
2018年度事業計画（案） 

（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日） 

 

Ⅰ センターの運営に関する事項 

 

１．通常総会の開催  

■第 20回通常総会 

【日  時】平成 30年 6月 23日（土）10:00～12:00 

【場  所】ひろしま NPOセンター大学連携室（広島市中区大手町 1-5-3 広島県民文化センター6F） 

【議  題】(1)2017年度事業報告及び決算報告（案） 

(2)2018年度事業計画及び活動予算（案） 

(3)定款の変更 

(4)役員の選任 

 

２．理事会の開催  

■第 1回理事会 

【日  時】平成 30年 5月 29日（火） 16:00～17:30 

【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】14名中 7名出席（他監事 1名出席） 

【議  事】(1)2017年度事業報告及び決算報告（案） 

(2)2018年度事業計画及び活動予算（案） 

(3)定款の変更 

(4)役員の選任 

(5)ひろしま NPOセンター20周年行事 

 

３．組織運営（役員・事務局） 

■役員（理事・監事）※第 20回通常総会で「理事の選任（案）」が可決された場合 

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 

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 五百竹 宏明 県立広島大学経営情報学部 准教授 学識経験者 



金谷 信子 

児玉 宏 

田中 豊光 

茶山 ちえ子 

 

増田 勇希 

村田 民雄 

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 NPOセンター 

特定非営利活動法人 e＆ｇ研究所 理事長 

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 
 

 

■事務局 

【職員数】 

2018年 4月 1日現在  22名（常勤 11名、非常勤 11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 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 赤澤 直樹 非常勤 コーディネーター 業務運営 

【業務運営スタッフ】 

○環境省事業／常勤 3名          ※別事業所（広島市中区） 

○JICA事業／非常勤 1名          ※別事業所（東広島市） 

○子育て支援事業／常勤 4名＋パート 9名   ※別事業所（広島市中区） 

 

 

Ⅲ センターの事業に関する事項 

 

■事業概要 

事業名／契約先等 区分 

１．情報収集提供事業 

 

情報収集 継続 

データベース構築・活用 継続 

情報発信 継続 

２．各種団体の運営支援事業 

（１）資金循環システムの構築 

 
中国ろうきん NPO寄付システム／中国労働金庫 継続 

中国ろうきん NPO立ち上げ助成／中国労働金庫 継続 



ひろしま NPO サポート倶楽部（良和ハウス寄付プログラム）／ひろしま NPO サポー

ト倶楽部、株式会社良和ハウス 
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 継続 

（２）組織基盤強化 

 

イーパーツリユース PC寄贈プログラム／認定特定非営利活動法人イ―パーツ 継続 

NPO事務局セミナー＆NPO事務力検定／特定非営利活動法人岡山 NPOセンター 継続 

什器備品等の寄贈プログラム／県内企業等 継続 

組織基盤強化ワークショップ／認定特定非営利活動法人日本 NPOセンター 新規 

（３）人材育成・ノウハウの提供 

 

地域課題解決ネットワーク／日本政策金融公庫ほか 継続 

ソーシャルビジネス支援ネットワークひろしま／日本政策金融公庫ほか 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 継続 

廿日市市市民活動相談業務／廿日市市 新規 

（４）拠点提供 

 
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 継続 

広島県民文化センター「サテライトキャンパス」／教育ネットワーク中国 継続 

３．調査・研究・政策提言事業 

 

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 継続 

社会的インパクト評価／内閣府 継続 

休民預金制度／全国 NPO支援センター 継続 

４．啓発・研修事業 

 

ひろしま山の日実行委員会事務局／ひろしま山の日実行委員会 継続 

平成 30年度広島県環境学習指導者専門研修業務／広島県 継続 

平成 30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 
継続 

「Green Gift地球元気プログラム 2017」運営支援に関する委託業務／認定特定非営

利活動法人日本 NPOセンター 
継続 

2017年度開発教育支援事業／独立行政法人国際協力機構 中国国際センター 継続 

2017年度青年研修「東ティモール」コース／独立行政法人国際協力機構 中国国際セ

ンター 
新規 

2017年度青年研修「ミャンマー」コース／独立行政法人国際協力機構 中国国際セン

ター 
新規 

NGO等活動支援事業 NGO等提案型プログラム「地域の力を活かせる NGOになるため

のステップアッププログラム」／独立行政法人国際協力機構 中国国際センター 
継続 

SAVE JAPAN プロジェクト ／認定特定非営利活動法人日本 NPOセンター、損保ジャ

パン日本興亜株式会社 
継続 

親子での体験活動プログラム普及に係るサテライト講座業務／広島県教育委員会 継続 



平成 30年度広島県子育て支援員研修事業業務／広島県 継続 

５．ネットワーク・連携推進事業 

 

各種相談業務 継続 

ひろしま未来交流会 継続 

ひろしま未来コミュニティ／広島県 継続 

ひろしま県民活動表彰／広島県 継続 

たちまち全員集合／たちまち全員集合実行委員会 継続 

東日本大震災県外自主避難者等への情報支援事業 継続 

広島 NGOネットワーク 継続 

中国 NGOネットワーク 継続 

６．その他目的を達成するために必要な事業 

 

広島市地域子育て支援拠点事業等に係る補助事業（中区）／広島市 継続 

広島市地域子育て支援拠点事業等に係る補助事業（安佐南区）／広島市 新規 

産後サポートの拠点づくり事業／独立行政法人福祉医療機構 継続 

委員・講師等の派遣 継続 

会議・関連行事の参加 継続 

協力・後援・連携事業の推進 継続 

 


