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第 1号議案 2011年度事業報告（案） 

（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

Ⅰ ひろしまNPOセンターこの 1年 

 2011年度については、ひろしまNPOセンターが、中間支援組織として新たに再構築することを念頭に、第 1

に、中間支援組織としての役割についての見直しと機能の強化について、第 2に、ひろしまNPOセンターの組

織基盤強化、特に財政面と組織体制面の両方からの見直しを行い、中・長期の経営戦略を策定することを目標と

した。 

  基本方針  成果 

各 NPO の信頼性の向上による継続的支援体制づくりと

情報開示促進による信頼度アップ・発信力アップを図る。 

前年度よりも情報の開示は進んだが、伸び率は停

滞気味と判断。十分な成果をあげ得なった。 

資源（ヒト・モノ・資金・情報）循環によるNPOの基盤

強化、とくに財政支援機能の充実を図る。 

資源循環システムの充実を図ったが、年度内のフ

ァンド設立はできなかった。 

行政・企業との協働の推進を図る。 協働の推進には一定の成果をあげた。 

市民参画の推進を図り、NPO応援団によるネットワーク

を構築する。 

プロボノの推進をはかり、基盤は整備したが、こ

れからの実践にかかっている。 

コンサルティング・コーディネーター機能を充実する。 一定の成果はあった。 

ガバナンス機能の体制整備と理事会の活性化を図る。 不十分であった。 

プロジェクト推進体制の整備を図る。 整備できた。 

財政基盤の確立を図る。 引き続きの課題。 

2011年度の評価を行い、2012年度に「中期経営戦略」を提案・策定する。 

 

Ⅱ センターの運営に関する事項  

１．通常総会の開催  

   第13回  2011年5月29日（日） 13:00～15:30  正会員128名中75名出席（うち54名委任） 

会 場 幟会館2F 会議室C（広島市中区八丁堀3-1） 

内 容 (1)2010年度事業報告・決算 (2)2011年度事業計画・予算 (3)2011年度役員変更 

 

２．理事会の開催  

第1回  2011年5月10日（火） 16:30～18:30 16名中 10名出席 （他監事1名出席） 

会 場 幟会館2階会議室A（広島市中区八丁堀3－1） 

議 題 (1)2010年度事業報告・決算      (2)2011年度事業計画・予算 

(3)2011年度の役員変更と推進体制   (4)その他 （総会日程等） 

第2回  2011年10月5日（水）15:00～17:30 15名中 11名出席 

会 場 幟会館2階会議室A（広島市中区八丁堀3－1） 

議 題 (1)2011年度事業進捗状況及び、後期以降の事業予定 

 (2)広島県新しい公共支援事業及び、次年度以降のセンターの方向性について 

(3)借入金の短期借入及び、財務状況 

   第3回  2012年12月26日（月）15:00～16:40 15名中 8名出席 （他監事1名出席） 

    会 場 幟会館2階会議室A（広島市中区八丁堀3－1） 
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    議 題 (1)2011年度事業進捗状況と年度末・次年度にむけての事業計画（報告） 

        (2)ひろしまNPOセンター中期計画策定の件 

 

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）＞2011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・常務理事 中村 隆行 センター長 県西部 

常務理事 毛利 葉 事務局長  

理事 浅野 ジュン 

五百竹 宏明 

伊木 剛二 

児玉 宏 

末田 紘 

竹野 宗彦 

茶山 ちえ子 

鍋島 一仁 

村田 民雄 

山本 一隆 

吉田 修 

中国・地域づくり交流会 事務局長 

県立広島大学経営情報学部 准教授 

広島商工会議所 総務部長 

NPO法人コーチズ 代表理事 

前 広島国際大学教授 

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法人ひろしまレクリエーション協会 会長 

NPO法人e＆ｇ研究所 理事長 

中国新聞社 副社長 

広島県労働者福祉協議会 事務局長（12月末迄） 

NPO 

学識経験者 

経済団体 

NPO 

学識経験者 

経済団体 

NPO 

NPO 

NPO 

メディア 

労働福祉団体 

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 

 

 

＜プロジェクトチーム＞ 

「広島県社会的企業育成事業」「広島市CB・社会的企業育成事業」「内閣府SBネットワーク大学事業」 

「厚生労働省基金訓練事業」「アスカネット NPO 広報活動支援事業」「アサヒビール・広島の海の環境保全

プロジェクト」「広島県教委高校生の『起業家精神』育成事業」等（以上継続） 

「環境省中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）運営業務」、「（広島市）交流体験型観光の

企画開発業務」、「広島県次代の親育て促進ネットワーク構築推進事業」、「NPO法人パートナーシップ・サポ

ートセンター～ソーシャルビズネス・企業連携支援機能強化事業」、「広島県新しい公共支援事業＜非営利組

織のマネジメント力強化研修事業＞＜中間支援強化事業＞＜NPOシンポジウム事業＞」等（以上新規） 

 

＜事務局＞ ※センター職員の人材育成 

 (1)スタッフ会の開催 2011年4月5日、4月27日、6月8日、7月28日、8月1日、9月12日 

10月19日、10月21日、12月8日、2012年3月28日 

  集団スタッフ研修 3月28日（ 講師：嵯峨生馬、岡本祥公子、岩渕美華（NPO法人サービスグラント） 

(2)事務局体制 2012年3月31日現在 20名（常勤19名、非常勤1名） 

センター長 中村隆行…相談事業、助成事業、広島県社会的企業事業、広島市CB事業 

     内閣府SBネットワーク大学、、広島市交流体験型観光の企画開発事業、共同募金等 

事務局長 毛利葉……相談事業、助成事業、情報発信、基金訓練事業、次代の親育て事業他 

スタッフ 田中尚美…アサヒ助成事業、基金訓練事業等 

松村渉……広島市CB事業、内閣府SBネットワーク大学、データ管理業務等 
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      日本NPOセンターの仲介による被災地の中間支援組織に派遣 

…2011年6月（3週間） NPO法人杜の伝言版ゆるる（宮城県） 

             広島県新しい公共支援事業「中間支援組織強化事業」の人材育成として派遣 

 2012年2～3月（1ヶ月間） NPO法人サービスグラント（東京都） 

       山本祐二…広島市交流体験型観光の企画開発事業、総務業務等 

       下稲浩二…広島県社会的企業事業、経理業務等 

       檀上鎮孝…内閣府SBネットワーク大学、基金訓練事業等（2011年8月1日～） 

       森脇竜一…次代の親育て促進ネットワーク構築推進事業等（2011年8月16日～） 

       結城隆文…NGO研究会業務等（2011年9月1日～2012年3月31日） 

       松尾健司…調査業務等（2011年9月5日～） 

広島県雇用創出基金事業「広島市内におけるコミュニティビジネス・社会的企業促進事業」 

小原真奈…from grassroots広島（2011年6月1日～2012年2月29日） 

藤本康秀…NOWキャンペーン実行委員会（2011年7月1日～11月30日） 

大谷和也…NOWキャンペーン実行委員会（2011年12月1日～2012年2月29日） 

安彦恵里香…㈲S-Produce（2011年6月1日～2012年2月29日） 

山内美緒…NPO法人子どもコミュニティネットひろしま(2011年6月1日~2012年2月29日) 

     環境省「中国環境パートナーシップオフィス」運営業務（EPOちゅうごく勤務、2011年4月1日～） 

        山本峰司、狩野美紀子（非常勤） 

榎木志保（～2011年12月31日）、高橋恵子（2012年3月1日～） 

広島県緊急雇用対策基金事業「（広島市）交流体験型観光の企画開発業務」 

        政岡志延（八丁堀勤務）（2011年4月18日～2012年3月31日） 

樽山尚幸（湯来事務所勤務）（2011年4月18日～） 

龍口しおり（湯来事務所勤務）（2011年4月18日～6月30日） 

竹内雅人（湯来事務所勤務）（2011年8月17日～2012年3月31日） 

 

＜中間支援組織活性化懇談会＞ 

平成 23 年度広島県新しい公共の場づくりのためのモデル事業の１つとして広島県と共同で申請・採択され

た「中間支援組織強化事業」（平成23年10月20日付広島県補助事業）における会議体として設置し、中間支

援組織としてのひろしまNPOセンターの今後のあり方や強化の方向性について検討をすすめ、「中期ビジョン

案」を作成するとともに、以下のワーキンググループを設置し組織強化につながる事業について検討を行った。 

 

委 員

長 

井上 善海 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専

攻教授 

学識経験者 

委員 大西 健丞 

富野 岳士 

森信 秀樹 

井原 邦夫 

 

藤永 隆司 

中村 隆行 

NPO法人ピースウインズ・ジャパン 代表理事 

NPO法人国際協力NGOセンター 事務局次長 

広島経済同友会 常任幹事 

株式会社日本政策金融公庫広島支店国民生活事

業こくきん創業支援センター中国 所長 

広島県環境県民局県民活動課 課長 

NPO法人ひろしまNPOセンター センター長 

NPO等／資源WG委員 

NPO等／情報WG委員 

企業／資源WG委員 ※グループ長 

金融機関／資源WG委員 

 

県／資源WG委員 

NPOC／資源WG委員 

WG 

委員 

嵯峨 生馬 

下宮 勇生 

毛利  葉 

NPO法人サービスグラント代表理事 

㈲S-Produce代表取締役 

NPO法人ひろしまNPOセンター事務局長 

情報WG委員  ※グループ長 

情報WG委員 

情報WG委員 
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・「中間支援組織活性化懇談会」第1回 11月11日（水）、第2回 11月25日（金）、第3回 12月13日（火） 

              第4回 1月16日（月）、第5回 2月20日（月）、第6回 3月29日（木） 

・「各種資源のマッチング及びデータベース構築と情報発信強化に関するワーキンググループ」 

              第1回 2月3日（水）、第2回 2月20日（月）、第3回 3月5日（月） 

・「NPOの資金循環を活性化するしくみづくりに関するワーキンググループ」 

              第1回 3月21日（水）、第2回 3月29日（木） 

※いずれも幟会館会議室で開催 

 

Ⅲ センターの事業に関する事項 

１．情報収集提供事業  

（１）ニュースレター等の発行   

「ニュースレター」の発行ができていないが、広島県内 NPO 法人及び会員に対して、全国及び広島県内の

NPOに関する情報、法・税制改正問題、主催事業の案内等、有用な情報を定期的に提供・送付（11回）。 

2011年5月2日、5月20日、7月8日、8月5日、9月7日、10月21日、12月16日 

2012年1月17日、1月26日、2月24日、3月19日発行 

 

（２）ブログの運営（イベントの案内や当日の報告内容等を掲載） 

 年 度 アクセス数  ※■＝2,000件 累 計 

2008年（H20） □（1,350件） 1,350件 

2009年（H21） ■□（2,500件） 3,850件 

2010年（H22） ■■（4,150件） 8,000件 

2011年（H23） ■■■（6,000件） 14,000件 

 

