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特・宝塚ＮＰＯセンター平成２２年度通常総会 

 

 平成２２年５月８日（土）に安心コミュニティプラザ栄町会館において、平成２２年度通常総会を開催

し、平成２１年度特定非営利活動に係る事業報告について、２１年度特定非営利活動に係る事業会計収支

について及び役員選任についての議案を提出し、すべて異議なく承認・可決されました。 

 今回選任された理事は、野尻俊明氏、清瀬勲氏、西岡輝子氏、髙松泰子氏及び中山光子氏の５名です。 

平成２２年度特定非営利活動に係る事業計画、平成２２年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算に

ついては、当日開催の理事会において、可決されたことを報告するとともに、合わせてその内容を説明し

ました。 

なお、平成２１年度事業会計収支計算書で、当期収支差額が２,１７３,９１９円の黒字となりました。赤

字要因の除去に努め、平成２２年度も引き続き同程度の黒字を見込んでいます。 

又、平成２１年度は、兵庨県の緊急雇用対策の一環として、ふるさとコミュニティ・ビジネス創出支援

事業（但馬地域）、起業団体等調査事業及び就職促進事業を受託して、延べ１１名を雇用し、コミュニティ・

ビジネス起業支援、雇用促進等に貢献しました。 

 平成２２年度は、引き続き、ふるさとコミュニティ・ビジネス創出支援事業、就職促進事業を受託する

とともに、新たに、地域づくり担い手育成事業及びきらっと☆ネットワーク事業を受託し、計１０人を雇

用しています。 

 ふるさとＣＢ創出支援事業については、当センターが、但馬地域を担当することとなり、但馬支部とし

て４人体制で、ＮＰＯ法人設立等のコミュニティ・ビジネス起業支援を行っています。 

 きらっと・ネットワーク事業は、阪神北地域での活動団体の調査とその情報を一元化して共同利用シス

テムの立ち上げ及びネットワーク体制を構築するものです。 

 平成２２年３月２８日の理事会で、竹内浩氏が理事長に選任されました。合わせて、森綾子が専務理事

に就任し、後任の事務局長に中山光子が就任しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKARAZUKA NPO CENTER 

平成 22 年度特定非営利活動に係る事業計画 

１．啓発事業（ＮＰＯの啓発・情報提供・講座） 

２．市民活動促進支援事業（コミュニティ・ビジネス起業・ＮＰＯ法人の設立・運営相談、まちづくり 

協議会関連事業情報発信支援等） 

３．宝塚市総合計画策定業務（事務局） 

４．生きがいしごとサポートセンター事業（コミュニティ・ビジネス起業・運営相談、情報収集・発信、 

講座・講演会、無料職業紹介等） 

５．若者・子ども応援事業    ６．インキュベーション事業（ひょうごアドプト） 

７．ふるさとＣＢ創出支援事業（ＮＰＯ法人設立等コミュニティ・ビジネス起業相談） 

８．就職促進事業        ９．きらっとネットワーク事業（ＩＴによる情報ネットワーク構築 

１０．地域づくり担い手育成事業（ふれあいの祭典企画・実施） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   平成 21年度特定非営利活動に係る決算 

科   目 決算額 

（資金収支の部） 

 

  

Ⅰ．経常収入の部 

 

  

  会費収入 1,791,000 

  寄付金収入 1,335,964 

  助成金・補助金収入 14,729,500 

  事業収入 4,661,289 

  委託収入 35,028,261 

  その他収入   

   受取利息 1,968 

   雑収入 149,584 

  経常収入合計 57,697,566 

Ⅱ．経常支出の部 

 

  

  事業費 

 

  

  啓発事業費 2,276,279 

  宝塚市民活動促進事業費 7,829,071 

  宝塚市総合計画作成業務 5,509,039 

  CDC事業費 12,031,016 

  宝塚市若者就労支援事業費 1,099,167 

  若者・子ども応援事業費 944,665 

  インキュベーション事業費 5,814,843 

  ふるさとＣＢ創出支援事業費 4,753,135 

  兵庫県就職促進事業費 5,923,212 

  起業団体追跡調査 2,623,564 

  

