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姫路コンベンションサポート
特定非営利活動法人

令和2年度事業報告書

コロナ禍で事業の変更を余儀なくされる中、イベントはすべて中止となったものの、

新規事業を多数受託し、行政とともに地域の課題解決に取り組むことができました。

特に、ファシリテーション業務が多く、学生たちとワークショップをするなど新規分野

へのチャレンジが多くありました。

令和3年度も地域に密着し、この未曾有の危機を乗り越えて行きたいと思います。
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特定非営利活動法人
姫路コンベンションサポート

姫路市南町76　城陽ビル2階

TEL 079-286-8988

FAX 079-286-9009

info@denpakudo.jp

https://denpakudo.jp

ひめじ良さ恋まつり実行委員会の立ち上げ

特定非営利活動法人(NPO法人)化

みつまつり企画・運営サポート

御幸通商店街に「電博堂」をオープン

日本青年会議所全国大会姫路大会関連事業

外国人向け観光ガイドプロジェクトを開始

のじぎく兵庫国体関連事業

姫路城外国語ボランティア養成講座　第一期開催

人情喜劇「銀の馬車道」劇団設立

人情喜劇「銀の馬車道」福崎公演（初演）

姫路菓子博2008関連イベント

銀の馬車道アンテナショップオープン

「たまちゃん街の駅」(御幸通商店街)オープン

福崎町制55周年人情喜劇「柳田國男と河童」上演

B-1グランプリin姫路関連事業

姫路市広畑、飾磨市民センター指定管理受託

播磨国総社三ツ山大祭　運営

元町週末マルシェ事業(神戸市)

姫路市南町76番地に事務所移転

姫路市勤労市民会館指定管理受託

ふるさと宍粟PR館「きてーな宍粟」オープン

コワーキングスペース電博堂オープン

姫路市灘・西・東市民センター指定管理受託

ふるさと宍粟PR館「きてーな宍粟」リニューアルオープン

アンテナショップ電博堂オープン

小泉武夫講演会(宍粟市)

我がまちの人情喜劇「銀の馬車道」演劇が生んだ地域のつながり出版

人情喜劇 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」最終公演

国際女性デーイベント「ハッピーウーマンフェスタはりま2019」事務局

日本遺産銀の馬車道鉱石の道高校生フォーラム

西播磨・中播磨地域デザイン会議

高校生による日本遺産魅力発見ワークショップ

起業プラザひょうご姫路オープン

西播磨上質ガイド養成講座

発行　2021（令和3）年5月
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２０２０年度事業報告
(令和2)

