてボランティア・ＮＰＯ等相談コーナーを開設し相談員を派遣する。 

 

④拠点提供 広島市との協働事業 

①「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」（2013年 4月～2017年 3月）。 

入居団体間ネットワーク構築事業「寄合」の開催 

 

2013年度入居団体は、以下の 11団体。期間：2年（1年づつ 2回延長可能で最大 4年） 

入居団体名 入居時期 退出予定時期 

ＮＰＯ法人障害者年金ヘルプデスク 2013年 5月 16日 2015年 5月末 

一般社団法人百人邑 2013年 9月 23日 2015年 9月末 

ＮＰＯ法人インクルーシブ教育研究所 2014年 4月 18日 2016年 4月末 

ＮＰＯ法人父子家庭サポートネット・ひろしま 2014年 8月 1日 2016年 8月末 

一般社団法人ウェルネスライフ協会 2014年 9月 1日 2016年 9月末 

   

  ②レターボックス 

 利用団体 利用開始時期 備考 

夢現大学 2013年 11月 1日  

ひろしまキャリア 2015年 1月 1日  

   

 

３．調査・研究・政策提言事業  

 

■県立広島大学重点研究事業 

 

【企画概要】 

（１）ＮＰＯ法人、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人など、広島県内の非営利組織について、

実態調査（経済的・人的・地理的調査等）を行い、それらをデータベース化する。 

（２）上記データベースをもとに、中山間地域に限らず都市部においても人口減、高齢化が進む時代

に、地域の課題を解決する担い手となりつつあるＮＰＯ法人などの非営利組織の活動について経済

分析などを行い、地域課題解決のための問題点などを明らかにする。 

（３）そのうえで、地域の課題解決・活性化のために非営利組織を活用するための行政施策や、ＮＰ

Ｏ法人を中心とする非営利組織と企業等との協働をより促進するための方策について検討する。 
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【進捗状況】 

（１）2012 年度と 2013 年度の広島県内のＮＰＯ法人の事業報告書等をプリントアウトするためのエ

クセルファイルを完成させた。（広島県及び広島市のホームページのＮＰＯ法人関連情報ページへの

自動リンクをプログラム済み）。 

（２）現在、会計データ等を入力するための基幹システムを完成。 

[システム制作：有限会社光琳館] 

 

■中国５県中間支援組織連絡協議会 

第１回会議：２０１４年７月２１日（祝）9：00～16：00 （鳥取市文化センター会議室） 

第２回会議：２０１４年９月２５日（木）13：30～16：00 （ひろしまＮＰＯセンター大学連携室） 

第３回会議：２０１４年１１月３０日（日）10：30～12：30 （鳥取大学） 

『新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）』に関するアンケートの実施 

 

■「自治会（町内会）未加入世帯への取り組みに関するアンケート調査」業務 

期間 平成 26年 12月 16日～平成 27年 3月 31日 

内容 ・「自治会（町内会）未加入世帯への取り組みに関するアンケート調査」の結果集計業務 

   ・集計結果の分析 

   ・報告書の作成 

 

 

４．啓発・研修事業  

■平成 26 年度持続可能な地域づくりを担う人材育成事業に係る 

ESD 環境教育プログラムの作成・展開業務（中国地域） 

（１）地域性を踏まえた ESDプログラムの作成 

①実行委員会の設置・開催 

１）第 1回実行委員会  

【日  時】平成 26年 7月 22日（火）13：00～16：00  

【場  所】ひろしま NPOセンター大学連携室（広島県広島市） 

【出 席 者】15名（実行委員：9名、環境省：2名、運営団体：4名） 

【議  題】実行委員会設置要領の説明、委員長選任、事業説明、事業の進め方に係る情報共有・意見交

換等 

２）第 2回実行委員会  

【日  時】平成 27年 3月 5日（木）14:00～17:00 

【場  所】幟会館 2F 会議室（広島県広島市） 

【出席者】19名（実行委員：7名、環境省：2名、運営団体：4名、オブザーバー：3名） 

【議  題】事業報告、事業の検証等 

②中国地域各県の地域版 ESDプログラムの作成、実証及び検証 

１）鳥取県 

【実施時期】平成 27年 2月 

【実証時間】10コマ（45分／コマ） 

【場  所】しこべの家、志子部地区（鳥取県八頭郡八頭町） 

【対 象 者】小学 4～6年生／7名 
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【実証協力校等】志子部地区モデル交流体験事業実行委員会 

