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1.本年度の基本方針

2018年度は、1998年に特定非営利活動促進法 (NPO法)が成立して 20年の年でした。休眠預金等

活用法の本格実施に向けて準備の議論が加速。SDGsも徐々に認知が高まり、企業は持続可能性に向け

た取り組みを加速させる中で、「本業を通じた社会貢献活動」をより強く意識することが多くなってき

ました。これまでと違う文脈からNPOと の協働に関心が高まるとともに、「成果は何か」が間われる局

面が増えてきました。また、G20サミットに向けて市民社会でもC20が開催され、世界の 400の市民

社会組織が力を合わせて作った提言書を政府に渡しました。こうした中で、市民セクターのスタンスが

問われています。

経営面では 2018年度の積極的な新規事業開発が功を奏し、2019年度に予想された大きな経営危機は

当面回避されました。引き続き、時代に合わせた新たな事業を作り出しながら、収益構造の改革を模索

していく必要があります。

上記の流れを受けて、体制とビジョンの両面で組織としての新しい局面を迎える本年度における、事

業面での重点項目と組織面での強化策については、以下のように考えています。

2.重点項目

「課題ラボ」を、NPOからみた社会課題と、それに対応する活動について企業の事業担当者とと

もに深掘りする機会としてさらに深めます。

「調査研究」については、この 5年間で軌道に乗った基礎的な調査に加えて、分野ごとの取り組

みを追うための調査を模索します。また市民社会創造ラボのような議論の場を積極的に設けると

ともに、NPOク ロスや NPOのひろばなどの媒体を使って発信していきます。

各地の NPO支援センターとの協働により積極的に取り組みます。SAVE JAPANプロジェクト、

GreenGi■ 地球元気プログラムはともに新たな 3年計画を立て、各地で地元 NPOを 中心とした

マルチステークホルダーでの取り組みを、地域の NPO支援組織とともに展開します。

NPO向けの研修事業について、従来の講座中心の設計を見直し、インターネットを活用してより

広い対象に届ける策を請じるなど、新しい NPO支援のあり方を NPO支援センターとともに創出

します。

これらを含め、新中期ビジョンに基づいて、昨年度立ち上げた新規事業を確実に軌道に乗せると

ともに、既存事業についてもさらに発展させていきます。
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2019年度事業計画にあたって (2019年度事業計画より)

私たちは新たな「中期ビジョン 2018-2022」 の最初の年として、新中期ビジョンでも強調している

「参加」を通じた「社会的価値の創出」の実践を意識して、既存事業の方向性の確認と新規事業の検討

を進めました。法成立 20周年を記念するフォーラムを、特定非営利活動法人 シーズ・市民活動を支え

る制度をつくる会と特定非営利活動法人 まちぽっととの共催で開催し、各地で議論を深めました。ま

た、市民社会創造ラボ、課題ラボ、地域人材の日米交流等、市民活動の価値を問い直し、新たに取り組

むべきことを考える機会を、地域、分野、セクター、国境を超えて、積極的に創出しました。
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3.組織基盤強化策

0

「収益構造の改善」は、日本 NPOセ ンターとして喫緊の課題です。向こう数力年の収入・支出

の予測を行いつつ、財源構成の見直しと、安定的な財源の開発に取り組んでいきます。

「支援者拡大」については、昨年度、事務局内から希望者を募り組織したタスクチームを設置

し、協議を重ねてきました。今年度はタスクチームを一度解体し、担当者を置いて計画づくりか

ら具体的な行動へと重点をシフトしていきます。

「参加型組織」としてのあり方を継続して模索します。昨年度は、ボランティアと協働する作業

日を定常化するなどの試みを行いました。引き続き、事務局ボランティアだけでなく、多様な関

係者とともに事業を作ることを意識し、自ら参加型組織としての運営を体現していきます。

公正な社会、持続可能な社会を願って、市民が自由に発言し、政治や社会づくりの過程に参画する社

会をつくることは私たちの大きな目標の一つです。私たちのような基盤強化組織や全国の NPO支援組

織が、これまで以上に役割を果たし、影響力をもち、活動の幅を広げていくためには、関係者の方々の

ご協力、ご支援が欠かせません。引き続き、皆さまのご指導ご支援を賜りたくお願い申し上げます。



情報事業

1.NPOの情報開示の促進

NPO法人データベース「NPOヒロバ」

管理・運営

【事業目的】

NPO法人の団体の基本情報を広く一般に

提供し、また協働や寄付検討をあたって

NPOの調査・照会するためのデータ基盤と

することで、NPOと NPOとの協働・NPO
への支援を促進する。

【実施概要】

・NPOヒ ロバのシステムについて不具合の改

善やサーバーメンテナンスを行い、システム

の安定化を行った。

2.NPOの iC丁 利活用の支援

(1)NPO向 けソフトウェア寄贈プログ

ラム「テックスープ・ジャバン」運営

【事業目的】

ソフトウェアやクラウドサービスの寄贈や

ICTのサポー トを通じて、社会問題の解決の

ために活動する民間の非営利団体が最大限の

力を発揮できる環境を提供する。

【実施概要】

2019年度新規団体登録数 :586団体

(内訳 :NPO法人 286団体、公益財団・社団

法人 79団体、社会福祉法人 97団体、一般社

団法人 124団体)

登録団体総数(2020年 3月 末時点)7035団体

多くの非営利団体がテックスープを通じて

ICTの利活用を行った。

・台風 19号の被災・支援団体に対して、日本

マイクロソフトから寄付を得て、17団体に

同社のソフトウェア 244ライセンスを無償

寄贈し、28団体に中古パソコンを 43台寄贈

した。

【事業目的】

地域の NPOの情報化を強化することを目

的に、NPO支援センターの ICT支援者を運

営団体としてネットワークを構築し、維持管

理・運営を行う。NPOセクター全体の情報

化を推進するため独立したワーキングチーム

で推進する。

【実施概要】

・『NPOのための ICT利活用ガイ ドライン』

を作成し、NPOに普及する講座を作るため

に、関西 NPO支援センターネットワークに

ガイ ドラインの説明とブラッシュアップポイ

ントについて意見交換を行った

3.日本 NPOセ ンターからの情報発信

力の向上

(1)市民社会の論考が行き交うサイト
「NPOク ロス」

【事業目的】

NPO・ 市民社会に関するメディア報道にお

いて、情報としては増えてきているが、過去か

ら現在、未来への視点や社会の課題への深い論

調はあまり見られない。「NPOク ロス」では、

NPO・ 市民社会に関わる人たちの視点・論点

が交差する場として、活動する人たち、関心あ

る人たちの理解を深めることを目的とする。

【実施概要】

・記事数 :今年度 24記事。全 97記事 (内、

日本 NPOセ ンターのウェブサイ トに掲載し

ていた「視点論点」からの転載 22記事)執

筆者 :48人

・寄稿だけでなく、取材記事を増やした。

10月 から「情報発信ボランテイアプロジェ

クト」を立ち上げた。ライターボランティア

8人が取材、執筆に臨んだ。

(2)NPOのための ICT支援者ネットワ

ーク



(2)機関誌「NPOのひろば」の発行

【事業目的】

市民セクターのオピニオンや取り組みについ

て深掘りした記事を会員へ紹介することを通

じ、会員が市民社会をめぐる意識を深化させ新

しい視点を持つことができる契機をつくる。

【実施概要】

・2019年度発行

86号特集「対等」な関係を考える

87号特集合意形成のプロセスについて考え

る

各々1,200部発行した。

・編集会議、取材、執筆を通じたスタッフお

よび編集委員の意見交換と学習を行った。

(3)ウ ェブサイ トの管理・運営

【事業目的】

日本 NPOセ ンターの団体基礎情報や活動

状況を発信することで、対外的な信頼性を高

め、支援者や事業への参加者を増やす。

【実施概要】

・機関誌『NPOのひろば』のバックナンバ

ーを公開した。

・のんぴ―スタンプを作成。LINEを通じて

販売した。

・毎月末にメールマガジンを発行した (登録

者数 1124人 2/25時点)

交流・研修事業

(1)NPOと行政の対話フォーラム

【事業目的】

全国の自治体職員と非営利組織スタッフを

対象にフォーラムを開催し、地域社会におけ

る両者の役割についての理解を深める。NP0
法や NPO支援センターに関する講義を行

い、NPOに対する意識向上を醸成する。

【実施概要】

。開催日 :2019年 7月 13日 (金 )

・会場 :かながわ県民センター

・協力 :かながわ県民活動サポー トセンター

参加者 :129名

。「社会的な価値を生み出す協働とは何

か
'」

をテーマとして、キーノー トスピー

チ、パネルディスカッション、 2つのセッ

ションを実施し、中山間地の様々な事業と

地域子育て拠点での活動を通して、協働必

要性に議論し、理解を深めた。

・分科会の 1つを「自治体職員のための

NPO講座」として、初任者向けの講座を

提供した。

(2)伝えるコツを身につけよう

(株式会社電通からの委託 )

【事業目的】

NPOの課題の一つである広報・コミュニ

ケーションカの向上を全国のNPO支援セン

ターとの連携により実施。株式会社電通と

NPO広報力向上委員会との協働事業の事務

局として、地域のNPO支援センターがセミ

ナーを行う場合に講師を派遣するプログラム

を実施する。

【実施概要】

・全国 4カ所 (愛知・秋田・佐賀・徳島)に講

師派遣プログラムを実施

・伝えるコツの内容を動画コンテンツ化

・パイロットセミナーの開催

来年度以降の動画コンテンツ活用の試験とし



て、参加者が動画コンテンツで事前学習を行

い、制作した事前課題を持ちより、それをも

とに講義を行う「反転授業」スタイルのセミ

ナーを実施。参加者から意見を募った。

12月 23日東京で実施 参加者 :28名

(3)NPO支援センター初任者研修会

【事業目的】

NPO支援センター着任 2年以内のスタッ

フを対象とし、NPO支援センターに関する

基本的な理解とネットワーキングを進める機

会を提供する。大枠は例年のプログラム内容

を変えず、定番研修として定着させながら細

かな部分の改良を重ねてひとつの研修パッケ

ージとして確立することを目指す。

【実施概要】

。開催日 :6月 20日 、21日  (国立オリン

ピック記念青少年総合センター)

・参加者 :33名

。「市民活動・NPOと は/NPO支 援センタ

ーの役割とは」等の講義と、相談対応に焦点

を当てたワークショップを実施。

(4)NPO「支援力」応援プログラム

(パナソニック株式会社からの委託)

【事業目的】

地域のNPO支援センターのスタッフが

NPO組織基盤強化を支援するために必要な

「知識」と「技術」を体系的に学ぶ。組織基

盤の強化支援は、短期間で達成できるもので

はないため、今回の研修に参加するメンバー

がともに学びあう環境も合わせて整える。

【実施概要】

・2度の集合研修、その間の組織診断のフイ

ールドワーク、フォローアップを行った。

・参加者数 : 12名 (う ち一般参加 8人、応

援プログラムチューター 4人)

ック記念青少年総合センター)

・第 2回 集合研修

開催日 : 12月 11日 、12日 (国立オリン

ピック記念青少年総合センター)

(5)NPO/NGOのための組織基盤強化

ワークショップ

(バナソニック株式会社からの委託)

【事業目的】

組織基盤の重要性を様々な分野で活躍する

NPO/NGOに啓発することを目的とする。

【実施概要】

・全国6カ所でワークショップを実施 (東

京・福島・横浜・愛知・大阪・熊本)。

・開催にあたってはその地域のNPO支援セ

ンターの運営協力を得る。

・ワークショップの内容は以下の通り。

〈1)講義「組織基盤強化とは何か」

(2)NPO組織基盤強化の実践・成功例(サポ

ートファンド団体、地元団体の2団体よ

り)の紹介

(3)組織課題について深掘りするワークシ

ョップ

(4)パナソニック NPOサポートフアンド

の概要説明

(6)組織基盤強化フォーラム

(バナソニック株式会社との協働事業)

【事業目的】

NPO/NGOの 組織基盤強化の取り組み・成

果を広く社会に発信、NPO、 NPO支援の専

門家、研究者、助成財団等に組織基盤強化の

重要性・有効性を理解してもらう。

【実施概要】

・開催日 :2020年 1月 23日 (パナソニック

センター東京)参加者 141名

・組織基盤強化に関心を持つ NPO/NGO、 全

国各地 (都道府県、市町村)の NPO支援

センター、行政、企業の CSR担当、助成

・第 1回 集合研修

開催日 :10月 2日、3日 (国立オリンピ



財団などを対象

・NPO/NGOの 財政基盤の基本について

が講義。実践事例と

して高知県の NPO砂浜美術館、東京都の

フリー・ザ・チル ドレン・ジャパンに取り

組みを紹介。

(7)課題ラボ

(電通 Bチーム・日本能率協会と共催)

【事業目的】

NPOの取り組む現場から複雑に絡み合う

課題の構造を解きほぐし、「誰 1人取り残さ

ない」「持続可能な社会」を創るための方策

を考えるために、特に新規事業開発担当者向

けに、戦略的な棲み分けや協働へと繋げる機

会とする。

【実施概要】

1.第 3回 Qross Sessionの 開催

テーマに沿ってリサーチした課題をもとに

したセミナー「Qross Session」 の第 3回 と

して「文化」をテーマに開催。50の課題を

紹介した。

・開催日 :5月 27日

(東京ミッドタウン日比谷 BASEQ)
・参加者 :82名

2.課題リストの作成

これまでの Qross Sessionの 内容をもとに、

109の課題をまとめた「課題ラボブック」を

作成した。

3.個別セミナーヘの対応

課題ラボのセミナー参加企業から、NPO
へのヒアリングや研修事業の依頼があり、

セミナーと訪問プログラムを実施。

(8)市民社会創造ラボ

【事業目的】

市民社会の創造に向けての議論を深める場

の提供と「市民発」「現場発」の調査研究の

充実を図る。

【実施概要】

これからの市民社会の創造を考える集いと

しての「市民社会創造ラボ」を隔月で開催。

・第 6回 
「市民社会の再構築への取り組み :英

国ボランタリーセクターの 20年」

。第 7回 「『中

国的市民社会』のリアリティから学べるこ

と」

・第 8回 

「共に生きる地域をめざして一地域の

住民としての外国人一」

・第 9回 
「外国人受入

れ新政策と地域社会の未来」

。第 10回 
「絵巻物で読み解く江戸の市

民社会～エコでボランタリーな江戸の町

～」

(9)知 らせるカプロジェクト

(Yahool基金からの委託)