（３）ひろしまNPO情報ステーション（HP）の運営 

 年 度 アクセス数  ※■＝2,000件  累 計 

2001年（H13） ■■■■（8,000件） 8,000件 

2002年（H14） ■■■■■（10,000件） 18,000件 

2003年（H15） ■■■■■□（11,000件） 29,000件 

2004年（H16） ■■■■■□（11,000件） 40,000件 

2005年（H17） ■■■■■■■■■■■■（24,000件） 64,000件 

2006年（H18） ■■■■■■■■■■■■■■■（30,000件） 94,000件 

2007年（H19） ■■■■■■■■■■■■■■（28,000件） 122,000件 

2008年（H20） ■■■■■■■■■■■■■■（28,000件） 150,000件 

2009年（H21） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□（37,000件） 187,000件 

2010年（H22） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■（40,000件） 227,000件 

2011年（H23） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□（49,000件） 276,000件 

 ＜HP掲載内容＞①ひろしまNPOセンター設立のミッション、②団体概要、③役員、④事業紹介 

⑤助成金情報、⑥行政情報、⑦全国的なNPO情報、⑧イベント情報、⑨NPO法制度 等 

・その他HPによる情報発信：「中国地域CB／SBサポートセンター」HPによりCB/SBに関する情報を提供 

「EPOちゅうごく」HPをリニュアール。環境に関する情報を提供 

「広島ツーリズム大学」HP開設。ツーリズム大学の情報を提供 

子どもと体験情報サイト「うぃずきっず」HPを開設 
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子育て支援ボランティア及び、受入団体等の登録・マッチング 

              NPOサービスグラントのHPを活用 

サービスグラント広島のプロボノ及び、受入NPO等の登録・マッチング 

 

（４）団体情報の収集・開示推進事業 

・「団体情報ライブラリー（NPO・企業・行政等）」を事務所内に開設（事業報告書のファイリング資料等） 

・日本財団CANPANと連携した地域公益ポータルサイト「もみじコミュニティ」の登録団体 

・「地域・テーマ公益ポータル推進プロジェクト会議」全国会議・フォーラム：11月12日（土）東京 

 ※広島県新しい公共支援事業「中間支援機能強化事業」における「コーディネート機能の強化」事業 

・マッチングのためのデータベースの設計及び、HPのリニュアールについて検討 

 

２．サポート事業 

（１）拠点提供事業 共同事務所の運営 広島市との協働事業 

「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」（2009年4月～2013年3月）。 

入居団体間ネットワーク構築事業「寄合」の開催 

2011年9月13日（火）、11月10日（木）、12月27日（火）、2012年2月8日（水） 

2011年度入居団体は、以下の9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 退出時期 

 NPO法人中国キャリアコンサルタント研究会 2007年6月1日 2011年5月31日退出 

 NPO法人子どもコミュニティネットひろしま 2007年7月1日 2011年6月7日退出 

 社団法人ガールスカウト日本連盟広島県支部 2009年3月1日 2011年6月12日退出 

 広島市民ハイキング 2010年1月1日 2012年1月31日退出 

 ブンメシ・THEATER PROJECT・ ひろしま 2010年2月15日 2012年3月31日退出 

現 夢現大学 2009年11月1日 2011年10月31日⇒延長可 

現 特定非営利活動法人ひろしまジン大学 2010年1月1日 2011年12月31日⇒延長可 

現 舞台芸術制作室 無色透明 2010年3月1日 2012年2月29日⇒延長可 

現 広島ハーネスの会 2010年5月1日 2012年4月30日⇒延長可 

現 広島県華僑華人総会 2011年4月15日 2013年4月14日 

現 特定非営利活動法人ひろしまヒューマン 2011年6月1日 2013年5月31日  

現 特定非営利活動法人広島市観光アシスタント協会 2011年7月1日 2013年6月30日 

 

（２）相談事業 

・「幟会館事務所」における相談事業（随時）…NPO法人設立、助成金申請相談、財務会計等の相談に対応。 

内 容 件 数 団体数 内 容 件 数 団体数 

法人設立相談 20 8 運営相談 32 10 

資金調達相談 15 7    

助成金申請相談 10 19 計 77件 44団体 

 

（３）資金［協賛・寄付］・什器等提供事業 

※広島県新しい公共支援事業「中間支援機能強化事業」における「資金循環を活性化する仕組みの構築」 

①ひろしまNPO活動奨励賞  ※今年度は協賛企業がなく、休止。 

②中国ろうきんNPO寄付システム 緊急配分 
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3月11日後、3月末迄より随時募集。事務局担当者（中村）により選考を行い、6つのNPO法人に配分。 

災害救援分野への寄付金を充当 

配分決定団体（NPO法人） 所在地 実施期間／実施場所 配分額 

NPO 法人西城さとやま交流

館（2010年度枠） 

庄原市 2011年3月24～25日／福島県いわき市 50,000 

NPO法人あいあいねっと 広島市安佐北区 2011年3月14日～4月30日／東日本全域 50,000 

NPO法人ひろしま自然学校 広島市西区 2011年4月1日～5月31日／福島県いわき市 50,000 

NPO法人ANT-hiroshima 広島市中区 2011年4月27日～7月27日 

／福島県いわき市・子育て支援ネットワーク 

50,000 

NPO 法人日本資格・技術開

発協会 

広島市中区 2011年5月13～14日／宮城県亘理町役場 50,000 

NPO法人住環境測定協会 安芸郡府中町 2011年4月10日～7月20日 

／福島県、宮城県、岩手県 

50,000 

合計   6団体 300,000 

2011年度は、「通常枠」に加え、東日本大震災救援活動に対する「特別枠」を設定した。 

2月15日（水）〆切で募集し、2月29日（水）事務所で審査委員会を開催。「通常枠」は応募団体23団体

中8団体に70万円、「特別枠」は応募団体2団体中1団体に5万円、総額9団体に75万円の助成を決定。 

2012年3月11日（日）広島市南区民文化センター大会議室にて、助成金配分式を行った。 

挨拶・授与：向井髙志（中国労働金庫広島県営業本部長） 

＜選考委員＞（長）三好久美子（余暇開発士）、山本恵由美（もりメイト倶楽部Hiroshima副会長） 

      五百竹宏明（県立広島大学経営情報学部准教授） 

中村隆行（NPO法人ひろしまNPOセンター副代表理事） 

 ＜通常枠＞ 

分野 配分決定団体（NPO法人） 所在地 配分額 

保健・医療・福祉 NPO法人家族と教育を考える会 福山市 100,000 

NPO法人ひろしま女性NPOセンター未来 廿日市市 100,000 

学術・文化芸術・スポーツ NPO法人青竜スポーツクラブ 三原市 50,000 

環境保全 NPO法人アイエヌイーおおあさ 山県郡北広島町 100,000 

NPO 法人資源をむだにしない生活を考える庄

原市民の会エコ燃料グループ 

庄原市 100,000 

国際協力 NPO法人ベトナム友の会―ヒロシマ― 広島市安佐北区 50,000 

子どもの健全育成 NPO法人三次おやこ劇場 三次市 100,000 

NPO法院子育てネットゆめもくば 東広島市 100,000 

合計   8団体 700,000 

＜特別枠＞ 東日本大震救援活動（広島県内での被災者支援活動を含む） 災害救援分野の寄付金を充当 

配分決定団体（NPO法人） 所在地 実施期間／実施場所（予定） 配分額 

NPO法人うたしの会 広島市佐伯区 2012 年 4 月 27～28 日／宮城県仙台市若林区

JR南小泉仮設住宅 

50,000 

合計   1団体 50,000 

 

③ひろしまNPOサポート倶楽部 

 2011 年度は、2 月 15 日（水）〆切で募集し、2 月 29 日（水）事務所で選考委員会を開催。応募団体団体

15団体中7団体に総額70万円の助成を決定。2012年3月11日（日）広島市南区民文化センター大会議室に
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て、助成金配分式を行った。挨拶・授与：五百竹宏明（県立広島大学経営情報学部准教授） 

＜選考委員＞（長）五百竹宏明（県立広島大学経営情報学部准教授）、三好久美子（余暇開発士） 

山本恵由美（もりメイト倶楽部Hiroshima副会長） 

中村隆行（NPO法人ひろしまNPOセンター副代表理事） 

配分決定団体（NPO法人）  配分額 

NPO法人善菊会「『厳島神社で平家物語を聴く会』事務局運営」 三次市 100,000 

NPO法人瀬戸内里海振興会「みなと七夕祭り（オアシス）広島」 広島市中区 100,000 

NPO法人マツタケ山再生研究会「マツタケ山を守るための地域活動」 庄原市 100,000 

NPO法人七塚原自然体験研究センター「薬草教室と薬膳料理教室」 庄原市 100,000 

NPO法人学習支援ヴァパウス「Youth Art Project」 福山市 100,000 

NPO 法人フリースクール・グロービー「肥満解消！生活習慣病予防！ボクシ

ングトレーニングでダイエットしよう」 

安芸郡海田町 100,000 

NPO 法人グリーンラインを愛する会「グリーンラインの捨てられた犬保護活

動『グリーンラインの犬達の会』2012年度交流会」 

福山市 100,000 

     合計    7団体 700,000 

 

④広島の海の環境づくりプロジェクト2011「海の環境保全活動助成金」 

2011年6月5日、広島県庁前で開催された環境の日大会において、アサヒビール中国統括本部広島支社「ア

サヒスーパードライ『うまい！を明日へ！』プロジェクト」第4弾寄附金贈呈式が行われ、渋谷博久アサヒビ

ール株式会社執行役員中国統括本部長より安藤周治NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事へ目録が送られ

た。ひろしまNPOセンターへの寄附金額は9,979,120円。 

7 月 4 日（月）第 1 回運営委員会を、中国環境パートナーシップオフィス事務局で開催（参加 7名）。7月

25日（月）〆切で募集し、7月 28日（木）に中国環境パートナーシップオフィス事務所で第 2回運営委員会

（審査会）を開催し、応募団体22事業中20事業（19団体）に総額約376万円の助成を決定し配分した。 

審査委員：（長）中越信和（広島大学大学院国際協力研究科教授）、金谷信子（広島市立大学国際学部准教授） 

石友康雄（広島県環境県民局環境部環境政策課長）、中村隆行（ひろしまNPOセンターセンター長） 

山本峰司及び狩野美紀子（NPO法人中国環境パートナシップオフィススタッフ） 計5名 

  アドバイザー：松尾健司（環境カウンセラー）スタッフ：毛利、田中（ひろしまNPOセンター） 計7名 

「広島の海の環境づくりプロジェクト2011（2011年8月～2012年1月15日）」20事業 総額約376万円 

①海をまもる地域活動 上限10万円 

阿多田島漁業協同組合「阿多田島漁業協同組合海浜清掃」 大竹市 39,600 

大羽谷川流域の環境を考える会「大羽谷川流域の環境美化活動」 尾道市 92,000 

江田島市立三高小学校「里海学習『三高の浜をきれいに 大作戦！！』」 江田島市沖美町 90,348 

尾道市浦崎小学校「里海活動」 尾道市 90,000 

江田島カヌークラブ「カヌーによる江田島観光の活性化」 江田島市 90,000 

脱温暖化門田地域協議会『炭焼きの里チーム』「門田川の清掃、草刈り活動」 尾道市 86,860 

NPO法人フリースクール・グロービー「海の大切さを知り、海を守る子どもた

ちの育成活動」 
安芸郡海田町 100,000 

②海をつくる本格活動 上限50万円 

能美脱温暖化未来会議「鹿川湾近海温暖化による魚介類調査と海ごみクリーンプ

ロジェクト」 

江田島市能

美町 
165,000 

海の会「海の会『広島湾クリーン作戦』」 広島市中区 500,000 

NPO法人瀬戸内里海振興会「住民参加型、尾道市浦崎町（松永湾）孝雄地区希少 広島市中区 500,000 
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生物保全活動」 

