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2009 年は大きな節目：５大トピックス 

倉敷市市民活動センター開設… 

2009 年 6 月、倉敷市市民活動センターが旧らいふサポートくらしき(元国体

事務所)に開設した。これまで市民活動サポートセンター設置についての協議

の場を設けるように提案してきた事もあり、サポートの文字のないセンターが市

の単独判断により設置された事は大変残念だ。この話に他都市の市民活動支

援関係者は、「え？検討もせずに設置したの？」と一様に驚く事がこの件の持

つ意味を示している。 

一方、市の方では「サポート機能はこれから検討を進める」という事なので、

協力、連携を進めていきたい。 

倉敷市次期総合計画の策定：「市民参加と市民活動支援」の行方は？ 

現在の第 5 次総合計画は平成 22 年度までであり、すでに次期総合計画策

定がはじまっている。平成 23 年度からの 10 年間の方向性と枠組みを決める次

期総合計画づくりにおいて、市民の声を届け提案する機会として活用したい。

ポイントは市民活動促進のための支援をどう位置付けていくのか？である。市

民自治の促進も、協働推進も、市民活動の促進がなければ実現できないから

だ。 

ついに政権交代：日本の行方は？ 

8 月 30 日の衆議院選挙で、民主党が単独過半数を超える３０８議席を獲得

し、戦後初めての政権交代が確実となった。 

民主党により、何がどう変わるのか？ 下野した自民党はまっとうな政党とし

て再建できるのか？など、今後に注目したい。 

NPO 法から 10 年→JACEVO 設立：日本のサードセクターの行方は？ 

2008 年は特定非営利活動促進法（1998 年 12 月）からの 10 年を総括し、今

後の 10 年を俯瞰するという動きが活発な一年だった。 

2009 年 9 月には JACEVO（日本サードセクター経営者協会）が設立される。

「行政セクターや企業セクターと共に社会を担っていける《市民セクター》を作

っていくために、今後 10 年で何が必要か？」という視点から生まれた構想がイ

ギリスの ACEVO をモデルとした JACEVO（日本サードセクター経営者協会）で

ある。 

ひろば／ hiroba の《リ・スタート》 

《リ・スタート（再出発）》１年目としての第６期として、様々な事業に取り組み

はじめた。特に 2009 年に入ってから本格化している「もっと♪ＮＰＯ２００９」の２

つのプロジェクトが成功する事は、今後において大きな礎になるだろう。 
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Ⅰ．2008 年度の成果と総括 

