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特定非営利活動法人 

湘南 NPOサポートセンター 

2016事業報告 

 

2016年 4月～2017年 3月 

(平成 28 年 4 月 1 日より平成 29年 3 月 31 日まで) 

わたしたちは、組織や制度の壁を越え、人々がつながり

共に行動する市民社会をつくるため、NPO・自治体・企

業・大学等と連携し社会課題・地域課題の解決に向けて

活動しています。 

～一人ひとりが自分らしく暮らせるまちに～ 
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平成 28年度(2016年)を振り返って 

 

平成 28 年度は、当法人にとって大きな変革の年となりました。団体の立ち上げ期を過ぎ、さま

ざまな取り組みにチャレンジできる時期に入ってきたと考えます。人間でいうなれば幼少期を過ぎ

て青年期を迎えたということになるでしょうか。 

NPO 法人が安定した事業活動をするには会員一人ひとりの思いを大切にしながら地域にとって

必要な取り組みを行うこと、関係各位との連携・協働を推進しつつ社会の変化を敏感に受け止めな

がら必要と思われることを調査し提言していくこと、そして事業と予算のバランスがとれているこ

となどが重要ですが、もっとも大切なことは共感し賛同し一緒に活動してくれる仲間が増えていく

ことだと思います。 

ひらつか地域づくりサポーターズの皆さんが会員となって積極的に事業に関わってくれたこと

は大きな力になり、特に「ひらつか元気地域づくり事例集」の制作・発行については、事例となる

団体さんのアテンドや取材に大きく貢献していただきました。また、東海大学梶田ゼミ生も取材活

動や定例会への参加、「ひらつか地域づくり市民大学」の運営サポートなど、幅広く関わってくれま

した。彼らの成長ぶりは目を見張るものがあり、私たちメンバーもたくさんの元気をもらいました。 

４年目を迎えた「ひらつか地域づくり市民大学」は、延べ 162名の方に受講いただき、地域づく

りに主体的に取り組む方々が着実に増えてきていることを実感しました。地域づくりの人材育成を

目的に開催した 3回の講座『住民の底力地域コミュニティのつくり方』、『対話による協働のまちづく

り～対決から対話へ～』、『小規模多機能自治の推進や小さな拠点づくりのための勉強会』は願っても

ない講師陣に恵まれ、いずれも参加者の評価は高く、人口減少社会を迎えた昨今、我々はいったい

何をすべきか、またどうすれば負の財産を未来へ残さずにすむかと言った議論が活発に展開されま

した。今後はさらに一歩を踏み出してもらうための後押しが必要になると思います。 

また、メディア事業は目標を大きく上回る結果を出すことが出来、団体の運営を支えてくれてい

ます。制作物の評価も高く、多くのクライアントである団体さんに大変喜ばれています。 

平成 29 年度は新たに平塚市との協働事業「ひらつか市民活動センター」の協働運営が始まりま

した。団体の HP も更新し、ひらつか市民活動ファンド「組織基盤強化事業」を実施するための基

盤も整備されました。組織や人をつなぐ中間支援組織としての役割を果たすにはまだまだ時間がか

かりますが、引き続き活動現場に足を運び、よく話を聞き、より良い方向への変化を加速していけ

るよう力を尽くしたいと思います。引き続き皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

平成 29年 5月 26日 

理事長 坂田 美保子 

 



- 3 - 

 

［法人運営に関する事項］ 

 

（１） 会員 

 ●会員数  

平成 28年３月末日時点 

   正会員 15名  賛助会員 13名  アドバイザー ２名  

地域づくりサポーターズ 10名   ボランティア 6名       合計 46名 

  平成 29年 3月末日時点 

   正会員 24名  賛助会員 14名  アドバイザー 2名   

ボランティア 7名                         合計 47名 

 

 ●第 4回定期総会（社員総会） 

  日時：平成 28年 6月 17日（金）18:00～19:00 

  会場：ひらつか市民活動センター 

  参加者：25名 

   