【事業目的】

「社会の課題」をより多くの人たちに届け

るため、さまざまな社会課題に取り組む

NPOを対象に、情報発信力 (「知らせる

力」)の向上をめざす。

【実施概要】

1.書き手講座

活動の中にある「ニュース」の見つけ方や

文章・写真の基本スキルを学ぶ基礎講座を

全国 3か所 (東京・神奈川・大阪)で実施

した。広報・抽選・運営・参加者サポー ト

全般を担った。

・参加者 :82名

2.選抜講座

主に 1.の参加者から希望者を募り選抜

し、講師の伴走指導の下、それぞれの所属

団体が取り組む社会課題と活動を「ニュー

7



ス」として社会に発信できるスキルを養成

した。広報・選抜・運営・参加者サポー ト

全般を担った。

・参加者 :12名

【事業目的】

人生 100年時代の到来を見据え、企業人の新

しい生き方の一つとして「NPOと企業の人財交

流プログラム」を企業に提案。企業とNPOの

知恵が結びつき、知恵を交換、総合力を実現す

ることで、新しい価値を生み出す/社会課題の

解決のスピー ドを上げることを目指す。

【実施概要】

・大阪ボランティア協会へ出向中の交流人財

へのサポー ト

・企業 3社 と意見交換

開催日 :2020年 1月 21日  (日本 NPO
センター会議室)

・出向前セミナーのカリキュラム策定および

実施

創出展開事業

(一般財団法人 住友生命福祉文化財団の助成)

【事業目的】

児童館とNPOが協働で事業を創りあげる

機会を提供し、NPOが地域に密着して事業

を行う第一歩とするとともに、児童館を入り

口にしたマルチステークホルダープロセスの

モデルを作る。

児童館とNPOとが連携して児童向けに実

施するプログラムを支援するために公募での

助成を行う。児童館とNPOの協働を推進す

ることで、地域の様々な資源が触発されて掘

り起こされ、「子どものため」をキーワー ド

にNPOと地域がつながることをねらいとす

る。プログラムの選定や企画作りにおけるサ

ポー トを地域の NPO支援センターと児童健

全育成推進財団の協力を得て行う。

【実施概要】

。応募件数は 33件 (継続 19件、新規 14

件)審査を経て 22件 (継続 12件、新規

10件)を採択。

・実施エリアは 15府県、岐阜県で初めて実

施することができた。

(2)SA∨ E JAPANプロジェクト

【事業目的】

これまで環境保全活動に参加する機会が少

なかった市民に参加いただくことで、生物多

様性を理解し、地域の自然環境に関心を持っ

てもらうとともに、いきものが住みやすい環

境づくりを目指す。

地域実態に合った生物多様性保全のための

環境保全活動を、その地域の環境 NPO、

(10)企業とNPO人財のエクスチエン

ジプログラム

(1)子どものための児童館と NPOの協

働事業 (通称 :NPOどんどこプロジエク

ト)」 の実施

(損害保険ジヤバン株式会社からの寄付によ

り、全国の NPO支援センターおよび環境 NPO
との 4者協働事業)



NPO支援センター、日本 NPOセ ンター、

損害保険ジャパンが 4者協働で行う。

【実施概要】

・全国 29地域で、65回イベントを実施。

・全体で 3560名の参加を得た。アンケー ト

回答によると71%の満足度を得ている。

・2019年度 9月 をもって「地域定着期」

(2017～ 2019)の 3年目を終了

・2020年度からの 1年間を「挑戦期」とし

て実施地域を募集。18地域から応募があ

り、8地域を採択。

(3)SA∨E JAPAN要配慮者のための防

災・減災プロジエクト・モデル事業

(損害保険ジャバン株式会社からの寄付)

【事業目的】

災害発生時や避難先で配慮の必要な状態が

周囲に気付かれずいのちが危険にさらされる

人に対し、多様なステークホルダーが協働し

て、新たな自助・共助のつながりをつくり、

持続可能なコミュニティ形成に貢献する。

【実施概要】

これまでのSAVE JAPANプロジェクトで

培った、NPO×地域×損害保険ジャパンの協

働の仕組みを発展させて、要配慮者を包摂し

た防災・減災活動に取り組む。

上半期には先進事例を持つ地域 (4地域)へ
のインタビューを行い、モデル事業プランを

策定。これまで SAVEJAPANに 取り組んだ地

域の NPO支援センターヘのヒアリングも実

施しながら、全国 10か所のモデル実施地域を

選定した。下半期には各地域での事業を実

施。1月 には中間情報交換会を開催した。

(4)Gree∩ Glft地球元気プログラム

(東京海上日動火災保険株式会社からの寄付を

受け、協働事業として実施)

【事業目的】

子どもとその家族が環境体験活動を通じて

【実施概要】

・2018年 10月 ～2019年 9月 までが第 3期

の最終年度にあたる。2019年 4月 から9

月までに全国 22地域において 42件のイ

ベントを実施。

・参加者数は2,400名 (う ち子ども 1,126

名、46%)

・全国 8つの環境パー トナーシップオフィ

スに協力を得た。

・10月 に第 3期 (2016年 10月 ～2019年 9

月)を振り返る全国会議を開催

・過去 3年間のアンケー トによると参加者の

8割以上が「今後も環境 NPOの活動に参

加したい」「環境保護活動に家族・友人を

誘いたい」と回答。

・第 4期 (2019年 10月 ～2022年 9月 )を

立ち上げ、応募のあった 21地域について

実施団体を選定し、キックオフ会議を開催

した。

・実施団体の経験交流を目的とするブロック

会議を九州で開催した。

環境保全を行うきっかけをつくること。その

体験活動を NPO、 企業、環境パー トナーシ

ップオフィス (EPO)な どのステークホルダ

ーとともにつくりあげ、協働モデルの構築を

行う。最終的に、地域課題解決に取り組む担

い手育成につなぐ。

全国 22か所で子どもとその家族を対象に

した屋外イベントを年 2回以上実施。3年間

同地域、同関係者で事業を行う中で、協働の

関係性を高める。内容は ESD(持続可能な

開発のための教育)の主旨に立ち、子どもた

ちの環境教育や地域課題の発見につながる企

画が望ましい。イベント運営はステークホル

ダー間で企画・準備・当日運営・振り返りま

でをともに行うことで、事業終了後に地域の

担い手として新たな関係性が生まれることを

目指す。



(5)STO創出プロジェク ト

(Code for Japan、 ETIC.との協働事業 )

【事業目的】

NPOに ITを導入するソーシャル・テクノ

ロジー・オフィサー (STO)の創出をめざ

す。社会課題の改善を目指す NPOに共感す

るSTOを創出することにより、NPOの組織

基盤強化と課題解決力を強化する。

【実施概要】

STOの活動内容や STOに なるステップを

明確にするための冊子を作成した。マテリア

ル作成のためのワークショップをNPOや
STOで活躍する専門家も参加し行った。マ

テリアルの作成は株式会社 NTTデータから

の寄付で実施した。

相談対応・
コンサルテーション事業

(1)NPO紹介 ・照会のしくみづくり

【事業目的】

企業による NPOへの寄付が活発化してい

る中で、より多様な NPOと企業との接点を

作る。社会課題の解決と価値の創造に向けて

両者が連携して取り組むことを支援する。

【実施概要】

以下の 6社の企業からの NPO紹介・照会

を行った。そのほか会員企業からの NPOに

関する問い合わせに対応した。

三井物産株式会社 (12件/環境基金の助成

採択候補団体の調査)、 明治ホールディング

ス株式会社(株主優待品の寄贈)、 株式会社高

島屋 (ラ ンドセル寄贈 :263個 )、 楽天株式

会社 〈社員ボランティア活動先)、 他 2社

(2)日 本証券業協会プラットフォーム支援

【事業目的】

子どもの貧困問題に取り組むNPOと、日

本証券業協会会員の会員が持つ株主優待の寄

付やボランティア参加などの協力を、NPO
のニーズに合わせた形でマッチングするウェ

ブサイ トを構築する。

【実施概要】

NPOの支援ニーズと証券会社の支援リソ

ースを仲介するプラットフォームの立ち上げ

支援を実施した。具体的には、プラットフォ

ーム全体の設計に関するアドバイス、プラッ

トフォームに参加するNPO法人の選定・推

薦、証券会社・NPOの事業理解を深めるた

めの講演などを行った。

「こどもサポー ト証券ネット」が 12月 に

開設され、NPO登録数 43団体、証券会社登

録数 30社、証券会社から提出された支援情

報が 12社 83件、NPOから提出された支援

してほしい情報数は 58件に至った。(2020
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年 1月時点)

(3)マツダ移動支援団体応援プログラム

【事業目的】

地域での日常生活を支えるために移動支援

の取り組みを行う民間非営利団体が、人材育

成・普及啓発・車両整備を行うための助成金

として、それぞれの活動を支援する。

【実施概要】

マツダ株式会社の寄付を受けて実施。国内

で移動支援を行う民間非営利団体への助成事

業。募集に関しては、移動支援団体の全国ネ

ットワーク (Jネ ット・全国移動ネット)に

も協力をいただいた。応募があった 23都道

府県 42団体から、21都道府県の 38団体に

6,735,000円 の助成を行った。

ネットワーキング事業

1.各地・各分野のNPO支援センター

との関係を強化

(1)CEO会議 (民間 NPO支援センタ

ー・将来を展望する会)

【事業目的】

NPO支援センターが課題とする現時点の

テーマに加え、NPOの信頼性の向上など普

遍的なテーマについて全国の支援センターの

CEOクラスのメンバーが参加し議論する。

課題の直接的な解決と、アドボカシー活動を

経た間接的な解決を目的とする。

【実施概要】

■第 35回

・ 日付 :2019年 9月 19日～20日

(仏教伝道センター/東京都港区)

。「市民セクターの信頼性に関する課題」「災

害時」について、NPO支援センターの役

割をテーマに意見交換を行った。

■第 36回
。日付 :2020年 1月 8日～9日

(HASHTAG/岡 山市)

。「NPO支援センターの自主事業での財源確

保」「SDGs達成に向けた情報共有と基盤

整備」をテーマに意見交換を行った。

2.国内一般の NPO、 企業、自治体と

の関係を深化

【実施概要】

各分野の全国組織との連携の強化

・広がれボランティアの輪連絡会議への参加

・社会的責任向上のためのNPO/NGOネ
ットワーク (NNネ ット)メ ンバー

・災害ボランテイア活動支援プロジェクト会

議 委員

・全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク (JVOAD)運営委員

。東日本大震災支援全国ネットワーク

(JCN)運営団体
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● 2019G20サ ミット市民社会プラットフォ

ームヘの参画 (幹事)

制度関連事業

(1)NPOに 関連する法人制度・税制度

の改革への対応

【事業目的】

市民活動が健全に推進されるよう、全国の

NPO支援センター等とともに、関連する法

人制度・税制度に関する提言を行う。

【実施概要】

・NPOの法制度等改革推進会議の事務局と

して、全国の NPO支援センターとNPO法

税制に関する要望書を作成。

・不動産寄付を困難にしていたみなし譲渡所

得課税の特例制度が実現した。

・各政党の会議に出席し、要望活動を行っ

た。

5月 17日 NPO議員連盟総会

5月 24日  自由民主党政務調査会公益

法人・NPO等小委員会

11月 7日 立憲民主・国民・社保・無所属

フォーラム (共同会派)内 閣部会

11月 12日 公明党 内閣部会・NPO局

合同会議

11月 14日 自由民主党 NPO・ NGO関係

団体委員会

(2)NPO法人会計基準の普及

【事業目的】

統一した会計基準を普及することにより、

NPO法人の情報公開を進め、信頼性の確保

につなげる。

【実施概要】

所轄庁ブロック会議において改正基準の説

明と意見交換を行った。

12



調査 。研究事業

(1)NPO事業評価実践のための研修プ
ログラム開発

(公益財団法人 トヨタ財国の助成)

【事業目的】

NPO等の非営利セクターに適切な評価文

化が醸成されることを上位目標とし、全国の

NPO等が事業に対し適切な自己評価を実施

できるようサポー トできる人材を育成する。

【実施概要】

NPOが評価による学びの意義を理解し、

且つ的確な評価の使い手として成長すること

が市民セクターを強くするという認識の下、

個々の NPOに対し評価の適切な助言やコー

ディネー トを行う「NPO事業評価コーディ

ネーター」の人材育成に向けて、以下の 4事

業を実施した。

(1)育成事業 :ECの相互学習 (ゼミ)

(2)促進事業 :NPO向け評価基礎セミナー

(3)促進事業 :NPO関係者向けの事業評価フ

ォーラム、ECの広報

(4)育成・促進事業 :評価ワークブックの制作

(2)就業若年層・シングルマザー支援に

向けた調査

(JPMorgan Chase Foundationか らの助成)

