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●中期目標と今年度の重点事業 

１、 市民・ＮＰＯのワーキングネットをひろげ、 

くらしき・おかやまの市民セクター形成を進める 

1 日サポセン体験ＰＪ他 

２、 ＮＰＯが活動しやすい環境づくりを参加型で進め、 

政策提言力の力量形成を進める 

市民活動★パワーアップ研究会ＰＪ 

３、 自ら事業型ＮＰＯへの転換を進め、 

専門性を高め、組織体制を強化する 

自主事業の開発と展開、提案型の事業受託、 
組織開発（事務局、理事会など） 
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私たちの使命－ミッションステートメント 

●ＮＰＯ（民間非営利組織）の現状と課題 

私たちの暮らす倉敷は、人口４７万の中核市として県内第 2 位の人口規模で、４

６０以上もの市民活動団体があります。一方、ＮＰＯ法人数は８９、人口１万人

あたりのＮＰＯ法人数では 1.9 となっています。これを中核市で比較すると３４

位／４１都市、下から７番目となっています。事業規模を年間事業費の面から見

ると、3000 万円を超える規模の団体はわずかです。 

（以上、2009 年 4 月調べ） 
 
地方分権が進む中、市民参加と協働による官民一体の地域経営を推進する時代

となり、私たち市民セクターが地域を担う役割は大きく変化しています。市民事

業で公益を担う、行政施策を変えるアドボカシーを行うなど、活動で社会を変え

ていける NPO（民間非営利組織）がますます必要とされています。 
NPO 法制定から 10 年経った今、全国の NPO の年間事業費をみると、3000

万円を超える組織基盤を整えられたのはわずか 671 団体/36,448 団体で全体の

1.8％であり、財政基盤の小さな NPO が圧倒的に多く、格差が存在しています。 
特に地方都市においてその傾向が顕著で、岡山県では 6 /475 団体、1.3％とな

っています。 
（以上、2009 年４月調べ） 

 

一方で、年間事業費が小さな草の根の組織に、地域の暮らしを支える大切な活動

をしている所もたくさんあります。町屋や町並みの保存、DV 被害者支援、不登校

児の支援、子どもの遊び場、福祉移送サービス、自然環境の保全活動、温暖化防

止、etc… 

そんな活動・事業の多くは、地域の暮らしの課題に気付き、逃げずに取り組みは

じめた普通の市民が、自分にできる事を持ち寄って、活動を支えています。 

 
自分たちで会費を支払い、イベントのチケットを売り、不要品をバザーやフリ

マで販売するなどの方法で活動資金を獲得したり、自らボランティアとして参加

し、ボランティアや仲間を募って人材を確保するなど、様々な工夫と知恵で難局

を乗り切っています。中には、社会の課題やニーズに応えるために無理をしたり、

周囲の理解を得られずに活動に疲れてしまう団体もあります。 
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●中間支援組織の現状 