 

  

  事業費合計 48,803,991 

  管理費合計 5,689,056 

  経常支出合計 54,493,047 

  経常収支差額   3,204,519 

Ⅲ．その他資金支出の部 未払法人住民税等 1,030,600 

  当期収支差額   2,173,919 

  前期繰越収支差額 9,616,443 

  次期繰越収支差額 11,790,362 

      

ＮＰＯは新しい公共のセクター
第３セクター（市民・ＮＰＯ）
目的：地域や社会を良くするため
収益：非分配

地縁団体・市民活動団体
ボランティア団体
公益法人

NPO法人
社団・財団・学校・医療・
社会福祉法人・宗教法人

第２セクター(企業）

目的：利潤追求

自らあげた利益を分配、運営

株式会社
ＬＬＰ（有限責任事業組合）
ＬＬＣ（合同会社）

第１セクター（行政）
目的：住民自治

公平・平等・中立

日本型第３セ
クター

民

公益 私益

官

コミュニティービジネス

 

平成22年度予算額
　（資金収支の部）
Ⅰ．経常収入の部

会費収入 1,700,000
寄付金収入 1,300,000
助成金・補助金収入 １3,500,000
事業収入 2,851,000
委託収入 42,086,600
　雑収入 100,000
経常収入合計 61,537,600

Ⅱ．経常支出の部
　　　事業費

啓発事業費 3,343,540
宝塚市民活動促進事業費 5,720,300
宝塚市総合計画作成業務 4,300,000
CDC事業費 13,088,000
若者・子ども応援事業費 1,146,000
インキュベーション事業費 2,380,000
ふるさとCB創出支援事業費 11,919,000
兵庫県就職促進事業費 5,714,600
きらっとネットワーク事業 2,917,000
地域づくり担い手育成支援事業 5,870,000

　　　　　　　　　　　　事業費合計 56,398,440
　　　　　　　　　　　　管理費合計 3,043,000
　　　　　　　　　　　　経常支出合計 59,441,440
　　経常収支差額 2,096,160
Ⅲ．その他資金支出の部

未払法人住民税等 82,000
当期収支差額 2,014,160
前期繰越収支差額 11,720,362
次期繰越収支差額 13,734,522

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算
科　　　　　　　　　　　　　　目

 

 

宝塚ＮＰＯセンターの中期計画（ビジョン）について 専務理事 森 綾子 
 

宝塚ＮＰＯセンターも 13 年目に入ります。そこでミッションは設立当初とそのまま変わりませんが、これか

ら 5 年目を目指しビジョンを決めましたのでご報告します。 

 「宝塚 NPO センターは、自立したＮＰＯ・コミュニティビジネスを生み育て、ネットワーク作りを展開し、 

地域社会において市民セクターが他のセクターと対等な役割を果たせるようになることを目指します。」です。 

その柱として 4 事業に向け推進していきます。 

 

１． 啓発－講座や研修の開催・講演・視察受け入れ・情報の発信 

２． ＮＰＯへの支援－ＮＰＯ法人設立・運営支援・コミュニティビジネスの運営支援 

３． 協働の推進－行政への橋渡し 

４． 多様な働き方 



 

 

 

 

 

