
ヒアリング調査結果 

 

1 調査目的 

平成26年度に実施した、市内及び近郊で活動するＮＰＯ法人に対する基礎調査（ア

ンケート、ヒアリング調査）の補完として、調査以後に設立されたＮＰＯ法人の現在

の活動状況や課題､今後の展望などを調査し、市域全体がつながる仕組みを整えてい

くための基礎資料とする。 

 

2 実施主体 

  廿日市市自治振興部協働推進課（廿日市市市民活動センター） 

 

3 調査方法など 

方 法：訪問しての聞取調査 

時 期：平成27年7月 

  対 象：廿日市市内に事務所を置くＮＰＯ法人 4団体 

 

4 調査項目 

○ 中間支援に対して求めるもの 

○ 市民活動センターに対して求めるもの 

○ 活動の状況や課題、今後の展望について 

 

5 調査対象団体 

  地域の絆（26年度に介護事業所を佐方に設置） 

ヒュ ー マ ン 支 援 ネ ッ ト（26年度設立） 

  はつかいち水道支援センター（  〃   ） 

  はつかいちスポーツアカデミー（  〃  ） 

 



法人名称：地域の絆    

ヒアリング実施日：平成 27年 7月 16日（木） 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

 http://npokizuna.jp/  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/1224223633905.html 

1．連携している団体と活動内容

（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

①なし 

②佐方アイラブ自治会 

 自治会の方がつなぎ役になってくれており、助かっている。平成 27年 7

月 26日に施設で実施するそうめん流しに、ボランティアとして来ていただ

ける。また、講師（手品、銭太鼓、南京玉すだれ）の紹介もしていただい

た。「何かあれば声をかけてください」と言ってくれている。 

 佐方地区の商店会 

 平成 27年度から商店会の会員になった。その関係で、平成 27年 7月 18

日に開催される佐方夜市にも出店する。 

③なし 

④学校の生徒の職場体験などで、施設に来てもらいたい。 

山陽女子短期大学の学生が実習の一環として来てくれている。高齢介護

の実習のみとなっており、その他の学科の学生にも来てもらいたい。 

⑤廿日市市の高齢介護課や地域包括支援センターには、運営推進会議で、

来てもらっている。福祉系以外の部署とはつながりはない。 

2．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

統括管理者、管理者、ケアマネ（非常勤）、介護士（非常勤）。全員で十

数人いる。通常は 1日あたり 3人体制。 

現在は、利用定員を 12人とし、利用者は 10人。 

3．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

（平成 26年度決算 法人全体） 資産の部合計 716,964,991円 

① 

②432,467,422円（小規模多機能介護事業ほか） 

③1,350,000円（市補助金は設立時のみ） 

④ 

4．将来したいこと、本来したか

ったこと 

設立して間もないが、当法人の他の施設ではしていないことをやってい

きたい。先ずは、地域に知ってもらうことから始めていきたい。 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

5．地域で活動できる内容 

6．地域に求めること、地域から

アプローチしてほしいこと 

7．どんな主体から声をかけても

らいたいか 

施設を地域の会合やサロンの場所として使ってほしい。また、誰でも利

用できる足湯も完備している。利用者だけのための施設ではなく、地域の

交流の場としたい。 

福祉のよろず相談も行っている。 

【必要な環境整備】 

6．中間支援機能に対して求める

もの 

7．ズバリ廿日市市市民活動セン

ターに求めるもの 

当法人を地域に知ってもらいたいので、顔つなぎなどの協力をしてほし

い。 

 

http://npokizuna.jp/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/1224223633905.html


法人名称：ヒューマン支援ネット    

ヒアリング実施日：平成 27年 7月 2日（木） 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

1．連携している団体と活動内容

（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

◇廿日市市人権・男女共同推進課、広島市、広島市社会福祉協議会 

◇主に広島市福祉センターなどで講座を開催している。 

◇男女共同参画社会実現のための市民・企業等への支援 

◇女性の精神的自律・経済的自立の支援 

◇子どもの健全育成関連研修事業、発達障がい児者の社会参加・就労支援、

高齢者福祉支援、社会的弱者支援事業ほか 

◇広島市の後援をもらって、各公民館にチラシを置いてもらうようにして

いる。 

2．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

◇3人体制 

今年度、大きな事業提案のため、3人体制で運営 

3．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

①正会員：5,000円／年  賛助会員 1,000円(1 口)／年 

② 

③・傾聴ボランティアに係る助成金（ひろしま NPOサポート倶楽部） 

・子どもの健全育成を図る活動の助成金 

（公益信託広島市まちづくり活動支援基金） 

④ 

※固定経費の捻出が困難なため、運営費が課題である。事業費内での赤字

はない。 

4．将来したいこと、本来したか

ったこと 

 