コンベンションの開催支援事業１

２ 人材育成事業

国際女性フェスタ2021開催に向けてのアドバイス、事務局

1 コワーキングスペースの運営

　事務所に併設された会議室を貸室（コワーキングスペース電博堂）として一般に貸し出しをし、会議室のほか、講座など

の定期利用も行われました。コロナ禍でのオンライン対応のため、企業の面接会場として、企業面接を受けるための個人利

用など、今までにない使用者が見受けられました。

2 起業プラザひょうご姫路の運営

　兵庫県では、起業家を発掘・育成するため3年前から「起業

プラザひょうご」を神戸市にオープンしました。2020年、新た

に尼崎市、姫路市に開設することとなり、そのうち姫路の運営

は、当法人が3年間契約で受託しました。起業5年未満の起業

家や、これから起業しようとする人たちが入会し、セミナーやア

ドバイスなどのサポートを受けながら自立する拠点で、学生

からシニアまで幅広い人材育成を目的として運営しています。

自由に使えるコワーキングスペースのほか、4㎡ほどのスモー

ルオフィス、ワーキングデスクなど、自分のワークスタイルによ

って契約方法が異なります。

　初年度は、今まで取り組んだことのない分野とあって、多く

の方からアドバイスをいただきながら人脈を作り、存在を知っ

ていただくこと、価値の提供は何かを模索しながら年度が終わりました。コロナ禍で会員数の伸び悩みに苦戦しながらですが、

会員14名が入居いただけました。

　起業プラザひょうご姫路から、多くの起業家が巣立っていくよう、全力でサポートしたいと考えています。

　観光分野での起業家育成は、起業プラザひょうご姫路の
ミッションの一つに掲げています。世界遺産姫路城を有す
る姫路市だからこそ、観光起業家を創出したいと考えまし
た。大阪市立大学商学部小沢ゼミに協力を依頼したところ
快諾。2回生のゼミ生とともに「カスタマイズホテル」のビジ
ネスプランについての研究発表をまとめました。
　3月28日(日)に開催された発表会では観光事業者、高校
生、大学生起業家などオンラインを含めて34名が参加。「姫
路でやる意味は?」など鋭い質問があり、ゼミ生たちも大変
刺激を受けたようです。
　この研究は2021年度も引き続き行われるようです。我々
も大学生のビジネスプランに多いに刺激を受け、引き続き
研究を続けたいと考えています。

大阪市立大学商学部との共同研究

　「しょうゆ」「そうめん」「塩」「たたら」など、西播磨には誇る

べき文化が多くあります。これらをシリーズでまとめ、ホーム

ページから発信しました。各市町が観光地を「点」で紹介して

いるものをその枠を越えて、「線・面」で紹介することは、観光

客の回遊性にもつながります。「体験ストーリー作り」は様々

なストーリーに基づき、その場所を取材し、広く知っていただ

くことを目的に、ホームページと冊子づくりを行いました。

3 西播磨上質ガイド養成講座

　西播磨には120を超える中世山城があると言われていま

す。今はその遺構しか留めていない山城ですが、室町から戦

国時代にかけて西国への要所として、重要な役割を果たし

ていました。

　その山城を地域資源に生かし、西播磨の観光の拠点にし

たいと、地元ガイドになりたい人を発掘、ガイドの基本から

山城の現地研修会まで、全9回にわたって養成講座を開催し

ました。コロナ禍の中、何度も講座が中断されましたが、その

たびに再開を待ち望むという受講生からのメールに、モチベ

ーションの高さを感じました。

　この事業は2022年まで3か年に渡り続く予定です。

回 日程 カリキュラム 講師

1 10/3（土） 玉田恵美
内山猛雄（三川屋）

2 10/17（土）
西播磨の歴史文化を学ぶ
西播磨の特産品を知る～「西播磨フードセレクション」
西播磨の発酵文化

山崎整
光都農林振興事務所
松下祐昭（発酵Lab Coo）

3 10/31（土） 地域資源の洗い出し「自分たちの地域自慢」
浅見雅之（ひと・まち・住まい研究所）
今井新吾(JTB)
玉田恵美

オリエンテーション  ガイドの心得 /ガイドの役割 
選ばれる観光地へ（国内旅行・訪日外国人） 

4 11/7（土） 広域ガイドツアーの組み立てと心得
浅見雅之（ひと・まち・住まい研究所）
今井新吾(JTB)
玉田恵美

5 11/15（日） 西播磨の山城について学ぶ 木内内則（城郭研究家）

6 1/22（日） 【現場実地研修①宍粟市】
秀吉・官兵衛ツアー「戦国武将の足跡をたどる！」 木内内則（城郭研究家）

7

（番外）

2/6（土） ガイドの心得「これだけはやっちゃいけないガイドの心得」 冨山佳子（インバウンドファクトリー）

3/6（土） 現場実地研修　龍野古城勉強会 木内内則（城郭研究家）

現場実地研修　上月城・仁井山城勉強会3/20（土）（番外） 木内内則（城郭研究家）

4 西播磨各市町の既存体験型観光のブラッシュアップと体験ストーリー作り

（1）  体験ストーリー作り
 

▼ホームページアドレス
　まるっと西播磨　https://nishiharima.localinfo.jp/

自

NPO法人はNPO法に基づく定款に則って事業をしています。
請負の「委託事業」とその利益を使って社会課題解決をする

「自主事業」の2つがあり、この報告書では事業名のあとに
　　=委託事業、　　=自主事業で表示しています。

報告書の読み方

委

タイトル後のQRコードで、関連のサイトへアクセスできます。
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　すでに各市町で観光客の受け入れが行われている「体験観光メニュー」について、より集客を図るため、団体へのアドバイス