6 月 22 日総理大臣官邸にて森綾子専務理事が『チャレンジ賞特別部門賞～「新しい公共」～』を頂きま

した。宝塚ＮＰＯセンターにとっても、大きな励みになりました。受賞者概要は下記の通りです。 

「阪神・淡路大震災をきっかけに、生活弱者のみを救済するためのボランティアではなく、市民が互いに

助け合っていくこと、市民自らの活動を支援する事業が必要である と考え、ＮＰＯ法人を設立。市民活動

を継続させていくためには適切な利益の確保が必要なことから、コミュニティビジネスの分野にも取り組

み、蓄積してきた情報発信、起業相談、資金調達などのノウハウ・ツールを提供し、全国の中間支援ＮＰ

Ｏの基盤強化やコミュニティー活性化に取り組んでいる。また、平成 21 年 4 月からは、宝塚市より「第

5 次宝塚市総合計画策定業務」を受託し、市の 10 年後のビジョンづくりに深く関わっており、行政とＮ

ＰＯの協働事業のモデルケースとなっている。」  

  「長年新しい公のセクターとしてＮＰＯの役割を強調してきた私にとってうれしい受賞になりました」 

 専務理事 森 綾子 

 

ＮＰＯは新しい公共のセクター
第３セクター（市民・ＮＰＯ）
目的：地域や社会を良くするため
収益：非分配

地縁団体・市民活動団体
ボランティア団体
公益法人

NPO法人
社団・財団・学校・医療・
社会福祉法人・宗教法人

第２セクター(企業）

目的：利潤追求

自らあげた利益を分配、運営

株式会社
ＬＬＰ（有限責任事業組合）
ＬＬＣ（合同会社）

第１セクター（行政）
目的：住民自治

公平・平等・中立

日本型第３セ
クター

民

公益 私益

官

コミュニティービジネス

  

   

＊＊＊＊＊＊＊＊講座のご案内＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Ⅰ 「結婚って楽しい」講演＆ワークショップ  

ちょっと立ち止まって“結婚”について考えてみませんか？  （兵庫県子育て元気アップ活動助成事業） 

 

日時：①平成 22 年 8 月 22 日（日）②9 月 5 日（日）13:30～16:30 

場所：宝塚市立男女共同参画センター （ソリオⅡ 4 階）   

内容：①講演とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾃｰﾏ：婚活の第一歩～ﾊﾟｰﾄﾅｰのかしこい選び方～ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

   ②講演とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾃｰﾏ：婚活の第一歩～結婚してから～ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

講演：中川智子（宝塚市長） ﾜｰｸ：ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 佐野 岳章（ひと結び代表） 

募集人数：50 名（両日ご参加の方優先） 参加対象：結婚にご興味のある方ならどなたでも 費用：無料 

Ⅱ 宝塚 NPO ネットワーク会議 

中川智子市長と宝塚市内の NPO 法人がテーブルを囲みます。行政と NPO とが協働を進める上で何が必要か、お

互いに何を望んでいるのかなどの課題について語ってみませんか。 

 

日時：平成 22 年 9 月 5 日（日）10:00～12:00 

場所：宝塚市立男女共同参画センター （ソリオⅡ 4 階）   

内容：①「宝塚市内 NPO への期待すること」中川智子（宝塚市長）    

     ②意見交換会・交流会（ブランチ付） 

対象：宝塚市内 NPO 法人、NPO 法人申請中、NPO 法人設立予定団体  

 

上記のお申込み先：特・宝塚 NPO センター TEL:0797－85－7766 ／ FAX:0797－85－7799 

『 男女共同参画社会づくり 内閣総理大臣表彰 ～「新しい公共」～』 

女性のチャレンジ賞特別部門賞 授賞！！！ 
 

 

 祝 



 

 