【運営体制】志子部地区モデル交流体験事業実行委員会、環境教育事務所 Leaf、特定非営利活動法人 ECO

フューチャーとっとり 

【プログラム名】里山の恵みと暮らしを伝えよう！  

２）島根県 

【実施時期】平成 27年 2月 

【実証時間】18コマ（45分／コマ） 

【場  所】子ごみの里、三瓶こだま学園（島根県大田市） 

【対 象 者】小学 4～中学 3年生／9名 

【実証協力校等】山村留学センター「三瓶こだま学園 」 

【運営体制】山村留学センター「三瓶こだま学園」（大田市教育委員会）、公益財団法人しまね自然と環境

財団、島根県立三瓶自然館サヒメル 

【プログラム名】昔ながらの暮らしから考える私たちの暮らし（昔暮らし体験） 

３）岡山県 

【実施時期】平成 26年 10月～平成 27年 1月 

【実証時間】12コマ（45分／コマ） 

【場  所】岡山市立津島小学校（岡山県岡山市  

【対 象 者】小学 5年生／4クラス、140名  

【実証協力校等】岡山市立津島小学校 

【運営体制】岡山市立津島小学校、池田満之（岡山市京山地区 ESD推進協議会）、特定非営利活動法人岡

山 NPOセンター 

【プログラム名】地球環境プロジェクト～考えよう！地球のあした、行動しよう！身近なところから～ 

４）広島県 

【実施時期】平成 26年 9月～平成 27年 3月 

【実証時間】47コマ（45分／コマ） 

【場  所】広島市古田公民館、古田地区（広島県広島市） 

【対 象 者】中学 1～3年生／25名 

【実証協力校等】広島市立古田中学校、古田公民館 

【運営体制】古田公民館（公益財団法人広島市文化財団）、広島市立古田中学校 、ふるた多

世代寺子屋（NPO法人もちもちの木）、特定非営利活動法人セトラひろしま、有限会社 S-Produce.、

広島市（こども未来局こども・家庭支援課、都市整備局緑政課 

【プログラム名】このまちにくらしたいプロジェクト 

５）山口県 

【実施時期】平成 26年 12月～平成 27年 1月 

【実証時間】47コマ（45分／コマ） 

【場  所】周南市立三丘小学校、三丘地区（山口県周南市） 

【対 象 者】小学 5年生／1クラス、12名 

【実証協力校等】周南市立三丘小学校 

【運営体制】周南市立三丘小学校、スリー・ヒルズ・アソシエイツ、地元住民（公民館、農

家、伝統芸能、旅館、商店など）、人間科学研究所（大学生ボランティア含む） 

【プログラム名】これからのまちとくらしを考える子どもワークショップ 
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（２）ESDの普及・啓発 

①イベントの開催 

１）ESD学びあいフォーラム in山口 

【日  時】平成 27年 2月 7日（土）13:00～17:00 

【場  所】山口県セミナーパーク（山口県山口市） 

【主  催】特定非営利活動法人ひろしま NPOセンター 

【協  力】中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく） 

【参 加 者】24名 

【内  容】 

 

〇中国 5県 ESD環境教育プログラム事例発表 

＜発表者＞ 

・為政 久雄（公益財団法人広島市文化財団、広島市古田公民館） 

・徳永 豊（スリー・ヒルズ・アソシエイツ、公益社団法人日本環境教育フォーラム） 

 

〇ESD実践のための情報交換会 

＜コーディネーター＞ 

・志賀 誠治（NPO法人ひろしま自然学校） 

 

２）ESD学びあいフォーラム in鳥取 

【日  時】平成 27年 3月 1日（日）13:00～17:00 

【場  所】鳥取環境大学（鳥取県鳥取市） 

【主  催】特定非営利活動法人ひろしま NPOセンター 

【協  力】中国環境パートナーシップオフィス（EPO ちゅうごく）、特定非営利活動法人 ECO フューチ

ャーとっとり  

【参 加 者】28名  

【内  容】 

〇基調講演「ESDの 10年とこれから」 

＜講師＞ 

・池田 満之 氏（岡山市京山地区 ESD推進協議会、認定 NPO法人「持続可能な開発のための教育の 10年」

推進会議（ESD-J））  

〇中国 5県 ESD環境教育プログラム事例発表  

＜事例発表者＞ 

・山本 ルリコ（特定非営利活動法人 ECOフューチャーとっとり） 

・河野 宏樹（環境教育事務所 Leaf） 

・葭矢 崇司（公益財団法人しまね自然と環境財団） 

・池田 満之（岡山市京山地区 ESD推進協議会、ESD-J） 

・河原 正生（ふるた多世代寺子屋） 

・徳永 豊（スリー・ヒルズ・アソシエイツ、公益社団法人日本環境教育フォーラム） 

〇ESD実践のための情報交換会 

＜コーディネーター＞ 

・西村 仁志（広島修道大学人間環境学部 
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②環境イベント等の出展 

【日  時】平成 27年 2月 11日（水・祝）10：00〜17：00  

【場  所】岡山国際交流センター（岡山県岡山市） 

【主  催】岡山県、おかやま環境教育ミーティング実行委員会  

【内  容】環境省中国四国地方環境事務所の展示スペースでの周知活動 

【参 加 者】150名 

 

（３）ESD理解度に関するアンケート調査の実施と分析 

①普及啓発イベント参加者アンケート 

②各県プログラム実証アンケート 

 

（４）全国連絡会等への出席 

①「ESD地球市民村事業」の参加 

②全国事務局との連携・協力 

 