NPO法人自然環境ネットワークSAREN「アオアオサ除去と肥料化活用推進事業」 広島市中区 500,000 

元気っ子プロジェクト「『田島の海を育てる』プロジェクト」 福山市 500,000 

③海につながる県内活動 上限20万円 

永田川カエル倶楽部「永田川の河川環境再生プロジェクト」 江田島市 6,237 

栗原町内会連合会「河川清掃活動等環境整備活動」 尾道市 120,000 

宮島の磯・生き物調査団「磯・干潟の生物調査及び周辺の自然環境調査・清掃ゴ

ミ調査＆その他」 
広島市南区 108,000 

エコロジー研究会ひろしま「H23年度太田川『リバーエコロジー大学』～河川環

境整備とハゼ釣り大会」 
広島市中区 150,000 

NPO法人瀬戸内里海振興会「在来海浜植物種による瀬戸内海の海浜ビオトープ再

生活動（継続）」 
広島市中区 200,000 

NPO法人自然環境ネットワークSAREN「広島湾周辺漂着物削減対策」 広島市中区 200,000 

NPO法人キャリアネット広島「地域若者サポートステーション事業『若者交流館』」 広島市中区 100,000 

くい環境会議「御調川と海の救出作戦」 三原市 125,000 

19団体20事業 3,757,045 

2011 年 8 月 2 日、県庁記者クラブにおいて、アサヒビール中国統括本部広島支社「アサヒスーパードライ

『うまい！を明日へ！』プロジェクト」第4弾の配分結果の説明会及び第5弾のご案内の記者会見が開催され

た。引き続き、寄付先がNPO法人ひろしまNPOセンターとなった。記者会見参加者は、大塚直樹（アサヒビ

ール株式会社中国統括本部広島支社長）、青山秀雄（広島県環境県民局環境部環境政策課環境学習推進グループ

主査）、安藤周治（NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事）ら。 

2012年 3月 7日に県庁記者クラブにおいて、第 5弾の寄付金授与式の記者発表が開催された。参加は、林

忠男（アサヒビール株式会社広島支社支社長）、青山秀雄（広島県環境県民局環境部環境政策課環境学習推進グ

ループ主査）、安藤周治（NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事）ら。 

「2010年度、2011年度広島の海の環境づくりプロジェクト」報告書作成 

 

⑤備品のリユース寄贈事業 

・「第3回ひろしまイーパーツPCリユース事業」 

認定NPO法人イーパーツ、ひろしま市民活動ネットワークHEART to HEARTとの共催企画 

応募期間：2011年8月4日（木）～9月5日（月） 

三者で選考会：2011年9月12日（月）主催三者 HEART to HEART 事務所 

応募団体17団体38台のうち11団体20台を決定。うち1団体1台分辞退。 

寄贈式＆セキュリティ双六大会 inひろしま：2011年10月16日（日）第3ウエノヤビル5階G号室 

配分決定団体名 所在地 寄贈台数 

NPO法人いきいき農業応援し隊 広島市安佐南区 1 

NPO法人こどもステーション 福山市 3 

NPO法人広島鯉城断酒会 広島市中区 1 

NPO法人ふたば 広島市西区 2 

NPO法人お年寄りの家ことぶき 広島市東区 2 

NPO法人地域ネットくれんど 呉市 3 

NPO法人子育てネットゆめもくば 東広島市 2 

NPO法人あいあい広場 福山市 3 
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NPO法人もちもちの木 広島市西区 1 

NPO法ひろしまジン大学 広島市中区 1 

10団体 
 

19 

・お菓子寄贈 

  寄贈者：明治ホールディングス株式会社及び株主（日本NPOセンターからの推薦依頼） 

  寄贈対象：「障がいのある子どもたちを対象にした活動」を実施しているNPO 

  寄贈先：NPO法人かぞくの家さくら（広島市安佐南区）、NPO法人カムカム（広島市安芸区） 

      NPO法人ふりーす（広島市東区） 

・什器備品寄贈 寄贈元：三井住友海上火災保険株式会社 

  NPO法人ふたば（脇机1、ワゴン9、キャビネット2） 

  NPO法人WINDえのみや（ワゴン2、会議室用イス20、会議室用机10） 

NPO法人ひろしまNPOセンター（イス1、ワゴン1、キャビネット1、空気清浄機2） 

 

⑥「第2回NPOの広報活動支援事業」 ㈱アスカネットとの協働事業 

応募期間：2011年5月20日（金）～6月10日（金） 応募11団体すべてを決定 

企画発表会・写真セミナー：2011年7月11日（月） 株式会社アスカネット本社 

2012年3月11日（日）広島市南区民文化センター大会議室にて、写真集等を披露するとともに、授与式を

行った。挨拶・授与：岩田圭司（株式会社アスカネット管理部総務グループ副主任） 

決定団体名 所在地 

NPO法人うたしの会 広島市佐伯区 

たつじんくらぶ 広島市中区 

NPO法人ピースビルダーズ 広島市中区 

NPO法人ひろしまインターネット美術館 広島市中区 

NPO法人ひろしま点灯虫の会 広島市西区 

NPO法人学習支援ヴァパウス 福山市 

NPO法人国際朗読ことば協会 広島市中区 

NPO法人三次おやこ劇場 三次市 

NPO法人日本タッチ・コミュニケーション協会 呉市 

from grassroots広島 広島市西区 

NPO法人ひろしま創発塾 広島市中区 

11団体 
 

 

（４）ボランティアコーディネート事業 

※広島県新しい公共支援事業「中間支援機能強化事業」における「コーディネート機能の強化」事業 

・プロボノ（サービスグラント inひろしま第1期2012年3月募集） 

  説明会開催 プロボノワーカー向け 

2月10日（金）8名、2月11日（土）7名 広島YMCA 

2月17日（金）5名、2月18日（土）3名 福山市まなびの館ローズコム 

2月24日（金）7名、2月25日（土）5名 広島市まちづくり市民交流プラザ 

3月28日（水）8名 幟会館2階会議室A  

         NPO向け 

          2月11日（土）5名 広島YMCA、2月17日（金）7名 福山市まなびの館ローズコム 

2月24日（金）12名 広島市まちづくり市民交流プラザ 
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  応募団体：6団体、採択団体：2団体（NPO法人広島県手話通訳問題研究会、クローバーの会） 

  プロボノワーカー登録：10名（2012年3月末現在） 

  プロジェクトチーム①：NPO法人広島県手話通訳問題研究会【ウェブページ】メンバー6名 

  プロジェクトチーム②：クローバーの会【事業計画立案】メンバー4名 

 ・次代の親育て促進ネットワーク構築推進事業 

次代を担う若者に対し、乳幼児とふれあうことのできる場を提供するため、大学や子育て支援機関等と連

携を行った。 

受入団体登録数：4団体  学生登録者数：58名 

 ・UE-net（大学環境ネットワーク協議会）の運営支援（広島県庁との連携による学生ネットワークへの助言等） 

 ・JCB50周年社会貢献プログラムでのボランティア受入（公益社団法人日本フィランソロピー協会への協力） 

   NPO法人ひろしまNPOセンター：9月7日（水）1名、9月16日（金）2名 

   NPO法人子どもコミュニティネットひろしま：9月22日（木）2名 

 

３．啓発・研修事業 

（１）啓発事業及び、NPO 各種研修講座 

 ・個別会計相談会 2012年3月22日（金）幟会館2階会議室A 藤川晴基（藤川晴基税理士事務所）他 

 

 ・「広島プロボノセミナー2011」3回連続講座 共催：NPO法人サービスグラント 

第1回「プロボノとは?～プロボノ入門講座」6月25日（土）EPOちゅうごく 参加30名 

講師：嵯峨生馬（NPO法人サービスグラント代表理事）、聞き手：中村隆行（NPOセンター） 

第2回「プロボノワーカーに聞く～プロボノの醍醐味とは？」7月16日（土）幟会館2階会議室C 

ゲスト・プロボノワーカー：長浜洋二、桃田真子、聞き手：嵯峨生馬     参加34名 

第3回「プロボノと企業～企業にとってのプロボノ活用法は？」7月27日（水）幟会館2階会議室C  

ゲスト：下宮勇生（㈲S-Produce代表取締役）、聞き手：嵯峨生馬      参加29名 

 

・NPO等社会的事業者養成科「ひろしま社会的事業チャレンジ教室」 

【厚生労働省 緊急人材育成支援事業による職業訓練（基金訓練）事業 

  社会的事業者等訓練コース（ワークショップ型訓練（合宿型若者自立プログラムを除く））＜奨励＞】 

関連機関：独立行政法人雇用能力開発機構広島センター(現・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構) 

中央職業能力開発協会{JAVADA}、公共職業安定所、NPO法人全国市民福祉団体全国協議会(1期) 

  ＜第1期＞ 第3ウエノヤビル5階G号室 ※前年度より引き続き、講座実施 

   訓練期間：2011年1月17日～7月12日 受講生20名（修了者うち16名） 就職率77% 

  ＜第2期＞第3ウエノヤビル5階G号室 

   募集期間：2011年7月25日（月）～8月25日（木） 

選考日：2011年8月26日（金） 選考結果通知：2011年8月29日（月） 

受講生17名（うち修了者14名） 

訓練期間：2011年9月20日（火）～2012年3月15日（木）（6ヶ月間110日654時間） 

講師：産本力（キャリアコンサルタント）、木村英作（ひろしまジョブプラザアドバイザー） 

下宮勇生（㈲S-Produce代表取締役CEO）、五百竹宏明（県立広島大学准教授） 

山本恵由美（もりメイト倶楽部Hiroshima副会長）、松尾健司（環境パートナーシップ会議） 

      藤川晴基（税理士）、木原洋子（社会保険労務士）、会田和弘（認定NPO法人イーパーツ常務理事） 
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北野尚人（㈱中国博報堂執行役員・MD統括担当兼マーケティング部長） 