業務を行いました。相生市の「ペーロン体験事業」はその内容から団体競技でしか受注ができないため、教育旅行や企業研修の

受け入れが中心となります。より多くの受注をするために、どのような取り組みが必要となるのか、団体と話し合いを重ねながら

検討しました。　「モノ観光からコト観光へ」　最近では旅行先で何を体験するかを重要視され、各自治体が取り組んでいますが、

現場を担う多くは市民活動団体です。事業化のためのアドバイスは今後もニーズが高くなると思われます。

（2）  体験型観光のブラッシュアップ

5 高校生による日本遺産魅力発見ワークショップ

　日本遺産「播但貫く、銀の馬車道・鉱石の道」の若者たちへの

知名度や愛着を高めること、将来的に地域を担う人材を育成す

ること、沿線の高校生のネットワーク化を図り、地域活動の活性

化の一端を担うことを目的に実施しました。

　昨年度はフォーラムの開催をしましたが、今年度はコロナ禍

で実施できず、８月から１月までに2回の全体ワークショップと

各校３回程度の個別アドバイス実施となりました。結果、高校生

からは「サイレント映画の作成」や「QRコードを活用したスタン

プラリーの開催」など8つの企画提案が出、協議会関係者による

審査会を実施、審査結果について各校にフィードバックを行い

ました。

　▼開催日程
   第１回　 8/30（日）　朝来市生野マインホール
   第２回　11/14（土）  朝来市生野マインホール
   第３回　 2/12（金)   オンライン会議
　
　

▼参加校（7校・33名）
姫路市　　姫路市立飾磨高等学校　兵庫県立姫香寺高等学校
福崎町　　兵庫県立福崎高等学校
市川町　　私立市川高等学校
神河町　　兵庫県立神崎高等学校
朝来市　　兵庫県立生野高等学校　兵庫県立和田山高等学校▼講　師

前田真吾（一般社団法人播磨ひとづくりコンソーシアム）

情報提供事業3

　緊急事態宣言中は出店が控えられていたものの、年間稼働率は65%となりました。5月中に出店された方には、次回利用

時に30%オフになるチケットを発行。出店のリピーター確保と支援を行いました。結果、今年は物販販売のほか、食品販売

や学園祭の会場など、多種多様な業種が出店されました。

　出店者は市外の人が多く、御幸通商店街の人通りの多さが魅力になっています。出店者にも顧客がつき、定着しつつある

ようです。

　コロナ禍において、飲食店や物販は大変苦境に立たされています。御幸通商店街でも退店が増え、空き店舗が目立ち始

めました。安価な「1週間貸し」のアンテナショップの活用の可能性を探りたいと思います。

週替わりアンテナショップ電博堂の運営1

調査研究・政策提言事業4

　来年度は、各県民局では地域ビジョンの改定時期となっています。西播磨、中播磨の各県民局から、地域住民の意見を

取り入れるためのワークショップの参加者募集ならびに運営を委託されました。

1 西播磨・中播磨地域デザイン会議

▼中播磨地域デザイン会議
　開催回数　9月から12月までの月1回・全５回 
　開催場所　姫路総合庁舎職員福利センター大会議室
　講師  　　  浅見雅之（ひと・まち・住まい研究所）
　参加者　　25名 

▼西播磨地域デザイン会議
　開催回数　9月から1月までの月1回・全５回 
　開催場所　西播磨総合庁舎
　講師  　　  浅見雅之（ひと・まち・住まい研究所）
　参加者　　30名 