【事業目的】

低所得の若者とシングルマザーのフアイナ

ンシャル・ヘルス (財務の健全性)に関する

ニーズを調査し、当事者が抱えている可能性

がある財務の問題に対して、それを解決する

ために効果が期待される施策や社会貢献プロ

グラムを提言する。

【実施概要】

・調査委員会を設置

5名の専門家により、調査方法の確認、調

査結果の分析、調査報告書のまとめ方など

について議論を行った。

・調査の実施

既存資料の調査の後、アンケー ト調査とイ

ンタビュー調査を行い、報告書を作成し

た。

協力団体 :特定非営利活動法人しんぐるま

ざあず・ふぉ―らむ、特定非営利活動法人

育て上げネットほか
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玉 際関連事業

(1)Give2Asiaと 連携した日本向け助

成プログラムのコーディネーション

【事業目的】

米国の非営利団体 Gi“ 2Asiaが実施してい

る日本の非営利組織向け助成金提供プログラ

ムの日本側アドバイザーとしてコーディネー

ション業務を行い、多様な財源を確保するた

めの定着と学びの機会を促進する。

【実施概要】

助成金・寄付金交付先団体への連絡および

必要書類の提出要請、助成金送付確認、新規

助成金交付団体の調査、寄付(ド ナー)企業の

日本支部担当者との調整など、国内コーディ

ネーション業務を担っている。

・米国6社のドナー企業との助成 16案件お

よび Give2Asiaの 災害支援 (熊本地震、

西日本豪雨)について、助成団体・

Give2Asiaに対して連絡・コーディネーシ

ョンを行った。

・Give2Asiaに対し、日本の社会状況や既存

の助成案件以外の相談に対しての報告・調

査を実施。

・財務スポンサーシップについて、 8団体へ

の団体資格申請や問い合わせ対応を行っ

た。

・GⅣe2Asiaの各国パー トナー/ア ドバイザ

ーの連携強化や Give2Asiaの指針へのフ

ィー ドバックなどを目的に初めて開催され

た全体会議 (4/24～ 26、 タイ・バンコク)

に参加。

・全体会議後に開始したオンライン会議 (東

アジア地区カントリーアドバイザー(CD会

議、全地区 CA会議、Give2Asia全体会

議)に参加。

(2)地域人材の日米交流

【事業目的】

I・ U・ Jターンなど、都市から地域へ流れ

る人 (特に若者)の動きに注目し、同様の米

国の事例から情報と人員の共有を図ること

で、現代先進社会における価値観の変化をグ

ローバルな視野で捉える端緒とする。

【実施概要】

2017‐ 2018年度事業の関連事業として、

「かみえちご山里フアン倶楽部」の限界集落

を含む地域コミュニティ支援のアプローチを

英文出版するための調査ミッション (於 :山

形市、Japan Society主 催)に参加した。

【事業目的】

日本 NPOセ ンターの目的・事業や、日本

の市民社会の関連事項を英語で発信すること

で、国外 (英語圏)での日本 NPOセ ンター

の存在や日本の市民社会の動向の「見える

化」と信頼性の向上に寄与する。

【実施概要】

台風 19号における日本NPOセンターの取

り組み事項を掲載した。

(4)DGI(Doing Good lndex)2020
Data Co‖ ectlonへの協力

【事業目的】

香港を拠点にする Center br Asian

Philanthropy and Society(以 下、 CAPs)

が実施する市民社会組織の制度環境の比較調

査 (Doing Good lndex)に協力すること

で、日本の制度環境の取り組みを明らかに

し、併せてアジアの市民社会を取 り巻く環境

および日本の立ち位置も明らかにする。

【実施概要】

CAPsが実施するアジア 18か 国を対象と

した市民社会組織の制度環境の比較調査

(Doing Good lndex 2020)の 日本側パー ト

ナーとして、民間非営利組織を対象に、法人

登録や資金調達方法、行政機関との契約など

に対する団体の考えや経験を聞くオンライン

調査を実施し、回答のあった 201団体の内容

を英文にて CAPsに報告した。日本の市民社

会の動向についてまとめた要約を作成した。
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東日本大震災に関連した
復興支援事業

(1)東日本大震災現地 NPO応援基金

【実施概要】

2011年 3月 に設置された本基金の運用を

継続。被災地の復興にむけた取 り組みを行う

現地の NPOを通じて、被災された方々の生

活再建を支援する。本事業は寄付募集を日本

NPOセ ンターが行い、助成業務を市民社会

創造フアンドの協力を得て実施した。

助成事業は 2016年 10月 からは第 3期 とし

て実施。震災から8年が経過し、地域や人々

を取り巻く課題やニーズも変化している中

で、被災者の生活再建に取り組む現地 NPO
が、5年後、10年後の地域や人々のあるべき

姿を描き、その実現にむけて持続的に活動す

るための『未来をつくる持続的な組織をめざ

した組織基盤強化』のため、 計画団体も含

め、助成期間の全般にわたって事務局がフォ

ローを行いながら組織基盤強化に取り組ん

だ。

・寄付金については、マツダ株式会社の「お

客様ウェブアンケー ト」を通した寄付、ア

サヒグループの株主優待などの企業寄付、

個人寄付などを継続していただいた。総額

1,000万 円を超える寄付金が集まった。

・2018‐ 2019`年:は 41三l体、 2019-20201年 ■ま6

団体への助成を行った。また、本事業のフ

ォローアップをより充実したものとするた

め事務局のフォローアップ事業を行った。

2)大和証券フェニックスジャバン

プログラム

(大和証券株式会社からの寄付)

【事業目的】

東日本大震災被災者の生活再建に取り組む現

地NPOの、人材育成に特化した組織基盤強化

を行う。

大和証券株式会社による「ダイワ・ニッポン

応」友フアンドk)1.3-フ ェニックスジャパン

ー」の信託報酬の一部を寄付金とし、現地

NPO応援基金[特定助成]と して、「被災者の生

活再建に取り組む現地 NPOの人材育成」をテ

ーマとした公募による助成事業を実施。

【実施概要】

(2018プ ログラム後半)

4月 7団体インタビュー訪間、5月 第 2回研

修 (仙台)。 9月 末助成終了。

・(2019プ ログラム前半)

10月 7件 (新規助成 5件、継続助成 2件 )

の助成先決定。

贈呈式および第 1回研修 (仙台)を行った。

・助成中の団体へのフォローアップ (視察先

紹介、情報提供、電話相談など

3)JT NPO応援プロジェク ト (第 1期・第

2期 )

(日 本たばこ産業株式会社からの寄付)

【事業目的】

日本たばこ産業株式会社からのご寄付を基

に、日本 NPOセ ンターが現地 NPO応援基

金の特定助成として東北 3県 (岩手県・宮城

県・福島県)のコミュニティの再生・活性

化・復興に向けて活動する NPOへ助成を行

つ。

【実施概要】

東日本大震災により被災した東北 3県の復

興に取り組む民間非営利組織が実施する事業

を支援した。

・第 2期第 4回の 13団体への助成が 6月

に終了した。

第 1期・第 2期 総括報告書作成に関わる

現地インタビューを実施した。
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1)―般助成

【事業目的】

東日本大震災において被災した生活者を支

援する現地の NPO団体の組織基盤強化に対

する助成を行うことで、長期的に安定して活

動のできる体制づくりを行うことを目的とす

る。



4)『 しんきんの絆』復興応援プロジェクト

(信金中央金庫からの寄付 )

【事業目的】

東日本大震災により被災した地域の復興の

ために、民間非営利組織が行う草の根の活動

を資金面、組織面で支援を行う。

【実施概要】

本助成の実施期間 (2015～2018年度)に助

成事業を実施し、現在も事業を継続している

団体を対象としたフォローアップ助成を行っ

た。

・21団体に 1,686万円の助成を実施した。

(助成期間 :2019年 4月 ～2020年 1月 )

。事業継続に寄与する物品の購入、活動記録

の整理・整備・アーカイブス化 (今後の活

動にむけて活用するための報告書など)、 支

援者拡大への取組み (地域住民とともに活

動を推進し、協力者を増やすための取組

み)な どへの重点的支援を行った。

(2)国産スマイルサポー ト基金

(日 産自動車株式会社からの寄付)

【事業目的】

日産自動車株式会社からの寄付に基づき、

東日本大震災により被災した子どもたちの遊

び・体験活動及び生活支援活動に取り組む団

体と連携して事業を実施。

【実施概要】

2019年度連携事業 10団体 (1月 ～12月 )

・子ども・若者を対象とする遊び・体験活動

(8団体)

。子ども 。若者を対象とする生活支援活動

(2団体)

・中間報告会での実践事例の共有や完了報告会

を実施。団体同士での情報交換が行われた。

(武田薬品工業株式会社からの寄付)

【事業目的】

東日本大震災の被災地の人々の「いのちと

くらし」を大切に紡ぎ直すために、人道支援

と基盤整備支援の視点から現地の NPOを通

じて、被災地の復興を支援する。

2011年 10月から 10年間、被災 3県の被

災者の「いのち」と「くらし」の再生を現地

で活動する民間非営利団体を通じて支援する

事業。(A)連携・協働、(B)住民のエンパ

ワメントをテーマとする「助成事業」、「自主

連携事業」を継続実施し、2016年の第二期

から新たに、「組織基盤強化事業」を開始し

ている。「組織基盤強化事業」では、現地

NPOのリーダーの人材育成を目的とした

「NPO経営ゼミ」と、特定テーマの知識・

スキルの強化を目的とする「テーマ別研修」

を実施する。

【実施概要】

・助成事業 :新規第 3回 4団体/継続第 2回

2団体/継続第 3回 3団体/新規第 4回 4

団体/継続第 4回 4団体

・NPO経営ゼミ

いわて 5名・年間 10回 /みやぎ 5名・年

間 10回 /ふ くしま 5名・年間 13回実施

・テーマ別研修

「共感から支援につながる広報を学ぶ」(盛

岡・24団体 38名参加)/「リーダーシッ

プのあり方を考える」 (大槌・15団体 25名

参加)/「コミュニティワークを学ぼう」

(仙台・ 17団体 22名参加)

・支援者のためのリフレッシュプログラム

御殿場と安比高原で各 1回、計 13名参加

・ とうほくNPOフ ォーラム in陸前高田

2019:陸前高田市で開催、147名参加

・広域避難者支援ネットワークキャラバン

2020inTOKYO:東京にて開催、66名参加
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(3)タケダ・いのちとくらし再生プログ

ラム



(4)JT震災伝承活動

(日 本たばこ産業株式会社からの寄付)

【事業目的】

日本たばこ産業株式会社 (以下 JT)か ら

のご寄付により、日本 NPOセ ンターの現地

NPO応援基金の特定助成として、震災伝承

の取り組みを支援する。

東日本大震災の経験を後世に語り継ぎ、防

災・減災という未来に繋ぐ活動である「震災

伝承」への事業を、3.11メ モリアルネットワ

ークと日本 NPOセ ンターが協働で行う。

【実施概要】

・ウェブサイ ト開設、パンフレット作成など

により、情報発信を行った。

・イベント・報告会を 3回開催し、延べ 170

名が参加した。

・他地域への視察や研修を 5回開催し、延ベ

130名が参加した。

・公募型助成プログラムを実施した。(13団

体)

法人運営

1.会議等の業務

(1)総会の開催

◎第 20回通常総会の開催

日時 :2019年 6月 14日 (金 )

会場 :コ ンファレンススクエア エムプラス

(東京都千代田区)

・2018年度事業報告 (案)・ 決算 (案)の承認

・2019年度事業計画 (案)・ 予算 (案)の決定

・理事の選任について

・評議員の選任について

・役員報酬の総額について

(2)理事会の開催

◎第 77回 2019年 5月 14日 (火 )

会場 :日 本 NPOセ ンター会議室

・2018年度事業報告 (案)・ 決算 (案)の承認

・2019年度事業計画 (案)・ 予算 (案)の承認

・評議員の選任および理事の増員について

ほか

◎第 78回 2019年 10月 31日 (木 )

会場 :日 本 NPOセ ンター会議室

・上半期事業報告・下半期事業計画について

・上半期決算報告について ほか

◎第 79回 2020年 3月 27日 (金 )

会場 :大手町サンスカイルーム

・2019年度事業の報告と決算見込の報告

・2020年度の事業計画案 (暫定)と予算案

(暫定)の承認 ほか

(3)評議員会の開催

◎第 40回 2019年 5月 14日 (火 )

会場 :日 本 NPOセ ンター会議室

・2018年度事業報告 Gミ)・ 決算 (案)の評議

・2019年度事業計画 (案)・ 予算 (案)の評議

・評議員候補の推薦について ほか

◎第 41回 2019年 11月 11日 (月 )

会場 :日 本 NPOセ ンター会議室

・上半期事業報告・下半期事業計画について
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・上半期決算報告について ほか

(4)三役会議の開催

代表理事、副代表理事、常務理事による三

役会議を開催し、重要な組織運営の方向性等

を検討した。開催日は、4月 18日 (木 )、 7

月 8日 (月 )、 9月 26日 (木 )、 12月 23日

(月 )、 3月 24日 (火 )

2.会員に対する業務

(1)会員管理に関する業務

・会員の入会、継続、休会等に伴う業務を行

つた (会員数の推移はp38資料参照)。

・会員メーリングリスト(笏重営と管理を行っ

'電・2018年度年次報告書を作成、送付した。

企業会員はできるだけ訪問し対面で事業報

告を実施した。

・満期となった会員債の継続または返金等に

伴う業務を行った。

(2)会員・支援者拡大に関する業務

会員をはじめとする支援者の増加を目指し

て、新規入会キャンペーンを実施した。

3.経理等の業務

・円滑な業務執行を行うために、遅滞ない経

理業務に努めた。

・法人税や消費税等の税務関連の業務を行っ

た。

・現預金などの日常の管理状況を検査する業

務を行った。

・事業別予算実績を月次管理し、財務面を意

識した事業運営に寄与した。

4.労務管理等の業務

・適切な労務管理を行う他、社内 SNSを活

用した勤怠連絡や、2018年度に改定した

就業規則より時差出勤を正式に導入するな

ど、スタッフが働きやすい環境づくりに努

めた。

・ハラスメント防止規定およびそれに関わる

就業規則改定について検討を進めた。

・ 自己評価、ピア評価を含めたスタッフの評

価制度の運営を行った。

5.総務関連の業務

・業務運営に必要な届出業務 (東京都、法務

局)を行った。

・後援名義依頼に対する対応を行った。

6.法人運営

・事業継続プラン (BCP)の作成について、

資料の検討にとどまった。

フ.ボランテイアデイ

・参加型社会を目指す日本 NPOセンターと

して、ボランティアとともに活動をつくる

という実践の場として実施。

・月に 1～ 2回、主に平日夜間にボランティ

アディを実施した。

・ボランティア活動として、テックスープ・

ジヤパンのサイ トリニューアルにむけた英

訳や会員データベースのデータ整理、発送

作業などを行った。

・連絡には SNSを用い、コア・ボランティア

メンバーによる声掛けも始まった。

8.事務局体制

・連携創出チーム、基盤開発チーム、法人運

営チームの 3チームで事業を推進した。

・花王株式会社から出向者を1名受け入れた。
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2019年度事務局一覧

◆ :2019年度での退職 ◇ :新規採用 ※ :花王株式会社からの出向
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資 料

1.事業開催地 。実施団体等一覧

【伝えるコツを身につけよう～NPOのための広報スキルアップセミナー】

【組織基盤強化ワークショップ】

とよた市民活動センター 愛知県豊田市 34 2019/11/3

あきたパートナーシップ 秋田県秋田市

佐賀県 CSO推進機構 佐賀県佐賀市 27 2019/12/7

とくしま県民活動プラザ 徳島県徳島市 28 2020/1/18

こまつ NPOセンター 石川県小松市 中止

日本 NPOセ ンター 東京都 25 2019/12/23

ふくおか NPOセ ンター 2020/3/10

開催地 開催日団体名 講師 (敬称略)   参加数

ふくしまNPOネ ットワークセンター 福島県福島市 24 2019/5/16

日本 NPOセ ンター 東京都 40

アクションポート横浜 神奈川県横浜市 30 2019/5/24

名古屋 NGOセ ンター、ボランタリーネイバーズ 愛知県名古屋市 25 2019/5/31

きょうとNPOセンター 京都府京都市 41 2019/6/5

熊本市市民活動支援センター・あいぽ―と 熊本県熊本市 49

]体名 参加数 開催日

みんなあつまれ～アナログゲーム大会はじまるよ～ 加須児童館 埼玉県加須市

WakuWalくuあそびフアクトリー 目黒区立平町児童館

かみいちつ子応援プロジェクト 上市町こどもの城 富山県中新川郡上市町

地域の遊び場発見 !!