市民セクター全体が大きくレベルアップするためには、優れた中間支援組織の存

在が必要ですが、全国的に官設の支援センターが急増した事も影響し、民設 NPO

センターの設立は進んでいません。中国地方の民設支援センターは４つ、岡山県

では１つを数えるのみです。 

（日本 NPO センターのウィブサイト、全国の NPO 支援センターより） 

倉敷市では地域の市民セクター全体のレベルアップが緊急課題となっていますが、

法人化された中間支援組織自体が存在せず、地域社会を担い、支えるしくみづく

りへの道筋は見えていません。 

優れた中間支援組織とは NPO のコンサルティングやマネジメントのハンズオ

ン支援を行い、他セクターとの橋渡しの機会やしくみを提供できる、市民セクタ

ー全体のコーディネーターとしての専門性を持つ存在です。 
全国で見ると事業規模が 1 億円前後の NPO センターが１１法人ありますが、

中国地方には存在しません。事業規模はその団体の専門性の高さと組織規模によ

って決まります。言いかえると事業開発と組織開発の両輪がうまく回転し、事業

規模が拡大した結果として、組織も事業規模も拡大するのです。 
事業規模でみると、残念ながら中国地方においては中核となる優れた中間支援

組織といえる存在があるとはいえません。 
 
倉敷市を見てみると、ＮＰＯの中間支援組織そのものがありません。 
私たちはこの課題を解決し、市民活動の活性化を促す地域のしくみを作るため

に、草の根で自らの学びの場をひらき、調査・研究活動を進め、事業収益の可能

性を探ってきた唯一のＮＰＯです。 

●私たちの使命： 

地域社会のＱＯＬ（暮らしの質）を向上し、 

セーフティネット（暮らしの安心・安全のためのしくみ）を守るために、 

もっと市民やＮＰＯが担い手として活躍する社会をつくります 

まちや暮らしを支えるＮＰＯ（民間非営利組織）が、もっと地域社会を担う倉

敷をつくりたい。 
そのためには、市民・NPO をサポートし、エンパワメントするためのしくみ

を持つ地域社会が必要だと考えました。 
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１、「ＮＰＯ・市民活動を支える」民間のＮＰＯ＝中間支援組織 

「仲介型ＮＰＯ支援組織＝インターミディアリー」 

ＮＰＯは草の根の小さな団体が多く、組織基盤は脆弱です。 
一方、地域には多くの人材・物品・資金・機会があるはずです。 
それらの地域資源とＮＰＯを仲介するＮＰＯが必要です。 

「マネジメントサポート組織」 

企業経営以上に難しいＮＰＯの経営に対し、人材の育成や派遣、マネジメント

相談やコンサルティング、プログラムや事業の開発支援、マーケティングや資金

調達、法務などのサポートを担うＮＰＯが必要です。 
２、「ＮＰＯ・市民活動の公共施設」で、しやすい環境 

「情報・交流」拠点として 

日々の活動で生じる小さな困ったに対応する「相談機能」、チラシや機関誌、

図書などが集約される「情報収集機能」、市民と団体や団体同士が出会う「交流

機能」を持つセンター（中心的役割をする公共施設）設置が望まれます。 

「活動」拠点として 

ＮＰＯの活動で必要な、会議室や打ち合わせスペース、印刷機や紙折り機や作

業スペース、レターケース（私書箱）、貸事務所などが使いやすい、活動拠点と

してのセンターの設置が望まれます。 
３、「市民参加・協働のまちづくり」が「したい環境」 

市民が主役になっている？ 

行政の施策に対して、市民は参加する権利があります。地方分権の流れの中、

多くの自治体が市民参加の権利を制度化しています。倉敷市でも市民参加をまち

づくりの原則にすることで、市民のやる気が高まります。 

協働できる体制はあるの？ 

官×民の協働は、ボランティアやＮＰＯを使ったコストダウンではなく、公益

サービスの質を向上するための、官民共同の地域経営です。そのためには、官・

民双方の体制づくり、制度設計が必要です。 
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●中期戦略 2009-2011「もっと♪ＮＰＯ」キャンペーン 

 
中期目標と事業計画 

１、 市民・ＮＰＯのワーキングネットをひろげ、 

くらしき・おかやまの市民セクター形成を進める 

1 日サポセン体験ＰＪ 

昨年度 5 月から進めている 1 日サポセン体験ＰＪに取り組んでいく。 

原案企画と呼びかけを行い、市民の参加型で、円卓会議を重ねプロジェクト

チームが立ち上がった。現在、役割分担ができ、準備を進め、第 1 回の開催が

9 月に予定されている。 

1 日サポセンで実施されるメニューは、以下の予定である。 

ＮＰＯサロン 

環境、子どもなど、分野別のサロンを開催する。出前講座を活用し、行政と

市民・ＮＰＯの情報共有と対話の場づくりと、市民・ＮＰＯ同士の交流や情報交

換の場づくりである。 

ＮＰＯぷち講座 

分野を超えた共通テーマ（中期戦略と事業計画作成、広報広告、など）によ

り講座を実施する。 

ＮＰＯ情報センター：ＮＰＯ情報ライブラリ 

倉敷市近郊で活動するＮＰＯの情報を収集し、ライブラリを作成する。 

ＮＰＯ情報センター：ＮＰＯ訪問記 

個別のＮＰＯへ取材し、活動の意義や意味、活動する人など、事業情報で

はないＮＰＯの横顔を紹介する。 

市民とＮＰＯのためのブックセンター「なるピオ堂」 

市民活動に役に立つ図書を収集し、紹介する。 

カフェコーナー 

目的なくふらっと来ても居場所があり、市民の対話や交流ができるカフェをコ

ーナー。 

相談対応コーナー 

専門相談の前の一般相談、会計相談、事業計画などに対応する。 
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２、 ＮＰＯが活動しやすい環境づくりを参加型で行い、 