まっとうな中間支援のしくみづくりへ、事業が本格化 

くらしきパートナーシップ推進ひろばは、市民参加・協働型社会をつくるため

に倉敷の地から何をするべきか？という問題意識から出発し、「地域に根付くま

っとうな中間支援組織が必要である」という仮説のもと、事業の試行、調査研究、

各種研修などを行ってきた。これまでの学びと取り組みから仮説は確信となり、

中間支援の活動からしくみと組織づくりそのものへ取り組みを進めていく。 

2008 年度はその初年度という位置付けだ。 

事業の第１の柱は、事業体として自立した NPO＝食える NPO を目指すため、

講座・ワークショップというスキルを活かした事業開発だ。これまでの取り組みが

成果となりつつあり、年間事業規模が 200 万円に近づいた。プロとして事業実

施に取り組み、キーワードを成果＆対価＆評価の３つの『カ』として実績を積ん

だ事が、信頼を広げていると考えたい。 

さらに中間支援組織としての本来の役割を果たすため、自主事業の展開を

はじめる。 

第２の柱は、市民活動の環境整備を進めるための調査・研究事業【市民活

動★パワーアップ研究会 PJ】だ。 

市民活動の現状と課題、必要な解決策を、多様な参加による研究会で調

査・研究し、市民活動促進のための中期プランとしてまとめる。調査・研究まで

は倉敷市市民企画提案事業に採択され、具体的な準備に追われている所

だ。 

第３の柱は、サポートのしくみづくりをめざす【１日サポセン体験ＰＪ】だ。 

市民の参加、円卓会議、資源持ち寄りをキーワードに、民間・仮設で実現で

きる所から、サポートのしくみを具体化していく。 

第２、第３の柱は、これまで進めてきた中期戦略づくりから【地域の元気×Ｎ

ＰＯの本気「もっと♪ＮＰＯ」キャンペーン 2009-2011】として取りまとめたもので、

取り組むプロセスの中で、倉敷の NPO 全体の力量形成とネットワーク化を進め

ていくという内容だ。 ※詳細は資料参照 

まっとうな中間支援組織をつくっていくためには、方向性の共有とひろがりの

両面が必要だ。問題意識を共有し、協議や試行を重ね、ビジョンを作っていく

プロセスにより、地域資源を把握し、ネットワークをひろげ、連携や協力の輪を

広げていく事が可能になる。 

個別の事業を進めていく中で、これまで不十分だった社会への情報発信や

世論形成、市民・倉敷市行政などとの対話や協議、提案や提言、地域資源の

把握と巻き込みを進めていく事になるだろう。 

すでに、その初年度として新しい地域人材との出会いがあり、着実に会員が
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増えており、今後の可能性を強く感じる一年となった。 

また、これまでの会員の皆さんも着実に継続して下さり、貴重な自主財源で

ある会費収入への貢献で大きな支えとなっている事に感謝したい。 

同時に、いよいよ責任が大きくなってきている事を強く感じている。 

引きつづき、ご支援とご協力をお願いしたい。 
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重点項目１；自立した事業体を目指して 

高い事業受託の継続率と今後の課題 

まちづくり推進機構岡山と協働で取り組んだ玉島地区のまちづくり事業、笠

岡市市民活動支援センターでのこの指とまれ講座、倉敷市社会福祉協議会で

の倉敷ボランティアセンター登録団体活動展示など、着実に継続していただい

ている事は、事業成果に一定の評価と信頼が生まれつつあると考えたい。 

ノウハウや専門性を開発しながら＝高コストでの事業実施であるのが現状で、

まだ収益を生みだせていない。しかし考え方を変えると、蓄積したノウハウが財

産として残ったといえる。 

今後の事業拡大が期待できる一方で、質を落とさずスピードを高め、量を拡

大していくための対策が必要になりつつあり、来年度からは事務局のサポート

として若いスタッフにアルバイトで入ってもらう事が決まった。次のステップに備

えた体制づくりを進めていく事になる。 

事業拡大のためには、実施事業の見える化が必要であり、ブログによる情報

発信を行った。 

玉島地区での取り組み：ワークショップからハンズオン型支援へ 

まちづくり推進機構岡山との協働で取り組んでいる玉島でのまちづくり事業

が 2 年目を終えた。まちづくり交付金による事業であり、初年度（平成 19 年度）

は溜川のまちづくりについての意見交換ワークショップとしてはじまった。今年

度（平成 20 年度）前半は引きつづきワークショップの計画と実施を行ったが、

後半では大きく方向性を変えて体験型ワークショップによって従来のまちづくり

ワークショップでは参加しない市民層をターゲットに実施した。玉島で行われて

いる活動を資源として活用し、新しい切り口で事業をプロデュースし、実施する

という役割に挑戦した。現場の課題に取り組む団体には具体的なビジョンと課

題、解決のための活動に取り組む一方で、ＮＰＯの特性や基礎知識への理解、

事業をどうしかけていくのか？という事業戦略、何より、新しい事業を展開する

組織基盤などが不足しがちだ。その部分を私たちが担い、パートナーシップで

事業を進めるというハンズオン型支援ができた事は、中間支援組織としてのま

ちづくり事業への取り組みという意味で重要だった。 

また、これまでの 2 年間を報告書にまとめ、溜川での事業については一旦区

切りをつける事になった。2009 年度以降は旧市街地に舞台を移し、まちづくり

研修支援事業として進めていく。『地域や団体に何を残すことができるのか？』

という視点から、ハンズオン型支援とエンパワメントという手法で、キチンとした

成果を残したい。 

まちづくり交付金事業は 2009 年度から３年間の２０１１年度で完了する。継

続して受託できるとは限らないが、３年の中期的な視点で、玉島をまちづくり事

業の重点地区として位置付け、取り組んでいきたい。 
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重点項目２：市民活動★パワーアップ研究会 