外遊びを通して遊びを作り出す力 (社会力)を身に付けよう I!
扇台児童館 石川県金沢市

わくわくドキドキ交流お泊り会 三和児童館 石川県金沢市

一緒に作ろう 1楽 しもう 1児童館まつり～みんなちがって.みんないい～ 山県市高富児童館 岐阜県山県市

長尾児童館子どもヘルパー活動 神戸市立長尾児童館 兵庫県神戸市北区

)\rt9.t >h-=t\ltt 新居浜市立川東児童センター 愛媛県新居浜市

どんどこ自然観察会 那覇市安謝児童館 沖縄県那覇市

南風原小学校区防災・防犯マッププロジェクト 南風原町立兼城児童館 沖縄県島尻郡南風原町

:L>) 14*):r7t.-'y ふたば児童館 山形県北村山郡大石田町

「みんなのつつじがおかマップ」を作ろう 溜岡児童館 宮城県仙台市宮城野区

[子 どもたちから発信 1ま ちの防災・減災プロジェクト[ 仙台市八本松児童館 宮城県仙台市太自区

コドモーリーからの挑戦状 燕市児童研修館「こどもの森」 新潟県燕市

黒部市中央児童センター 富山県黒部市

子どもが育む地域のつながり「おいしいよ農園移動カフェ」開催 浅野町児童館 石川県金沢市

所在地プログラム名
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I子どものための児童館とNPOの協働事業】

28 2019/11/24

2020/3/15

福岡県 中止

開催地

2019/5/23

2019/6/13

児童館名

東京都目黒区

身近にある里山をフィール ドに「生き物」「自然」「食」を考える

PツulT2



「畑から見えるいのちのつながり」プロジェクト

～コミュニティ・ガーデンからつながる環～
名古屋市中川児童館 愛知県名古屋市中川区

けいとくLOVEOキ ッズ (Thank Youプ ロジェクト) 京都市桂徳児童館 京都府京都市西京区

小さな地球村 ごちゃまぜ広場 at Jidokan l 福知山市立南佳屋野児童館 京都府福知山市

ビッグバンこども劇団プロジェクト 大阪府立大型児童館ビッグバン 大阪府堺市

広い世界にどんどこ繋がれ !未来へはばたく子どもたちr 吉野川市鴨島児童館 徳島県吉野川市

コミュニティ@は らっぱキッズ vo1 2 浦添市立宮城ケ原児童センター 沖縄県浦添市

児童館名プログラム名 所在
'tL

【SAVE JAPANプロジェクト2018‐2019 事業実施NPOと運営支援団体一覧】

北海道
特定非営利活動法人

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク
特定非営利活動法人 北海道NPOサ ポートセンター

青森県 学校法人 青森田中学園 ビオトーププロジェクト 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポー トセンター

秋円県 特定非営利活動法人 あきた自神の森倶楽部 特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

山形県 遊学の森案内人会 特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル

福島県 特定非営利活動法人 江湖村 特定非営利活動法人 うつくしまNPOネ ットワーク

栃木県 特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク

群馬県 特定非営利活動法人 鳴神の自然を守る会 群馬 NPO協議会

埼玉県 元荒川をきれいにする会 特定非営利活動法人 さいたまNPOセ ンター

千葉県 ―宮ウミガメを見守る会
認定特定非営利活動法人

ちば市民活動・市民事業サポー トクラブ

東京都 特定非営利活動法人 荒川ク リーンエイ ド・フォーラム 公益社団法人 日本環境教育フォーラム

神奈川県 特定非営利活動法人 ゆい 特定非営利活動法人 藤沢市民活動推進機構

新潟県 特定非営利活動法人 新潟ワイル ドライフリサーチ 特定非営利活動法人 くびき野 NPOサ ポートセンター

富山県 富山県シェアリングネイチャー協会 市民活動サポートセンターとやま

石川県 木場潟再生プロジェクト

福丼県 特定非営利活動法人 きばえNPOサポー ト

長野県 特定非営利活動法人 ecolo"&eco― ■ves信州 特定非営利活動法人 長野県 NPOセ ンター

山梨県 特定非営利活動法人 自然とオオムラサキに親しむ会 公益社団法人 日本環境教育フォーラム

静岡県 昆虫食倶楽部 認定特定非営利活動法人 浜松 NPOネ ツトワークセンター

重県 やすらぎくんネット 特定非営利活動法人 市民ネットワークすずかのぶどう

兵庫県 特定非営利活動法人 森の都研究所 社会福祉法人 大阪ボランテイア協会

奈良県 春日山原始林を未来へつなぐ会 特定非営利活動法人 奈良NPOセ ンター

和歌山県 特定非営利活動法人 南海せとうちジオガーデン 特定非営利活動法人 わかやまNPOセ ンター

特定」「営利活動法人 もりふれ倶楽部 公益社団法人 日本環境教育フォーラム

岡山県 特定非営利活動法人 岡山NPOセ ンター

山口県 山陽小野田市自然保護協議会 特定非営利活動法人 やまぐち県民ネット21

高知県 農と生きもの研究所 認定特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

福岡県

大分県 特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会 特定非営利活動法人 おおいたNPOデザインセンター

「
業実施NPO 支援団体

21

地域

特定非営利活動法人 こまつNPOセ ンター

一般社団法人 環境文化研究所

島根県

一般社団法人 高梁川流域学校

まほろば自然学校 特定非営利活動法人 ふくおか NPOセ ンター



【SAVE JAPANプ ロジ ェク ト2020 事業実施 NPOと 運営支援団体一覧】

【SAVE JAPANプロジェク ト 新プロジェク トモデル事業】

【Green Ci負 プロジェクト 地球元気プログラム第3期実施団体一覧】

北海道
特定非営利活動法人

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク
特定非営利活動法人北海道 NPOサ ポー トセンター

青森県 学校法人青森田中学園 ■'オ トーププロジェクト 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサ ポー トセンター

石川県 特定非営利活動法人39アース 特定非営利活動法人こまつNPOセ ンター

特定非営利活動法人 さばえNPOサポート福井県 一般社団法人 環境文化研究所

特定非営利活動法人 もりふれ倶楽部 公益社団法人 日本環境教育フォーラム

高知県 特定非営利活動法人環境の社こうち 認定特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

特定非営利活動法人 おおいたNPOデザインセンター大分県 特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会

鹿児島県 もりはやし倶楽部 特定非営利活動法人座児島県 NPO事業協会

支援団体

秋田県 今、災害時に配慮が必要な人たちについて考える あきたパー トナーシップ

茨城県 当事者と関連団体・自治体の連携による福祉避難所開設訓練 茨城 NPOセ ンター・コモンズ

栃木県 地域包括ケアシステム (第 2階層協議体)との多文化共生 とちぎボランティアネットワーク

東京都 モット!炊き出しを知ろう 1 東京ボランティア・市民活動センター

新潟県 避難行動要支援者名簿を活用した「個別避難支援プラン」の作成支援 新発田市地域づくり支援センター

岐阜県 ぼうさいパワーアップ講座 ぎふNPOセ ンター

大阪府 ごちゃまぜ まるごと 被災シミュレーション 大阪ボランティア協会

鳥根県
災害発生時のスペシャルニーズ対応のためのネットワーク構築を目的とした

防災研修会および訓練
ふるさと島根定住財団

徳島県 外国人・発達庫がい児が災害時にも安心できる街つくり 徳島市市民活力開発センター

沖縄県
1泊 2日 の防災キャンプを通した災害時の自助スキルアップ並びに

避難所運営訓練
ふくおかNPOセ ンター

実施テーマ 実施団体

北海道 特定非営利活動法人いぶり自然学校 EPO北海道

青森県 小川原湖自然楽校

岩手県

秋 t」県 一般社団法人あきた地球環境会議

EPO東北

祥馬県 チャウス自然体験学校

東京都 公益財団法人日本自然保護協会

神奈川県 特定非営利活動法人よこはま里山研究所

山梨県 特定非営利活動法人木 netや まなし

EPO関東

長野県 特定非営利活動法人やまぼうし自然学校

福井県 小原 ECOプロジェクト

愛知県 特定非常利活動法人もりの学舎自然学校

EPO中音|.

大阪府 特定非営利活動法人日本パークレンジャー協会

兵庫県 特定非営利活動法人宝塚 NISITANI

奈良県

地球環境パートナーシッププラザ (GEOC)

和歌山県 特定非営利活動法人 Blue Ocean for Chndlen 特定非営利活動法人日本NPOセンター

22

地 域 事業実施 NPO

島根県

地域

地 域 事業実施 NPO 支|-1」 体

マイムマイム奥州

特定非営利活動法人宙塾



岡山県 認定特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会

山口県 スリー・ヒルズ・アソシエイツ
EPO中 国

香川県 特定非営利活動法人アーキベラゴ

愛媛県 特定非営利活動法人どんぐり王国
EPO四国

熊本県 特定非営利活動法人みずのとらベル隊

人分県 特定非営利活動法人 ABC野外教育センター

宮崎県 特定非営利活動法人大淀川流域ネットワーク

EPO九州

事業実施 NPO地 域 支援団体

【Green Citプ ロジェクト 地球元気プログラム第4期実施団体一覧】

北海道 特定非営利活動法人 いぶり日然学校

青森県 小川原湖自然楽校

岩手県 一般社団法人 いわて流域ネットワーキング

山形県 やまがたヤマネ研究会

EPO東北

栃木県 特定非営利活動法人 トチギ環境末来基地

千葉県 谷津干潟自然観察センター

神奈川県 特定非営利活動法人 よこはま里山研究所

山梨県 山梨マイクロプラスチック削減プロジェクト

EPO関 東

福井県 小原 ECOプロジェクト

愛知県 特定非営利活動法人 もりの学舎自然学校

二重県 特定非営利活動法人 Joint Plus

EPO中部

大阪府 特定非営利活動法人 日本パークレンジャー協会

兵庫県 やしろの森公園協会

奈良県 奈良・人と自然の会

和歌山県 公益財団法人 吉野川紀の川源流物語 特定非営利活動法人日本 NPOセ ンター

「」山県 ミズシマ ウ ―`クマネジメント・ラボラトリー

広島県 特定非営利活動法人 =段峡‐人田川流域研究会
EPO中 国

徳島県 一般社団法人 かみかつ里山倶楽部 EPO四回

北九州 ESD協議会

特定非営利活動法人 エー・ビ~・ ン~野外教育センター

宮崎県 特定非営利活動法人 大淀川流域ネットワーク

EPO九州

地域
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事業実施 NPO 支援団体

EPO北海道

地球環境パー トナーシッププラザ (GEOC)

福岡県

大分県



2.講師・委員派遣

【講師派遣等一覧】

2019/4/12
子供の未来応援基金未来応援ネ

ットワーク事業 (東京会場)

グループワークセッション 東京都千代田区 独立行政法人

福祉医療機構

2019/4/12

福祉型労働運動4Psmileプ ロジ

ェクト

第 3回全国フォーラム

【パネルディスカッション】

新たな運動の創造と福祉型労

働運動の今まで・ これから

東京都江東区 日本郵政グループ労働組合

CP労組)

2019/4/13

福祉型労働運動/JPsinileプ ロジ

ェクト

第 3回全国フォーラム

【分科会】増加、拡大する自

然災害 被災地・被災地支援

に何ができるか

東京都江東区 日本郵政グループ労働組合

CP労組)