2 勉強会「女子の哲学」

　自分の周りのモヤモヤを解決したい女子たちの勉強会

を開催。今年度は、姫路市男女共同参画からの補助金を得、

オンラインと対面とで実施しました。職業から考えるジェン

ダー論、家族の在り方、子育てなど、その時々のテーマを語

るゲストスピーカーから、「気づき」を得、自立した女性たち

の生き方について学びの場を持ちました。講師には、元教

師、尼僧、NPOで働く女性など多種多様な方を招き、それぞ

れの見地からの課題や解決へのヒントを話していただきま

した。

　オンライン実施により、尼崎や大阪など遠方からも参加

できたこと、講師も東京の方に依頼できたことなど、今まで

にない成果が得られました。

回 日程 カリキュラム

1 6/27（土）

2 7/25（土）

3 8/29（土）

4 10/25（土）

5 11/28（日）

6 12/12（日）

7 1/22（土）

濱田格子さん（認定NPO法人子どもの未来尼崎）
ジェンダー視点で子育て支援

山下智子さん（行政書士）
人生の終いのことを考える
木下やすこさん（江井島まちづくり協議会事務局長・元明石市議）
まちづくりの肝は女性

宍粟市出前講座

中村和子さん（男女共同参画アドバイザー・元小学校教諭）
子どもとジェンダー

松山照紀さん（不徹寺 尼僧）
ジェンダーと仏教

杉原志保（NPOサポートセンター）
ジェンダーと向き合って辿り着いたN女

委

自

委

自
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普及啓発事業5
1

　今年度から、神姫バスグループと共同事業体を組み、新しい体制で5年間の受託スタートの年となりました。2度にわたり緊急事

態宣言が発令され、その都度、休館となりました。　市民センターの利用者は比較的高齢の方が多く、コロナ禍で使用を控えられる

ケースが目立っています。館内の消毒や換気を徹底し、より安心な施設運営を目指すよう努力しています。

　姫路市内の公共施設は、デジタル化が進まず、いまだ業務

は「対面」を基本としています。緊急事態宣言発令とともに、休

館の指示が出ると、利用者に料金を返金するために来館いた

だき手続きをしなければなりません。カード決済やオンライン

での銀行振り込み決済など、早期に導入する必要があるので

はと思います。

コロナ禍で浮き彫りになったこと

2 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」サイクルトレイン

　「銀の馬車道サイクルトレイン事業」は、姫路港から生野銀山までを、サイクルトレイン（自転車をそのまま載せて輪行する貸

し切りの臨時列車）とサイクリングで往復するイベント。銀の馬車道・鉱石の道推進協議会が主催し、当法人が運営受託していま

す。3両編成の列車の定員は45名。早々に予約は満席となり、人気の高さがうかがえます。飾磨港を出発し、香呂駅で電車に乗

り込み、生野駅まで。生野駅からは、銀の馬車道沿線を自転車で南へ下り姫路城まで。旅の途中では、沿線市町の首長をはじめ

皆さまのおもてなしを受け、参加者も大満足でした。

２０２０年度 活動計算書
(令和2)

自 2020年4月1日　至 2021年3月31日

事業収入　
　コンベンション開催に関わること
　人材育成に関わること
　情報発信に関わること
　調査研究に関わること
　普及啓発に関わること
正会員会費収入
補助金収入
寄付金収入
受取利息収入
雑　収　入
経常収入　計
事業　支出
　コンベンション開催に関わること
　人材育成に関わること
　情報発信に関わること
　調査研究に関わること
　普及啓発に関わること
給料　手当（事業）
消耗品費（事業）
当期事業費　計
事業費　計
研　修　費
給料　手当
法定福利費
福利厚生費
通　信　費
水道光熱費
旅費交通費
広告宣伝費
接待交際費
会　議　費
事務用消耗品費
地代 家賃
車両燃料費
保　険　料
租税　公課
慶　弔　費
諸　会　費
リース　料
支払手数料
管理　諸費
減価償却費
雑　　費
管理費　計
経常費用　計
税引前当期正味財産増減額
法人税等
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

経常収入

経常支出

管理費

事業費

科　　　目 金　　　額

（単位　円）

公共施設指定管理業務　1 委

自

委

  3,462,552
17,130,896
      887,108
  1,550,000
42,138,565
        86,400
      461,010
        36, 709
              167
   3,018,480
                   

1,122,287
5,107,547
691,933
864,166
3,146,519
30,412,329
1,142,571
42,487,352

45,455
11,737,518
3,305,453
272,668
386,814
204,369
354,162
265,986
30,188
51,539
108,164
676,368
83,884
116,180
151,891

0
129,093
350,400
76,951
477,597
213,100
8,098

  

      
  

       
      
        

              
   

                   

42,487,352

19,045,878

68,771,887

61,533,230
7,238,657
1,529,000
5,709,657
19,977,122
25,686,779
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情報提供事業3

　御幸通商店街にあるアンテナショップ。チャレンジショップとしても活用してもらうため、人材育成の観点も視野に入

れた活動をします。起業プラザひょうご姫路での創業支援とも連携します。　

２０２1年度事業計画
(令和3)