      堀田稔（広島文化学園大学・短期大学教授）、原田佳子（NPO法人あいあいねっと理事長） 

川口隆司（NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん理事長、）、馬場宏二（中小企業診断士） 

茶山ちえ子（NPO法人WACふれあい広島センター理事長）、薬真寺満里子（社会福祉士） 

竹中庸子（NPO法人もちもちの木理事長）、吉長成恭（広島国際大学大学院教授） 

安藤周治（ひろしまNPOセンター代表理事）、中村隆行（ひろしまNPOセンターセンター長） 

毛利葉（ひろしまNPOセンター事務局長）、田中尚美（ひろしまNPOセンタースタッフ） 

＜見学・実習先＞もりメイト倶楽部Hiroshima、NPO法人もちもちの木、NPO法人あいあいねっと 

NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん、NPO法人ひろしまNPOセンター 

※「SPREAD情報セキュリティ検定」をチャレンジ教室の中で開催 2011年10月26日） 

・ワークガイダンス講習講師育成講座2011年6月6日（月）雇用・能力開発機構広島センター参加：田中 

  ・求職者支援制度説明会 2011年7月28日（木）雇用・能力開発機構広島センター 参加：毛利、田中 

              2012年2月15日（水）高齢・障害・求職者雇用支援機構 参加：毛利 

 

 ・「高校生の『起業家精神』育成事業」（2011年5月25日～2012年3月31日）【広島県教育委員会＜委託＞】 

  ☆県立高校の生徒に対し、実際の起業活動に向けたビジネスプラン作成セミナーを実施し、将来、職業人と 

して必要とされる自立心、創造力及びチャレンジ精神などの起業家精神をもち、地域社会や産業の活性化 

に貢献できる実践力のある人材を育成することを目的に実施。 

  ◎セミナーの開催（広島・福山） コーディネイトアドバイザー：下宮勇生（㈲S-Produce代表取締役CEO） 

1．6月11日（土）広島経済大学立町キャンパス43 名、6月12日（日）まなびの館ローズコム34名 

講師：福原勘二（㈱カンドウコーポレーション代表取締役社長）川名和美（高千穂大学経営学部教授） 

2．6月25日（土）、広島経済大学立町キャンパス38 名 講師：牛来千鶴（㈱ソアラサービス代表取締役） 

6月19日（日）エム・シー福山35名 講師：岡田吉弘（平和建設㈱代表取締役） 

3．7月16日（土）広島経済大学立町キャンパス48名、7月17日（日）福山市市民参画センター30名 

4．7月31日（日）広島経済大学立町キャンパス43名、7月30日（土）まなびの館ローズコム33名 

講師：原田弘子（マネジメントオフィスHARADA） 

5．8月21日（日）広島市まちづくり市民交流プラザ28名、8月20日（土）福山市市民参画センター32名 

講師：竹元雅彦（YICグループ事業企画室長） 

6．10月8日（土）広島経済大学立町キャンパス54名、10月1日（土）まなびの館ローズコム25名 

講師：柾本伸悦（広島経済大学興動館プロジェクトセンター長） 

  ◎研修フォロー業務 相談17件、起業経営支援 メール相談4件 訪問相談18件 

  ◎ビジネスプラン発表校：広島商業高校、海田高校、大竹高校、可部高校、熊野高校、広島工業高校 

宮島工業高校、呉商業高校、沼南高校、庄原実業高校、吉田高校、西条農業高校、世羅高校 

福山商業高校、世羅高校、総合技術高校、油木高校、府中東高校、戸手高校、尾道商業高校 

 

・広島県社会的企業育成支援業務 （2009年10月～2012年3月）【広島県雇用創出基金事業＜委託＞】 

  ・モデル事業実施人材雇用業務 

NPO法人コーチズ「高齢者介護予防事業普及推進事業」 

NPO法人日本タッチ・コミュニケーション協会「T・Cプログラムの普及・拡大事業」 

コミュニティシステム合同会社「地域貢献型多世代賃貸住宅コミュニティハイツ事業」 

※採用時研修（現場実習）：NPO法人もちもちの木1名、NPO法人ひろしまジン大学1名 

運営指導81回 研修企画委員会3回 

  ・「ソーシャルビジネスリーダー研修」の開催 会場：RCC文化センター 
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    第1回 4月8日（金）「広報」講師：大森富士子（㈱ガリバープロダクツ） 

第2回 5月13日（金）「資金調達」講師：井原邦夫（日本政策金融公庫）、宍戸雅幸（広島信用金庫） 

第3回 6月10日（金）「能力開発」講師：平田冨美子（IWAD環境福祉専門学校） 

第4回 7月8日（金）「コーチング」講師：中原秀子（㈱C’S Port） 

第5回 8月19日（金）模擬プレゼンテーション ※※この日のみ幟会館2階会議室A 

    第6回 9月9日（金）「労務」講師：谷宏男（広島労働管理センター） 

第7回 10月14日（金）「税務」講師：藤川晴基（藤川晴基税理士事務所） 

第8回11月11日（金）「ITマネジメント」講師：平野孝一（ヴァイアカンパニー） 

第9回 12月9日（金）「コンプライアンス」馬場宏二（コンサルファーム21協同組合） 

第10回 2月10日（金）広島市まちづくり市民交流プラザ 83名参加 

「企業の社会貢献活動と社会的企業の事業活動発表会」 

  基調講演：岸田眞代（NPO法人パートナーシップ・サポートセンター代表理事） 

  コメンテーター：川名和美（高千穂大学経営学部起業・事業経営コース教授） 

          北野尚人（株式会社中国博報堂執行役員MD統括担当兼マーケティング部長） 

          林義之（中国地域ニュービジネス協議会常務理事） 

          安藤周治（NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事）、岸田眞代 

  企業の社会貢献活動発表：プロミス㈱広島お客様サービスプラザ、マックスバリュ西日本㈱ 

㈱アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン、戸田工業㈱大竹事業所、資生堂㈱広島販売 

  社会的企業の事業活動発表：NPO法人コーチズ、コミュニティシステム合同会社 

   NPO法人タッチ・コミュニケーション協会、NPO法人青少年交流・自立・支援センターCROSS 

   NPO法人キッズNPO、NPO法人子どもコミュニティネットひろしま、NPO法人ゆいねっと 

   株式会社米倉社会インフラ技術研究所、NPO法人ひろしまインターネット美術館 

   NPO法人うたしの会、NPO法人善菊会 

・雇用職員：従事団体へ3名（2011年4月1日～2012年3月31日） 

 

・「広島市・コミュニティビジネス・社会的企業育成促進事業業務」（2009年12月～2012年3月） 

①地域コーディネーターの派遣                 【広島県雇用創出基金事業＜委託＞】 

  ・第2 期支援先団体（2010年10月1日～2011年5月31日） 

NPO法人うたしの会、NPO法人SOURIRE、ひろしまジン大学、株式会社イーエム 

支援先団体募集…2010年8月2日（月）～23日（月）、説明会…8月12日（木）幟会館2階会議室C 

・第3 期支援先団体（2011年7月1日～2012年2月29日） 

from grassroots広島、有限会社S-Produce、NPO法人子どもコミュニティネットひろしま 

NOWキャンペーン実行委員会 

支援先団体募集…2011年5月2日（月）～20日（月）、追加募集…6月3日（金）～10日（金） 

  ・地域コーディネーター 雇用4名 

 ②コミュニティビジネス起業塾【第3期】の開催 

第1回11月12日（土）16名、第2回11月19日（土）14名、第3回11月27日（日）21名 

第4回12月3日（土）19名、第5回12月10日（土）12名 

講師＆メンタ―：馬上清治（グローバルパートナー研究所）、下宮勇生（㈲S-Produce代表取締役CEO） 

竹元雅彦（専門学校YICグループ本部教育事業部リカレント事業室室長） 

岡田吉弘（農業生産法人 有限会社アグリインダストリー） 

柾本伸悦（広島経済大学興動館プロジェクトセンター長） 

新里カオリ（NPO法人工房おのみち帆布理事）、川崎克寛（E-Planning代表） 
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藤原啓（㈱シーズ総合政策研究所代表取締役社長） 

牛来千鶴（㈱ソアラサービス代表取締役社長） 

※ワークショップ（受講生：伊藤智子） 

③インターンシップ受入団体 コミュニティシステム合同会社、ひろしまジン大学 

【第3期】    NPO法人キャリアネット広島、NPO法人うたしの会 

 

・ソーシャルビジネストライアル中国リーグ【内閣府・ソーシャルビジネスネットワーク大学】 

①「3キャンパス合同東日本大震災 共創アクション」 

T-ACTプロジェクト～共に挑む・明日をつくるトライアル in東北 

＜事前プログラム＞第1期・第2期：6月11日（土）学生4名 

講師：川口隆司（NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん代表理事） 

中村隆行（NPO法人ひろしまNPOセンターセンター長） 

第4期：8月17日（水）学生5名（うち3名シニアプログラム） 

講師：下宮勇生（㈲S-Produce代表取締役CEO） 

中村隆行（NPO法人ひろしまNPOセンターセンター長） 

＜インターン＞ 「説明会」5月29日（日）幟会館2階会議室C 

         第1期 6月19日（日）～7月3日（日）、第2期 7月3日（日）～17日（日） 

         「中間報告会」8月5日（金）東京、「T-ACTインターンシップ事前研修」8月17日（水） 

         第4期 8月21日（日）～9月4日（日） 

※受入先の高田ドライビングスクール4名、八木澤商店3名、長谷川建設1名、東海新報1名 

学生9名（うち3名シニアプログラム）参加 

＜しめくくりプログラム・活動報告会＞10月22日（土）愛媛大学総合メディアセンター 中国6名参加 

◎参加9名中、就業達成1名（100%）※在学中8名 

②「起業プランコンペ公開審査・プレゼンテーション」 

2011年9月22日（木）八丁堀シャンテ3階 

  起業支援（支援金及び専門家支援）対象事業  支援金1,000,000円×3名 

①上代隼平…置き菓子ビジネス「いっぷく堂」 

②平尾順平…街をまるごと大学のキャンパスに「ひろしまジン大学」 

③橘 貴範…子ども達による地域の活性化「denebプロジェクト」 

中間報告会 2011年12月15日（木）幟会館2階会議室A 

最終報告会 2012年1月12日（木）アイビーホール2Fミルトス（東京） 

 

・「広島市・交流体験型観光の企画・開発業務」【広島県緊急雇用対策基金事業＜委託＞】 

1．湯来地区の空き家、空き店舗、空き地等を活用した芸術作品の展示会の開催 

①芸術作品の展示会地元アーティストの紹介と作品展示、気軽に立ち寄れる「おもてなし」のスペースを

設置し、地域の方々の作品展示や湯来の情報発信などの場として利用 

   ・2011年8月～2012年3月の8ヶ月 湯来温泉入り口の空き家 

    7月31日（日）空き家おえかき教室（オリジナルうちわをつくろう!） 

    8月20～21日（土～日）甲斐さゆみ先生・迫田良明先生による合同原画展 

    8月21日（日）ゆかたを着て夏祭りに行こう 

8月27～28日（土～日）パソコングループ”そよかぜ”作品展 

    9月4日（日）、10～11日（土～日）共命展（湯来南公民館・紫苑の会、ぜんぷく寺・絵たよりの会） 

    9月17～19日（土～日・祝）、9月23～25日（金・祝～日）ふたり展 
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10月1～2日（土～日）もみじ展 

    10月8～10（土～月・祝）水石展、11日（火）水石展（湯来西小学校5・6年生見学） 

    10月15日（土）いろんな素材で版画をしよう!!、16日（日）体験！押し花教室 

    10月23日（日）古民家でぞうり作りしよう! 