2019/5/30
第 9回赤い羽根全国ミーティン

グinやまぐち

共感から参加に繋げるための

広報講座

社会福祉法人中央共同募金

岸和田市ボランティア連絡会

第 2部ボランティア研修会

みんなで集める活動資金。活

動資金は地産地消で 1

大阪府岸和田市 岸和田ボランティア連絡会

2019/6/12
コンサルティング‐NPO法人取

得と認定 NPO取得まで

NPOの設立 東京都千代田区 公益財団法人キープ協会

2019/6/26
福岡県福岡市 西南学院大学

災害ボランティアコーディネー

ター養成講座

SHARPさ んとNHKの中の人

1号さんの対談から学ぶ SNS

活用のヒント

東京都新宿区 東京ボランティア・市民活

動センター

2019/7/13
第 8回ボランティアコーディネ

ーションカ 1級検定

日本ボランティアコーディ

ネーター協会

2019/7/26

中国浙江省との経済交流促進事

業

日本 NPOセ ンターの機能

(業務)および 「NPO」 の今

後の発展の方向、運営の課題

について

東京都千代田区 静岡県日中友好協議会

2019/8/17

市民参画・協働促進プロジェク

ト公開イベント

市民活動の活性化に向け意見

交換会～その可能性を語り合

つ～

奈良県奈良市 ローカル・ ガバナンス研究

所

2019/9/3
地球環境基金内部勉強会 神奈川県川崎市 独立行政法人

環境再生保全機構

2019/9/4

中国杭州市民政局基政処訪日研

修団

「日本の NPO組織の定義と分

類について」「日本組織の管理

プロセスと運用モデル」

東京都千代田区 一般社団法人

日中科学技術文化センター

2019/9/4

「広がれボランティアの輪」連

絡会議 員」立 25周年記念誌

座談会

第 3期 2011年から現在ま

での歩みを中心として

東京都千代田区 「広がれボランティアの

輪」連絡会議

伝えるコツを身につけよう その 2「 SNS」 で伝える 長野県茅野市 茅野市市民活動センター

「ゆいわ―く茅野」

2019/9/11 災害ボランティア研修 災害ボランティアの基礎知識 東京都品川区

2019/9/19
第 2期 2001年から2010

年までの歩みを中心として

東京都千代田区

場 所 依頼ノL講演会、イベン トの名И

24

登 壇

山口県山口市

2019/6/9

2019年度「国際キャリア演

習」

2019/7/5

中間支援組織についての定義

や役割・機能について

2019/9/8

パナソニック株式会社

「広がれボランティアの輸」連

絡会議 倉」立 25周年記念誌

「広がれボランティアの

輪」連絡会議



2019/9/25

座談会

災害ボランティア研修 災害ボランティアの基礎知識 愛知県春日井市 パナソニック株式会社

2019/10/6

熊本県『担い手 NPO育成支援

事業』

組織基盤の強化とは 熊本県熊本市 くまもと県民交流館パレア

NPO・ ボランティア協働セ

ンターパレアルーム

2019/10/7
エイジレス社会リーダー養成塾 アイディアを実践するための

企画力

富山県富山市 富山県厚生部

高齢福祉課

2019/10/10

オムニバス・セミナー (NPOと

市民活動)(國學院大學法学

部)

全国レベルの中間支援組織の

役割

図學院大学

2019/10/23

第 57回全国知的障害福祉関係

職員研修大会 (鹿児島大会)

分科会「社会の動きを知ろ

う」～持続可能な社会と福祉

にできることを考える～

鹿児島県鹿児島

市

ナルク「天の川クラブ」設立

25周年記念式典

ボランティアについて 大阪府枚方市 特定非営利活動法人ニッポ

ン・アクティブライフ・ク

ラ ブ

2019/10/28
災害時における中間支援組織の

12の役割スタンダード研修

災害時における中間支援組織

の意義と被災者支援の全体像

東京都渋谷区 岡山 NPOセ ンター

2019/11/2
第 9回サポセンフェスティバル まちづくり 私たちに出来る

こ と

福島県南相馬市

2019/11/15

地域で NPO・ 市民活動の果たす

役割について知る、考えるセミ

ナー

NPO法がめざした社会とこれ

から時代の市民活動が地域で

果たす役割

東京都町田市 町田市地域活動サポー トオ

フイス

2019/11/16
ボランティアコーディネーショ

ンカ検定 3級

島根県松江市 島根県社会福祉協議会

2019/11/20
休眠預金活用セミナー2019 休眠預金等制度の概要と活用

について

山梨県甲府市 特定非営利活動法人

山梨県ボランティア協会

2019/11/21
NPO協働企画力向上事業 栃木県宇都宮市 栃木県県民生活部

県民文化課

2019/11/21
地域ささえあい助成 団体交流 団体交流会 東京都渋谷区 日本コープ共済生活協同組

合連合会

2019/11/22
活動プランの中間発表会・活

動プランのブラッシュアップ

富山県富山市 富山県厚生部高齢福祉課

2019/11/22

子育て脇働フォーラム 基調講演、パネルディスカッ

ションコーディネーター、グ

ループワーク

東京都渋谷区 東京都

2019/11/23
平成 31年度第 2回協働講座 東京都東村山市 東村山市市民協働課

2019/11/28
企業や社員のやりたいを応援す

る社会貢献セミナー

福井県福丼市 福丼市社会福祉協議会

2019/11/29
地域福祉関係者のための SDGs

講座

SDCsの視点で地域福祉の取り

組みを考える

福丼県福丼市 福井市社会福祉協議会

2019/11/29
地域きさえあい助成 団体交流 団体交流会 岡山県岡山市 日本コープ共済生活協同組

合連合会
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講演年月日 1  講演会、イベントの名称 ワ
‐~~

場 所 依頼元 今 ,`

東京都渋谷区

鹿児島県

知的障害者福祉協会

2019/10/25

南相馬市市民活動サポー ト

センター

エイジレス社会リーダー養成塾

市民活動団体らしい活動資金

の集め方



2019/12/4

國□■
2019/12/5

NPOパートナーシップデイ

NPO協働企画力向上事業

組織基盤の診断で、持続可能

な組織を創る

東京都 千代田[ヽ

栃木県宇都宮市

ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン日本法人グループ

栃木県県民生活部

県民文化課

2019/12/7

中間支援組織担い手育成講座/

地域協働ネットワーク構築支援

事業

愛媛県松山市 愛媛県/公益財団法人えひ

め地域政策研究センター

2019/12/20
募金力 UPのためのスキルアッ

プ講座

手に取ってもらえるチラシの

作り方

社会福祉法人

福丼県共同募金会

2019/12/20

2019年中央ろうきん助成プロ

グラム フォローアップミーテ

ィング

ヮークショップ 東京都 中央ろうきん社会貢献基金

2020/1/16
災害救援ポランティアシンポジ

ウム

地元と協働する災害ボランテ

ィアセンター

富山県富山市

2020/1/24

平成 29年度 協働推進講座 「NPOと 自治体の協働の現状

と課題」 ～NPOとの協働に

よる、地域づくりのポイント

宮山県富山市

2020/1/25

丸森町耕野 台風 19号緊急対

応に関する振り返リワークショ

ップ

丸森町耕野 台風 19号緊急

対応に関する振り返リワーク

ショップ

宮城県丸森町 特定非営利活動法人

ジェン (JEN)

2020/1/28

青年リーダー研修会 「NPOの組織運営について」 東京都 内閣府政策統括官 (共生社

会政策担当)付青少年啓発

担当

2020/1/30
市民協働研修 協働推進人材の育成 千葉県匝瑳市 匝瑳市環境生活課市民協働

班

2020/1/31

課題ラボ in Schoo あなたの「○○問題」は
'

一―最前線の社会課題を自分ご

と化して未来をつくる

東京都渋谷区 Schoo

第 1回 ほどガヤ会議 社会

福祉 。まちづくり

私たちが暮らす保土ケ谷を、

もっと面白くするアイディア

を 1

横浜市保土ケ谷

区

ほどがや市民活動センター

アワーズ

ボランティアの育成・発掘 島根県松江市 島根県社会福祉協議会(日本

ボランティアコーディネー

ター協会)

2020/2/26
岩手県 NPO組織マネジメント

研修

中長期計画の策定 岩手県盛岡市 岩手県環境生活部

若者女性11を働推進室

2020/2/28

「企業の社会貢献セミナー」 富山県黒都市 社会福祉法人

黒部市社会福祉協議会

2020/3/18
災害時のIT連携に関する勉強会 災害時に求められている連携

とは

東京都中央区 サイボウズ災害支援チーム
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,― マ 場 所 依頼ノに 登 壇

災害時の連携について

福井県福丼市

社会福祉法人

富山県社会福祉協議会

富山市市民生活部男女参

画・市民協働課

2020/2/8

2020/2/26

ボランティアコーディネータ

ー・スキルアップ研修

セクターを超えたつながり

が、黒部の地域を変える !～

さまざまな団体の取り組みか

ら、持続可能な地域創りを考

える～



全国社会福祉協議会 評議員 社会福祉法人全国社会福祉協議会

中央共同募金会 理事 社会福祉法人中央共同募金会

特定非営利活動法人 市民社会創造フアンド

第 13回全国校区 ″」ヽ地域福祉活動サミットlNさ やま 企画運営委員 社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会

地域の環境課題解決に向けた SDGs人材研修事業 検討・評価委員 一般社団法人環境パー トナーシップ会議

防災ボランティア活動の連携・協働に関する検討会 委員 内閣府政策統括官 (防災担当)

ポランティア休暇・ボランティア活動普及広報事業 検討委員 厚生労働省労働基準局

50代労働者等現役世代の地域活動の促進・普及委員会委員 厚生労働省社会・援護局

共助社会づくりを進めるための検討会委員 東京都生活文化局都民生活部

全国ボランティア・市民活動振興センター 運営委員 社会福祉法人全国社会福祉協議会

都道府県域における同時多発・広域災害への支援のあり方の検討委員

東京ボランティア・市民活動センター運営委員 東京ポランティア・市民活動センター

「災害ボランティア・ NPO活動サポート募金(ボ ラサポ)」 運営・審査委員会 中央共同募金会

災害ボランティアセンター運営支援者研修企画検討会議 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議

地域きさえあい助成事業 審査委員 日本コープ共済生活協同組合連合会

「防災・減災分野におけるサイレントマジョリティおよびサイレントマイノリ

ティの参画・包摂に重きを置いた地域コミュニティ形成を推進する各主体を対

象とした共助方向 卜のためのプログラム構築支援事業」アドバイザー会議委員

一般社団法人九州防災パー トナーズ、特定非

営利活動法人 KlD's wOrk、 特定非営利活動法

人ふくおか NPOセ ンター

国立肯少■教育振興機構評価委員 |¬上青少年教育振興機構

全国高校生体験活動顕彰制度委員会 国立青少年教育振興機構

ボランタリーフォーラムTOKY02020実行委員 東京ボランティア・市民活動センター

狛江市市民活動支援センター 副運営委員長 狛江市市民活動支援センター

狛江市総合基水〒1画審議会 委員長職務代理 狛江市企画財政部政策室

体験活動関連事業に係る技術審査委員会技術審査専門員 支部科学省生涯学習政策局

青少年体験活動顕彰制度創設準備委員会ワーキンググループ委員

狛江市総合基本計画審議会委員 狛江市

中央ろうきん助成プログラム「個性が輝く・ひと・まち・くらし'づ くり」選考委

真如苑社会貢献ア ドバイザリー委員 社会福祉法人大阪ボランテイア協会

市川市市川市市民活動団体事業補助金審査会 委員

依頼元 IF当名  称
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【委員派遣一覧】

市民フアンド推進プログラム助成 選考委員

社会福祉法人全国社会福祉協議会

独立行政法人国立青少年教育振興機構

特定非営利活動法人 市民社会創造フアンド



3.助成等一覧

【Give2Asia助 成団体等一覧】

◆AInerican Express Foundation

lCaterpillar Foundation

◆Nike Fund

OPrudential Financial Fund

I Qualcomm

aState Street Foundation

USS260,000American Express Academy 2020 Grant 認定特定非常利活動法人 ETIC 東京都渋谷区

所在地プログラムタ 団体名 助成額

認定特定非営利活動法人

セカンドハーベスト・ジャパン
東京都台東区 US$50,000Harvest Pantry 2019 Grant

Youth Work Way 2019 Grant
認定特定非営利活動法人

育て上げネット
東京都立川市 US$19,621

助成額所在地プログラム名

一般財団法人 児童健全育成推進財団 東京都渋谷区
US S152,464

US S169,678

プログラム名 団体名 助成額所在地

Educational Suppolt Model 2019 Grant
認定特定非営利活動法人

キッズドア
東京都中央区

US$360,000(US

$180,000x2年 )

Support for Childrcn Alfected by Western Japan

Floods 2018 Gmnt
一般財団法人児童健全育成推進財団 東京都渋谷区 US$25,000

Hands on Tokyo Children s Home Grant 2018
認定特定非営利活動法人

ハンズオン東京
東京都港区 US$10,000

Career Education 2019 Clant
認定特定非営利活動法人

キーパーソン21
神奈川県川崎市 USS15,000

一般財団法人 児童健全育成推進財団 東京都渋谷区 US$25,200

Hards on Tokyo Chil&en's Home Grant 2019
認定特定非営利活動法人

ハンズオン東京
東京都港区 USS10,000

公益財団法人YMCA同 盟(仙台

YMCA国 際ホテル製菓専門学校、横

浜YMCAワークサポー トセンター、

熊本 YMCA就労支援センター)

東京都新宿区

(宮城県仙台市、

神奈川県横浜市、

熊本県熊本市)

USS60,000

High School Entrance 2019 Gmnt 認定特定非営利活動法人 キッズドア 東京都中央区 US$30,000

Study Suppod 2019 Grant
認定特定非営利活動法人

Learning For An
東京都新宿区 US$30,000

団体名
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団体名

Jump‐ Jan■ Program 2018 Grant

追加分

プログラム名 団体名 所在地 助成額

プログラム名 団体名 所在地 助成額

Support for Children Affected by Western Japan

Floods 2018 Grant

プログラム名 所在地 助成額

7ヽorkfOrce Deve10pment and Vocatlonal Tra■ mng

2018 Grant



Mabi Children's PIay Reconstruction Project West

Japan Floord 2019 Grant
一般財団法人児童健全育成推進財団 東京都渋谷区 US$9,200

Yoshima Psychosocial Camp for Children Affected

by West Japan floods 2019 Grant

公益財団法人YMCA同盟

(YMCAせ とうち)

東京都新宿区

(岡山県岡山市)

USS18,298

プログラム名 111体名 助成額

iGive2Asia Disaster Fund

○ 財務スポンサーシップ (フ ィスカル・スポンサーシップ)

■第 3期 第 4回助成 (助成期間 :2019年 10月 ～2020年 9月 )