■広島県環境リーダー養成研修 

第１回 地域の未来を育むＥＳＤ 

【日  時】2014年 9月 20日（土）・21日（日）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】志賀誠治 氏（ＮＰＯ法人ひろしま自然学校代表理事） 

【参 加 者】7名 

第２回 協働による環境まちづくり（かんきょう会議浮城の取組視察） 

【日  時】2014年 10月 18日（土）10:00～16:00 

【場  所】三原市 

【参 加 者】9名 

第３回 ミーティングマネジメント 

【日  時】2014年 11月 1日（土）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】河野宏樹 氏（ＮＰＯ法人これからの学びネットワーク理事） 

【参 加 者】10名 

第４回 伝える技術 

【日  時】2014年 11月 8日（土）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】西 直人 氏（リードクライム㈱代表取締役） 

【参 加 者】9名 

第５回 組織マネジメント 

【日  時】2014年 12月 6日（土）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】阿須賀芳恵 氏（㈱フラフ主婦生活総合研究所副編集長 中四国支局長） 

【参 加 者】9名 
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第６回 ボランティアコーディネート 

【日  時】2014年 12月 21日（土）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】山本恵由美 氏（ＮＰＯ法人もりメイト倶楽部 Hiroshima 副理事長） 

【参 加 者】9名 

第７回 アクションプランの企画 

【日  時】2015年 1月 24日（土）・25（日）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】志賀誠治 氏（ＮＰＯ法人ひろしま自然学校代表理事） 

【参 加 者】8名 

第８回 パートナーシップの実践 

【日  時】2015年 2月 15日（土）10:00～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター大学連携室（サテライトキャンパスひろしま６階） 

【講  師】志賀誠治 氏（ＮＰＯ法人ひろしま自然学校代表理事） 

【参 加 者】10名 

 

■福山まちづくりリーダー養成研修 

開校式・公開講座 

【日  時】2014年 8月 23日（土）13:30～16:30 

【場  所】市民参画センター 

【講  師】白川勝信 氏（北広島町立芸北高原の自然観主任学芸員） 

平尾順平 氏（ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 学長） 

【参 加 者】93名 

ステップアップ講座１ 

【日  時】2014年 9月 27日（土）13:30～17:00 

【場  所】市民参画センター 

【講  師】河野宏樹 氏（ＮＰＯ法人これからの学びネットワーク理事） 

【参 加 者】18名 

ステップアップ講座２ 

【日  時】2014年 10月 25日（土）・11月 1日（土）13:30～17:00 

【場  所】市民参画センター 

【講  師】下宮勇生 氏（有限会社 S-Produce 代表取締役） 

【参 加 者】26名（10月 25日）・25名（11月 1日） 

まちづくりCafé 

2014年 6/19（18名）、7/17（26名）、 8/21（26名）、9/25（28名）、10/16（30名）、11/20（33名）、 

12/18（22名）、 

2015年 1/15（24名）、2/19（36名）、3/19（19名） 

閉講式・公開講座 まちづくり大学閉講式ワールドカフェ 

【日  時】2015年 2月 21日（土）13:30～15：30 

【場  所】市民参画センター 

【参 加 者】57名 
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■損保ジャパン（SAVE JAPAN） 株式会社損保ジャパン、日本 NPO センターとの連携事業 

第１回～第４回 参加者総数 １３５名 

第１回モリアオガエルの観察会 

【日  時】2014年 6月 15日（日） 

【場  所】北広島町豊平 

【参 加 者】34名 

第２回カワシンジュガイ探検隊 

【日  時】2014年 7月 26日（日） 

【場  所】北広島町の山あいの小川 

【参 加 者】35名 

第３回可愛川の水生生物観察会 

【日  時】2014年 8月 3日（日） 

【場  所】北広島町千代田 

【参 加 者】43名 

第４回聖湖畔キノコ観察会 

【日  時】2014年 10月 18日（日） 

【場  所】北広島町聖湖周辺 

【参 加 者】23名 

 