政策提言力の力量形成を進める 

市民活動★パワーアップ研究会ＰＪ 

市民企画提案事業として、7 月開催のＮＰＯミーティング、8 月からはじまる研

究会の準備を進めている。 

ＮＰＯミーティング 

研究会の周知と、具体的なテーマによるＮＰＯ支援として開催。ＮＰＯフォー

ラムへの発展をめざす。 

市民活動★パワーアップ研究会 

市民活動の現状と課題を把握するために実施。 

多様な主体の参加により、ワークショップ方式で進めていく事で、気づきや

学びあいの場として機能する。 

次年度の市民活動促進のための中期プラン作成へつなげ、解決のための

しくみの検討を行い、くらしき・おかやまのＮＰＯセクターの核をつくっていきた

い。 

３、 自ら事業型ＮＰＯへの転換を進め、 

専門性を高め、組織体制を強化する 

自主事業の開発と展開 

講座・ワークショップの実施体制を強化するためのボランティア育成に着手

する。これまでの取り組みの成果から自主事業として、ワークショップファシリテ

ーター養成講座として提供し、ボランティアの育成を進める。 

将来的に近隣ＮＰＯセンターなどへ提供できるように検討をすすめる。 

提案型の事業受託 

これまで事業受託させていただいた事業枠を活用し、提案型で内容を充実

させていく。 

また、国の補助メニューや、基礎自治体に対して事業を提案し、事業受託を

めざし、検討を進める。 

組織開発（事務局、理事会など） 

事務局体制を強化していくために、パートナーとして陶の細道との連携を進

めていく。また、若手スタッフのリクルートを進め、アルバイトとして試験雇用し、

育成を進める。 

経営力を強化していくために、理事会の発足を検討していく。まずは意見交

換会などからはじめたい。運営会議について、担当者を決めて確実な実施を

めざす。 
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使命と中期目標とプロジェクトの関係 

使命 地域の QOL 向上とセーフティネットを守るために ←→ ＮＰＯが担い手として活躍する社会 

ビ ジ

ョン 

ＮＰＯが活動しやすい環境づくりを参

加型で進め、政策提言力の力量形成を

進める 

市民・ＮＰＯのワーキングネッ

トをひろげ、倉敷・岡山の市民

セクター形成を進める 

自ら事業型ＮＰＯへの転換を進め、

専門性を高め、組織体制を強化する 

セクターとしての視野を持つ NPO の

増加→会員団体の増加 
支援施設と支援組織の実現 

事業規模１０００万超、 

常勤職員１名、非常勤１名分程度 

NPO のワーキングネットの形成 

→協議会の発足 

環境整備について市と NPO が

共通理解を持ち、施策の計画段

階からの市民参加を実現 

事業型の中間支援組織として、 

①提案型事業受託ができる 

②収益を自主事業に投入できる 

中 期

目標 

支援組織設立の認知、協力の周知、 

→信頼と応援を得る、反対が出ない 

市と NPO がそれぞれの役割を

認識し、連携した取り組みを実

施 

事業実績で信頼を得る 

→個人１００名、５０団体の会員 

提 案

PJ 

PJ0901） 

市民活動パワーアップ研究会 

PJ0902） 

サポセン体験プロジェクト 

プロジェクト展開で国の補助メニ

ューを使いこなすノウハウ蓄積と

ポジションの獲得 

イメージ図 

‘11 年度／H23 年度 
自主事業開始期 

現状・課題 課題解決のしかけと成果 実現したい社会の状態 

‘10 年度／H22 年度 
受託事業化期 

‘09 年度／H21 年度 
仕込み期 

もっと、ＮＰＯが 

活躍するための 

環境整備を進める 

もっと、ＮＰＯが 

活躍するために 

市民セクター形成を 