助成件総数 :4件 助成総額 :1.558万円

学校法人 アメリカンスクール・イン・ジャパン 東京都調布市

学校法人 清泉インターナショナルスクール 東京都世田谷区

国立大学法人 東北大学 富城県仙台市

認定特定非営利活動法人 日本 NPOセ ンター 東京都千代田区

認定特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 広島県神石町

神奈川県横浜市学校法人 横浜インターナショナルスクール

団体名 所在地

内陸避難者の孤立防止及び地域住民との新たなコミュニティ形成に向

けた継続的なサポート体制構築を目指した基盤強化
特定非営利活動法人いなほ 岩手県盛岡市 271万円

特定非営利活動法人

石巻復興支援ネットワーク
宮城県石巻市 259万円

300万円
グリーフケアを確実に提供するための資金確保に必要な事務局の体制

づくり
宮城県仙台市

特定非営利活動法人ポラリス 宮城県山元町 286万円ポラリスX新地町 障害者の社会資源と人材をつくるプロジェクト

在 1 助成額団体名

232万 円山元町と新地町の障害福祉エンパワメント促進事業 特定非営利活動法人ポラリス

岩手県陸前高田市 259万円足元固めて、笑顔で活動 | 特定非営利活動法人りくカフェ

宮城県石巻市 269万円
特定非営利活動法人

こども∞感ぱに一

グリーフケアを確実に提供するための資金確保に必要な事務

局の体制づくり

岩手県盛岡市 246万円持続可能な活動を行うための基盤強化
特定非営利活動法人

フー ドバンク岩手

岩手県釜石市 286万 円
自伐型林業の担い手育成事業の自立運営化を目指した組織運

営強化

宮城県石巻市 290万 円
一般社団法人

日本カーシェアリング協会

移動の支え合いを広め続けるために組織を見直し再出発する

事業
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【東日本大震災現地 NPO応援基金 (一般助成)助成団体一覧】

■第 3期 第 3回助成 (助成期間 :2018年 10月～2019年 9月 )

助成件総数 :4件 助成総額 :1.416万円

所在地

一般社団法人 ピースボート災害支援センター 東京都新宿区

フログラム名

団体と活動の持続可能性を高め、地域で女性活躍推進の職場モデルを

つくる

特定非営利活動法人

仙台グリーフケア研究会

プログラム名 団体名 所在地 助成額

宮城県山元町

東北・広域森林マネジメント機構



【現地 NPO応援基金(特定助成)大和証券フェニックスジャバン・プログラム2018助成団体一覧】

■新規助成 (助成期間 12019年 10月 ～2020年 9月 )助成件総数 :5件 助成総額 :1.330万円

■継続助成 (助成期間 12019年 10月 ～2020年 9月 )助成件総数 :2件 助成総額 :732万円

【現地 NPO応援基金 (特定助成)JT NPO応援プロジェクト 助成団体一覧】

■第 2期 第 4回助成 (助成期間 :2018年 7月～2019年 6月 )

助成件総数 :14件 助成総額 :5,023万円

子ども・若者支援事業マネージャー養成プロジェクト 宮城県石巻市 477万円

みんなのひろば事務局整備プロジェクト2o19
特定非営利活動法人

みんなのひろば
福島県伊達市 386万 円

復興連携の核となるスタッフの育成計画
特定非営利活動法人ふくしま

NPOネ ットワークセンター
福島県福島市 400万円

福祉雇用、防災教育、観光促進支援事業継続のための人材育成
特定非営利活動法人

チームふくしま
福島県福島市 401万円

プログラム強化と総合マネジメントを担える人材育成計画
特定非営利活動法人

いいぎかサポーターズクラブ
福島県福島市 216万 円

プログラム名 団体名 助成額

にじいろクレヨン事務局体制強化計画 (2)
特定非営利活動法人

にじいろクレヨン
宮城県石巻市 398万円

人と自然のつながりを再構築し、地域に芽生えた想いを体現・事業化

できる組織づくりのための経営人材の育成 (2)

特定非営利活動法人ホールアー

ス研究所 (ホ ールアース自然学

校 福島校)

福島県部山市

334;万 P」

所在地プログラム名 1」 成額

岩手県盛岡市 361万円

被災地の中高生と大学生、大人の学びあいによるコミュニティづく

り事業
特定非営利活動法人未来図書館 岩手県盛岡市 355万円

岩手県釜石市箱崎半島部の漁業集落復興まちづくり事業
特定非営利活動法人

釜石東部漁協管内復興市民会議
岩手県釜石市 400万円

「居場所ハウス」を活用した、住民の生活環境向上とコミュニティ

創出事業

特定非営利活動法人

居場所創造プロジェクト

岩手県

大船渡市
373万 円

南三陸町戸倉 復興公営入居者の引きこもりを防ぐ、外出支援事業 一般社団法人復興みなさん会
宮城県

南三陸町
200万円

キッチンカーで女川を元気に
一般社団法人

コミュニティスペースうみねこ
宮城県女川町 247万 円

カーシェアリングによるコミュニティ支援
一般社団法人

日本カーシェアリング協会
宮城県石巻市 498フテ円

コミュニティカフェ・うめばたけ
特定非営利活動法人

まちの寄り合い所・うめばたけ
宮城県石巻市 196フゴ円

東日本大震災被災地におけるグリーフケアの実践と普及・啓発事業
特定非営利活動法人

仙台グリーフケア研究会
宮城県仙台市 875万 円

被災地の障害者が素敵に生き、はたらく事を応援するプロジェクト 特定非営利活動法人 ポラリス 宮城県山元町 330万円

所在地アログラム名 助成額
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所在地

特定非営利活動法人 TEDIC

団体名

川体名

被災地‐子ども応援プロジェクト
特定非営利活動法人

フー ドバンク岩手



地区住民の暮らしを守り支える「ひっぽ移動販売プロジェクト」
一般社団法人

筆甫地区振興連絡協議会
官城県丸森町 407万 円

福島で暮らしていく上で、不安を乗り越え未来の指標を獲得してい

くための活動

特定非営利活動法人

ふくしま 30年 プロジェクト
福島県福島市 271カ 円

空き家を地域と共に再生し地域コミュニティづくりに活用する事業
特定非営利活動法人

中之作プロジェクト

福島県

いわき市
475万円

助成薇

東日本大震災被災 3県における震災伝承ネットワークの基盤構築・連

携促進事業
3.11メ モリアルネットワーク 宮城県石巻市 2,842:万円

所在理 助成額プログラム名

■第 3期 震災伝承 (助成期間 :2019年 1月～2019年 12月 )助成総額 :2,842万円

【現地 NPO応援基金 (特定助成)『しんきんの絆』復興応援プロジエクト 助成団体一覧】

■第 2期 第 4回助成 (助成期間 :2019年 4月～2020年 1月 )

助成件総数 121件 助成総額 :1,686万 円

被災地の未来を耕す「子どもと大人の学びあい」推進事業 特定非営利活動法人未来図書館 岩手県盛岡市 55カ 円

内陸避難者による自助活動のサポート及び活動をサポー トする

:I地域人材育成事業
特定非営利活動法人 いなほ 岩手県滝沢市 100万 円

岩手県奥州市 55万 円生きがい交流仲間づくり 奥州つばき絆の会

釜石市箱崎半島部の漁業集落復興まちづくり事業
特定非営利活動法人

釜石東部漁協管内復興市民会議
岩手県釜石市 85万円

やってみっぺし読み聞かせ inみんなの茶の間
特定非営利活動法人

おはなしころりん
岩手県奥州市 80フ了|]

岩手県釜石市 247フアII」末崎町の機災者・高齢者の生活環境改善支援
特定非営利活動法人

居場所創造プロジェクト

一般社団法人まるオフイス 宮城県気仙沼市 80万円

宮城県気仙沼市 50万円気仙沼の高校教育の魅力化事業 認定特定非営利活動法人底上げ

宮城県女川町 100万 円農作物を作って生活を作る。みんなで元気になろう 1

一般社回法人

コミュニティスペースうみねこ

宮城県石巻市
100万 円

石巻から発信・創る。つなげる『障がいある人のアート美術

館』プロジェクト

NPO石巻広域クリエイティプアー

トの会ベンギンズアー トエ房

80万P]一般社団法人

日本カーシェアリング協会

宮城県石巻市支え合いカーシェアの継続的サポートのための業務効率化事業

80万 円特定非営利活動法人

石巻復興支援ネットワーク

宮城県石巻市復興まちづくりにおける、男女の意識調査事業

宮城県仙台市 70万 円つるがや元気会高齢者、沿岸部よりの避難者が多く住む鶴ケ谷を、明るく元気

にする交流事業

福島県国見町 88万円特定非営利活動法人

まごころサービス国見センター

地域みんなの居場所「まごころサロン」の拡張事業

福島県福島市 100万 円認定特定非営利活動法人

ふくしま 30年プロジェクト

原発事故風化防止への記録・継承誌作成事業

プログラム名 」体名
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プログラム名 |」 体名 所在地

卜11体 名

所在地 助成

`1

唐桑地域の協働教育「見える化」プロジェクト



「暮らしの力」共生サポートプログラム (学生団体)福島大学災害ボランテ

ィアセンター

80万 円

福島を巡る高校生国際交流サポート事業 2019
特定非営利活動法人

ドリームサポート福島
福島県福島市 80万 円

福島ひまわり里親プロジェクトWEBリ ニューアル
特定非営利活動法人

チームふくしま
福島県福島市 60フ51∫ |

市民交流型の食文化の継承と普及による農業再生 特定非営利活動法人 郡山農学校 50万 円

障がい者と地域住民及び観光客の交流 農福商工連携着地交流

型ワイナリー事業

認定特定非営利活動法人

みどりの社福祉会いわきワイナリー
福島県いわき市 93万円

豊間地区住民主体の復興活動 記録保存事業
`、

るさと豊間復興協議会 福島県いわき市 100ノゴ円

助成額プログラムイ 団体名

【日産スマイルサポート基金2019 助成先団体一覧】(実施期間 :2019年 1月～12月 )

助成件総数 :]0件  分担金総額 :],959万円

【日産スマイルサポート基金2020 助成先団体―覧】(実施期間 :2020年 1月～2020年 12月 )

助成件総数 :10件  分担金総額 :1.500万円

みんなが、いきいきと笑顔になれる地域の創造 ～ 子どもや若者

の主体的参画を目指して ～

特定非営利活動法人

いわて GINGA‐NET 岩手県盛岡市 200万円

地元を誇りに思う地域体験活動「地元修学旅行」
特定非営利活動法人

みやっこベース
岩手県宮古市 200万円

持続可能な子どもの遊び場づくりINく りりんのもり
一般社団法人

三陸ひとつなぎ自然学校
岩手県釜石市 200万 円

笑顔いっばい 1地域交流図書室「おはなしサロン」
特定非営利活動法人

おはなしころりん

岩手県

大船渡市
196万 円

気仙沼の高校生が主体的にプロジェクトを興し実践していくため

の伴走事業

認定特定非営利活動法人

底上げ

宮城県

気仙沼市
199万 円

『地域子ども食堂』による子どもの居場所づくりと課題を抱えた

子どもの支援活動

一般社団法人

ワタママスマイル
宮城県石巻市 2001万円

震災で心に傷を負った子どもたちの心のケア
一般社団法人

こころスマイルプロジェクト
宮城県石巻市 200万円

不登校だって実験したい 1「サイエンスひろば」科学実験教室プ

ロジェクト

特定非営利活動法人

みんなのひろば
福島県伊達市

ぶくしま子どもネイチャリングキャンプ、避難指示解除地区およ

び復興公営住宅でのフリーな学習支援

(学生団体)福島大学災害ボラン

ティアセンター
福島県福島市 165万 円

子どもが主体「げん K[DSク ラブ」
特定非営利活動法人

ココネット・マム
福島県郡山市

プログラム名 所在地 分担額団体名

みんなが、いきいきと笑顔になれる地域の創造～地域や世代を超え

たつながりの場の創造を目指して～

特定非営利活動法人

いわて GINGA‐NET
岩手県盛岡市 150万 円

こどものまち「みやっこタウン」を軸とした地元体験事業
特定非営利活動法人

みやっこベース
岩手県宮古市 150万 円

持続可能な子どもの遊び場づくりINく りりんのもり 一般社団法人 岩手県釜石市 15()フ丁|〔 l

プログラム名
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所在地

福島県福島市

福島県郡山市

200万 円

199万 円

団体名 所在地 分担額



特定非営利活動法人

おはなしころりん

岩手県

大船渡市
150万 円

気仙沼の中高校生が主体的にプロジェクトを興し実践していくため

の伴走事業
認定特定非営利活動法人底上げ

宮城県

気仙沼市
150万 円

『地域子ども食堂」による子どもの居場所づくりと学習支援 一般社団法人ワタママスマイル 宮城県石巻市 150万 円

震災で心に傷を負つた子どもたちの心のケア
一般社団法人

こころスマイルプロジェクト
宮城県石巻市 150万 円

「
サイエンスひろば」科学実験教室出前講座事業 福島県伊達市 150万 円

ふくしま子どもネイチャリングキヤンプ、避難指示解除地区および

復興公営住宅でのフリーな学習支援

(学生団体)福島大学災害ボラン

ティアセンター
福島県福島市 150万 円

子どもが主体「げん KIDSク ラブ」
特定非営利活動法人

ココネット・マム
福鳥県郡山市 150万 円

三陸ひとつなぎ自然学校

【タケダ・しヽのちとくらし再生プログラム 第2期 助成先団体一覧】

■第 3回新規助成 (助成期間 :2018年 10月 ～2019年 9月 )助成件総数 :4件 助成総額 :1,738万円

■第 2回継続助成 (助成期間 :2018年 10月 ～2019年 9月 )助成件総数 :2件 助成総額 :732万円

■第 3回継続助成 (助成期間 :2019年 1月 ～12月 )助成件総数 :3件 助成総額 :],200万円

認定特定非営利活動法人

心の架け橋いわて
398ノゴ円

はまって、かだって生涯現役 特定非営利活動法人りくカフェ
岩手県

陸前高田市
400万 円

500万円コミュニティーカフェ等を活用した交流人口拡大事業 一般社団法人 雄勝花物語 宮城県石巻市

新旧町内会・復興住宅自治会の連携により住民自らが創る、新たな

コミュニティ創出モデル事業 (略称 :き たさわまたプロジェクト)