コンベンションの開催支援事業１

２ 人材育成事業

調査研究・政策提言事業4

普及啓発事業5

（1）姫路港ふれあいフェスティバル（7月）

（2）ゴダイヘルス&ビューティーセミナー（10月）

（3）国際女性フェスタ2022開催に向けてのアドバイス、事務局（3月）

　昨年度に引き続き、起業プラザひょうご姫路の運営を行います。

今年度は大阪市立大学商学部をはじめとする大学との連携など、学生の起業家支援や姫路市政への関わりを持つ予

定です。起業を考えている方、事業拡大をしたい方などをターゲットとし、中小企業診断士による定期的な事業計画セ

ミナーを開催します。

引き続き、姫路市内5市民センターの運営管理をします。

　活動を通じて得られた情報・データを分析し、レポートにまとめます。特に今年は、大阪市立大学商学部との連携で、

姫路市政（特に観光・産業分野）の調査研究し、学会発表を検討しています。

コワーキングスペースの運営

2

1

起業プラザひょうご姫路の運営

西播磨観光プロジェクト  西播磨上質ガイドの育成

　昨年度、受託した西播磨上質ガイドの育成を発展させ、山城を中心とした観光コースの作成とそれに伴うガイドの

養成を行います。来年度まで続く予定で、計3か年で西播磨山城プロジェクトを支える人材の育成のフォローをします。

3

アンテナショップ電博堂の運営1

1 公共施設指定管理業務

姫路通訳案内ガイド・地域ガイドの予約窓口業務

従来の姫路城を中心とする通訳ガイドに加えて、西播磨の山城を中心とした地域ガイドの予約窓口業務を強化します。

2

(令和3)

自 2021年4月1日　至 2022年3月31日
２０２1年度 収支予算書

委

自

委

自

委

自

委

委

委

（単位　円）

65,000,000
80,000
400,000
30,000
150

100,000
0

65,610,150

10,000,000
32,500,000
1,150,000
43,650,000

100,000
12,000,000
4,000,000
280,000
400,000
200,000
350,000
250,000
50,000
50,000
100,000
5,000

100,000
670,000
80,000
120,000
160,000
20,000
130,000
400,000
70,000
500,000
200,000
250,000

20,485,000
64,135,000

65,169,121
86,400
461,010
36,709
167

3,018,480
0

68,771,887

10,932,452
30,412,329
1,142,571
42,487,352

45,455
11,737,518
3,305,453
272,668
386,814
204,369
354,162
265,986
30,188
51,539
108,164

0
0

676,368
83,884
116,180
151,891

0
129,093
350,400
76,951
477,597
213,100
8,098

19,045,878
61,533,230

△169，121
△6，400
△61，010
△6，709
△17

△2，918，480
0

△3，161，737

△932，452
2，087，671

7，429
1，162，648

54，545
262，482
694，547
7，332
13，186
△4，369
△4，162
△15，986
19，812
△1，539
△8，164
5,000

100,000
△6，368
△3，884
3，820
8，109
20，000
907

49，600
△6，951
22，403
△13，100
241，902

1，439，122
2，601，770

Ⅱ経 常 費 用

事業収入　
　正会員会費収入
　補助金収入
　寄付金収入
　受取利息収入
　雑　収　入
　固定資産売却益
　　　　経常収入　計

1. 事 業 費
事業支出
給料　手当（事業）
消耗品費（事業）
　　　　事業費①　計　
2. 管 理 費
研　修　費
給料　手当
法定福利費
福利厚生費
通　信　費
水道光熱費
旅費交通費
広告宣伝費
接待交際費
会　議　費
事務用消耗品費
新聞図書費
修　繕　費
地代    家賃
車両燃料費
保　険　料
租税　公課
慶　弔　費
諸　会　費
リース　料
支払手数料
管理　諸費
減価償却費
固定資産除却損　　
　　　　管理費②　計
　　　　　　　①＋②

Ⅰ経 常 収 入
科　目 2021（令和3）当初予算 2020（令和2）決算
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姫路コンベンションサポート　ミッション

私たちは本気で「まち」をおもしろくしたい人を全力でサポートします

姫路コンベンションサポート　コンプライアンス規程

第一章　総則
（目的）
第1条 本規程は、特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート（以下「この法
人」）の職員が遵守すべき項目と体制について定める。