（２） 会議 

 

●理事会 

第 1回 5月 13日 第 2回 11月 7日 第 3回 2月 1日 

議題：総会企画・議案、予算・決算、事業報告・計画、平塚市提案型協働事業 

次年度組織体制、役員人事、等 

 

●定例会 

第 1回 4月 20日 第 2回 5月 18日 第 3回 7月 20日 

第 4回 8月 17日 第 5回 9月 14日 第 6回 10月 12日 

第７回 11月 5日 第８回 12月 20日 第９回  1月 10日 

第 10回 2月 14日 第 11回 3月 14日  

議題：ひらつか地域づくり市民大学、ひらつか元気地域づくり事例集、講座企画、 

イベント企画、平塚市提案書協働事業、等 

 

（３）各団体・行政・他機関等委員の受任 

平塚市市民活動推進委員会委員（4/13,7/13,11/9,）（1名） 

平塚市協働事業審査会（5/7）（1名） 

平塚市協働事業審査会退任願書提出（提案団体代表のため退任 8/16） 

綾瀬市市民活動応援補助金（きらめき補助金）選考委員会委員 (年 3回)（1名） 

H28かながわボランタリーエースプログラム伴走支援（5回）（1名） 
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［事業運営に関する事項］ 

特定非営利活動に係る事業 

（１）市民や市民活動団体及び地域活動団体の自立と連携を推進する事業 

ア 市民活動・地域活動の相談及びコーディネート事業 

・内   容  市民活動団体や地域活動団体の相談や援助の活動及びコーディネート、 

情報交換と交流の場づくり 

・日   時  随時 

         渋田川桜まつり（4/3）、河内川あじさいまつり(6/12）、交流会（12/10） 

・場   所  平塚市内、平塚市吉沢公民館等 

・従事者人員  ５人 

・対 象 者  市民、市民活動団体、地域活動団体等 

・支 出 額  28,778円 

 

●市民活動団体の相談は主に組織の立ち上げ、NPO法人と一般 

社団法人の違い、運営面では活動の継続性、情報発信、つい 

で会計に関する相談が多かった。団体も高齢化の波が押し寄 

せてきており、後継者の不在或いは事業の継承に困難が生じ 

るなど課題が山積していると感じた。組織の維持と安定した 

運営には、常日頃から次世代への継承を年頭において事業活 

動を行うことも重要である。一方で、新しく NPOを立ち上げようとする方々もおられ、団体の 

状況に合わせたきめ細やかな対応が求められていると感じた。 

●協働事業の推進及び助成金に関する諸手続き等の支援 

事業実施中または実施予定の市民活動団体の相談（申請書・報告書の書き方、事業の進め方、他

の助成制度の紹介等 ）に対応しアドバイスした。 

平成 28年 12月 14日パルシステム市民活動応援プログラム贈呈式に参加※平塚パワーズ様支援 

●６年目を迎えた「吉沢寺子屋」は、町内福祉村ひだまりの里の事業として地域の子どもたちがた

くましく育ち豊かな社会性を身につけることを目的に、毎月第 2月曜の放課後と第 4土曜の午前

中に開催している。寺子屋開設当時小学 1 年生だった児童が中学生になり、28 年度から 3 名が

ボランティアスタッフとして関わり始めた。地域の中で育まれた人間関係が次の代へと繋がって

いく良い事例となっている。平塚地区ＢＢＳ会（神奈川大学生）も団体活動の中で寺子屋を重要

なポジションとして捉えてくれており、安定した活動ができている。当法人としてはブログの更

新や運営サポート及び相談助言を年間通して行っている。 
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●市民活動団体の皆さん及びメンバー間の交流・情報交換の場づくり 