10月29～30日（土～日）、11月5～6日（土～日）水の調べ いまむらくにお写真展 

    11月13日（日）いまむらくにお写真教室 

    11月19～20日（土～日）、11月24日（土）、11月26～27日（土～日）素敵な押し花教室 

   12月17～18日（土～日）、12月23～25日（金～日）SATOYAMAアート作品展 

    12月23～25日（金～日）ミニ門松づくり教室             入場者のべ919名 

   ②中山間地域連携“味自慢市”（特産市）＜湯来特産フェスティバル『夏物語』共催＞ 

   ・出展者：佐伯商工会（佐伯醤油・玖島大峰加工クラブ・きのこ屋本舗）、やましろ商工会（錦産品ステー

ション・山の菓子工房）、五日市商工会（かみむら屋） 

   ・2011年8月21日（日）広島市湯来交流体験センター、入場者450名 

 

2．特産市の開催・交流体験型旅行商品の開発 

   ①西中国山地特産市（仮称）の開催 

   ・中山間地域連携“味自慢市”（特産市）[湯来特産フェスティバル『秋物語』共催] 

   ・出展者：やましろ商工会（錦産品ステーション・愛菜号） 

    2011年10月23日（日）湯来交流体験センター、入場者420名 

   ②交流体験型旅行商品の開発 

   ・西中国山地スタンプラリーめぐり 

    広島ツーリズム大学１期生数名が設立した、西中国山地観光施設等連絡協議会で検討。中山間地域が連 

携した旅行商品（スタンプラリー）を開発。 

   ・『モニターツアー造成によるニューツーリズムの顧客満足度調査』 

    国土交通省観光庁実証事業（モニターツアー）採択された 

    2012年3月1～2 日（木～金）、たびーとポープバス協同組合（広島県知事登録旅行業 第2-358） 

    申請：湯来のまち再生プロジェクト協議会（事務局：NPO法人ひろしまNPOセンター）参加20名 

 

3．広島ツーリズム大学の企画・運営 

  ①広島ツーリズム大学の開講 

☆湯来地区をキャンパスとする「広島ツーリズム大学」…広島及び周辺における自然、歴史、文化などの地 

域資源を活用した交流型観光の推進や地域の活を担う観光まちづくりリーダー等の人材育成も目的に実施 

2011年7月23～24日（土～日）、8月6～7日（土～日）、9月17～18日（土～日） 

10月15～16日（土～日）、11月19～20日（土～日）、12月10～11日（土～日） 

湯来交流体験センター会議室  ＜本科生＞24名（定員30名）、＜聴講生＞6名 

講師：＜学長＞安島博幸（立教大学観光学部教授）、＜副学長＞松波龍一（㈱松波計画事務所代表取締役） 

川名和美（高千穂大学経営学部教授）、富川久美子（広島修道大学商学部教授） 

志賀誠治（NPO法人日本エコツーリズムセンター理事）、河野宏樹（環境教育事務所代表） 

      江藤訓重（㈶星のふるさと理事長）、田村勝子（野花の館代表）、辻井啓作（㈲ともえ産業情報） 

下宮勇生（㈲S－Produce代表取締役）、河口知明（広島アキハバラ塾塾長） 

  ②受講生及び交流体験型観光を担うNPO法人のネットワーク化 HP作成（http://h-tourism.net/） 

4．成果…古民家を活用したグループの横の繋がり、湯来西小学校（5～6年生）の課外授業の場として活用。 

ツーリズム大学1・2期生の有志で湯来地区マップ作成、NPO法人設立・地元自治体との協働を検討。 

http://h-tourism.net/
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・「非営利組織のマネジメント力強化研修」【広島県新しい公共支援事業＜委託＞】 

 ☆非営利組織が自己の活動目的（ミッション）に基づく揺るぎない組織運営、確かな企画力や情報発信力を

伴った活動を行い、着実に成果（社会的課題の解決）に結び付けていくことを目的に実施。 

 ◎広島県が、広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻と連携し、一橋大学大学院商学研究科の協力 

を得て実施。 

  ・募集：2011年10月19日（水）～11月11日（金） 

 ・期間：2011年11月19日（土）～2012年3月24日（土）計14回 

 ・会場：広島大学東千田キャンパス ※11月26日のみ、広島国際会議場会議運営事務室で開催 

 ・受講生：52名（NPO法人、公益（財団・社団）法人、特例民法法人の役員等）修了証書発行24名 

聴講生：15名 

 ・研修内容 

オリエンテーション 湯﨑英彦広島県知事ビデオメッセージ 

  コース１［基礎編］コースリーダー（まとめ）：井上善海（広島大学大学院社会科学研究科教授） 

11月19日（土）講師：築達延征（広島大学大学院社会科学研究科教授） 

   11月26日（土）講師：加藤俊彦（一橋大学大学院 商学研究科教授） 

   12月3日（土）講師：延岡健太郎（一橋大学イノベーション研究センター教授） 

コース２［応用編］コースリーダー（まとめ）：村松潤一（広島大学大学院社会科学研究科教授） 

12月10日（土）講師：村松潤一（広島大学大学院社会科学研究科教授） 

   12月17日（土）講師：神岡太郎（一橋大学大学院商学研究科教授） 

   12月23日（金・祝）講師：星野一郎（広島大学大学院社会科学研究科教授） 

   1月7日（土）講師：守島基博（一橋大学大学院商学研究科教授 

コース３［展開編］コースリーダー（まとめ）：広島大学大学院社会科学研究科教授の方 

1月14日（土）講師：細谷功（㈱クニエ マネージングディレクター（アカデミーヒルズ講師）） 

1月21日（土）講師：橋場剛（ビジネスコーチ㈱ 専務取締役（アカデミーヒルズ講師）） 

1月28日（土）講師：安永雄彦（㈱島本パートナーズ代表取締役社長（グロービス経営大学院教授）） 

    2月4日（土）講師：斎藤岳（アビームコンサルティング㈱プリンシパル（アカデミーヒルズ講師）） 

   コース４［実践編］コースリーダー（まとめ）：広島大学大学院社会科学研究科教授の方 

3月3日（土）インターンシップの成果共有 5団体5名 2012年2月 1～2週間 

派遣先：認定NPO法人乳房健康研究会、NPO法人ファンドレイジング協会、NPO法人「育て上げ」 

ネット、NPO法人国際協力NGOセンター、NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン 

NPOの戦略・組織・実行計画策定報告発表 4団体4名 

   コース５［評価編］コースリーダー（まとめ）：奥居正樹（広島大学大学院社会科学研究科准教授） 

    3月10日（土）講師：片山信彦（NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン常務理事） 

            講師：田中弥生（独立行政法人大学評価・学位授与機構評価研究部准教授） 

    3月24日（土）講師：粉川一郎（武蔵大学 社会学部メディア社会学科教授） 

 

 ・「中間支援組織強化事業」コーディネーター機能強化【広島県新しい公共支援事業＜補助＞】 

  ＜スタッフ養成＞ 

   ・「非営利組織マネジメント力強化研修」へのスタッフの参加 担当者を含め8名参加 

・NPO法人サービスグラント（東京都渋谷区）での研修 松村参加（1ヶ月間） 

    スタッフ集団研修 3月28日（水））幟会館会議室A 11名 

     講師：嵯峨生馬、岡本祥公子、岩渕美華（いずれもNPO法人サービスグラント） 
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＜人的資源のサポート＞ 

   ・データベースの基本設計・構築にむけたワークショップの実施 12月12日（月）、17日（土） 

 

 ・「NPOシンポジウム」【広島県新しい公共支援事業＜委託＞】 

  2012年3月31日（土）14:30～17:00、広島国際会議場 大会議室「ダリア」 

  参加102名（うち事務局関係者13名）NPO 59名、企業5名、行政3名、個人他35名 

  ・「ひろしまNPO大賞」受賞式ならびに受賞者による活動報告 

岡本淳（NPO法人 廿日市市障害者福祉協会 事務局長） 

・基調講演：工藤泰志（認定NPO法人 言論NPO 代表） 

・パネルディスカッション： 

早瀬昇（認定NPO法人 日本NPOセンター副代表理事、（社福）大阪ボランティア協会常務理事） 

安藤周治（NPO法人 ひろしまNPOセンター代表理事）、工藤泰志 

 

・「中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）運営業務」【環境省＜請負＞】 

   1．環境パートナーシップ推進業務 

    ①ワークショップの開催 

【広島】「リサイクル手芸公開講座」7月5日（火）EPOちゅうごく 参加27名 リサイクル手芸協力 

【岡山】「ソーラークッカーで自然エネルギーを体験してみよう！」 

8月26日（金）南方コミュニティハウス 参加38名 

講師協力：認定NPO法人おかやまのエネルギーの未来を考える会  

【島根】「あるいて回る宍道湖の野鳥観察～野鳥からたどる宍道湖の歴史」 

    1月14日（土）宍道湖グリーンパーク 参加21名 

    基調講演講師：豊田暁（宍道湖グリーンパーク） 

    野鳥観察講師：星野由美子・柴田一樹（島根県自然観察指導員連絡協議会）、豊田暁 

    ②環境学習会の開催 

    【鳥取】「エコカフェ～ツキノワグマの種の保存と被害を防ぐために～人とクマの共生は可能か」 

        12月10日（土）鳥取県福祉文化会館 参加53名 

        事例発表：玉谷宏夫（NPO法人ピッキオ）、栗栖浩司（広島県安芸太田町元有害鳥獣担当） 

        ディスカッション：玉谷宏夫、栗栖浩司、前田浩行（鳥取県生活環境部公園自然課） 

森山まり子（(一財)日本熊森協会）、児玉良（とっとり環境ネットワーク） 

    【山口】「甦れ！ 椹野川の自然は今…！？」2月4日（土）山口県漁協山口支店 参加48名 

        講師：藤井暁彦（山口大学大学院理工学研究科）、古谷亮（さんらいずやまぐちーむ） 

    ③コーディネーター育成講座  

【広島】「ESDコーディネーター養成講座」12月4日（日）広島YMCA 参加8名 

    講師：志賀誠治（NPO法人ひろしま自然学校）、大西康史（広島連塾Sus☆テラス広島） 

【島根】「地域で持続可能な環境を創るコーディネーター養成講座」 

1月21日（土）島根県立森林公園森林学習展示館 参加9名 

講師：池田満之（ESD-J副代表理事） 

【岡山】「ESDコーディネーター養成研修」3月7日（火）ゆうあいセンター 参加27 名 

    全体ファシリテーター：志賀誠治（人間科学研究所） 

【山口】「お互いの理解が深まるコミュニケーションセミナー」 

3月10日（土）防府市市民活動支援センター 参加19名 

講師：八尾芳樹（有限会社ワイ・エイ・オー教育コンサルタント） 
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    ④インターンシップ受入 広島市立大学国際学部学生2名受入 9月6～10日 