■たちまち全員集合～社会的課題解決の新たな出会い～ 

【日  時】2015年 3月 20日（金）13:00～17:00 

【場  所】サテライトキャンパスひろしま５階 大講義室 

【参 加 者】120名 

【事例発表】＜企業＞テーマ「エコロジーファンド１０年」 

 株式会社中国放送 企画総務局広報部 寺内 優 氏 

＜NPO＞テーマ「子どもたちの幸せな未来をさがして」 

            特定非営利活動法人 どりぃむスイッチ 理事長 中村 友紀 氏 

＜学生団体＞テーマ「災害支援から見た地域のつながりの重要性」 

            OPERATIONつながり 広島大学工学部３年 今川 大樹 ・ 田中 竜人 氏 

＜大学＞テーマ「社会人０年生」 

 広島女学院大学ボランティアセンター 国際教養学部３年 佐藤 綾美 氏 

【ブース展示・交流会】 

(1) NPO法人 陽だまり (16) (独)国際協力機構中国国際センター（JICA中国） 

(2) (株)パソナ (17) NPO法人父子家庭サポートネットひろしま 

(3) 広島女学院大学 (18) ヒロシマピースキャンプ実行委員会 

(4) (株)日本政策金融公庫 (19) タマホーム㈱ 

(5) マツダ㈱ (20) NPO法人 コーチズ 

(6) 公益財団法人 マツダ財団 (21) カゴメ㈱中国支店 

(7) 平和活動サークルＳ２ (22) 広島ガス㈱ 

(8) 広島大学学生ボランティア団体 OPERATIONつな

がり・Mode for Smiles 

(23) NPO法人 ＮＰＯ狩留家 

(24) (株)広島銀行 

(9) NPO法人 HPS国際ボランティア (25) NPO法人 広島経済活性化推進倶楽部（ＫＫＣ） 
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(10) 多世代寺子屋ネットワーク (26) (株)ミチコーポレーション 

(11) 広島経済大学 (27) NPO法人 ふぞろいプロジェクト 

(12) 一般社団法人 百人邑 (28) (株)もみじ銀行 

(13) NPO法人 どりぃむスイッチ (29) NPO法人 あいあいねっと 

(14) 

(15) 

 

学生ＮＧＯ L'harmonie～ラルモニー～・広島

Groo've・FEST-HIROSHIMA・アイセック広島委員

会・学生国際協力団体 Liaison 

(30) あいおいニッセイ同和損害保険(株)広島支

店・中国ＡＤ倶楽部 

  

 

講演 

「僕らの時代を生き残るために！」 

【講  師】植田 紘栄志 氏（株式会社ミチコーポレーション 代表取締役） 

ひろしまＮＰＯ大賞表彰式 

受賞団体：特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま 

 

ひろしまＮＰＯパートナーシップ大賞表彰式 

受賞団体：特定非営利活動法人ＨＰＳ国際ボランティア 

 

■湯来交流体験プログラム事業 

湯来交流体験センター運営の一部委託業 

湯来のまち再生プロジェクト協議会事務局（古民家ＳＡＴＯＹＡＭＡ管理など） 

 

■ウェブ＆セキュリティ人材育成セミナー 

※（一社）百人邑、（有）光琳館、ひろしまＮＰＯセンター共同主催 

第１回 

【日  時】2015年 3月 27日（金）16:00～18:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター交流室（県民文化センター サテライトキャンパスひろしま６階） 

【参 加 者】15名 

 

５．ネットワーク・連携推進事業  

■各種相談業務 

相談件数 ： ８１件 

組織運営に関する相談    ２６件 

法人設立に関する相談    １７件 

会計に関する相談      ３８件 

 

■フレスポ西風新都（ＮＰＯブース出展） 

開催日時：２０１４年１２月７日（日）10：00～16：00 

フレスポ西風新都 

参加者：約５０名 
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■8.20広島市豪雨土砂災害支援活動 

２０１４年８月２０日未明に発生した安佐南区・安佐北区における土砂災害において、ひろしま NPOセン

ターでは、中村隆行、松原裕樹の２名を本部に送り出しほぼ１カ月半にわたって復旧・復興の支援に従事し

た。この間、県内外の多くの諸団体が被災現場で活躍したが、横に連絡が欠け混乱も生じそうであったので、

NPO・NGO連絡会、市民会議等の意見交換の場、協議の場を設定した。（詳細については、別紙参照） 

 

■福島県地域づくり総合支援事業 

広島県内に避難してこられた、東日本大震災被災者によってつくられた広域避難者の会アスチカを支援し、

広島県内の様々な支援団体とのネットワーク構築を行い、相談会の開催、福島県への視察を行った。また、

中国５県の避難者支援団体と中国５県会議を組織化し復興を考えると題したフォーラムを開催した。 

 

■中国５県ＮＰＯ中間支援組織連絡協議会 

第１回連絡会議 

【日  時】2014年 7月 21日（月）9:00～16:00 

【場  所】鳥取市文化センター 会議室 

【参 加 者】ひろしまＮＰＯセンター（中村隆行）、山口県民活動支援センター（伊藤 彰 氏）、とっと

り県民活動活性化センター（毛利 葉 氏）、ふるさと島根定住財団（野拓也 氏）、岡山Ｎ

ＰＯセンター（石原達也 氏） 

 

第２回連絡会議 

【日  時】2014年 9月 25日（月）13:30～16:00 

【場  所】ひろしまＮＰＯセンター交流室（県民文化センター サテライトキャンパスひろしま６階） 

【参 加 者】 ひろしまＮＰＯセンター（中村隆行、山本祐二）、山口県民活動支援センター（伊藤 彰 氏）、

とっとり県民活動活性化センター（毛利 葉 氏）、岡山ＮＰＯセンター（石原達也 氏）    

中国労働金庫（高橋秀樹課長、廣森麻梨子 氏） 

 