本年は、渋田川桜まつり（４/3）、河内川あじさいまつり(6/12)、交流会(12/13)の３回を実施 

した。ひらつか元気地域づくり事例集の取材等で培った関係を活かし、地域の枠を超えた情報交 

換や交流を通して互いの理解を深めることができた。 

 

イ 地域づくりやまちづくりに関する普及啓発事業 

 ・内   容  地域づくりやまちづくりに関する講座や座談会の開催 

・日   時  ①6月 26日（日）、②1月 14日（土）、③3月 16日（木） 

・場   所  平塚市内 

・従事者人員  ５人 

・対 象 者  市民、市民活動団体、平塚市及び近隣市町村民 

・支 出 額  69,366円 

 

① 『住民の底力地域コミュニティのつくり方』「復興カメラ」釜石の写真展同時開催 

・6月 26日（日）13時半～16時半 

・講師：二宮雄岳氏（釜石リージョナルコーディネーター：釜援隊隊長） 

・講演後は二宮氏を囲み座談会を行った。 

東日本大震災で被災した方々の「今は何が困っていて、何が必要か」という声を一つひとつ丁寧に聞

きながら、不安や悩みにこたえる（できること・できないこともしっかり説明して理解してもらう）、

そして関係機関につなげながら、住民の暮らしをサポートする「リージョナルコーディネーターとし

ての役割」が何であるかをご理解いただいた。参加者からは定期的に学びたいとの声があり、このよ

うな機会の提供は重要であると改めて実感した。 

 ●参加者数：48名   

●講座満足度：94.6％    

●参加者の声：日頃のコミュニティの大切さに改めて気づかされた。定期的に学びたい。 

とても意味のある講演会だった、もっとたくさんの人に聞いてほしい内容だった 

●協力団体：地域づくりサポーターズ・ナパサクラブ・平塚パワーズ・災害から未来を守る会 

・ひらつか防災まちづくりの会  

（熊本地震義援金募金額：￥7587は協力団体より熊本へ届けられた） 
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② 官民連携・協働推進セミナー「対話による協働のまちづくり～対決から対話へ～」 

・1月 14日(土)14時～16時 

・講師：中村 健一氏 （国交省都市局まちづくり推進課官民連携推進室長） 

・講演後は中村氏を囲み座談会を行った。 

 官民連携という難しいテーマだったが、平塚市職員 14名（副市長・幹部職員含）、神奈川中央交通㈱ 

3名、市民活動団体や自治会・福祉村関係者 17名、大学生 2名、高校生 1名,サポーターズ・当会メ

ンバー10名が参加した。今後の連携を進める上で大きなきっかけとなった。官民連携・協働を推進す

るには、「対話の場」が必要という認識を参加者に持っていただけたのではないか。相手を理解し互い

に対等な立場で連携することが重要で、これを浸透させていくにはこのような「場」を継続して持つ

必要があるため、引き続き実施していきたい。高校生の参加及び感想が大きな反響を呼んだ。若い世

代のまちづくりへの興味関心を引き付けるための仕組みも検討したい。 

 ●参加者数：48名   

●講座満足度：81.7％ 

●参加者の声：地域の若い人といろいろな人がふれあう機会をつくってほしい。座談会では中村氏が

答えるだけではなくもう少したくさんの意見を交換する場面があった方が良かったと思いました 

 

③ 『小規模多機能自治の推進や小さな拠点づくりのための勉強会』 

（本勉強会は ランドブレイン（株）受託事業である『平成２８年度内閣府「小さな拠点」及び地域運営 

組織」の普及啓発事業』により開催した） 

・3月 16日(木)14時～16時半          

・講師：ランドブレイン（株）吉戸勝氏 

・講師：（株）カントリーラボ 宮崎道名氏 
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少子高齢・人口減少社会と言われる昨今、地域づくりの担い手が減っていく中で、従来型の地域運営