認定特定非営利活動法人

市民公益活動パートナーズ
福島県福島市 440万 円

助成額プログラム名 |11“ 名ヾ

特定非営利活動法人

こども∞ (むげん)感ぱに一
宮城県石巻市 399万 円子どもの「SOS」 をキャッチし、心と命を守る事業

特定非営利活動法人

ウィメンズアイ
宮城県南二陸町 333フ丁|〔 ∫女性のエンパワメント事業

′ログラム名 団体イ「

宮城県仙台市 400万 円
東北・広域森林マネジメント機

構
被災 3県森林資源活用による地域発展プロジェクト

400万 円一般社団法人きとうみファーム
宮城県

南三陸町
羊がつなぐ被災地の輪～農福連携～

宮城県石巻市 400万 円
持続的な F地域子ども食堂』の運営のための担い手とネットワーク

づくり事業
一般社団法人ワタママスマイル
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プログラム名| 団体名 所在地 分担額

笑顔いっぱい 1地域交流図書室「おはなしサロン」

特定非営利活動法人

みんなのひろば

所在地

被災地コミュニティにおける支援団体間の連携・協働によるメンタ

ルヘルスケアの強化
岩手県盛岡市

所在地 助成額

プログラム名 団体名 所在地 助成額



■第 4回新規助成 (助成期間 :2019年 10月 ～2020年 9月 )助成件総数 :4件 助成総額 :1.807万円

■第 4回継続助成 (助成期間 :2019年 10月 ～2020年 9月 )助成件総数 :4件 助成総額 :1,497万円

中間就労者の就労支援による桜守制度の導入事業
特定非営利活動法人

桜ライン311

岩手県

陸前高田市

フー ドバンク子ども応援プロジェクト
特定非営利活動法人

フードバンク岩手
岩手県盛岡市 490万 円

海辺の町の風景とコミュニティを次世代につなぐプロジェクト
特定非営利活動法人

中之作プロジェクト
福島県いわき市 480万 円

支え合いカーシェアのコーディネーターを地域の中に育成する事業 宮城県石巻市 435万 円

一般社団法人

日本カーシェアリング協会

プログラム名 団体名 所在地 助成額i

子どもの「SOS」 をキャッチし、心と命を守る事業
特定非営利活動法人

こども∞ (むげん)感ぱに一
宮城県石巻市 400万円

被災地コミュニティにおける支援団体間の連携・協働によるメンタ

ルヘルスケアの強化

認定特定非営利活動法人

心の架け橋いわて
岩手県盛岡市 298万円

はまって、かだって生涯現役
特定非営利活動法人

りくカフェ

岩手県

陸前高田市
400万 円

次世代の地域コミュニティを担う壮年世代と共に学び・育てる@福

島県北プロジェクト

認定特定非営利活動法人

市民公益活動パートナーズ
福島県福島市 399万 円

団体名プログラム名 所在地 助成額

【タケダ・いのちとくらし再生プログラム 第2期 自主連携事業団体一覧】

■ (事業期間 :2018年 10月～2019年 9月 )連携事業件総数 :1件  分担金総額 235万円

東日本大震災における支援団体のメンタルケア事業 公益財団法人 日本YMCA同盟 東京都新宿区 2357]「 1「

]

団体名 功成額プログラム名

■ (事業期間 :2019年 4月～2020年 3月 )連携事業件総数 :2件  分担金総額 : 2,180万 円

■ (事業期間 :2019年 10月 ～2020年 9月 )連携事業件総数 :1件  分担金総額 : 235万円

東日本大震災被災 3県の沿岸 NPO支援組織のネットワーク化事業
特定非営利活動法人 アットマー

クリアスNPOサポートセンター
岩手県釜石市 1,380万 円

全国の「避難当事者の経験」を語り分かちあう場づくり及び当事者

支援団体及び関連する支援団体とのネットワーク強化促進事業

311当 事者ネットワーク

HIRAETH(ヒ ラエス)

愛媛県松山市 800万円

l.1体 名 子在地 助成額

東日本大震災における支援団体のメンタルケア事業 公益財団法人 日本YMCA同盟 東京都新宿区 235万円
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所在地

アログラム名 団体名 所在地 H′J成 額

402万 円

プログラム名



【マツダ・移動支援団体応援プログラム】

■助成期間 :2019年 9月～2020年 2月 )助成件総数 :38件 助成総額 :673.5万円

(2)普及啓発 北海道移送・移動サービス連絡会 (STネ ット北海道) 北海道札幌市 20万 円

(2)普 及啓発 特定非営利活動法人きっぱろ福祉支援ネットあいなび 北海道札幌市 19万 円

(2)普及啓発 特定非営利活動法人救命のリレー普及会 北海道函館市 20万円

(2)普及啓発 青森県移送サービスネットワーク 青森県青森市 20万 円

(3)車両整備 特定非営利活動法人自立生活支援センターアライブ・パル 青森県八戸市 4万円

(2)普及啓発 山形県山形市 16万円

(3)車両整備 特定非営利活動法人ハートリレー ト・ ドライブ 山形県山形市 20万円

(2)普及啓発 宮城県塩釜市 17万円

(3)車両整備 特定非営利活動法人コーヒータイム 福島県二本松市 20万円

(2)普及啓発 栃木県移送サービス連絡協議会 栃木県高根沢町 20万円

(1)人材育成 (2)普及啓発 特定非営利活動法人市民助け合いネット 千葉県流山市

(1)人材育成 (2)普及啓発 認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど 千葉県松戸市 20万円

(3)車両整備 特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷 東京都世田谷区

(2)普及啓発 (3)車両整備 特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会 東京都世田谷区 20万 円

(3)車両整備 特定非営利活動法人国分寺ハンディキャブ運営委員会 東京都国分寺市

(2)普及啓発 特定非営利活動法人 Jネ ット 東京都日立市 2CI:万円

(1)人材育成 (2)普及啓発 20万 円

(1)人材育成 「おでかけ綾瀬」設立準備会 神奈川県綾瀬市 10万円

(2)普及啓発 御殿場市社会福祉協議会 運転ボランティアの会たんぽぽ 静岡県御殿場市 20万 円

(2)普及啓発 静岡県裾野市 20,万円一般社団法人マチテラス製作所

(1)人材育成 (2)普及啓発 金谷地区社会福祉協議会 静岡県島田市 20万円

静岡県菊川市 20万円(2)普及啓発 (3)車両整備 菊川市社会福祉協議会

20万 円(2)普及啓発 特定非営利活動法人しんしろドリーム荘

愛知県蒲郡市 20万 円(3)車両整備 特定非営利活動法人楽笑

20万 円(2)普及啓発 特定非営利活動法人移動ネットあいち 愛知県名古屋市

岐阜県多治見市 20:万 円(3)車両整備 特定非営利活動法人託児老所楽らく

和歌山県和歌山市 6.5万円(2)普及啓発 つれもて和歌山

大阪府大阪市 20万円(2)普及啓発 特定非営利活動法人移動送迎支援活動情報センター

特定非営利活動法人支援の会ひまわり 兵庫県西宮市(3)車両整備

兵庫県明石市 20万円(2)普及啓発 兵庫県移送サービスネットワーク

20万円兵庫県豊岡市特定非営利活動法人でかけ隊

20万円岡山県新見市(2)普及啓発

13万円広島県東広島市(1)人材育成 (3)車両整備

山口県光市 20,万 1月(2)普及啓発 山口県ハンデイキヤブ連絡会

高知県高知市 20万円特定非営利活動法人地域サポー トの会 きわやか高知

20,万 円高知県四万十市(2)普及啓発 特定非営利活動法人地域支援の会 さわやか四万十

19万 円(2)普及啓発 熊本県高齢者障害者福祉生活協 1司組合

13万円鹿児島県鹿児島市(3)車両整備 特定非営利活動法人かごしまハピネス

う)|口′;i使途 団体名 ∫「在地
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やまがた福祉移動サービスネットワーク

特定非営利活動法人移動サービスネットワークみやぎ

10万 円

10万円

18万円

特定非営利活動法人ハンディキャブゆつり葉 東京都多摩市

愛知県新城市

187了 IT]

(2)普及啓発

特定非営利活動法人移動ネットおかやま

特定非営利活動法人陽だまり

(2)普及啓発

熊本県熊木市



特定非営利活動法人

本NPOセンター

2019年度活動計算書
期間 [2019年 4月 1日 ～2020年 3月 31日 ]



指定正味活動計算書

ィ+し
『ヽ 曰 正 の

特定非営利活動法人日本NPOセンター

(単位 :円 )

I   指定寄付金収益等 2019年度決算

42,103,549

12,881,991

38,400,340

34

15,034

10,000,142

50,000,000
18,934,750

ラム

ト

ラム

の 発

助 成

しん の

タ のヽちとくらし再
マ ― ト′

ンソンジョンン エ&

SAVEJAPAN ロ

G「eenGn ロ

(内 訳 )

合計

(

NPO
NP 不ロ

NP
NPO

の

N の

ログラム

ラム

メント

142,335,807

Ⅱ   一般正味財産への振替額

(助 成金・分担金に充当)

NPO応援基金 一般助成 15,305,048
NPO応援基金 大和証券プログラム 24.595,503
NPO応援基金 JTNPO応 援プロジェクト 20.464,848
NPO応援基金 しんきんの絆 16,814,948
タケダいのちとくらし再生プログラム 62,192,669
日産スマイルサポート基金 12.844,955

20,855,000

(その他)

SAVEJAPIANプ ロジェク ト
G reencnプ ロジェク ト
NPO事業評価実践のための研修プログラム開発

合 計 173,072,914

3,687.726

9,172.546

20,788,875

1.526,197

18,736,392

4,334,607

42,837.545
45,718,528
5,882.673の ロ フ

ラム

に 当 合 )

日 スマイ

クトロ

ロ

合計

震災関連 )

N 一般助成
NPO ロ

NPO JTNPO
NPO んの絆
タケダいのちとくらし再

Gree

ラム

ロ

92,685,059

18,992,744

33,768,019
41,253,693

18,341,145

80,929,061

17,179,562

33.692,545
15,718,528
5,882,673

(助

(

分 と ・運

NPO応援基金 JTNPO応 援 ジェクト

し ん の

ケ ラムい の らし再生

め

一般正味財産への振替額 合計

連 )

NPO応援基金 一般助成
NPO ラム

NPO

日産スマイル
の

ロ ラム

SAVEJAPANプ ロジェクト
G「eenCinプ ロジェクト

265,757,970

▲ 423.422.163

403,649,961Ⅳ 前期繰越指定正味財産額

繰越指定正味財産額 280,227,798V



'》【経常収益
受取会 :

正 2.270.000
正会員(NPO) 4 530
正会員(企 : 貰) 7 800
正 250.000

855.000
10 受取会費■

11

12 (受取寄付i

13 受取寄付
`

2.550.835
14 受取寄付

`

30.124.650
15 265.757.070
16

17

18 (受取助成
`

≧)

19 受取助成金( 民間) 3.426.000
20 受取分担

`21

22

23 【事業収益
24 又翡

25 2.161.540
26 手数料収盛 42.499.633
27 255.200
28 3.232.361
29 6.054.366
30 550.711
31 物品販売1 2.117.520
32 02.920
33 i)合計 56.937.711
34 (受託事業

'

R益 )

35 32.857.125
36

37 32.857.125
38 ‐    39.704.376
39 の

40 受取利息 538
41 :収益 112.960
42 | . ‐   ‐  ‐ ||     .|_   _   113.498

40 経常収益 計 |   ..  | 412472.079

. |_‐‐ |■ ‐経常費‐用 .|‐ |‐ ‐ 2C19+tr*s
45

46 5.211.504

47 正職員〈事当 38.040.351

48 嘱託職員(事業) 10.000.604

49 臨時雇員(: 1.213.760

50 通動交通費
・
事業) 1.866.918

51 法定福利質(事業) 11.723.466

52

53 【売上原価
売上原価・ i60

61 旅費交通聾 10.591.456

62 賃借料(事 ; 蔦)

63 地代家賃(1 争按分) 0.341.136

64 420.953

65 電話通信李 1.301.169

60 電話通信妻 E業 ) 20.620

67 「―′ヽ一 :買 (事業) 1.351.403

63 リース貴(: ・按分) 1.105.428

69 リース費(事業)

70 467.0,0

71 消耗品費(1 41.174

72 1.017.639

73 通信運搬: :業・按分) 72 345

74 :業 ) 020 738

75 128.640

76 11.721.700

77
=,点

‐) 39.895.352

78 6.918.171

79 支払助成i 100.251.497

80 06.077.131

81 印刷製本憤 :業 ) 1.488.613

82 215.607

83 :業 ) 731.855

84 研修責(事言 51.450

85 110.000

86 租税公課(: 18.080

8' ヨ業) 899.222

88 ( ) 269.460

89 559.411

90 支払手数. (事業) 519.390

91 人材′,氏遣薦
92 :入額
93 入 2.500.000

94 13.848

95 その他経雲
96

■
■
一
■

一般正味財産活動計算書 特定非営利活動法人日本NPOセンター
(単位 :円 )

I 経常収益 _ m10年度決算

|【 受取寄付金】

一 般 )

聘

・
=十

,0

|【 受取助成金等】

1成金 等 1計 |,84,■ n

]着収 益

書 餐 販 亭 収 益

勤登 託

合 計

事 業 収 益 ■計

[墨 要 看 ]

、件 詈 計
.  . ‐6R

彗菫ヨ)

旨(事業・按 分 )

‐
器 i蔵 品 手 (3姜 )

雪(事 業 )

肇(事業 )

E撃 )

事 妻 |′

事 業 看 計 ・358.15(



97

98 役員報酬(管理) 2.230.500
99 16.580.294
100 嘱託職員(管理) 4.286.966
101 通勤重通費(管理) 816.378
102 法

=狙
利費(管理) 119.704

100 福利厚生費(管理) 105.022
104 930.000
105 _                         25.070.864
100 旅費交通費(管理) 38.707
107 地代家賃(管理)

