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2012年度 市民活動センター神戸 事業計画 
（2012.7.1～2013.6.30） 
 
    １．NPO支援事業   ・・・・・・・・２ 
       ①相談事業 
       ②認定NPO法人相談事業 
       ③認定NPO法人チャレンジ講座事業 
       ④神戸市アドバイザー派遣・サポーター事業 
       ⑤学び支援（講師派遣）事業 
       ⑥「伝えるコツ」セミナー事業 
       ⑦ひょうご市民活動協議会（HYOGON）事務局 
       ⑧神戸元町NPOポート事業 
 
    ２．NPOのための資源仲介事業  ・・・・・・・・３ 
       ①ひょうごコミュニティ基金創設事業 
       ②活動共感助成事業（資金循環および情報発信力向上事業） 
       ③市民ファンドの共同広報事業 
       ④神戸文化支援基金事務局 
       ⑤住友ゴムCSR基金、GENKIスクエア事業 
       ⑥サンケイリビング 
       ⑦SAVE JAPAN事業 
       ⑧その他の資源仲介事業 
 
    ３．調査研究、政策提言事業  ・・・・・・・・５ 
       ①ひょうごNPO研究会 
       ②NPO法人「手引き」改訂事業 
       ③NPO関連制度に関する政策提言等の事業 
       ④機関誌「みみずく」発行事業 
       ⑤ウェブサイト・メールニュース発行事業 
       ⑥役員就任・審議会・研究会等 
 
    ４．東日本大震災支援事業   ・・・・・・・・６ 
       ①職員派遣 
       ②被災地NPO応援基金 
       ③避難者支援団体のネットワークづくり 
       ③東日本大震災 NPO育成・強化プロジェクト 
  
    ５．その他の事業    ・・・・・・・・６ 
       ①JICA技術研修事業 
       ②みみずく舎業務受託事業 
       ③会館・みみずく書房事業 
       ④その他の事業 
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2012年度の活動方針 
	 ○市民参加と制度外を重視するNPOを支えるために、 
	 	 ・寄付で支えられる市民活動基金を創設する 
	 	 ・日常的なアドバイス・支援能力・ネットワーク力を高める 
	 ○情報発信力を強化する（特にネット系） 
	 ○福島を中心に、東日本大震災には引き続き関わり続ける。 
 
 

Ⅱ．事業 

１．NPO支援事業 
・NPO支援力を強化する。（相談、セミナー、実務支援等） 
・他組織との比較優位をより強める（認定、講師派遣） 
・NPOとの日常的な接点を確保する（相談） 
・この分野で採算を確保する。4月以降を見越した事業実施体制を検討する。 

 
 （１）NPO経営支援事業 
   ①認定NPO法人相談事業（藤本） 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】望むらくは拡大だったが、現状維持が目標。	 

~2013/3月 2013/4~6月 計 
3,000,000円 1,000,000円 4,000,000円 

 
   ②相談事業 
	 	 	 	 【方針案】新規	 

	 	 	 	 	 	 小さい規模（週１回or隔週）の相談窓口を設ける。	 

	 	 	 	 	 	 理事・正会員の協力を仰ぐ。	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 	 	 

90,000円 30,000円 120,000円 
	 

   ③認定NPO法人チャレンジ講座事業（藤本） 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】2013年3月で終了	 

700,000円 0円 700,000円 
 

   ④神戸市アドバイザー派遣・サポーター事業 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】継続（予算次第）	 

500,000円 0円 500,000円 
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   ⑤学び支援（講師派遣）事業（入江） 
	 	 	 	 【方針案】拡大し継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

1,500,000円 500,000円 2,000,000円 
	 

   ⑥「伝えるコツ」セミナー事業 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

420,000円 0円 420,000円 
 
   ⑦ひょうご市民活動協議会（HYOGON）事務局（藤本） 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】未定	 

180,000円 60,000円 240,000円 
 

   ⑧神戸元町NPOポート事業 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 	 	 	 	 

1,455,000円 485,000円 1,940,000円 
	 	 	 

	 

 

２．NPOのための資源仲介事業 
・2013 年 4 月以降の自立へ向け、寄付集め、支援者集め、大口ドナー（企業、財団等）への企
画提案等に全力を挙げる。 
・2013年春以降は別組織（財団法人）として分離する予定。 
・②活動共感助成の移行時期は要検討。 
 

①ひょうごコミュニティ基金創設事業 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】委託事業は2013年3月で終了	 →自主財源確保の必要	 