正式名称 

市民活動パワーアップのための調査・研究事業 

－市民活動の共通課題にネットワーキングで取り組む場づくり－ 

倉敷市での市民活動の実体調査と今後の支援策の検討を行う研究会を、

倉敷市市民企画提案事業へ応募、採択された。 

4 月から準備や調整を進め、本格的な実施は次年度（7 月）からとなる。 

市民企画提案事業の制度設計への問題提起 

応募時に提出した「事業費の概算について」はフルコストリカバリーと協働の

形態について、重要な問題提起となった。今後の制度設計の改善に期待する

とともに、引きつづき情報提供や事例紹介、市との意見交換を続けていく必要

がある。 

研究会参加の団体依頼メンバー 

研究会の団体依頼メンバーは当初想定していた構成の 8 割程度が実現で

きた。今回参加いただけなかった社団法人や事業系 NPO の代表格である介

護系 NPO についても、ネットワークが広がり、事業の主旨に共感いただく事が

でき、次の事業での協力や連携に期待できる。今後もひとつひとつ丁寧にネッ

トワークをひろげていく事の大切さを確認した。 

資金調達力が大きな課題 

今回の事業総額約２９４万円のうち、人件費、報償費、事業委託費の合計が

約２２７万円となる。市民企画提案事業では人件費などに使える上限があり、

資金調達が大きな課題となった。 

官民パートナーシップ確立のための支援事業（内閣府 国民生活局 市民

活動促進課）を検討したが、倉敷市による地域再生計画（案）の提出が必要で

あり、充分な調整期間が取れなかったため断念した。 

地方の元気再生事業を検討したが、事業主旨が合わない事から断念した。 

どちらも、より具体的なしくみづくりに取り組む事業では活用できる可能性が

大きく、継続的に検討する必要がある。 

トヨタ財団の調査・研究事業への助成制度の活用も検討したが、調査・研究

事業としての先進性は低く、ネットワーク形成やレベルアップの側面が強い事

から、助成の主旨に合わないと判断し断念した。 

そこで、チャリティプラットフォームへの助成金応募を行ったが、残念ながら

採択されなかった。 

人件費割合が大きな事業の資金調達は大きな課題であり、今後の情報収集

やスキルアップ、事業構想力の向上などが課題である。 
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重点項目３：1 日サポセン体験 PJ 

ソフトとしてのサポートセンターを民間・仮設で 

市民活動支援のしくみは行政による施設設置そのものよりも、当事者である

NPO のネットワーク活動による相互扶助や学びあいなど、地域の NPO 全体の

レベルアップへの仕掛けや、地域資源の仲介システムなどのソフト部分の比重

が大きい。それを担うのは高い専門性を備えた民間の中間支援組織＝インタ

ーミディアリーであり、その具体的なしくみづくりが目標となる。 

プロジェクト方式でひろがりを 

1 日サポセン体験 PJ では、市民参加型、円卓会議による意志決定、資源持

ち寄り型で、臨時・仮設の 1 日サポートセンターを、プロジェクト方式によって実

現できるところから具体化していく。 

プロジェクトの原案企画、広報・広告、参加呼びかけを 5 月に行い、集まった

方々と実施計画づくりやプロジェクトチームづくりに取り組んだ。 

参加型で進めていくのは手間がかかるが、NPO としての事業実施の本質＝

市民に参加の機会を提供し、エンパワメントする を大切に進めている。 

幸い、新しい人材との出会いと参加もあり、着実に準備が進んでいる。 

第 1 回は 8 月開催を予定しており、今後の広がりが楽しみだ。 

市民活動センターとの協力と連携 

NPO 情報ライブラリ、NPO 訪問記など情報センターの成果物の展示や設置

について、市民活動センターの協力を得られることになった。 

市民活動センターとしてはサービスメニューが増え、1 日サポセン体験 PJ と

しては、成果物がより有効に活用される事になる。お互いにメリットがあるのは

当然だが、一番大切な視点は、情報を必要としている利用者にとって、より良

いしくみにできるかどうかという事である。 

自主事業であるという事 

このプロジェクトは市民活動センターで必要な機能の補完ではない。 

中間支援組織が備えるべき機能を、具体的に実現していくためのプロジェク

トである。開設してしまった市民活動センターを活用し、連携や協力を進めるが、

あくまでも事業成果を高めるためであり、市民活動センターの機能補完になる

事があったとしても結果としてそうなるだけで、目的・目標は地域の中間支援の

機能の実現だという点を強調しておきたい。 

また、このプロジェクトを進めていく中で必要だと考えられるソフト事業が明ら

かになった場合、随時市民活動センターへ提案や協議を行っていく。 
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以下、会則における活動・事業の種別にそって、その他の事業を総括して