 

◇男女共同参画社会の実現に向けて 

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み、働き方改革、キャリア形成 

女性が職業キャリアを中断しなくてもよい社会への取り組み 

◇企業や学校が発達障がい児者への接し方ができていないと感じているの

で、企業や学校を対象とした講座をしたい。 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

5．地域で活動できる内容 

6．地域に求めること、地域から

アプローチしてほしいこと 

7．どんな主体から声をかけても

らいたいか 

 

◇ワーク・ライフ・バランスの実現、働き方を変える、女性の活躍推進・

キャリア形成と就業継続のために、企業とのつながりを強めていきたい。 

◇子どもの発達障がい児（不登校、引きこもりも一緒）を支える、一般社

会を巻き込んでのネットワーク作り、講座の開催 

◇小中学生とつながりたい。 

◇廿日市市社会福祉協議会とつながりたい。 

【必要な環境整備】 

6．中間支援機能に対して求める

もの 

7．ズバリ廿日市市市民活動セン

ターに求めるもの 

◇情報交換などの機会の確保 

◇広報手段の支援 

◇市役所担当窓口へのつなぎ 

【その他】 

 

 

 

◇行政は、短期間（2～3年程度）で職員が異動するため、専門的な職員が

育たないと感じる。そのため、長期で取り組む事業を展開しようとして

もスムーズにできない。 

 



法人名称：はつかいち水道支援センター   

ヒアリング実施日：平成 27年 7月 16日（木） 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

1．連携している団体と活動内容

（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

 

①なし 

②なし 

③市内水道事業者 

④なし 

⑤廿日市市水道局から漏水対応業務を受託（平成 27年度から） 

漏水対応業務を請け負うため、廿日市市職員ＯＢの 5人で平成 26年度に

ＮＰＯ法人を設立した。 

漏水箇所のチェックは 24時間体制で行う必要があり、水道事業者にお願

いしていたが、継続して頼めない状況となっていた。これまで受託してい

た事業者からも、当ＮＰＯが当業務を受託することについて理解をもらっ

ており、賛助会員にもなってもらっている。 

2．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

 

事務・会計・企画など、理事長である私が全て担当している。その他の

職員 4人は現場の漏水対応のみ。 

経理的事務が煩雑であり、事務担当を雇いたいが、8 時間分の仕事はな

く給与も出せない。特に税の関係は知識もなく、苦労している。 

 

3．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

①正会員（個） 入会金 10,000円×10人 

        年会費 1,000円×10人 

 賛助会員       5,000円×4団体 

③委託料 約 9,000,000円＋税（27年度予定） 

②、④なし 

4．将来したいこと、本来したか

ったこと 

 

生活を支える上水供給システムの安定に資する活動（市内漏水対応事業

の受託）を行うとともに、市民の水道事業に対する意識啓発を目的に設立

した、というのが設立の経緯である。 

「NPO 法人水道支援センターです」といっても一般には理解されない

し、説明が大変であるため、はつかいち桜まつりや、水道週間に合わせた

啓発活動をしようと考えている。 

漏水自体は、配水管の整備で減ってきてはいるが、現在の人数だけでは

少ない。将来的には現場職員を 10、15人に増やしていきたい。 

定款に定められた事業の実施状

況 

①水道施設の漏水等に対応した 24

時間体制での初動活動 

②人材育成に資する（研修、講習、

勉強会、情報交換会など）活動 

③公衆衛生の向上と生活環境の改

善を図る普及啓発活動 

④非常時、災害時における応援協定 

⑤その他この法人の目的を達成す

るために必要な活動 

①実施している。現場職員 5名体制（廿日市 3名、大野 2名）で、週替り

で対応している。廿日市地域の 4月～6月までの実績は、月に 3、4件程度

でそこまで多くはない。。 

②現場職員 5名を中心に、勉強会等を実施する。 

③未定 

④協定を締結する方向で調整を進めている。 

⑤未定 

 