               IWAD環境福祉専門学校みどりの環境学科学生1名受入 3月6～27日 

    ⑤ESD学びあいフォーラム及びESD関係会議の開催  

【岡山】「ESD集い×学びあい×つながりあい」3月6日（火）ゆうあいセンター 参加30名 

    全体ファシリテーター：志賀誠治（人間科学研究所） 

    事例紹介：流尾正亮（岡山ESD推進協議会事務局）、吉田幾美（岡山市高島公民館） 

         小出美幸（岡山市岡輝公民館）、宮垣均（豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課） 

    ESD関係会議 3月6日（火）ゆうあいセンター 参加12名 

※「+ESDプロジェクト」「ESDコーディネーターの育成」を推進 

    ⑥地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）及び各地方EPOとの連携・協力 

    【全国EPO連絡会】第1回 6月21日（火）GEOC（東京都） 参加：毛利、山本 

     第2回 9月7日（水）GEOC（東京都） 参加：中村 

     第3回 11月1~2日（火～水）EPO東北（宮城県） 参加：中村 

     第4回 1月31日（火）きんき環境館（大阪府） 参加：中村 

    【セミナー開催協力】「環境NPO・市民のための政策提言入門セミナー」 

10月15日（土）EPOちゅうごく 参加22名 NPO法人シーズ、GEOC共催 

              講師：道家哲平（財団法人日本自然保護協会）、川延昌弘（CEPAジャパン） 

                 中越信和（八幡湿原自然再生協議会会長） 

   2．情報センター業務 

    ①情報収集 書籍 172冊、団体パンフ・チラシ 326件 

②情報の発信 ・情報誌発行 11月596団体800部、3月631団体671部 ・メルマガ15回発行 

       ・展示 20件 ・ラジオによる情報提供 コミュニティFM「FMはつかいち」51回 

③HP・ブログの管理・運営  HPリニュアール及び更新 383回 

④書籍、DVDの貸出 書籍貸出47冊 DVD貸出75本 

   3．地域活動支援業務 

    ①会議・交流等の場の提供（EPOちゅうごく多目的スペース）来館者2,233件 

    ②NPOマネジメントセミナーの開催 

【鳥取】「市民のためのマネジメントセミナー」11月21日（月）ホテルニューオータニ鳥取参加32名 

    講師：石原達也（NPO法人岡山NPOセンター） 

事例報告：奥森隆夫（NPO法人未来守りネットワーク） 参加：32名 

【広島】「NPOマネジメントセミナー」12月10日（土）幟会館会議室C 参加10名 

    講師：牛来千鶴（株式会社ソアラサービス） 

【山口】「収支計算書が活動計算書に変わるってご存知ですか？」 

12月22日（木）しものせき市民活動センター 参加20名 

講師：五百竹宏明（NPO法人会計基準協議会専門委員、県立広島大学経営情報学部准教授） 

【島根】「仲間とともに育む森づくり 川づくり」 

3月17日（土）島根県立ふるさと森林公園森林学習展示館 参加7名 

    講師：藤野莞二、山本恵由美（もりメイト倶楽部Hiroshima）、野田真幹（NPO法人もりふれ倶楽部） 

【岡山】「『国民総幸福』から考える組織・地域・環境活動のあり方」 

    3月21日（水）環境学習センターアスエコ 参加41名 

    講師：草郷孝好（関西大学教授）、コーディネーター：柏原拓史（かいわれの会） 

    ③エコビジネス（EcoB）・コミュニティビズネス（CB）セミナーの開催 

【広島】「震災と復興―これからの起業家の役割」12月3日（土）幟会館会議室C 参加15名 
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    講師：川崎克寛（コンサルタント・MBA） 

【山口】「ファンを増やす！情報誌のつくりかた」 

1月23日（月）防府市地域協働推進センター 参加20名 

講師：石原達也（NPO法人岡山NPOセンター） 

    【岡山】「地元産紅茶を地域ブランドに 高梁の自然にめぐまれたコミュニティビジネス」 

        3月24日（土）倉敷物語館 参加19名  

    ④意見交換会・学習会・研究会等の開催 

    【広島】「本の病院 リペア＆リユース交流会」6月17日（金）EPOちゅうごく 参加19名 

    【鳥取】「環境活動意見交換会」7月2日（土）とりぎん文化会館 参加10名 

    【岡山】「環境活動意見交換会」7月16日（土）倉敷市民会館 参加11名 

        コーディネーター：白神加奈子（財団法人水島地域環境再生財団） 

    【広島】「環境活動意見交換会」7月23日（土）EPOちゅうごく 参加11名 

        コーディネーター：山本恵由美（もりメイト倶楽部Hiroshima） 

    【島根】「環境活動意見交換会」7月30日（土）太田市ゆきみーる 参加9名 

        コーディネーター：野田真幹（NPO法人もりふれ倶楽部） 

    【山口】「環境活動意見交換会」8月20日（土）防府市地域協働支援センター 参加21名 

        コーディネーター：吉富崇子（やまぐち環境パートナーシップ広域会議） 

    ⑤環境フォーラムの開催 

【広島】「ESDフォーラム」12月4日（日）広島YMCA 参加32名 

    講師：原明子（岡山ESD推進協議会事務局）、志賀誠治（NPO法人ひろしま自然学校） 

       葭矢崇司（公益財団法人しまね自然と環境財団）、木曽功（ユネスコ会議大使） 

       池田満之（岡山市京山地区ESD推進協議会） 

板垣明子（山口県人づくり財団環境学習推進センター） 

【山口】「エネルギー環境フォーラム」12月17日（土）防府市地域協働支援センター 参加22名 

    講師：吉富崇子（やまぐち環境パートナーシップ広域会議） 

       大森一世（山口県地球温暖化防止活動推進センター） 

【岡山】「エネルギー環境フォーラム」1月14日（土）環境学習センターアスエコ 参加20名 

    講師：中平徹也（環境学習センターアスエコ） 

廣本悦子（認定NPO法人おかやまエネルギー未来を考える会） 

【島根】「生物多様性の保全がまちを変える～北広島町生物多様性条例制定の取り組みから学ぶ～」 

    1月21日（土）島根県立森林公園森林学習展示館 参加20名 

    講師：白川勝信（北広島町教育委員会） 

【鳥取】「タブララサさんに聞く エコでチャーミングなこれからのまちづくり」 

    1月28日（土）湖山西地区公民館 参加11名 講師：河上直美（NPO法人タブララサ） 

    ⑥相談窓口を設置し、助言・相談業務の実施 106件 

    ⑦事業型環境NPO・社会的企業中間支援スキーム事業のフォローアップ事業（センター事業分） 

     平成22年度実施モデル事業採択団体へのフォローアップ 

      ・NPO法人未来守りネットワーク 9月26日（月）、3月9日（金）（協力会社：新和産業） 

      ・財団法人水島地域環境再生財団 9月28日（水）、2月22日（水） 

     「中間支援スキーム事業・ブラッシュアップセミナー」 

10月27日（木）鳥取県立夢みなとタワー（境港市） 共催：中海海藻農法普及協議会 

      講師：船木成記（株式会社博報堂テーマビジネスユニット企画開発部） 参加58名 

      プレゼンテーション：奥森隆夫（NPO法人未来守りネットワーク理事長） 
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                藤原園子（財団法人水島地域環境再生財団事務局長） 

    ⑧政策提言フォーラムの開催（センター事業分） 

     「市民の声を反映した環境政策を作成する基盤作りのために」 

      12月25日（日）EPOちゅうごく 共催：GEOC 参加27名 講師：川北秀人（IIHOE代表） 

    ⑨「『改正環境教育推進法』に関する意見交換会」の開催（センター事業分） 

      10月4日（火）広島YMCA地下1階コンベンションホール 参加：86名 

   4．中国環境パートナーシップオフィスの事業拡充方策の検討業務 

    ①広島県以外の4県における協力拠点の整備（センター事業分） 

     環境NPO429、NPO中間支援センター41、地域（環境活動）支援センター142のデータベース化 

    ②山陰地方における環境パートナーシップのニーズ把握調査の実施（センター事業分） 

     117の団体・個人（NPO53、行政21、環境カウンセラー12、企業31）からアンケートを回収し集計 

    ③EPOパンフレットの更新（センター事業分）7月に作成・配布（3,000部） 

   5．中国環境パートナーシップオフィスの維持・管理 

6．中国環境パートナーシップオフィス運営検討委員会の開催等 

＜運営検討委員会＞第1回6月6日（月）、第2回3月13日（火）いずれもEPOちゅうごく 

運営委員長：中越信和（広島大学大学院国際協力研究科教授） 

副委員長：葭矢崇司（公益財団法人しまね自然と環境財団 島根県地球温暖化防止活動推進センター環境事業課長） 

委員：伊藤彰（やまぐち県民活動支援センターセンター長）、杉本喜信（株式会社中国新聞社論説委員） 

志賀誠治（NPO法人ひろしま自然学校代表理事）、鍋島一仁（NPO法人レクリエーション協会会長） 

河本良子（RCC中国放送環境担当 ISO事務局長）、島末健作（中国経済連合会部長） 

小林真司（鳥取県環境立県推進課グリーンニューディール推進室長） 

松本正（中国経済産業局産業部流通・サービス産業課課長） 

上田康二（財団法人広島県環境保健協会・脱温暖化センターひろしまセンター長） 

友延栄一（岡山の自然を守る会、NPO法人岡山NPOセンター理事） 

7．平成23年度管理運営計画、中期管理運営計画等を提出 

8．関連業務＜請負＞「『改正環境教育推進法』に関する意見交換会」の開催（センター事業分） 

          10月4日（火）広島YMCA地下1階コンベンションホール 参加：86名 

 

４．調査・研究：政策提言に関する事業 

（１）NPOに関する税・法人制度改革のうごき 

・NPO法改正、及び税制改正⇒広島県・広島市の認証・認定事務及び、条例化等にむけて 

 ・「シーズ」「NPO／NGO税・法制度改革連絡会」「NPO法人会計基準協議会」の3団体の組織再編成提案 

（２）NPO法人会計基準普及のうごき 

・「NPO会計基準協議会」  ※世話団体として参加 専門委員として五百竹参加 

総会：2012年3月30日（金）参加：五百竹 

（３）環境省関係政策提言 

   1．「『改正環境教育推進法』に関する意見交換会」開催 10月4日（火）広島YMCAホール 参加86名 

      主催：環境省中国四国地方環境事務所、ひろしまNPOセンター 

   2．「環境NPO・市民のための政策提言入門セミナー 生物多様性を地域でどう守れるか～NPO・NGO・ 

市民に期待される役割～」開催 10月15日（土）EPOちゅうごく 参加 

  主催：シーズ、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

3．山陰地方の環境パートナ―シップのニーズ調査 
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（３）広島県内のNPOに関する継続的な調査 「認定NPO法人制度・会計基準活用に関するアンケート」 