いく。 

（1）情報コミュニケーション事業 

情報収集・発信、調査・研究、アドボカシーなど、《情報》資源を用いた事業

実施＝外部とのコミュニケーション全般を情報コミュニケーション事業とした。 

・ブログによる情報発信が「情報開示モデル事例集」に選ばれました！ 

ＣＡＮＰＡＮによる団体情報開示で「めざせ♪５つ★」として取り組みを進め

たが、残念ながら３つ★までしか果たせなかった。 

ブログでは、主催事業の情報提供だけでなく、運営情報なども積極的に掲

載していった事などが評価され「情報開示モデル事例集」に選ばれた。 

｢地域・テーマ公益ポータルプロジェクト｣「情報開示モデル事例集」におい

て、岡山地域の３事例のひとつとしてご紹介いただいている。 

ブログでは他に以下の情報発信を行った。 

協働推進懇談会の傍聴と情報発信 

協働推進が指針後どのように進むか？についての情報収集とブログによる

情報発信に取り組んだ。NPO 側の参加者との意見交換や情報提供などに取り

組んだ。公募市民への応募が多く抽選で選別されたが、懇談会による意見交

換のための場であるなら、できるだけ多くの市民の参加が望まれる。 

まちづくり意見交換会への参加と情報発信 

まちづくり推進課による「平成２０年度市町村の中心市街地の活性化の取組

に対する診断・助言事業」での表記意見交換会に中心市街地の活性化が今

後どのような方向性で進むのか？の情報収集と NPO 支援についての情報提

供、意見提出のために参加した。生活者視点からのまちづくりという切り口に期

待できる。 

事業は完了し、完成した報告書は市のウェブサイトに掲載されている。 

・会員ＭＬによる情報提供 

各種メーリングリストからの情報提供 

ひろば／ hiroba が団体会員となっている団体のメーリングリストの情報提

供を行った。一部メルマガからの情報提供はルーティン作業として陶の細道さ

んに行ってもらうように移行した。 

関連図書の紹介 

昨年度から引きつづき行った。提供頻度を毎月から隔月へ変更し事務局の

負担軽減を図った。ルーティン作業として陶の細道さんへの移行を検討してい

く。 
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・研修参加報告会（内部研修） 

倉敷市 市民活動推進課の紹介により、行政職員向けの協働推進のための

研修に事務局から平尾が参加し、その報告会として内部研修を外部にも一部

開く形で行った。行政職員研修の内容を垣間見た事や、全国的な職員研修の

実施形態がわかった。参加者（行政職員含む）との意見交換の場は貴重であ

った。 

・回覧ＤＶＤプチＰＪ 

昨年度から引きつづき行ったが、管理担当者が不在となり回覧が進んでい

ない。引きつづき、コミュニケーションツールとして活用していきたい。 

 

（2）組織・人材育成支援事業 

相談対応、交流・ネットワーク形成、研修、ハンズオン支援など 

 