を見直し、住民の自主活動やまちづくり活動を促進する動きが活発になっている。このような流れの

中で NPO の在り方も問われている。もっと地域自治に目を向け、住民自治を行う人たちを支えてい

くべきではないか、との考えによって本講座の開催に至った。神奈川県で初の取り組みであり、今後

の進め方については地域と十分な対話を通して検討いきたいと考えている。 

 ●参加者数：24名   

●講座満足度：81.7％ 

１.マンションの高齢者がつどうカフェ運営に悩む港地区民生委員に対し、先進的に運営中の「ふじみ 

野ふれあいスポット」活動が紹介され現場を訪問することになった。 

２.地域の人に高齢化への対応など危機意識は認識されているだろうか、またどのようにしたら意識を

高めてもらえるだろうか疑問の声が上がった。 

３.地域でつどえる拠点は何所か、拠点づくりを始めるにはどこから手を付けていいか分からないな 

どの声も出た。女性に参加してもらい、まず少ない人数で始め徐々に増やすことが良いのではと意 

見があがった。 

 

ウ 平塚市との協働事業：ひらつか地域づくり市民大学の開催、地域人材の育成、コーディネート 

 ・内   容  第 4回ひらつか地域づくり市民大学の開催（地域づくりの人材育成） 

・日   時  7月 2４日、8月 27日、9月 17日、10月 15日、 

1１月 5日、11月 26日、12月 10日 （全 7回） 

・場   所  平塚市内 

・従事者人員  7人 

・対 象 者  市民、市民活動団体、平塚市及び近隣市町村民 
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・支 出 額  490,910円 

 

●地域づくりの担い手の育成と地域づくりへの関心を高めるため、第４回ひらつか地域づくり市民 

大学を開催した。公開講座を含め延べ 162名の参加があった。  

 

日時 回数 内容 受講者数 

７月 24日（土） 公開講座 第 1部:平塚の地域づくり過去・現在・未来を考える  

講師：梶田佳孝氏 

（東海大学工学部土木工学科教授） 

第２部:座談会  

登壇者 鈴木奏到氏 (一般財団法人計量計画研究所理

事兼研究部長) 

櫻井雅之氏 (湘南ジャーナル編集長) 

沼田繁氏 (タウンニュース平塚編集室編集長) 

80名 

8月 27日（土） 基礎編 

第 1回 

地域づくりの担い手とは 講師：鈴木奏到氏  18名 

9月 17日（土） 基礎編 

第 2回 

事例から学ぶまち歩き（１） 

馬入水辺の楽校の会の取り組み 

9名 

10月 15日（土） 基礎編 

第 3回 

事例から学ぶまち歩き（２） 

河内川あじさいの会の取り組み 

18名 

1１月５日（土） 応用編 

第 1回 

地域課題を紐解く目標を立ててみよう 

講師：内山征氏 

㈱アルメック国内事業本部主任研究員 

14名 

11月 26日（土） 応用編 

第 2回 

目標を達成する進め方・プランを考えてみよう 

講師：三浦由理氏 

㈱ナレッジトラスト代表 

10名 

12月 10日(土) 応用編 

第 3回 

解決プランを語り合おう 修了式 

講師：鈴木奏到氏  

13名 

 

●3月末「第 4回ひらつか地域づくり市民大学報告書」を 600部発行した。 ※別紙参照 
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 ●ひらつか地域づくり市民大学 平塚市（協働推進課・中央公民館・福祉総務課）との定例会議

（毎月 1回） 

   事業の企画会議・進捗確認・運営、中長期的事業方針・目的・方向性に関する会議等 

   ※平成 28年 3月に発行した冊子「ひらつか地域づくり市民大学 3年間のメッセージ」を 

  市長に提出し事業の成果を報告した。（5月 27日）

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/pres20160018.html 

 

エ 市民活動に関する情報の収集と発信及び調査研究事業 

・内   容  HP・ブログ・SNS を活用した地域活動の情報発信、ひらつか元気地域づくり

事例集の発行 

・日   時  通年 

・場   所  平塚市内及び近隣市町村 

・従事者人員  10人 

・対 象 者  市民、市民活動団体、平塚市及び近隣市町村民 

・支 出 額  156,607円 

 