第３回連絡会議 

【日  時】2014年 11月 30日（月）9:00～12:30 

【場  所】鳥取大学 

【参 加 者】ひろしまＮＰＯセンター（中村隆行）、山口県民活動支援センター（伊藤 彰 氏）、とっと

り県民活動活性化センター（毛利 葉 氏）、ふるさと島根定住財団（光明浩徳 氏）、岡山

ＮＰＯセンター（石原達也 氏） 

 

 ○委員の派遣 

安藤周治   

広島県河川整備基本方針等検討委員会委員 

コミュニティ政策学会理事 

NPO法人ひろしまね 理事長 

 作木観光協会副会長理事 

鹿児島県薩摩大使 

ローカルマニフィスト中国 運営委員副会長 

内閣府地域活性化伝道師 

三次広域商工会理事 
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北海道むかわ町大使 

総務省地域力創造アドバイザー 

広島県社会教育審議会委員 

広島県公民館運営審議委員   

国土交通省 水源地域支援ネットワーク運営会 座長  

国土交通省 水の里の旅コンテスト審査委員長  

公益財団法人マツダ財団評議委員 

人事院国家公務員倫理モニター  

柏屋安藤製菓舗代表 

総務省過疎門團懇談会委員 

コミュニティ未来創造基金ひろしま 評議員  

山口県中山間地域コーディネーター 

 

三好久美子 

広島県医療費適正化計画検討委員会 委員 

 

中村隆行 

内閣府地域活性化伝道師 

日本 NPO学会（第八期）理事 

広島県平和貢献ネットワーク協議会 幹事 

広島県社会福祉協議会被災者生活支援ネットワーク委員 

自治労広島県職員労働組合 地域政策センター 運営委員 

呉市市民協働推進委員会 委員 

三原市市民活動推進委員会 委員 

尾道市市民協働推進委員会 委員 

広島市男女共同参画審議会 委員 

広島市災害時ボランティア連絡調整会議 委員 

広島市社会福祉協議会広島市ボランティア情報センター 運営委員 
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第２号議案 

特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター

（単位：円）
科　　目 金　　額

 Ⅰ 経常収益
  【受取会費】
    正会員受取会費 710,000 
    賛助会員受取会費 194,000 904,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,774,430 7,774,430 
  【受取助成金等】
    受取助成金 6,730,000 
    受取補助金 2,090,000 8,820,000 
  【事業収益】
    事業　収益 6,210,088 
    受託事業収益 23,862,445 30,072,533
  【その他収益】
    受取　利息 2,195 
    雑　収　益 65,204 67,399 
    経常収益  計 47,638,362 
 Ⅱ 経常費用
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 10,376,300 
      通　勤　費(事業) 136,440 
      法定福利費(事業) 1,135,630 
      人件費計 11,648,370 
    （その他経費）
      売上　原価 35,960 
      諸　謝　金 2,130,407 
      業務委託費(事業) 4,412,349 
      印刷製本費(事業) 1,720,309 
      会　議　費(事業) 39,604 
      旅費交通費(事業) 3,632,751 
      通信運搬費(事業) 412,105 
      消耗品　費(事業) 874,738 
      図書購読費(事業) 36,228 
      水道光熱費(事業) 293,796 
      地代　家賃(事業) 327,500 
      賃  借  料(事業) 4,086,390 
      諸　会　費(事業) 31,000 
      租税　公課(事業) 21,244 
      支払手数料(事業) 320,069 
      支払助成金 6,850,151 
      雑　　　費(事業) 23,166 
      その他経費計 25,247,767 
    事業費  計 36,896,137 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 3,317,000 
      通　勤　費 559,860 
      法定福利費 865,258 
        人件費計 4,742,118 

平成26年度　活　動　計　算　書
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

 

 

 

 



 第 17 回（2015 年度）ひろしま NPO センター通常総会 
 

 22 

    （その他経費）
      業務委託費 776,100 
      旅費交通費 43,190 
      通信運搬費 690,829 
      消耗品　費 64,588 
      修　繕　費 41,580 
      水道光熱費 480,909 
      地代　家賃 1,562,702 
      賃　借　料 49,184 
      諸　会　費 15,000 
      支払　報酬 71,280 
      リース　料 183,052 
      租税　公課 2,588,243 
      支払手数料 54,664 
      支払　利息 344,903 
      雑　　　費 2,560 
      その他経費計 6,968,784 
    管理費  計 11,710,902 
    経常費用  計 48,607,039 
        当期経常増減額 △ 968,677 
 Ⅲ 経常外収益
    過年度損益修正益 2,805 
    経常外収益  計 2,805 
 Ⅳ 経常外費用
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 965,872 
        法人税、住民税及び事業税 71,000 
        当期正味財産増減額 △ 1,036,872 
        前期繰越正味財産額 1,909,472 
        次期繰越正味財産額 872,600  
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特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター

（単位：円）
科　　目 金　　額

 Ⅰ 資産の部
  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 269,495 
      小口　現金 2,000 
      普通　預金 21,847,566 
      定期　預金 50,000 
        現金・預金 計 22,169,061 
    （売上債権）
      未　収　金 10,794,987 
        売上債権 計 10,794,987 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 730,944 
        棚卸資産  計 730,944 
    （その他流動資産）
      前払　費用 633,367 
      立　替　金 101,851 
      仮　払　金 1,714,372 
      短期貸付金 1,710,000 
      貸付金（会計間） 43,000,000 
        その他流動資産  計 47,159,590 
          流動資産合計 80,854,582 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品 493,254 
        有形固定資産  計 493,254 
    （無形固定資産）
      電話加入権 152,880 
      ソフトウェア 140,132 
        無形固定資産  計 293,012 
          固定資産合計 786,266 
    資産の部  合計 81,640,848 

 Ⅱ 負債の部

  【流動負債】
    未　払　金 6,482,906 
    前　受　金 163,621 
    短期借入金 24,800,000 
    借入金（会計間） 43,000,000 
    預　り　金 6,321,721 
      流動負債  計 80,768,248 
    負債の部  合計 80,768,248 
 Ⅲ 正味財産の部
    　前期繰越正味財産額 1,909,472 
    　当期正味財産増減額 △ 1,036,872 
　　 正味財産の部  合計 872,600 
　　 負債・正味財産合計 81,640,848 

平成27年 3月31日 現在

平成26年度　貸　借　対　照　表
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特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター

（単位：円）
科　　目 金　　額

 Ⅰ 資産の部
  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 269,495 
      小口　現金 2,000 
      普通　預金 21,847,566 
      定期　預金 50,000 
        現金・預金 計 22,169,061 
    （売上債権）
      未　収　金 10,794,987 
        売上債権 計 10,794,987 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 730,944 
        棚卸資産  計 730,944 
    （その他流動資産）
      前払　費用 633,367 
      立　替　金 101,851 
      仮　払　金 1,714,372 
      短期貸付金 1,710,000 
      貸付金（会計間） 43,000,000 
        その他流動資産  計 47,159,590 
          流動資産合計 80,854,582 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品 493,254 
        有形固定資産  計 493,254 
    （無形固定資産）
      電話加入権 152,880 
      ソフトウェア 140,132 
        無形固定資産  計 293,012 
          固定資産合計 786,266 
     資産の部  合計 81,640,848 
 Ⅱ 負債の部
  【流動負債】
    未　払　金 6,482,906 
    前　受　金 163,621 
    短期借入金 24,800,000 
    借入金（会計間） 43,000,000 
    預　り　金 6,321,721 
      流動負債  計 80,768,248 
     負債の部  合計 80,768,248 
     正味財産 872,600 

平成26年度　財　産　目　録
平成27年 3月31日 現在
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１　重要な会計方針
　計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　減価法による先入先出法にによっています。
(2) 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２　事業別損益の状況
（単位：円）

科　目
情報収集

提供
団体運営

支援
調査研究・
政策提言

啓発・
研修

ﾈｯﾄﾜｰｸ
推進

事業部門計 管理部門 合計

【経常収益】
　1　受取会費 0 0 0 0 0 0 904,000 904,000
　2　受取寄付金 0 6,906,431 0 5,458 0 6,911,889 862,541 7,774,430
　3　受取助成金 0 0 0 1,230,000 5,500,000 6,730,000 0 6,730,000
　4　受取補助金 0 0 0 90,000 2,000,000 2,090,000 0 2,090,000
　5　事業収益 0 3,725,549 498,448 1,696,966 289,125 6,210,088 0 6,210,088
　6　受託事業収益 0 4,461,023 0 18,501,422 900,000 23,862,445 0 23,862,445
　7　その他収益 0 300 0 0 2,160 2,460 64,939 67,399
　経常収益計 0 15,093,303 498,448 21,523,846 8,691,285 45,806,882 1,831,480 47,638,362
【経常費用】
（1）人件費
　　給料手当 0 1,953,800 0 6,985,000 1,437,500 10,376,300 3,317,000 13,693,300
　　通　勤　費 0 0 0 136,440 0 136,440 559,860 696,300
　　法定福利費 0 0 0 972,220 163,410 1,135,630 865,258 2,000,888
　　人件費計 0 1,953,800 0 8,093,660 1,600,910 11,648,370 4,742,118 16,390,488
（2）その他経費
　　売上原価 0 35,960 0 0 0 35,960 0 35,960
　　諸　謝　金 0 174,000 0 1,898,407 58,000 2,130,407 0 2,130,407
　　業務委託費 356,400 1,860,896 0 1,753,200 441,853 4,412,349 776,100 5,188,449
　　印刷製本費 0 1,006,057 198,300 415,820 100,132 1,720,309 0 1,720,309
　　会　議　費 0 22,415 0 15,889 1,300 39,604 0 39,604
　　旅費交通費 0 170,192 62,480 2,388,364 1,011,715 3,632,751 43,190 3,675,941
　　通信運搬費 250 -249,721 3,810 489,092 168,674 412,105 690,829 1,102,934
　　消耗品費 0 107,419 0 767,319 0 874,738 64,588 939,326
　　図書購読費 0 5,400 0 30,828 0 36,228 0 36,228
　　修　繕　費 0 0 0 0 0 0 41,580 41,580
　　水道光熱費 0 235,930 0 57,866 0 293,796 480,909 774,705
　　リース料 0 0 0 0 0 0 183,052 183,052
　　地代家賃 0 227,500 0 100,000 0 327,500 1,562,702 1,890,202
　　賃  借  料 0 268,244 0 535,454 3,282,692 4,086,390 49,184 4,135,574
　　諸　会　費 0 29,000 2,000 0 0 31,000 15,000 46,000
　　租税公課 0 444 0 20,800 0 21,244 2,588,243 2,609,487
　　支払手数料 0 239,583 0 49,412 31,074 320,069 54,664 374,733
　　支払助成金 0 6,850,151 0 0 0 6,850,151 0 6,850,151
　　支払報酬 0 0 0 0 0 0 71,280 71,280
　　支払利息 0 0 0 0 0 0 344,903 344,903
　　雑　　　費 0 23,166 0 0 0 23,166 2,560 25,726
　　その他経費計 356,650 11,006,636 266,590 8,522,451 5,095,440 25,247,767 6,968,784 32,216,551
　経常費用計 356,650 12,960,436 266,590 16,616,111 6,696,350 36,896,137 11,710,902 48,607,039
　当期経常増減額 -356,650 2,132,867 231,858 4,907,735 1,994,935 8,910,745 -9,879,422 -968,677 