進める 

もっと、NPO が 

地域課題を解決し 

豊かな地域社会に 

自ら事業型ＮＰＯへの

転換を進め、 

専門性を高め、 

組織体制を強化する 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
場
づ
く
り 

研究会ＰＪ 

・市民活動促進につ

いての協議の場 

・共通課題へ取組み 

ネットワークを形成 

サポセン体験ＰＪ 

・持ち寄り型で民による

支援の場づくりで 

地域資源を集める場 

報告書 

市民活
動促進
中期 
プラン 

ネット 
ワーク 

↓ 
協議会

化 

 
信頼と 
協力を
得る 

６次総
へ反映 

事業 
実施体 

＋ 
ネット 
ワーク 
活動 

 
地域の 
資源を
集積 

具
体
的
な
し
く
み
づ
く
り 

中間支援組織の 

支援力が弱く 

ＭＳも資源仲介も

不備、不足 

NPO セクターの 

ネットワークが弱く 

相互扶助や学び合

いの機会が不足 

市民活動活性化に

おいて、行政と市民

セクターの共通理解

と合意が不足 

支援の
施設＆
事業を
提言 
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●ＰＪ計画 PJ0901＆PJ0902 

プロジェクト① PJ0901）市民活動パワーアップ研究会 

2009 年度下半期（‘09,01）～2010 年度上半期（‘10,06）  

 PJ0901）市民活動パワーアップ研究会 その後の展開、備考 
What？何を 

How？どう 

する？ 

NPO の共通課題へ取り組む研究会（倉敷） 
支援センターの調査・研究→政策提言の研修

（中四国東部） 
※ネットワーク形成のしかけ 

→研究会の継続 
⇒倉敷市第６次総合計画へ提言 

→支援センターのネットワーク形成 

手
法
・
場
の
３
Ｗ
１
Ｈ 

When？ 

Where？ 

キックオフイベント「NPO ミーティング」 
８～３月で９回の研究会実施（倉敷）と連携し

て研修会実施（中四国東） 
４～５月、報告書作成 

→「NPO フォーラム」へ発展 
 
 
→独自報告書作成と販売 

市民活動活性化の根拠となる基礎データの入

手と市や NPO と共有（倉敷） 
→支援事業のリスト化と優先順位 
⇒市民活動活性化のための中期プラン作成 

NPO がネットワーキングを通し学び合い、視

野を広げる（倉敷） 
→NPO のサロン活動へ 
⇒共に学び、学び合う場づくりへ 

事例集により NPO の活動実態を、広く市民に

ＰＲする（倉敷） 
→サポセン体験ＰＪ：情報センターへ引き継ぐ 
⇒市民活動団体のデータベースの整備へ 

Ｗｈｙ？ 

意義・原因 

政策提言へつながる調査・研究のノウハウ獲得

と支援センター間での共有（中四国東） 
→他地域で同様の取り組みが実施される 

主要５分野の NPO を財政規模（＝活動規模）毎に３団体程度 For Whom? 

誰のため？ 中四国東部の支援センター 

ニ
ー
ズ
の
２
Ｗ
１
Ｈ 

How far？ Ｈ２１年７月～Ｈ２２年６月 組織基盤の強化と法人化まで 

プロジェクトリーダー：佐藤尚宏 
スタッフ； 平尾博美、アシスタント：浜崎洸 

→パートナー団体の発掘 
→若い世代の育つフィールド提供へ 

Who? 
実施パートナー・協力者 
：市内 NPO９～１２団体程度 
：近隣支援センター（岡山、倉敷、笠岡）、 
：倉敷市､備中県民局協働推進室､ 
：学識経験者（NPO、地域福祉、経営）、 
：助成財団（チャリティプラットフォーム） 

 
 
→多様な主体とのネットワーク構築 
 ⇒協働・連携事業の実施へ 
 

資
源
の
１
Ｗ
１
Ｈ 

How much? 