●「ひらつか元気地域づくり事例集」平成 28年８月末 500部発行 

 平塚市内の主だった地域づくりを調査・収集し、冊子として発行した。(かながわ生き活き市民基

金の助成を受けて発行、平成 27年 12月～平成 28年８月まで約 9か月間かけて制作した。) 制

作にあたっては、ひらつか地域づくりサポーターズや東海大学梶田ゼミ生の多大な協力をいただ

いた。この事例集は、団体活動の立ち上げから現在に至るまでの活動の経緯を時間軸と活動の変

化を図に表したものである。団体が活動する中でどのような団体や組織との連携・協働を進めて

きたか、行政との連携、助成金の活用状況、表彰等が一目でわかるよう一枚のシートにまとめて

いる。掲載された団体はもとより平塚市をはじめとする多くの方から高い評価をいただいた。こ

れまでこのように団体の活動履歴を丁寧に調査しそれをまとめて発行する、ということはなかっ

たため、先駆的な事業となった。本年は第 4回「ひらつか地域づくり市民大学」でこの冊子を使

って講座を展開した。 

 ［掲載団体］ 

 １. 渋田川プロムナード 21協議会 ２. 河内川あじさいの会   

３. やわた子ども村     ４. 横内マイタウンスクール      

５. 馬入水辺の楽校の会   ６. 平塚のら猫を減らす会 

 ７. ふじみ野自主防災会 ８. 大神地区災害時要援護者協議会 

平塚市（協働推進課・中央公民館・福祉総務課）との定例会議 

平成 28年 2月 16日    3月 15日      4月 18日 

      6月 29日    8月  4日    9月  7日 

         10月 3日    11月 10日    12月 28日 

平成 29年  1月 31日 ３月３日  
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●Webサイトを活用し会の活動の案内や事業報告、 

市民活動に関する情報を取材・発信し、市民と団体、 

行政とのつながりをつくった。28年度当初に開設した 

ブログは取材するも原稿を書くという作業が継続できず、 

結局 2本の記事投稿で終わった。 

 

（２）市民活動や地域活動及び地域社会の情報化やまちづくりの支援事業 

ア メディア事業 

・内   容  市民及び市民活動団体、地域活動団体、事業者等が発行するチラシやリーフレ 

ットの相談・制作。WEBサイト構築に関する相談と助言及び制作 

・日   時  通年 

・場   所  平塚市内及び近隣市町村 

・従事者人員  6人 

・対 象 者  市民、市民活動団体、地域活動団体、事業者等 

・支 出 額  1,608,377円 

 

●市民及び市民活動団体、地域活動団体、事業者等が発行するチラシやリーフレットの作成、WEB 

サイト構築に関する相談と助言及び制作を行った。この活動を通して市民、市民活動団体、地域 

活動団体の組織基盤強化と団体の自立に向けての後押しをすることができた。 

●メディア事業会議 

 クライアント様と適宜内容に応じて打ち合わせを行った。 

 

 

◆実績： 馬入水辺の楽校の会様、女性防災グループ平塚パワーズ様 

平塚市自治会連絡協議会様、平塚のら猫を減らす会様、NPO法人湘南スタイル様 

ふじみ野敬老会様、親と子の寺子屋ふれあい自遊塾様、四ノ宮郷土史同好会様 

桂川・相模川流域協議会様、市議会議員様、市内事業者様  他 
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３．その他 