 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

5．地域で活動できる内容 

6．地域に求めること、地域から

アプローチしてほしいこと 

7．どんな主体から声をかけても

らいたいか 

 

民生委員やボランティアなどの地域の見回り活動に合わせて、高齢者宅

の水道の水漏れ確認など、協力ができるかもしれない。 

高齢者世帯の見回りは民間業者がメーター検針のときに行っているの

で、そこと連携できる可能性もある。 

 

 

【必要な環境整備】 

6．中間支援機能に対して求める

もの 

7．ズバリ廿日市市市民活動セン

ターに求めるもの 

特になし 

 



法人名称：はつかいちスポーツアカデミー    

ヒアリング実施日：平成 27年 7月 2日（木） 

http://www.omisejiman.net/hatsukaichi-sports-academy/ 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

1．連携している団体と活動内容

（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

・まだ立ち上がったばかりなので、連携はできていないが、体育協会やそ

の他の市民活動団体（ＮＰＯ法人廿日市スポーツクラブなど）、企業とも連

携していきたい。 

・他の団体や学校との連携で、運動能力の高い子をピックアップし、その

子たちを重点的にトレーニングすることでより早く世界に近づけるサポー

トをすることなどを想定している。 

2．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

・事務所兼ジムに 1 人常駐している。 

・普段は、同ジムでビッグ―イーグルスというトレーニングジムを運営し

ている。 

 

3．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

① 法人一口 5,000 円 個人一口 2,000 円（6 月末に会員申込書、団体パ

ンフレットを作成し、各企業にまわっている。→ゆくゆくは商工会議所と

連携し、企業に情報発信してもらいたい。） 

②月謝（1回 4,000円） 

③なし 

④なし 

⑤スポンサー代 

事業費は数十万規模 

 

4．将来したいこと、本来したか

ったこと 

 

 

・夢は世界大会でメダルを取る子どもを育成、輩出すること。 

・「廿日市市で何かの大会を開催する」、一時は市は盛り上がるが、終わっ

てしまうと、何も残らない。そうではなく、廿日市市発の選手を輩出する

ことで、「廿日市市から有名な選手が出た」「廿日市市に行けば、自分も有

名な選手になれるかもしれない」という人が増え、市の知名度向上、定住

促進につながると思う。 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

5．地域で活動できる内容 

6．地域に求めること、地域から

アプローチしてほしいこと 

7．どんな主体から声をかけても

らいたいか 

 

 

【必要な環境整備】 

6．中間支援機能に対して求める

もの 

7．ズバリ廿日市市市民活動セン

・いろいろな人とつなげてほしい。 

・毎月、理事会を市民活動センターで開催しているが、そこに体育協会や

その他さまざまな団体に参加してもらい、連携の糸口としたい。 

http://www.omisejiman.net/hatsukaichi-sports-academy/


ターに求めるもの 

 

・補助金や助成金などの知識がないので、ぜひ相談したい。 

【その他】 

・活動する上での困りごと 

 

・名前が売れていない。 

・設立したばかりで、ホームページも未完成の状態である。 

 

・これからやりたいこと 【情報発信】 

・ホームページは、ゆくゆくはスポンサーになってもらえる企業（たとえ

ば中国醸造株式会社）のバナーを掲載したい。 

・また、ホームページ上だけでなく、選手となる子ども達や、ジム利用者

が着るユニフォームにスポンサー名を入れて、廿日市市の企業を広く周知

したい。 

・設立してまもないので、団体の体制が落ち着いた後、新聞取材やテレビ

出演など、情報発信に力を入れていきたい。 

【選手の育成】 

・小・中学校を対象に体力テストをしたい。テスト上位の子ども達を団体

で育成し、世界大会につなげたい。 

【トレーニングセンターの設置】 

・廿日市市に「ナショナルトレーニングセンター」を設置したい。 

・場所については、多くの市民に活動が見えるところに設置したい。 

・たとえば、サンチェリーの一角をリフォームしてトレーニングセンター

を設置すれば、経費もおさえられると思う。 

・ゆくゆくはスポーツアカデミーで指定管理者になりたい、とも考えてい

る。 

 