（定義）
第2条 コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルー
ルの遵守をいう。

（適用範囲）
第3条 本規程は当法人の役員、従業員（社員、契約社員、派遣社員）に適用する。

第二章　推進体制
（組織体制）
第4条 当法人のコンプライアンスに関わる組織として、コンプライアンス担当理事
及びコンプライアンス委員会を置く。

（コンプライアンス担当理事）
第5条 コンプライアンス担当理事は事件の発生と被害の拡大の防止、再発防止の
ための適切な是正の処置を行う。
2. コンプライアンスに関する調査と事件の未然の防止
　コンプライアンス担当理事は、報告のあった事項について現場における対応を
図る『コンプライアンス委員』を任命して配置し、適正な調査（内部調査）を行い、原
因の究明の向けた分析、適切な対策を講じて被害の拡大を防止し、問題の早期解
決に努める。
3. コンプライアンス報告書の作成と理事長への報告
　コンプライアンス担当理事は、対応する事項が重大であり、事件の未然の防止が
有効に機能しないと判断した場合、または緊急かつ組織的な対応が必要とされる
場合について、事件の真相と具体的な対応策を検討し、記述したコンプライアンス
報告書を作成して理事長に提出する。

（コンプライアンス委員会）
第6条 コンプライアンス担当理事によるコンプライアンス報告書を受理した理事
長は、『コンプライアンス委員会』を設置して、問題の解決に努め、再発防止の処置
を講じ、信頼の回復に努める。
2. コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、職員、法人
役員、外部有識者等、事件の解決に必要な人員を招集し、以下の事項を遂行する。

（1）コンプライアンス違反事件についての原因追及に向けた分析及び検討
（2）コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
（3）その他、コンプライアンス担当理事が指示した事項

第三章 コンプライアンスへの取り組み
（遵守事項）
第7条 役員及び従業員は、自らの職務を務めるにあたり、在職中又は退職後を
問わず、以下に掲げる行為を行ってはならない。

（1）業務遂行の上で知り得た社内情報、個人情報、知的財産および当法人の機
密情報を第三者へ漏えいする行為。

（2）他の役員又は従業員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又
は強要

（3）他の役員又は従業員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は
黙認

（4）他の役員又は従業員もしくはその他の者からの依頼、請負又は強要により
法令等に違反する行為を行うことへの承諾

（5）法人財産を私的に流用すること。
（6）反社会的勢力、政治ゴロ等との関係及び取引行為
（7）人種差別、ハラスメント、妊娠、出産、育児休暇、介護休暇等に関するハラス
メント行為。

（8）官民問わず、金品授受を行うこと。
（9）責任・権限の乱用など組織の秩序を阻害する行為。
（10）その他、これらに準ずる不適切な行為
2. 本規程に該当し、これに反する行為を発見した場合又は不注意により自ら行
った場合は、速やかにコンプライアンス担当理事に報告する。
（教育・研修）
第8条　コンプライアンスへの関心を高め、正しい知識を身に付けるため、必
要に応じて教育や研修を実施する。

第四章　コンプライアンス違反の対応
（懲戒処分）
第9条　役員及び職員が第7条1項第1号から第10号に定める規定に反した場
合は、情状によりそれら　の役員及び職員を懲戒処分にする。
2. 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員の場合は、その内容によって
戒告、降職とし、職員の場合は、就業規則に基づき、訓戒、減給、出勤停止、普通
解雇、諭旨解雇、懲戒解雇とする。
3. 前項の懲戒処分は、役員については、理事会が決議し、職員については、コン
プライアンス委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
1. この規程は令和３年４月１日から施行する。
　　

　私たちは、相手の立場で考え、感謝の心で接し行動することで、地域の人にも仲間にも愛され、信頼される人になります。
結果、様々な人たちとのネットワークができ、あらゆる情報を収集・共有していきます。

姫路コンベンションサポート　クレド（信条）

全力サポートするために「だれにでもモテる人になる!」

　私たちは、経験豊かで多様な個性を活かし、自律心と向上心を持って取り組みます。目の前にあるものをそれだけで終わ
らせず、＋αし続けるところが姫路コンベンションサポートらしいサポートの形です。