・組織マネジメント講座 

ＮＰＯの組織マネジメントと中期戦略 

－地域と組織の３年後を描くワークショップ－ 

講師にせんだい・みやぎＮＰＯセンターの加藤哲夫さんをお迎えし、内部研

修を外部（地域のリーディングＮＰＯ、市民活動支援に携わるスタッフ）に開く形

で実施し、計 13 名の参加者で開催した。 

せんだい・みやぎＮＰＯセンターを立ち上げ、1 億円を超える年間事業費に

まで牽引したマネジメント力と、長年の草の根の活動に裏打ちされた講座内容

は非常に価値の高い講座となった。 

1 回目という事で入門的な色合いが濃くなったが、合宿形式による開催など、

より実践的な形での開催を検討したい。 

・笠岡市市民活動支援センター「この指とまれ講座」 

団体紹介のﾊﾟﾈﾙづくり × お披露目＆交流会として３回連続で開催した。 

これまでの情報発信支援への取り組みを講座としてパッケージした。 

参加者満足度が高く、講座後に成果物が活用できる点から主催者からも非

常に高い評価を受けた。理論的な理解と作業を通しての体感の２つの側面か

らアプローチした事で、ゆるやかで楽しい作業を通して必要な事に気づく場づ

くりに成功した。言葉の限界を超えるワークショップの可能性と、知識の学習で

はなく実践的な学びという点を大切にした各種講座への取り組みの重要性を

確認した。 



くらしきパートナーシップ推進ひろば ２００８年度【第 6 期】 事業報告書（2008/7/1～2009/6/30 

- 10 - 

・相談対応：会員への相談対応の試行 

ケース①：チラシデザインの相談対応 

ターゲット設定→キャッチコピー→チラシレイアウトなどの相談対応をメール

にて行った。 

ケース②：事業計画書の相談対応 

事業コンセプト→展開の戦略→単年度事業としての計画などの相談対応を

メールにて行った。 

どちらのケースも会員から受けたメールでの相談に対し、試験的に対応した。

講座で学ぶよりも現場での実作業の中で学ぶ OJT の効果が高く、大変感謝さ

れた事から、事業化の方法を模索していきたい。 

 

（3）まちづくり事業 

講座・ワークショップ、事業コーディネート、など 

玉島での溜川ワークショップ等支援業務以外に、以下の事業に取り組んだ。 

市長とワイワイまち育て市民会議 

経緯 

倉敷まちづくりネットワークが行った、伊東新市長当選後のわいわいまち育

て（2008 年 4 月）において、ひろば／ hiroba の事務局から市民参加と協働に

ついて質問をした経緯から、倉敷市の「市民協働」の行方は？について継続

的な市長との対話が必要だと感じた。 

また、倉敷ＮＰＯセンターづくりのためのＮＰＯの協議の場（フォーラム）を開

催の可能性について、関係者の意見を聞くために倉敷まちづくりネットワーク

の世話人会で協議する中で企画が持ち上がった。 

実施形態は実行委員会方式とし参加型で進め、ひろば／ hiroba は事業

全般の事務局を担った。事業資金約 20 万円を倉敷まちづくりネットワークが提

供し、さらに実行委員会のメンバーが様々な仕事を分担した。 

事業の成果と課題 

以下、想定以上にうまくいった事を列挙する。 

準備会で様々な方と出会い、自立支援法による障害者の現状や、福祉移送

の現場のお話などのお話を聞く事ができ、ネットワークが広がった。 

イベント当日は約 90 名の市民の参加があった。市の職員からも「まちづくり

のイベントでこれだけ集まる事はめずらしい」と言われた。 

イベントは倉敷ケーブルテレビにより特別番組が制作された。放送は玉島テ

レビ放送でも行われたため、多くの人にメッセージを届ける事ができた。 
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福嶋浩彦さんの講演会では、元市長の立場から「市民協働によるまちづく

り」の実例を、多くの市民の方へ紹介できただけでなく、参加者の評価も大変

高かった。 

また、くらしきパートナーシップ推進ひろばとして想定通りにできた事は、 

市民活動の促進について公開された協議の場（フォーラム）を作る事ができ

た。 

市民活動の促進における『支援センター』と『ソフト事業』の重要性をメッセー

ジできた。 

市長に対しての提言書では、市民活動部会として「次期総合計画への市民

参加の拡大」「市民活動促進について協議する場づくり」「市民活動支援をソフ

ト事業から試行」などを提案できた。 

 

２００９年６月には倉敷市市民活動センターが開設された。 

年度末の予算書が公開された時点で、支援機能は無いまま行政施設だけ

作られるという事が判明していたため、担当課へのヒアリングを行い事務局にて

対応策を協議した。支援機能はこれから作っていくという事で、前向きに協力

していく事にした。 

オープニングレセプション後の伊東市長との会話で、以下の発言があった。 

「市長とワイワイまち育て市民会議で、『市民活動のセンターを作らないと』と

思いました」 

成果と取るか、敗北と取るかの判断は皆さんにおまかせしたい。 

私たちは責任を受け止め、次の手を打っていくしかない。 

まちづくり×サポートの仕組み－市民活動支援とは？－ 

市民活動支援の先進事例である、せんだい・みやぎNPOセンター代表理事

加藤哲夫さんによる講座を、岡山ＮＰＯセンターとの協働で企画・実施した。 

講義において基本的な事柄を学び、ワークショップでは市民活動の課題と

その解決策を話し合う内容で、参加者の気づきを促す事ができた。 

サポートの仕組みとして『行政施設』と『支援組織』の２つは全く別の物として

考える必要があるという指摘は、参加者にとって明快であり貴重だった。 

ワークショップの内容は、別途取りまとめていき、市民活動の課題として全体

像をまとめる事ができた。基礎資料として市民活動★パワーアップ研究会に活

用していく予定で、その後の個別ヒアリングを継続している。 

また、加藤さんからは講座の最後に「大切にしたいこと」として以下のメッセ

ージを受けた。 
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講座修了後、ワークショップの結果を整理し、調査・研究を進めるように示唆