総予算約３７７万円 
人件費約１４８万円、研修費約４３万円、学識

経験者への謝金約２７万円、協力 NPO 交通費

約３８万円、管理費６３万円、実費約５９万円 
資金調達必達：１０８万円 
  ※人件費・管理費など約１５５万円のぞく 

実費約５９万円：市民企画提案事業補助決定 
自己資金２０万円：収益事業から充当 
事業寄付金１５万円（目標額） 
事業収入：１５万円（目標額） 
合計１０９万円 
 

成果物 
①市民活動パワーアップのために－アンケート調査結果報告書（仮） 研究会 
②市民公益活動団体事例集－ヒアリング調査報告書（仮） 研究会 
③これからのまちづくり－市民活動がつくる地域のしくみ－（仮） 独自報告書 
組織成果 
①NPO のネットワーク 政策提言機能のパートナーとして協議会へ導入 
②市内・近隣のセンターネットワーク 事業展開のパートナーとして信頼関係を構築 
③臨時スタッフ 事務局のパートナー・スタッフとして信頼関係を構築 



- - 9 - - 

プロジェクト② PJ0902）サポセン体験プロジェクト 

2009 年度下半期（‘09,01）～2010 年度上半期（‘10,06）  

 PJ0902）サポセン体験プロジェクト その後の展開 
参加・持ち寄り型で地域資源を集める民に
よる支援の場づくりのしかけ 

→市への提言の根拠へ 
What？何を 
How？どう 
する？ プロジェクトメンバー、プロジェクトスタ

ッフを公募し、参加型で進めていく 
→地域の支援人材を発掘、拡充していく 
 

手
法
・
場
の
３
Ｗ
１
Ｈ 

When？ 
Where？ 

市内各地区（旧倉、玉島、水島、児島、真
備など） 
市内各テーマセンター（ボラセン、ウィズ
アップ） 
５月説明会とワークショップ、6～7 月の
準備会、7 月の NPO ミーティングを経て、
8～3 月に月１で８回開催する 

→各地区のキーマン、団体を発掘 
→各テーマのキーマン、団体を発掘 
⇒国の事業を受託できるネットワーキン
グ組織（協議会）へ 

市民活動の支援の場（サポートセンター）
がなく、身近に支援を受けられない 

→市・市民活動センターへ提言 
⇒事業受託、実績を販売など 

民設でしか担えないインターミディアリ
ー型・MSO 型の支援メニューを具体的に
知らない。→具体的に例示し、ニーズを掘
り起こしていく。 

→ｻﾎﾟｰﾄ資源提供ｼｽﾃﾑ、みんみんﾌｧﾝﾄﾞなど
のインターミディアリー機能 
→コンサルティング、経営相談、などのＭ
ＳＯ機能 

Ｗｈｙ？ 
意義・原因 

支援組織としての力量もネットワークも
不足している 

→ひろば／ hiroba の力量形成とネット
ワークの拡充 

市内で活動する NPO →団体情報の蓄積 
 ⇒支援対象の選定 For Whom? 

誰のため？ NPO 活動に興味・関心のある市民 →支援人材の発掘、ネットワーク化 
⇒団体へのマッチング機能、MSO 機能へ 

ニ
ー
ズ
の
２
Ｗ
１
Ｈ 

How far？ 
７～３月で９回の１日サポセン実施 
４～５月、報告書作成 

→「市民活動センターから市民活動サポー
トセンターへ」をコピーに 
⇒市へ提言、サポセンの実現へ 

プロジェクトリーダー：平尾博美  

プロジェクトメンバー：未定（公募数名） 
 プランにコミットメントし、資金調達・
意志決定・実施などに責任を担う 

→事務局スタッフ強化へ 
→外部パートナー化 

Who? 

プロジェクトスタッフ：未定（数名） 
 プランに賛同、ボランタリーに実施の一
部を担う 

→ボランティア・スタッフ化へ 

資
源
の
１
Ｗ
１
Ｈ 

How much? 

実費約６０万円（最大）～３０万円 
①プロジェクトメンバーにより出資 
（５万円×３名＝１５万円） 
②物販、受講料など、小さなお金を回す 
③事業寄付金（１５万円） 
※事務局人件費１９０万円は有償もしく
は無償ボランティアとして被る 
 

→「官民パートナーシップ確立のための支
援事業（内閣府）」へ応募 
※地域再生計画化が前提（企画課） 
 →協議会として事業実施主体化する 
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●収支予算書 

科　　　　　　　　目
Ⅰ経常収支の部
　　１　会費収入

　　　　　　正会員（個人）会費収入（15人） 75,000
　　　　　　正会員（団体）会費収入（1団体） 10,000
　　　　　　準会員会費収入（15人） 15,000
　　　　　　賛助会員会費収入（3口） 30,000