PO 
EWS&INFORMATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員募集・継続のお願い  

あなたの志が社会を変える活動を支えています。NPO・NGO の先駆的で創造的な活動は、変革の担い手としての

新しい市民社会の実現に貢献しています。志と情熱をもって社会の課題に挑戦する人を支援しています。皆様の会費

や寄付は活動資金として、ボランティアとして提供される知識や技術は活動の活力となっています。どうぞ一緒に会

員として NPO・NGO を支える活動に参加してください。 

[正会員]個人会員 10､000円/団体会員（NPO・市民活動団体）10､000円/法人会員30､000円/ [準会員] 3､000円 

銀行振込：三菱東京UFJ銀行 阪急宝塚出張所  普通預金３６２９４２２口座名義 特・宝塚NPOセンター 

郵便振替：口座番号 ００９３０－８－７７１１７  口座名義 宝塚 NPO センター 郵便振替用紙をご利用下さい 
 

ご支援ありがとうございます （順丌同、敬称略 2010.7.10 現在） 
新たに入会された皆さん  

【個人正会員】足田茂樹 【団体会員】カリー工房もりた、特・カルチャーハブプロジェクト 

寄付をいただいた皆さん  

服部則仁、山口一史、特・日高共同作業所、豊田節子、菅原美代子、大濱芳子、橋本敏栄、鶴丸悌二、大野保子 

 

〒665-0845 

宝塚市栄町 2-1-1 ソリオ 1-3F 

Tel 0797-85-7766 

Fax 専用 0797-85-7799 

利用時間 9:00～18:00 

休館日 日・祝日・年末年始 

Email  zukanpo@hnpo.net 

URL http://voluntary.jp/zukanpo/ 

 

阪神北 NPO ハウス 

 

〒665-0021 

宝塚市中州 1-7-20 

ハイツ村上101号 

阪急逆瀬川駅から南口

方面へ徒歩 8 分 

 

生きがいしごとサポートセンター阪神北 

 

Tel 0797-87-4350 

Fax 専用 0797-87-4351 

Email cdc@hnpo.net 

URL http://voluntary.jp/hnpo-net/ 

特・宝塚 NPO センタ
ー 

N 
「NPO・コミュニティビジネスの日」相談日のご案内 

「NPO・コミュニティビジネスって何だろう？」「ちょっと興味がある！」「ぜひ学んでみたい！」「ぜひ立ち上げ

てみたい！」そうお考えのみなさんに、宝塚 NPO センターのスタッフが、NPO の現場の声などもお伝えしながら、

さまざまな相談に応じます。お申込みは前日までにお願いします。TEL：0797－85－7766 

今年度の相談日は以下の通りです。 

2010 年●７月 15 日（木）●９月 15 日（水）●10 月 15 日（金）●12 月 15 日（水） 

2011 年●1 月 15 日（土）●２月 15 日（火）● ３月 15 日（火） 

 

   参加者からは「思ったよりも難しかった」「今度は友達を誘いたい」 

 

ここソリオⅠで「ソリオ de

マルシェ」が毎月 1 回始まり

ました。新鮮な野菜や果物が

飛ぶように売れて、ご紹介し

た生産者の NPO や退職後農

業を始めたグループの皆さん

も満足されています。販路を

持たない小さな団体には良い

機会となりました。（Y.O） 

ふれあいの祭典 きらっと☆北摂フェスティバル ☆☆☆防犯ポイントラリー 中高生リーダー募集☆☆☆ 

今秋 10 月 16～17 日（土・日）に開催される『ふれあいの祭典 きらっと☆北摂フェスティバル』で災害の

備えを目的に「防災ポイントラリー」を開催します。その「防災スタンプラリー」で活躍するリーダーを募集

します。当日会場（県立有馬富士公園・休養ゾーン）にてクイズの出題や参加者の受付をして頂きます。 

事前に以下の養成講座への参加が必要です。ふるってご参加ください。 

養成講座開催日：第 1 回 8 月 20 日（金）／第 2 回 9 月 4 日（土）13:00～16:00 

場所：西宮市市民交流センター 対象者：中学生・高校生  定員：20 名 申込先：0797－85－7766 

第 6回ソリオ宝塚ふれあい夏まつり 開催のお知らせ！！！ 

開催日：8月 24日（火） 場所：阪急宝塚駅前 交通広場  

内容：安心・安全野菜市 10:00～16:00 ／ 盆おどり 18:15～21:00 

詳しくは特・宝塚 NPOセンターまで TEL：0797-85-7766 

 
 