を受けた。中間支援組織として、団体の現状や課題を把握する事が最優先事

項であるからだ。また、1 日サポセンの開催を勧められた。地域の NPO 全体で

レベルアップしていくしかけを行う必要があるからだ。 

伊東市長と加藤さんを囲む懇談会 

市民活動の本質と行政政策にとっての位置付け、市民活動支援の意味など

についての懇談会の場を設けた。 

加藤さんからは「現代社会の問題の構造」「なぜ市民参加なのか？」「市民

活動の意味は？」「行政政策にとっての市民活動とは？」などについて、実例

と深い考察に基づいた示唆に富んだわかりやすいお話を伺うことができた。 

また、講座でのワークショップ結果を伊東市長に見ていただき、市民活動の

現場で起こっている事や課題についての概要を伝えることができた。 

伊東市長からは「加藤先生のお話はわかりやすい」との感想を得た事を記し

ておく。 

 

 

☆大切にしたいこと☆ 

①公共施設であれ、市民組織の結成であれ、多くの市民の参加

に開かれたプロセスを大切にしよう。 
（議論とやる者の足をひっぱらない文化へ） 

②行政サービスに、一元的に頼るのではなく、「私をひらき」、

小さな公共の連鎖と広場の思想を実践しよう。 

③経営のための知識を学びあおう。 
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組織運営に関する事項 

（１）＜運営会議の開催＞ 

○第 1 回運営会議 

日時： 2008 年 8 月 25 日 (月), 13:00 ～ 17:00 

会場： 倉敷市国際交流会館 会議室 

議題： 

・ 事業の進捗報告と今後について協議 
・ 運営会議の役割とミッションステートメントについて協議 

○第 2 回運営会議 

日時： 日時 11 月 24 日（月）１２～17 時 

会場： 場所 倉敷労働会館 ４０２会議室（小会議室） 

議題： 

・ ２００８年度上半期の報告と総括 
・ ２００８年度下半期～２００９年度の計画について 

○第３回運営会議 

日時： 日時 3 月 16 日（月）１９：３０～２１：００ 

会場： 倉敷市文化交流会館３F ラウンジにて 

議題：  

・ 中期戦略および事業計画の承認 

○第４回運営会議 

日時： 日時 ４月１１日（土） １３：００～１７：：００ 

場所： くらしき健康福祉プラザ ボランティア室 

議題：  

・ 中期戦略について 
・ 事業計画について 

（３）その他 

＜会員について＞ 

会員総数 ２１（個人・団体） 

正会員 個人 ９名 

団体 １団体 

準会員 個人 １０名 

団体  ０団体 

賛助会員      １（個人・団体とも） 
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※第６期終了時（２００９年６月末） 

 

＜情報発信＞ 

ブログ 総記事数１５０、年間アクセス数 6630、月平均 552.5 

日付 ブログ ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 
ﾊﾞｲｵ

ｸﾞﾗﾌｨ 

合計ア

クセス

数 

累計アク

セス数 

累計

記事

数 

投稿

数 

2009 年 6 月 596 12 2 610 10457 150 9 

2009 年 5 月 489 7 1 497 9847 141 19 

2009 年 4 月 341 6 3 350 9350 122 6 

2009 年 3 月 402 8 1 411 9000 116 7 

2009 年 2 月 447 15 5 467 8589 109 6 

2009 年 1 月 633 12 4 649 8122 103 8 

2008 年 12 月 619 19 9 647 7473 95 9 

2008 年 11 月 343 15 9 367 6826 86 3 

2008 年 10 月 567 11 6 584 6459 83 3 

2008 年 9 月 701 33 25 759 5875 80 4 

2008 年 8 月 665 14 8 687 5116 76 2 

2008 年 7 月 591 7 4 602 4429 74 8 

 

＜事務局について＞ 

①人員体制（200８年７月 1 日～200９年６月 31 日現在） 

代表： 佐藤尚宏 

事務局： 佐藤尚宏、平尾博美、中村開三 

※小林倫子は体調不良のため４月より休養 

②事務局 

延べ就務時間： 2345.7 時間 

延べ就務日数： 293.2 日 

常勤職員 1 名 ＋ 非常勤職員 1 名程度の仕事量 

※常勤職員の年間勤務日数は約２５０日 

 勤務務時間の計算について 

 365 日－104 日(週休日)－11 日(法定祝日)＝250 日 
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Ⅱ．2007 年度 収支報告 