（４）日本NPO学会第14回年次大会 広島開催協力2012年3月17～18日（土～日）広島市立大学 

2012年3月17～18日（土～日）広島市立大学 公募パネル、運営委員パネル等 

震災復興特別シンポジウム「災害復興・平和構築と市民の力」 

講演「“災害ユートピア”なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか」レベッカ・ソルニット（作家） 

    パネルディスカッション：渡部朋子（NPO法人ANT-Hiroshima代表）、室崎益輝（関西学院大学教授） 

                鈴木和隆（うつくしまNPOネットワーク事務局長） 

目加田説子（中央大学教授）、金谷信子（広島市立大学准教授） 

    懇親会 3月17日（土）18:30～20:30 ひろしま美術館 

    運営委員会 第1回 7月24日（日）広島市立大学、第2回 9月11日（日）、第3回 10月19日（水） 

第4回 12月14日（水）、第5回 2月22日（水） ※第2～5回 幟会館会議室C 

主催：日本NPO学会 共催：NPO法人ひろしまNPOセンター、広島市立大学 

助成：協賛：独立行政法人国際交流基金、社会福祉法人広島県共同募金会、中国労働金庫 

協力：中国新聞社、公益財団法人ひろしま美術館、アサヒビール株式会社 

 

５．ネットワーク・連携推進事業        

（１）地域別・テーマ別のNPOの課題の共有化やネットワーク化の推進 

・「中間支援組織強化事業」NPO等のネットワーク機能強化【広島県新しい公共支援事業＜補助＞】 

  「地域における協働ネットワーク構築のための意見交換会」 

  【県北部会場】2月12日（日）食彩館しょうばら ゆめさくら 参加21名 

     講師：安藤周治（NPO法人ひろしまね代表理事、NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事） 

     NPO法改正説明：中村恵市郎（広島県環境県民局県民活動課） 

     意見交換「中山間地域における協働ネットワークづくりにむけて」 

  【県東部会場】2月19日（日）（福山市）まなびの館ローズコム 参加22名 

     ゲスト：村田民雄（NPO法人e&g理事長） 

     NPO法改正説明：土谷正樹（広島県環境県民局県民活動課） 

     意見交換「市町における協働ネットワークづくりにむけて」 

  【県東部会場】3月11日（日）広島市南区民文化センター 参加63名 

     講師：関口宏聡（NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会プログラム・マネジャー） 

     NPO法改正説明：土谷正樹（広島県環境県民局県民活動課） 

     意見交換「テーマ別・都市部における協働ネットワークづくりにむけて」 

     ※2011年度資金配分事業授与式&活動報告会、東日本大震災黙祷を実施 

      東日本大震災緊急支援活動報告：原田佳子（NPO法人あいあいねっと理事長） 

      東日本大震災支援、資金配分事業報告；毛利葉（NPO法人ひろしまNPOセンター事務局長） 

・環境系「中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）運営業務」等の実施【環境省＜請負＞】 

      「みんなのエネルギー・環境会議 広島」（主催：実行委員会）の開催支援 

        2012年1月29日（日）中国新聞社ホール 参加約500名（事務局運営 当日開催運営他） 

  ・科学技術系「サイエンスカフェひろしま『放射能』と生活～「放射能」をどうとらえ、どう向き合うか～」 

開催支援（事務局運営他 主催 広島市産学官技術振興課（科学技術市民カウンセラー連絡会議） 

2012年3月11日（日）広島市まちづくり市民交流プラザ 参加 12名  

  ・国際交流系「平成23年度NGO研究会『企業とＮＧＯの連携』事業」（外務省・国際協力NGOセンター 

［JANIC］）、及びネットワーク形成  2011年11月18日（金）広島市まちづくり市民交流プラザ 
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・子育て支援系「次代の親育て促進ネットワーク構築推進事業」（広島県こども家庭課） 

（２）各政党・会派・議会との連携 

「新寄付税制及び改正NPO法に関する説明会・意見交換会（民主党広島県連）」 

2012年2月26日（日）TKP広島シティセンター 

新寄付税制・改正NPO法の説明：松原明（「新しい公共」推進会議委員）、広島県・広島市 

（３）広島県ほか県内の市町自治体、中間支援組織との連携を図り、“協働”のしくみや事業を推進する。 

（４）企業との連携をすすめる。 

  ・NPO法人パートナーシップ・サポートセンター（愛知県）との連携による「NPOと企業との連携事業」 

①「NPOとソーシャルビジネス&企業の連携・協働フォーラム」 

2011年8月31日（水）広島市まちづくり市民交流プラザ北棟5階研修室C 参加37名 

講師：岸田眞代（NPO法人パートナーシップ・サポートセンター代表理事） 

事例報告：功野顕也（株式会社アスカネット常務取締役CFO）、意見交換 

＜スタッフ養成＞ 

・「パートナーシップ大賞ノウハウ移転」への参加（中村、松村） 

第1回集合型研修への参加（中村）、パートナーシップ大賞審査アセスメントへの同行（松村） 

第2回集合型研修（パートナーシップ大賞最終プレゼン）への参加（松村） 

第3回集合型研修（企業＆NPO協働アイデアコンテスト）への参加（松村） 

②「企業の社会貢献活動＆NPOの事業活動発表会」 

2012年2月10日（金）広島市まちづくり市民交流プラザ北棟6F 参加72名 

講師・コメンテーター：岸田眞代（NPO法人パートナーシップ・サポートセンター代表理事） 

川名和美（高千穂大学 経営学部 起業・事業経営コース 教授） 

北野尚人（㈱中国博報堂 執行役員MD統括担当兼マーケティング部長） 

林義之（㈳中国地域ニュービジネス協議会 常務理事） 

安藤周治（NPO法人ひろしまNPOセンター 代表理事） 

事例報告：戸田工業㈱大竹事業所、資生堂㈱広島販売、マックスバリュ西日本㈱ 

プロミス㈱広島お客様サービスプラザ、㈱アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン 

NPO法人コーチズ、コミュニティシステム合同会社、NPO法人ひろしまインターネット美術館 

NPO法人日本タッチ・コミュニケーション協会、NPO法人ゆいねっとNPO法人キッズNPO 

NPO法人青少年交流・自立・支援センター、NPO法人うたしの会、NPO法人善菊会 

NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん、㈱米倉社会インフラ技術研究所 

③「協働シンポジウム&交流会」 

3月9日（金）広島市まちづくり市民交流プラザ北棟6F 参加39名 

講師・パネラー：岸田眞代（NPO法人パートナーシップ・サポートセンター代表理事） 

小笠原恵美子（NPO法人長野サマライズセンター 事務局長） 

東中健悟（近畿労働金庫 本店営業部 主任）、新里カオリ（NPO法人工房尾道帆布 理事） 

事例報告：ひろしまジン大学、NPO法人ふぞろいプロジェクト、㈲S-Produce、㈱アスカネット 

  ・資源循環（寄付・助成・寄贈等） 

①アサヒビール株式会社中国統括本部「広島の海の環境保全プロジェクト」 

    ②株式会社NTTドコモ中国支社 

    ③株式会社アスカネット「NPO広報活動支援事業」 

    ④三井住友海上火災保険株式会社の什器備品提供 

（５）広島県共同募金会・社会福祉協議会との連携を促進する。 

・広島県共同募金会「社会問題解決プロジェクト」への協力（継続）  
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  ・広島県共同募金会助成事業「家庭と地域のための育ちあうコミュニケーション講座」 

NPO法人キャリアネット広島との連携事業 

（６）障害児者と手をつなぐ県民会議への参加 

（７）大学との連携 

  ・次代の親育て促進ネットワーク構築推進事業」（広島県こども家庭課） 

  ・UE-net(大学環境ネットワーク協議会)の運営支援（広島県庁との連携による学生ネットワークへの助言等） 

（８）労働組合・労働福祉団体、ワーカーズコープ等、協同組合との連携を図る。 

   広島県労働者福祉協議会、中国労働金庫広島県本部、（財）広島県勤労者福祉財団と連携 

   協同労働の協働組合法制定にむけてのネットワーク…2013年の国際協同組合年にむけて 

（９）東日本大震災に関わる被災地・被災者支援を多様な主体と連携しすすめていく。 

  ・広島市被災者支援ボランティア本部（事務局：広島市社協ボランティア情報センター）の構成団体 

    宮城県岩沼市災害ボランティアセンターへのボランティア派遣（スタッフ参加1名）4月26日～29日 

  ・東日本大震災を忘れない追悼の集い広島実行委員会構成団体 2012年3月11日（日）元安川親水テラス 

  ・広島県新しい公共支援事業「東日本大震災被災者生活支援・復興支援事業」 

    ひろしまボラネット応援隊（NPO 1名推薦） 9月16～20日（金～火） 

「東日本大震災広島県被災者生活サポートボラネット推進会議」（広島県社会福祉協議会）参加 

東日本大震災市町社協・関係機関合同会議 7月13日（水）広島県社会福祉会館 参加：毛利、松村 

  ・「いわてGINGA-NETプロジェクト」協力 ＜スタッフ派遣＞藤本 9月14日（水）～20日（火） 

広島県より17名参加 （広島大学2名、県立広島大学9名、広島工業大学3名、広島市立大学1名 

広島国際大学1名、立命館大学1名） 

  ・「中国ろうきんNPO寄付システム（災害救援分野）」寄付金を活用した助成募集・配分 2011年3月 

  ・「ひろしま災害ボランティアセンター（愛称：チームひろしま）」事務局：ひろしまNPOセンター 

   赤い羽根共同募金助成 288万円 

 

６．その他の事業 

○会としての引受・参加の事項 

 ・すべて障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議の設立呼びかけ団体 

 ・広島県プラチナ世代支援協議会 参加 

 ・広島県シニア就業支援協議会 相談業務担当者会議 8月23日（火）、3月2日（金） 

 ・相談機関関係会議 9月7日（火）幟会館2階会議室C 

 ・はつかいち市民活動相談ネットワーク 参加 

 ・ふくやま多文化共生参加 2012年3月4日（日）福山市西部市民センター（フォーラム） 

 

○会議・NPO関連行事などへの参加 

 ・中国5県中間支援センター連絡会議 

  第1回 2011年10月13日（木）岡山市市民会館 参加：中村、毛利（中国労働金庫参加） 

  第2回 2012年3月16日（金）幟会館2階会議室C 参加：中村、毛利 

 

○講師等の派遣 

安藤周治  龍谷大学特別講義 

      世羅町甲山コミュニティ振興会研修会 

      広島県上下町懇話会講演 島根自治体研究所総会 
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      岡山県津山教育事務所研修会 