３　借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

　短期借入金 29,000,000 24,800,000 29,000,000 24,800,000

　役員借入金 0 0 0 0

合計 29,000,000 24,800,000 29,000,000 24,800,000

計算書類の注記
特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター 平成27年 3月31日 現在
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第３号議案 2015年度事業計画 
（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 

 

１ 2015年度の目標・基本方針 

ひろしま NPOセンター のビジョン策定（２０１３年～）の第一期（２０１３年～２０１５年）の最終年

にあたる。ホップ（２０１３年～２０１５年）ステップ（２０１６年～２０１８年）ジャンプ（２０１９年

～２０２１年）と飛躍の予定であったが基盤強化は十分ではない。第二期に向けて、２０１５年度は、つぎ

の目標を掲げ、着実に実力をつけていきたい。 

（１） 自主事業の開発実施、寄付会費収入の増大に向けた取り組みを行い、組織の財務基盤の強化を図る

とともに、次世代に向けた組織基盤の確立を図っていく。 

（２） 課題解決に向けた有効な事業を展開する会員 NPOとともに課題解決志向の事業展開を推進する。 

（３） 中間支援組織として、非営利セクター全体の基盤強化や課題解決に取り組む各分野の団体支援、政

策提言（アドボカシー）機能の強化、コーディネート機能の強化に取り組む。 

●事業開発に向けた方針 

 ①ビジョンに掲げたリーディング事業として、中山間地の活性化に向けた事業を立ち上げる。 

 ②ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスのモデル事業を立ち上げる。 

●会員加入の促進による会費収入を上げていく。 

目標３００会員 

●次世代育成に向けた方針 

 ①研修への参加促進 

 ②人材の発掘 

 ③理事・評議員・運営委員・プロジェクトマネジャーへの登用 

●中間支援機能の強化の方針 

 ①支援力、地域力、協働力 セミナー研修の実施で、中間支援の機能を強化していく。 

 ②政策研究会（NPO,、大学研究者、自治体議員などを講師として）を立ち上げ、政策作りや政策提言など

の力をつけていく。 

 

２ センターの運営に関する事項 

 １．通常総会の開催 （第 17回） 

    日 時 2015年 5月 24日（日） 14:30～16:00  

会 場 県民文化センター６Fサテライトキャンパス（広島市中区大手町 1丁目５－３） 

議 題 (1)2014年度事業報告・決算 (2)2015年度事業計画・予算  

(3)基盤強化にむけた改革案について 

 ２．理事会の開催 

   第 1回  2015年 4月 24日（金） 15:00～17:00 

    会 場 県民文化センター６Fサテライトキャンパス 

    議 題 (1)2014年度事業報告・決算   (2)2015年度事業計画・予算 

(3)総会日程及び内容等について 

    ※今後の開催予定 第 2回 2015年 7月  第 3回 2015年 10月   

             第 4回 2016年 1月  第 5回 2016年 3月 



 第 17 回（2015 年度）ひろしま NPO センター通常総会 
 

 28 

３ センターの事業に関する事項 

 

１．情報収集・提供に関する事業 

①県内 NPOの情報収集及び発信による会員獲得 

②データベース構築・活用、ITによる業務改善の推進 

③情報発信・ホームページの充実―有用な情報の受発信 

 