 ●スタッフ研修 

平成 28年 4月 8日（金） Canpan×イシス編集学校「NPOのための情報発信編集講座」 

（大和田・坂田） 

平成 29年 2月２日（木） 事務カンファレンス研修:日本財団（坂田） 

平成 29年 2月５日（日） 神奈川県パートナシップ支援事業スタディツアー企業/NPO編 

鎌倉（坂田） 

平成 29年 2月 21日（火） 神奈川県パートナシップ支援事業スタディツアー大学編:神奈川

大学平塚キャンパス（坂本・大和田・坂田） 

平成 29年 3月 1日（水） 「地域運営組織・小さな拠点」フォーラム まち・ひと・しごと

創生本部:日本財団（坂本・坂田） 

平成 29年 3月 6日（月） 神奈川県パートナシップ支援事業成果共有会：富士ゼロックスお

客様価値創造センター（津田・坂田） 

 ●事業提案 

平成 28年 10月 8日（土） 平塚市行政提案型協働事業「ひらつか市民活動センター協働運営

事業」公開プレゼンテーション 提案団体として出席 

（鈴木・二宮・坂田） 
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平成 29年 3月 18日（土） 公益信託ひらつか市民活動ファンド 公開プレゼンテーション

組織基盤強化事業提案団体として出席（坂本・氏家・大和田） 

 ●講師派遣 

平成 29年 1月 10日（火） 平塚市職員協働研修会「他市事例に学ぶ協働と職員の協働意識を高

めるマネジメント」（坂田） 

 

４．組織体制 平成 28年度末時点 

理事長 坂田 美保子 副理事長 氏家 真美 

理事 坂本 著法 理事 打田 照純 

理事 木村 美江子 理事 菅野 由美子 

監事 打田 芳恵  

アドバイザー 鈴木 奏到 氏 アドバイザー 二宮 雄岳 氏 

  〇正会員    24名   

〇アドバイザー  2名    

〇賛助会員   14名 

〇ボランティア  7名 

 

以上 



 （名称）特定非営利活動法人　湘南ＮＰＯサポートセンター
　　　　　活　動　計　算　書

              　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年4月1日から平成29年3月31日
単位：円

科目
Ⅰ経常収益
　１　受取会費
　　　正会員受取会費 68,660 23名×3000円,手数料340円

　　　賛助会員受取会費 27,000 9名×3000円

95,660
　２　受取寄付金
　　　受取寄付金 249,597
　　　協賛金 0

249,597
　３　受取助成金等

0
0

　４　事業収益
　　　平塚市協働事業 305,000
　　　上記に付随する事業収益 48,000
　　　自主事業収益 1,847,142

2,200,142
　５　その他収益
　　　受取利息 20
　　　雑収入 0 20
経常収益計 2,545,419
Ⅱ経常費用
１　事業費
（１）人件費
　　　給与手当 1,179,800
　　　福利厚生費 0
　　　人件費計 1,179,800
（２）その他経費
　　　事業経費 942,379
　　　業務委託費 142,097
　　　旅費交通費
　　　交流・研修費 17,762
　　　租税公課 72,000
　　　その他経費計 1,174,238
　　　経常費計 2,354,038
２　管理費
（１）人件費
　　　給与手当 45,000
　　　旅費交通費 800
　　　人件費計 45,800
（２）その他経費
　　　消耗品費 7,616
　　　通信費 30,377
　　　その他経費 13,100
　　　その他経費計 51,093
　　　管理費計
経常費用計 96,893 2,450,931
当期正味財産増減額 94,488                         
前期繰越正味財産額 344,866                       
次期繰越正味財産額 439,354                       

金額



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　湘南NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 436,218              

貯蔵品 3,136                 

　流　動　資　産　合　計 439,354              

２　固定資産

(1)有形固定資産

土地・建物 0

車両運搬具 0

有形固定資産計 0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 439,354

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 0

短期借入金 0

預り金 0

　流　動　負　債　合　計 0

２　固定負債

修繕引当金 0

積立・準備金 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 0

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 344,866              

 当期正味財産増減額 94,488               

 正味財産合計 439,354              

負債及び正味財産合計 439,354              

貸借対照表

　平成29　年　3月　31日現在

科 目 金 額