103 水道上熱費(管理) 3,024
109 電話通信費(管理) 370.603
110 046.116
111 サーバー関連費(管理) 23.080
112 消耗品費(管理) 165.049
113 消耗什器備品費(管理) 179.304
114 通信運搬費(管理) 407.473
115 会議費(管理) 733.114
116 業務重託費(管理) 165.000
117 印刷製本費(管理)  ~~~ 443.200
118 諸 .11金(管理)

119 研修費(管理) 260.229
120 諸会費(管理) 102.350
121 和税公課(管理) 4.346.050
122 修結費(管理) 53.320
123 84.767
124

125 14.126
126 10.233
127 支.払手菫料(管理) 282.291
128 難質(管理) 45.500
129 5.110
130

131

132

145 Ⅲ 税引前当期一般正味財産増減額 16.754.249

146 Ⅳ 法人税、住民税及び事業税 70.000

147 V当 期一般正味財産増減額 16.684.249

148 Ⅵ 前期繰越一般正味財産額 46.029.723

149 Ⅶ 次期繰越一般正味財産額 62.713.972

.員 (管理 )

十

巨伝 貢 (管理 ,



特定非営利活動法人

日本NPOセンター

2019年度貸借対照表
[2020年 3月 31日 現在]



貸
特定非営利活動法人日本NPOセ ンター

借 対 照 表
円 )

全
[税込](単位

2020年 3月 31日

【埒髪還
産
装金)

諄金響
:当il繁
「

lξ環13)

:][:を:|:lil]:f:[:][| ,ク・ラム,

41.407

249,017,919

(46,491,697)

(230,812)

(10,202,818)

(844,607)

(33,408,141)

(29,569,635)

(1,256,470)

(13,535,693)

(48,505,251)

(340)

(756,637)

(5,305,342)

(5,332,363)

(4,222,512)

(39,110,887)

(5,078,742)

(947,693)

(3,810,487)

(187,628)

(483.586)

(336,728)

100,000,000

(100 000)

349,659,326

917,830

917,830

1,882,005

24,024

1,906.029

146,255

28,272

174,527

《負債の部》

852,657,712

282 800

8.1 58,742

6,840,000

280,227,798

14.998.742

383,

3,611,

70,

2,672,

1,421,

(454,

(733,

(23,

(209,

701

604

000

200

237

635)

382)

(0)

320)

900)

2,500,OOO

440,000

3,900,000

《正味財産の部》・
 :][[曇E毒奎篭儀額 403,649,961

△ 123,422,163

2 5言

墨倉[量爵奎踏義額
負債及び正味財産合計

46,029,723

16,684,249

62,713,972

::[[:]|]|[[]i:1言
|

i:[8:[:||]][i防 ||きんの絆)定
][窪蜃鍾

‐
RIケ

 P短期)

(売上債権)

未
撃宝債権計

(爛響書塵)

rIII僕覇資1)｀
鳥払費用
立

覚
鵞獣雲量馨葬

計

【昇蛋壽層腸他の資産)

警
:言

][1:』
醤定1産 )

日
萎雇合計

:雪棗11
綸受全

1.,も朱
“籍翁崚●

隆麟「
辟

__亜 ■望Lユ生

342.941.770

_____11:ILl≧冨L」ll」こ_



特定非営利活動法人

日本NPOセンター

2019年度計算書類の注記
[2020年 3月 31日 現在]



財務諸表の注記

1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、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と評価方法
棚卸資産(書籍)は原価基準を適用し、総平均法により評価しています。

(2)消費税の会計処理
消費税は税込処理によっています。

2事 業別損益の状況
事業別損益の状況は以下のとおりです。
(別 紙に添付しています。)

3使途等が制約された寄付金等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

5役員との取引の内容

会員債について、当法人の理事及び評議員との取引は次のとおりです。

備考

個人及び企業の寄付により被災地のNPOの組織基盤強化を目的とした助成事業を行ってい

証券の寄付により被災地のNPOの 人材育成を行っています。

た ば の イ|により被災地のNPOの 活動支援を目的とした助成事業を行つています.

信全中央金座を通じ」奎 ■●より被災地の日常生活l世域」ュニティ/基」lLE生活動を支援し:(1｀宣すヽ____

武田薬品工業の寄付により被災地の人道支援及び生活基盤整備活動を支援しています.

自動車の寄付により被災地の子どもを対象とするプログラムを実施 ています。

シ:,′ ンヾ日本興亜の寄付により環境保全・■少生物保護活動支援を行っ工壼
=す

。_

の 全 い

住友生命福倒 ヒ財回の助成」こより児童館とNPOの」■働を推進するプログラムを行つ い

トヨタ財国の助成によりNPOを評価する人材の育成のための調査やカリキュラム等の4成を行っています。

4会 員債の増減内訳

期首残高 当期増加額 当期返済額 期末残高
1年以内

要返済額
備考

10年 (1口 3万 円 )型全 員債 570.000 330 000 期末現在 3口 延 2名

3年 (1口 10万円)型会員債 700000 500000 100000 菫圏國咀■2日 延1名

合 計 1 270 000 800 000 440 000 100 .000 重複者を除くと2名 です.

期首残高 当期増加額 当期返済額 期末残高
]年 以 内

尊 工 済 額 備考

10年 (1口 3万 円 )型会員債 300 000 300. 000 甚l基現在_0口 0名

3年 (1口 10万 円 )型会 員債 期末現在 0口 0名

合 計 300.000 300000 合計 0名

内容

寄付金 397.053.400 142.320.742 259.364.948 280.009.194

158675727 111 859851 110201 756

39.301.620

50.455.663 33 763 019

18.497.023 03.408.141

29.569.635

49740605

00.385.380

_ 12,10■ 549

12.381.991

38.400.340 41.253.693

13.677.809

225.366.860

12511813

0

0

10000.112

18.341.111

80.914.462

17179502

46.887.252

336.728

144.951.398

5032003

50.000.000 16.307.455

NPO応援基金 合計

一般助成

大和証券プログラム

タケダいのちとくらし再生プログラム

日産スマイルサポート基金___
SAVEJAPANプ ロジェクト

GreenGl■プロジェクト

の絆

13934750 15.718523

03.692.545

3216222

3126062 14869620 1 256470助成金 3.OOO.028

児童館とNPOの協働プログラム

NPO評価担い手育成

0

8000028

3.126.000

62 743 620

3.126.000 O

1256470

合 計 405.053.428 150.446.304 274.234.568 281.265.664

特定非営利活動法人日本NPOセ ンター

Jr NPo6ETEirlF

1前期繰越額 1当期受入額 1当期減少額 1次期繰越額
L_____」_______L______L______

|

1      240.000

「
~~~~~~・ ~~~~~~

L___型 ∞ 璽

「

~¬



特定非営利活動法人

日本NPOセンタ

2019年度財産目録
[2020年 3月 31日 現在]



財 産  目 録 [2020年 3月 31曰 現在 ]

特定非営利活動去人日本NPOセ ンター

科 目

I 資この部

1 流動資崖

現    全

普 通 預 金

手許有高
三菱UFJ東恵比寿支店 (一 般 )

三菱UFJ新丸の内支店 (定時送金専月 )

三菱UFJ新九の内支店 (JPモ ルがン助成)

三菱UFJ本店    (テ ックスープ)

三菱UFJ本店    (フ オーラム )

三菱UFJ東恵比寿支店 (NPO応 援基金 一般助成)

三菱UFJ東意比寿支店 (NPO応 援基金 大和証券ブログラム)

三菱UFJ意比寿支店 (トヨタ財団助成金 )

城南信用金庫神田支店  (NPO応 接基金 しんさんの絆 )

三井住友銀行本店営業部 (タ ケダいのちとくらし再生プログラム)

みずほ銀行東京中央支店 (曰 産スマイルサポート基金 )

みずほ銀行丸之内支店  (NPO応援基金 JT NPO応 援ブロジェクト第2期 )

みずほ銀行九之内支店  (NPO応 援基金 JT NPO応 援プロジェクト第3期 )

みずほ銀行丸之内支店  (SAVE JAPAN)
みずほ銀行丸之内支店  (トヨタ財団研究助成金 )

みずほ銀行丸之内支店  (SAVEUPAN防 災 )

中央労働金庫大手町支店 (国 際交流基金アジアセンター)

中央労働全庫大手町支店 (会員債 )

中央労働全庫大手町支店 (会費)

りそな銀行東京営業部  (基金 )

郵便振替貯金 (―投・NPO応援基金―級動成 )

(う ちNPO応援基金一般助成)

郵使振普貯金 (企業フオーラム )

郵便振普貯全 (行政フォーラム )

郵便振首貯全 (NPOフォーラム)

郵便振普貯金 (基金 )

郵便振昔貯叡 会員債 )

三井住友銀行本店普業部 (タ ケダいのちとくらし再生プログラム )

1 手数料収益(日本マイクロツフト榊 台風19号からの復興 ソ́フトPC支 援費用)

2会 費 (7件/収納代行等 )

3オフィス用品割引販売手数料
4受 託収益(工崎グリコ株式会社 団体調査 )

書籍 (販売用及び配布月 )

切手 (報告書送付用 )

労働保険料 (事業三分 )

労働保険料 (従業員分 )

郵便振音貯奎

金

全
預

入

期

収

定

未

撃]f.ξl亀
基合計2猾
灯定資産) 三菱地所プロバティマネジメント

三菱UF」 東京比寿支店 (一 般 )

Π 負債の部
1流動負債

未 払 金 1 第79回理事会会場費(大手町サンスカイルーム)(三 ■株式会社)

2 JPMo●●調査報告書 (業務委託費 英訳チックK。い。●ne Robinson)

3業 務委託熱 日本MS■PC寄贈関連.ポータルサイト保守.Omce365導入支援等 )

4諸 謝金(インタビュー対応謝礼:2団体)

5役 職員旅費等未精算分
l JPMo甲●調査・2020年 度分
2テックスープ・マイクロソフト割引販売等 代金前受分
3前 受会費 (β 名分 )

1 源泉所得税
2健 康保険料・厚生年金保険料
3雇 用保険料
4講 師源泉所得税
5市・区民税

都民税

前 受 全

預  り 金

未払法人税
未払消費税

流動負債合計
2固 定負債

周年事業引当全

会 員 債

修構引当全

固定負債合計

負 債 合 計

Ⅱ正味
I言

[]予言合計

41.407

46.491.59,

200.812

10.506.693

10.202.818

844.607

33.403.141

20.569.635

1.250.470

306.728

43.505.251

5.332.360

4.222.512

947.603

3.310.487

340

200.000

13.200

1.082.005

24.024

140.255

23.2,2

3,153,742

2.782.000

89.495

72.000

40.000

0.OOO.000

501.604

00.000

454.605

700.302

0

20.320

209.900

特定非営利活動法人
日本 NPOセ ンター

代表理事 萩原なつ子

052.657.712



特定非営利活動法人

日本NPOセンター

2019年度役員名簿及び

役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
期間 [2019年 4月 1日 ～2020年 3月 31日 ]



書式第 18号 (法第 28条関係)

2019年度年間役員名簿 Jl言清I鷺だぢF褥継|:f,編辟緊贔茸躍暫
所並

特定非営利活動法人  日本NPOセ ンター

可 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

Z各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期 間

(該 当者のみに記入)氏   名

1 代表理事

/ヽ ギフラナツコ
2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年

年

月

月

日

日萩原 なつ子

2 副代表理事

Aa->-?-? = |

大島 誠

2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年 月 日

3 理 事

イシハラタツヤ
2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年  月  日石原 達也

4 理 事

イマタカツジ 20194年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年 月

月

日

日年今田 克司

5 理 事

,:tr3-,3
2019年 4月 1日

´ヽ́ 2020.年 3月 31日

年

年

月

月

日

日上田 裕子

6 理 事

オオシママサアキ
2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年

年

月   日

月 日大橋 正明

7 理 事

コモ リトモコ
2019年 4月 1日

～2020`午 3月 31日

年

年

月

月

日

日小森 (星野)智子

8 理 事

サクマ ヒロアキ
2019年 4月 1日

^2020年 3月 31日

年

年

月

月

日

日佐久間 裕章

9 理 事

サ トウヒロコ 年 月

月

日

日年

10
ササオマサル

2019年 4月 1日

～2020年13月 31日

年 月

月

日

日年笹尾 勝

事 業 報 告 用

2019年4月 1日

～2020.年 3月 31日|

1佐
藤(笹川)博子

理 事



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入 )氏   名

11 理 事

渋谷 篤男

2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

12 理 事

スガナ ミチカコ
2019年4月 1日

～2020年 3月 81日

年

年

月   日

月 日菅波 (二村)睦子

13 市務理事

タジリヨシフミ

田尻 佳史

2019年 4月 1日

～2020年 3月 81日

2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

14 理 事

ハヤセノボル
2019年 4月 1日

～2020年 3月 81日

年  月  日

年  月  日早瀬 昇

15 理 事

メンジュ トシヒロ
2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年 月 日毛受 敏浩

16 理 事

モギモモコ
2019`午 4月 1日

～2020年 3月 31日

年 月

月

日

日年茂木(古賀)桃子

17
ヤマザキヒロシ

2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年  月  日山崎 宏

18 理 事

ヤマ ノカワミカ
2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年   月   日山ノ川 実夏

19 監 事

カフサキ

ケンイチロウ 2019年 4月 1日

～2020.午 3月 31日

年  月  日

年  月  日河崎 健一郎

20 監 事

ハヤサカタケシ

早坂 毅

2019年 4月 1日

～2020年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

シブヤアツオ

理 事



特定非営利活動法人

本NPOセンター

2019年度 10人以上の社員の氏名
[2020年 3月 31日 現在]



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係 )

特定非営利活動法人 日本NPOセ ンター

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 早瀬 昇

2 大橋 正明

3 萩原 なつ子

4 田尻 佳史

Э 今田 克司

6 大島 誠

7 佐久間 裕章

8 渋谷 篤男

9 吉田 建治

10 上田 英司
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イエJミ 1白 ,専 (社員のうち10人以上の者の名簿)