科　　　　　　　　目
Ⅰ経常収支の部
　　１　会費収入
　　　　　　正会員（個人）会費収入 45,000
　　　　　　正会員（団体）会費収入 10,000
　　　　　　準会員（個人）会費収入 12,000
　　　　　　準会員（団体）会費収入 0
　　　　　　賛助会員会費収入 10,000
　　　　　　　会費収入合計 77,000
　　２　事業収入
　　　　　情報コミュニケーション事業
　　　　　　　情報支援（簡易パネル貸出） 52,000
　　　　　組織・人材育成支援事業
　　　　　　　組織マネジメント講座
　　　　　　　　　参加費（13人） 34,600
　　　　　　　倉敷市人材養成講座 335,000
　　　　　　　笠岡講座 150,000
　　　　　　　サポセン体験PJ 1,600
　　　　　　　環境NGOと市民のつどい 3,000
　　　　　　　シニア講座 46,200
　　　　　　　書籍販売
　　　　　　　　１２のチカラ（4冊） 5,040
　　　　　　　　実践NPOマネジメント（3冊） 6,000
　　　　　まちづくり事業
　　　　　　　溜川ＷＳ 1,039,612
　　　　　　事業収入合計 1,673,052
　　３　寄付金収入
　　　　　　寄付金収入 24,747
　　　　　　　寄付金収入合計 24,747
　　４　助成金収入
　　　　　　　　地域づくり団体活動支援 166,000
　　　　　　　助成金収入合計 166,000
　　５　雑収入
　　　　　　受取利息 142
　　　　　　現金過不足 50
　　　　　　　雑収入合計 192
     経常収入合計（A) 1,940,991
Ⅱ　経常支出の部
　　１　事業費
　　　　　情報コミュニケーション事業
　　　　　　　研究会事業
　　　　　　　　印刷費 2,970
　　　　　　　　消耗品費 3,267
　　　　　　　　通信費 8,250 14,487
　　　　　　　調査・研究・開発
　　　　　　　　人件費 49,864 49,864
　　　　　　　情報支援（展示パネル貸出）
　　　　　　　　人件費 27,210 27,210
　　　　　　　協働環境強化
　　　　　　　　人件費 46,875 46,875

2008年度7～6月　非営利活動に係る事業会計収支計算書（案）
2008年7月1日から2009年6月30日まで

くらしきパートナーシップ推進ひろば
金　　　額　（円）
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科　　　　　　　　目
　　　　　組織・人材育成支援事業
　　　　　　　組織マネジメント講座事業
　　　　　　　　人件費 23,773
　　　　　　　　講師謝金 100,000
　　　　　　　　旅費交通費 66,000
　　　　　　　　会場費 4,305
　　　　　　　　通信費 35,960
　　　　　　　　広告宣伝費 10,000
　　　　　　　　印刷費 5,082
　　　　　　　　消耗品費 1,897
　　　　　　　　雑費 750 247,767
　　　　　　　倉敷市人材養成講座
　　　　　　　　人件費 158,775
　　　　　　　　講師謝金 100,000
　　　　　　　　旅費交通費 16,270
　　　　　　　　通信費 340
　　　　　　　　広告宣伝費 15,000
　　　　　　　　印刷費 1,418
　　　　　　　　消耗品費 3,141
　　　　　　　　雑費 630 295,574
　　　　　　　笠岡講座
　　　　　　　　人件費 149,900
　　　　　　　　消耗品費 3,255
　　　　　　　　旅費交通費 12,180 165,335
　　　　　　　サポセン体験PJ
　　　　　　　　会議費 1,500
　　　　　　　　印刷費 2,927
　　　　　　　　消耗品費 10,914
　　　　　　　　通信費 10,560 25,901
　　　　　　　相談対応
　　　　　　　　人件費 5,800 5,800
　　　　　　　シニア講座
　　　　　　　　人件費 24,525
　　　　　　　　印刷費 717 25,242
　　　　　　書籍販売事業
　　　　　　　　書籍代 6,000 6,000
　　　　　まちづくり事業
　　　　　　　溜川ＷＳ
　　　　　　　　人件費 921,340
　　　　　　　　旅費交通費 100
　　　　　　　　印刷費 815
　　　　　　　　消耗品費 49,055
　　　　　　　　支払手数料 290 971,600
　　　　　　　事業費合計 1,881,655
　　２　管理費
　　　　　　人件費 212,155
　　　　　　旅費交通費 200
　　　　　　通信費 5,910
　　　　　　会議費 6,320
　　　　　　印刷費 90
　　　　　　消耗品費 26,495
　　　　　　研修費 10,000
　　　　　　諸会費 5,000
　　　　　　支払手数料 1,185
　　　　　　雑費 6,000
　　　　　　　管理費合計 273,355
      経常支出合計（B) 2,155,010
      経常収支（C)=(A)-(B) △ 214,019