 ＊内容： 
 【財団設立に向けての会議】	 	 →財団の理事会・評議員会等 

 【「応援人」集め】	 →支援者・会員等のメンテナンス 
 【「100人委員会」設立の準備】	 →著名人等のメンテナンス 
 【企業・経済団体へのアプローチ】	 →さらなる営業 
 【冠基金】	 →さらなる営業 
 【寄付集め】	 →さらなる営業 
 【助成金調査】 

3,825,000円 0円 3,825,000円 
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②活動共感助成（資金循環および情報発信力向上事業） 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】委託事業は2013年3月で終了	 →自主財源確保の必要	 

 ＊内容： 
 【第１次助成の実施】 
 【第２次助成の実施】 
 【第３次助成の実施】 

3,610,000円 ,,000円 3,610,000円 
 
③市民ファンドの共同広報事業 

	 	 	 	 【方針案】継続。2013年4月以降は縮小し継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】補助事業は2013年3月で終了	 →自主財源確保の必要	 

 ＊内容： 
 【Kifu KOBEのメンテナンス】 
 【学習会等、ネットワークの維持発展】 
 【運営体制？？】 

1,990,000円 0円 1,990,000円 
 
④神戸文化支援基金事務局（入江） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

225,000円 75,000円 300,000円 
 
⑤住友ゴムCSR基金、GENKIスクエア事業 
１）2012年度CSR基金助成事業（奈良） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 ※①基金（財団）に以降か？	 

２）GENKIスクエア事業（大伴） 
	 	 	 	 【方針案】改良し、継続。他企業にも提案していく。	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 	 

475,000円 0円 475,000円 
 
⑥「サンケイリビング」紙でのNPO等の情報発信（大伴） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

0円 0円 0円 
 
⑦SAVE JAPAN事業（入江） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】2013年3月で終了	 

300,000円 0円 300,000円 
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⑧その他の資源仲介事業	 
	 	 明治ホールディングス（お菓子）ほか	 

 
 

３．調査研究、政策提言事業 
	 ・県内中間支援組織のネットワークには引き続き参画。（①、②） 
	 ・認定NPO法人制度には引き続き関与。（③） 
	 ・NPO法人会計基準は一段落。（③） 
・情報発信を強化。（④、⑤） 

 
 ①ひょうごNPO研究会（実吉） 

	 	 	 	 【方針案】継続（ただし事務局でなくなり、負担は縮小）	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】委託は終了、自主勉強会として継続か	 

100,000円 0円 100,000円 
 
 ②NPO法人「手引き」改訂事業（藤本） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】委託は終了、自発的ネットワークとして継続か	 

50,000円 0円 50,000円 
 
 ③NPO関連制度に関する政策提言等の事業（実吉） 

	 	 	 	 【方針案】認定NPO法人制度を中心に、継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

0円 0円 0円 
	 

 ④機関誌「みみずく」発行事業（入江） 
	 	 	 	 【方針案】継続。年2号程度発行	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

0円 0円 0円 
 
 ⑤ウェブサイト・メールニュース発行事業（大伴） 

	 	 	 	 【方針案】大幅リニューアル予定（ウェブサイト）	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】継続	 

0円 0円 0円 
 

 ⑥役員就任・審議会・研究会・ネットワーク等（実吉） 
	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

375,000円 125,000円 500,000円 
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４．東日本大震災支援事業 
・引き続き福島県を重点支援先として支援活動を行う。 

 
①職員派遣（藤本） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

0円 0円 0円 
 

②被災地NPO応援基金の募集と助成実施（藤本） 
	 	 	 	 【方針案】継続（被災地の団体との交流、招聘等も）	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

0円 0円 0円 
 
③避難者支援団体のネットワークづくり（藤本） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】未定	 

2,500,000円 0円 2,500,000円 
 
④東日本大震災NPO育成・強化プロジェクト（実吉） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】今のところ、2013年7月で終了予定。	 

700,000円 300,000円 1,000,000円 
 
 

５．その他の事業 
①JICA技術研修事業 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】終了	 

2,890,000円 0円 2,890,000円 
 
②みみずく舎業務受託事業（入江） 

	 	 	 	 【方針案】継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】終了の方向で検討中	 

,,000円 ,,000円 ,,000円 
 

③会館・みみずく書房事業（入江） 
	 	 	 	 【方針案】小規模に継続	 

	 	 	 	 【2013年4月以降の方針案】同上	 

	 

④その他の事業