      やまぐち人づくり地域づくりフォーラム 

      岡山県美作地域サポートセンター設立研修会 

      NPO行政との意見交換会（三次市） 

      萩市福栄地域づくり講演会 

      やまぐち出前アドバイザー連絡会議山口おおど地区コミュニティ研修会 

      三原市ボランティア研修会 

      ひろしま社会的事業チャレンジ教室 

      岡山県井原市協働のまちづくり講演会 

      岡山県笠岡市職員研修会 

      津山市地域づくり研修会 

      中国道の駅研修会 in真庭コメンテーター 

      日本建築学会農村計画部会パネリスト 

      作木中学校公開講座 

      笠岡市協働のまちシンポ 

      全国小さくても輝く自治体フォーラム特別講演（岡山県奈義町） 

      水源地域活性化フォーラムパネリスト 

      津山市高倉地域づくり講演会 

      北海道地域おこし協力隊研修会 

      山口出前アドバイザー派遣腎友会 講演・コーディネーター   

中村隆行  広島修道大学法学部講座 

 広島安佐北区狩留家自治会 

       尾道市職員研修 

       三原市社会福祉協議会 

       三原市高須自治会 

       安芸太田町自治会 

       独立行政法人福祉医療機構説明会（岡山） 

 毛利 葉  広島修道大学法学部講座 

 

 ○委員の派遣 

安藤周治  広島県生涯学習審議会 委員 

       広島県新しい公共運営委員会 委員 

       国土交通省水源地域活性化調査報告会アドバイザー 

       水源地域振興アドバイザー事業島根県尾原ダム担当 

       生物多様性に関する円卓会議メンバー 

       総務省 ICT地域活性化懇談会委員 

       水源地域アドバイザー派遣事業佐賀県吉野ヶ里町担当 

       国土交通省水に親しむ旅コンクール審査会審査委員長 

       広島県生涯学習審議会副委員長 

       過疎問題懇談会構成員 

       国土交通省水源地域リーダー養成研修会講演・アドバイザー 

       東城町活性化懇談会アドバイザー 

       銀山街道沿線会議委員 
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       中国5県地域づくり連携サミットアドバイザー 

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 

総務省中国 ICT利活用検討委員会 委員 

ちゅうごく産業創造センター委員会 副委員長 

広島県平和貢献ネットワーク協議会 幹事 

       広島市教育委員会 社会教育委員 

広島県共同募金会改革検討委員会 

       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 副会長 

       広島市社会福祉協議会第六次地域福祉推進計画策定委員会 副委員長 

       広島市男女共同参画審議会 委員 

       広島市水の都推進委員会 委員 

       広島市災害時ボランティア連絡調整会議 委員 

社団法人中国地域ニュービジネス協議会CB／SB推進プロジェクトマネージャー 

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

毛利 葉  広島県社会福祉協議会地域福祉部会常任委員会 委員 

全労済地域貢献助成事業 西日本審査委員 

広島市公募提案型協働モデル事業 審査委員 

       中国ろうきんNPO助成金制度 選考委員 

       NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会セキュリティ対策推進協議会 調査研究委員 

 平木 久恵 広島市都市計画審議会 委員 

 橋本美知子 広島市緑化推進審議会 委員 
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第 2号議案 2012年度事業計画（案） 

（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

Ⅰ 中期経営戦略の策定 

 2011年度、広島県新しい公共支援事業「中間支援強化事業」の中で策定した「中期ビジョン2012」（案）にも

とづき、2012年度内にブラッシュアップして「中期経営戦略」を策定し、3年計画（2012～2014年度）で中間

支援組織としての支援機能強化を図る。 

※「中期ビジョン2012」（案）は別紙参照 

 

Ⅱ センターの運営に関する事項 

 １．通常総会の開催 （第14回） 

    日 時 2012年5月27日（日） 13:30～16:00  

会 場 幟会館2階会議室C（広島市中区八丁堀3－1） 

議 題 (1)2011年度事業報告・決算 (2)中期ビジョン策定及び2012年度事業計画・予算  

(3)定款変更、(4)2012~2013年度役員改選 

 ２．理事会の開催 

   第1回  2012年4月24日（火） 18:00～20:30 

    会 場 幟会館2階会議室A 

    議 題 (1)2010年度事業報告・決算      (2)2011年度事業計画・予算 

(3)2011年度の役員変更と推進体制   (4)その他 （総会日程等） 

   第2回  2012年5月11日（金） 18:00～20:30 

    会 場 幟会館2階会議室A 

    議 題 (1)2010年度事業報告・決算      (2)2011年度事業計画・予算 

(3)2011年度の役員変更と推進体制   (4)その他 （総会日程等） 

   ※今後の開催予定 第3回 2012年9月  第4回 2013年1月  

 

Ⅲ 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データベース構築・活用、ITによる業務改善の推進 

  ・社会的課題、NPO等の新たなデータベース構築による、情報集積・分析・発信 

  ・NPO等の情報開示・情報発信の促進 

  ＜助成・補助・委託等事業＞ 

・「中間支援組織強化事業」（情報収集・提供の基盤形成事業）広島県新しい公共支援事業 

・日本財団CANPANと連携し開設した地域公益ポータルサイト「もみじコミュニティ」の活用・充実 

②情報発信・ホームページの再構築 

  ・事務所レイアウト改善（団体情報・イベント情報等の提供） 

・年次報告書・各種事業報告書、リーフレット（団体紹介）の発行 

  ・ニュースレター・情報誌の発行 

  ・HPを再構築、ブログ等ソーシャルメディアの運用、メールマガジン（登録会員）の活用 

・中国地域コミュニティビジネスサポートセンターHPによるCB/SBに関する情報を提供 
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  ＜助成・補助・委託等事業＞ 

・「子育てサポート人材育成・活用事業」広島県健康福祉局こども家庭課 

・「中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）運営業務」環境省中国四国地方環境事務所 

ニュースレター、HP、ブログ、メールマガジンによる情報提供 

 

（２）団体への運営支援事業 

①資金の調達・配分のしくみの構築と参加・賛同する市民・NPO・企業等の募集 

  「サポート資源循環システム」の再構築と次年度にむけた認定NPO法人格取得準備 

  ファンドレイジングとグラントメイキングの人材育成と機能の充実 

  ＜資金＞市民、企業等からの寄付による資金提供・配分事業の開発 

  ・「ひろしまNPO活動奨励賞」、「ひろしまNPOサポート倶楽部」の再構築 

  ・「ろうきんNPO寄付システム」、中国労働金庫との協働事業を実施。「災害救援」分野の活用。 

県職労、中国5県の中間支援組織、日本財団CANPANとの連携 

・株式会社アサヒビール・広島県との提携事業「うまい！を明日へ！プロジェクト」による「広島の海の 

環境保全活動助成事業」 

・株式会社NTTドコモ中国支社との提携事業（寄付仲介事務等） 

  ・NPO法人日本NPOセンター等、寄付・助成プログラムへの協力 

    損保ジャパン「SAVE JAPAN」（環境）、明治製菓ホールディングス「お菓子寄贈」（障がい児支援） 

＜什器備品＞ 

・「ひろしまイーパーツPCリユース事業」、PC再生団体の募集。 

・NPO等への什器備品の仲介 

＜人材・ノウハウ＞ 

 ・NPO法人サービスグラントと連携したサービスグラント広島事業の展開 

  プロボノ登録と受入NPO募集・マッチング  

   ・アスカネット「NPO広報活動支援事業」の発展 

  ＜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 

入居団体間ネットワーク構築事業「寄合」の開催 

  ＜助成・補助・委託等事業＞ 

・「中間支援組織強化事業」広島県新しい公共支援事業 

 

（３）啓発・研修事業 

①相談・NPO経営等の個別支援及び、講師派遣 

②NPO・人材育成に関する研修・セミナー 

  NPO認証・認定、NPO会計・税務、情報発信・IT活用、経営・組織運営、分野別課題相談等 

  ＜助成・補助・委託等事業＞ 

・「高校生『起業家精神』養成講座実施事業」広島県教育委員会 

・「広島市・交流体験型観光の企画・開発業務」広島県緊急雇用対策基金事業 

・「ソーシャルビジネス・ネットワーク大学東北復興リーグ中国キャンパス事業」 

内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業 

・「子育てサポート人材育成・活用事業」広島県健康福祉局こども家庭課 
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・「中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）運営業務」環境省中国四国地方環境事務所 

・「非営利組織のマネジメント力強化研修事業」広島県新しい公共支援事業 

・「中間支援組織強化事業」広島県新しい公共支援事業 

 

（４）調査・研究・政策提言事業、ネットワーク・連携推進事業 

①県内NPOを代表し、社会的課題や存在意義を発信するとともに、多様な主体との連携の機会を広げる。 

・地域別・テーマ別のNPOの課題の共有化やネットワーク化の推進 

環境系、国際交流系、子育て支援系等のNPO支援とネットワーク形成、及びネットワークへの参加 

市町におけるNPO支援とネットワーク形成、及びネットワークへの参加 

・各政党・会派・議会との連携を図る。 

・広島県及び市町自治体、中間支援組織との連携 

・企業・経済団体との連携をすすめる。 

・広島県共同募金会・社会福祉協議会との連携を促進する。 

・大学・高校等教育研究機関との連携 

・労働組合・労働福祉団体、ワーカーズコープ等、協同組合との連携 

・東日本大震災に関わる被災地・被災者支援を多様な主体と連携しすすめていく。 

②NPOに関する政策提言・アドボカシー 

  ・NPO法・税制度改正にむけた提言 

・「NPO会計基準協議会」（世話団体）普及・相談活動 「学習会」「個別相談会」の開催 

 

（５）その他の事業 

①講師・委員の派遣 

②協力・連携事業の推進  
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第３号議案 定款変更の件 

 

 

   第四章 役員 

  （役員の種類及び定款） 

第１１条 

１ ・・・・・・・・・・ 

２ 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する 

（１）代表理事   1名 

（２）副代表理事  若干名 

（３）専務理事   1名 

（４）常務理事   2名以内 

 

（理事の職務） 

第１２条 

１・・・・ 

２・・・・ 

３ 専務理事は、代表理事・副代表理事を補佐し、理事会の議決に基づいて、業務全般

を管理する。 

４ 常務理事は、・・・ 

５ 理事は・・・ 

 

 

理由：中期戦略の策定にあたり、業務の執行役として常務理事と職務の分担をするため。 
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第４号議案 2012～2013年度役員改選の件 

 

 

    理 事 安藤 周治   NPO法人ひろしまね 

理 事 五百竹 宏明  県立広島大学経営情報准教授 

理 事 児玉 宏    NPO法人コーチズ代表理事 

理 事 竹野 宗彦   中国経済連合会部長 

理 事 茶山 ちえ子  NPO法人WAC広島ふれあいセンター理事長 

理 事 中村 隆行   NPO法人ひろしまNPOセンターセンター長 

理 事 三好 久美子  余暇開発士 

理 事 村田 民雄   NPO法人e&g研究所 理事長 

理 事 毛利 葉    NPO法人ひろしまNPOセンター事務局長 

理 事 山本 一隆   社会福祉法人中国新聞社会事業団理事長 

       ※経済団体、労働関係団体より、昨年に引き続き理事の委嘱を予定 

 

    監 事 久笠 信雄   弁護士 

    監 事 藤川 晴基   税理士 
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