金　　　額　（円）
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科　　　　　　　　目
Ⅲ　その他資金収入の部
　　１　固定資産売却収入
　　２　借入金収入
　　　　　　短期借入金 300,000
　　　その他資金収入合計 300,000
Ⅳ　その他資金支出の部
　　１　固定資産取得支出
　　２　短期借入金返済支出 300,000
　　　その他資金支出合計 300,000
　　　予備費 0
      当期その他資金収支差額（D) 0
      当期収支差額（E)=（C)+(D) △ 214,019
      前期繰越収支差額 65,485
      次期繰越収支差額 △ 148,534

Ⅴ　正味財産増加の部
　　１　資産増加額
　　　　固定資産受贈額
　　　　固定資産購入額
　　２　負債減少額
　　　　長期借入金返済額
　　　増加額合計 0
Ⅵ　正味財産減少の部
　　１　資産減少額
　　　　当期収支差額（E) 214,019
        棚卸資産減少額 4,032
　　　　固定資産売却額
　　　　減価償却額
　　２　負債増加額
　　　　長期借入金増加額
　　　減少額合計 218,051
　　　当期正味財産増加額 △ 218,051
　　　前期繰越正味財産額 74,557
　　　当期正味財産合計 △ 143,494

金　　　額　（円）
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科　　　　　　　　目
Ⅰ　資産の部
　1　流動資産
　　　現金 16,158           
　　　普通預金 107,127
　　　書籍（１２のチカラ）5冊 5,040
　　　　　　流動資産合計 128,325
　2　固定資産
　　　　　　固定資産合計 0
　　　　　　資産合計 128,325
Ⅱ　負債の部
　1　流動負債
　　　短期借入金
　　　未払金 271,819
　　　　　　流動負債合計 271,819
　2　固定負債
　　　長期借入金
　　　　　　固定負債合計 0
　　　　　　　負債合計 271,819
Ⅲ　正味財産の部
　　　　前期繰越正味財産 74,557
　　　　当期正味財産増加額 △ 218,051
　　　　　　正味財産合計 △ 143,494
　　　　　　　負債及び正味財産合計 128,325

科　　　　　　　　目
Ⅰ　資産の部
　1　流動資産
　　　現金 16,158           
　　　普通預金
　　　　　中国銀行支店普通預金 107,127
　　　書籍（１２のチカラ）5冊 5,040
　　　　　　流動資産合計 128,325
　2　固定資産
　　　　　　固定資産合計 0
　　　　　　資産合計 128,325
Ⅱ　負債の部
　1　流動負債
　　　短期借入金 0
　　　未払金 271,819
　　　　　　流動負債合計 271,819
　2　固定負債
　　　長期借入金
　　　　　　固定負債合計 0
　　　　　　　負債合計 271,819
　　　　　　　正味財産 △ 143,494

くらしきパートナーシップ推進ひろば
金　　　　額　（円）

金　　　　額　（円）

2008年度7～6月　財産目録（案）
2009年6月30日現在

2008年度7～6月　貸借対照表（案）
2009年6月30日現在

くらしきパートナーシップ推進ひろば
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くらしきパートナーシップ推進ひろば 

〒710－0043 倉敷市羽島 1000－87 佐藤尚宏方 
info@kurashiki-hiroba.sakura.ne.jp 
０９０－３６１６－８３２１ 
ブログ：http://blog.canpan.info/hiroba/ 

 



 

 

 
 

市民の挑戦 

ひろば／ hiroba の挑戦 

 

中間支援組織づくり 

× 
市民参加・協働の環境づくり 

↓↓↓ 

豊かな地域社会 
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