　　　　　　　会費収入合計 130,000
　　２　事業収入
　　　　　情報コミュニケーション事業

　　　　　　　研究会事業 7,500
　　　　　　　情報支援（簡易パネル貸出） 50,000
　　　　　組織・人材育成支援事業

　　　　　　　笠岡講座 150,000
　　　　　　　シニア講座 60,000

ファシリテーター講座（自主事業） 180,000
　　　　　　　書籍販売

　　　　　　　　１２のチカラ（5冊） 5,040
　　　　　まちづくり事業
　　　　　　　溜川ＷＳ 872,740

　　　　　　事業収入合計 1,325,280
　　３　寄付金収入
　　　　　　寄付金 300,000

　　　　　　　寄付金収入合計 300,000
　　４　助成金収入
　　　　　　　　助成金 50,000

　　　　　　　助成金収入合計 50,000
　　５　補助金収入
　　　　　　　　倉敷市市民企画提案事業補助金 587,000
　　　　　　　補助金収入合計 587,000

     経常収入合計（A) 2,392,280
Ⅱ　経常支出の部
　　１　事業費 ボランティア 事業規模

　　　　　情報コミュニケーション事業
　　　　　　　研究会事業 990,000 1,860,000 2,850,000
　　　　　　　調査・研究・開発 10,000 10,000 20,000

　　　　　　　情報支援（展示パネル貸出） 30,000 0 30,000
　　　　　　　協働環境強化 0 50,000 50,000
　　　　　組織・人材育成支援事業

　　　　　　　笠岡講座 140,000 0 140,000
　　　　　　　サポセン体験PJ 100,000 200,000 300,000
　　　　　　　相談対応 10,000 0 10,000
　　　　　　　シニア講座 55,000 0 55,000

ファシリテーター講座（自主事業） 90,000 0 90,000
　　　　　まちづくり事業
　　　　　　　溜川ＷＳ 780,000 0 780,000

　　　　　　　事業費合計 2,205,000 2,120,000 4,325,000

2009年度　非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
2009年7月1日から2010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） 備考
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科　　　　　　　　目
　　２　管理費
　　　　　　人件費 200,000

　　　　　　旅費交通費 50,000
　　　　　　通信費 10,000
　　　　　　会議費 10,000
　　　　　　印刷費 10,000

　　　　　　消耗品費 30,000
　　　　　　研修費 10,000
　　　　　　諸会費 15,000

　　　　　　支払手数料 2,000
　　　　　　雑費 10,000
　　　　　　　管理費合計 347,000

      経常支出合計（B) 2,552,000
      経常収支（C)=(A)-(B) △ 159,720
Ⅲ　その他資金収入の部
　　１　固定資産売却収入

　　２　長期借入金収入
　　　その他資金収入合計 0
Ⅳ　その他資金支出の部

　　１　固定資産取得支出
　　２　長期借入金返済支出
　　　その他資金支出合計 0

　　　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) △ 159,720
      前期繰越収支差額 △ 158,534
      次期繰越収支差額 △ 318,254

金　　　額　（円） 備考
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●組織運営に関する事項 

総会 

通常総会 

候補日：2010 年 9 月１２日(日) もしくは 19 日(日) 

担当：佐藤尚宏 

運営会議 

定例運営会議 

隔月にて開催 

理事会発足へむけて、ゲストを迎えて意見交換を行う 

担当：中村開三 

事務局会議 

定例事務局会議 

毎月開催（平日日中：陶の細道） 

会員サービスや各種手続きなど、ルーティン作業の洗い出しと外部委託の

検討。 

担当：平尾博美 

その他 

会員獲得キャンペーン 

入会案内、年次報告書を配付し、当会の活動の広報を進め、会員獲得をめ

ざす。 

担当：会員 

役員 

代表； 佐藤尚宏 

副代表： 中村開三 

  平尾博美 

監査： 下村幸喜 

  （オフィス ＹＯＵ ＯＮ 行政書士 友愛行政法務事務所 代表） 

事務局 

事務局長：佐藤尚宏 

事務局：中村開三、平尾博美、浜﨑洸 
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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/ 
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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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