２．各種団体の運営支援事業 

①資金循環システムの構築 

・広島の海の環境保全活動助成事業（株式会社アサヒビール・広島県との提携事業） 

・中国ろうきん NPO立上げ助成金 

・中国ろうきん NPO寄付システム 

・ひろしま NPOサポート倶楽部 

・公益財団法人コミュニティ未来創造基金ひろしま 共催として財務基盤強化セミナーの開催 

 

②組織基盤強化 

・Panasonic組織基盤強化ワークショップ 

・什器備品等の寄贈プログラム 

 ひろしまイーパーツ PCリユース事業 

・企業等からの什器備品の仲介 

 

③人材育成・ノウハウの提供 

・広島市創業支援事業 

・福山市まちづくりサポートセンター（ボランティア・ＮＰＯ相談） 

・多様な主体による地方部の地域づくり活動支援体制構築事業 

・プロボノ登録と受入 NPO募集・マッチング 

 

④拠点提供 

・NPO・市民活動団体拠点提供事業（広島市市民局市民活動推進課との連携）・ 

 

３．調査・研究・政策提言事業 

・県立広島大学重点研究事業 

・中国５県中間支援組織連絡協議会 

 

 

４．啓発・研修事業 

・ＥＳＤ環境プログラム事業 

・広島県環境リーダー養成研修 

・福山市まちづくりリーダー養成講座事業 

・SAVE JAPANプロジェクト 2015（日本 NPOセンターとの連携事業） 

・たちまち全員集合（ＮＰＯパートナーシップ大賞） 

・湯来交流体験プログラム事業 

・ウェブ＆セキュリティ人材育成セミナー[（一社）百人邑、（有）光琳館、共同主催] 
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５．ネットワーク・連携推進事業 

・各種相談業務 

・県外自主避難者等への情報支援事業 

・大和リース「フレスポ西風新都社会貢献活動」プロジェクト 

・広島ＮＧＯネットワーク 

・中国 NGOネットワーク 

・西中国山地観光施設等連協議会 

 

 

 

６．その他目的を達成するために必要な事業 

・講師・委員の派遣 

・会議・NPO関連行事の参加 

・協力・連携事業の推進 
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第4号議案

Ⅰ  経常収益
１  会費収入受取会費

正会員受取会費（２００口×５，０００円、１０口×３０，０００円） 1,300,000
協力会員受取会費（１００口×３，０００円） 300,000
小計 1,600,000

２  事業収益
情報収集提供事業 20,000
共同事務所運営事業 1,000,000
相談・講師派遣事業 700,000
研修セミナー事業 100,000
環境省ＥＳＤ人材育成事業 15,000,000
広島県環境リーダー養成講座事業 1,400,000
中山間地域活性化に向けた支援事業 3,500,000
県外自主避難者等への情報支援事業 5,000,000
湯来交流体験プログラム事業 1,200,000
広島市創業支援事業 1,000,000
福山市まちづくりサポートセンター相談業務事業 850,000
福山市まちづくりリーダー養成講座事業 500,000
SAVE JAPANプロジェクト 1,100,000
小計 31,350,000

３  受取寄付金・受取助成金
受取寄付金（アサヒ海の環境保全、ろうきん・サポート寄付等） 8,300,000
小計 8,300,000

４　その他収益
受取利息・雑収益 10,000 10,000
経常収益計（A） 41,260,000

Ⅱ  経常費用
１  事業費

情報収集提供事業 20,000
共同事務所運営事業 2,000,000
相談・講師派遣事業 700,000
研修セミナー事業 100,000

環境省ＥＳＤ人材育成事業 12,700,000
広島県環境リーダー養成講座事業 1,100,000
多様な主体による地方部の地域づくり活動支援体制構築事業（国土交通省） 3,300,000
県外自主避難者等への情報支援事業 4,200,000
湯来交流体験プログラム事業 960,000
広島市創業支援事業 1,425,000
福山市まちづくりサポートセンター相談業務事業 600,000
福山市まちづくりリーダー養成講座事業 260,000
SAVE JAPANプロジェクト 740,000
寄付金配分事業 6,600,000
事業費計 34,705,000

２  管理費
(1)人件費

役員報酬 0
給料手当 2,430,000
法定福利費 370,000
人件費計 2,800,000

(2)その他経費
旅費交通費 50,000
通信運搬費 700,000
消耗品費 70,000
地代家賃 1,560,000
貸借料 50,000
水道光熱費 840,000
リース料 180,000
支払報酬 80,000
諸会費 15,000
租税公課 50,000
雑費 10,000
その他経費計 3,605,000

管理費計 6,405,000
経常費用計（Ｂ） 41,110,000

当期正味財産増減額（Ａ）－（Ｂ） 150,000       
前期繰越正味財産額 872,600       
次期繰越正味財産額 1,022,600     

２０１５年度（平成２７年度） 「特定非営利活動に係る事業会計」　活動予算書（案）
      平成２７年４月１日  から  平成２８年３月３１日まで

特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター
科    目  ・  摘    要 金    額

 