　私たちは、ともに同じ汗をかき、役立てることを喜び、笑顔で「人」に向き合います。私たちが仕事を楽しむことは、本気で
「まち」をおもしろくしたい人を全力サポートする第一歩です。

全力サポートするには「なにごとも挑戦し続ける!」

全力サポートを目指して「とにかく仕事を楽しむ!」

■組織体制（五十音順）

■ 理事

石井(玉田)恵美　・・・・・・・・

石井裕之

岡本一　・・・・・・・・・・・・・・・・

小川陽平　・・・・・・・・・・・・・・

小川亮一　・・・・・・・・・・・・・・

鎌谷正弘　・・・・・・・・・・・・・・

佐賀とも子　・・・・・・・・・・・・

藤原正彦　・・・・・・・・・・・・・・

NPO法人姫路コンベンションサポート理事長 

 御幸通商店街振興組合専務理事・ 大手前通り街づくり協議会副会長

株式会社大陸代表取締役社長 ・ 大手前通り街づくり協議会会長

農業生産法人小川農園専務取締役

株式会社マルタ産業取締役会長

株式会社カマタニ代表取締役社長

オフィスありがとう代表

株式会社藤原園代表取締役社長

■ スタッフ

阿部眞　・・・・・・・・・・

石田崚馬　・・・・・・・・

岡田實　　・・・・・・・・　　

川治陽子　・・・・・・・・

北野弘司　・・・・・・・・

木下祐美子　・・・・・・　

幸野七海　　・・・・・・

小谷由紀　・・・・・・・・

小西洋子　・・・・・・・・

佐藤舞　・・・・・・・・・・　

菅原真弓　・・・・・・・・

瀬川玄悟　・・・・・・・・

田口瑠利子　・・・・・・

玉越久美子　・・・・・・

徳弘真実　・・・・・・・・

原　理　・・・・・・・・・・

西市民センター  所長

起業プラザひょうご姫路

灘市民センター   

飾磨市民センター

東市民センター  所長

起業プラザひょうご姫路

起業プラザひょうご姫路

広畑市民センター

灘市民センター

起業プラザひょうご姫路

広畑市民センター

起業プラザひょうご姫路

法人本部（起業プラザひょうご姫路担当）

西市民センター

飾磨市民センター

東市民センター

原敏廣　　・・・・・・・・

東山喜美子　・・・・・・　

福本邦博　・・・・・・・・　

藤本健亮　・・・・・・・・

藤本英子　・・・・・・・・

細見美香　・・・・・・・・

真口知枝　・・・・・・・・

丸山由美子　・・・・・・

三好真奈美　・・・・・・

室田憲二　・・・・・・・・

元原純子　・・・・・・・・

吉岡憲彰　・・・・・・・・

吉田美紀　・・・・・・・・

依田法子　・・・・・・・・

渡瀬郁子　・・・・・・・・

広畑市民センター  所長

西市民センター

灘市民センター  所長

起業プラザひょうご姫路

起業プラザひょうご姫路

法人本部（起業プラザひょうご姫路担当）

法人本部

西市民センター

東市民センター

飾磨市民センター  所長

飾磨市民センター

灘市民センター

東市民センター

法人本部

広畑市民センター

■ 監事

赤西弘光　・・・・・・・・・・・・・　

原昇平　　・・・・・・・・・・・・・

赤西登記測量事務所

税理士法人信和綜合会計事務所代表
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田口瑠利子 細見美香
1996年5月28日
兵庫県神戸市生まれ

1975年7月17日
兵庫県上郡町生まれ

神戸市立外国語大学言語学卒業 キャリアコンサルタント

専門　観光 専門　人材育成

依 田 法 子
1983年4月28日
兵庫県佐用町生まれ

川崎医療福祉大学医療技術学部卒業
言語聴覚士

専門　公共施設マネジメント, 市民活動ボランティア支援,  学生支援

よだのりこ

玉 田 恵 美
1969年12月8日
兵庫県赤穂市生まれ

山口大学人文学部語学文学科卒業
大阪市立大学大学院創造都市研究科公共政策専攻修了

専門　観光, 公共政策, ジェンダー, NPO, 社会的企業

役員　姫路御幸通商店街専務理事
　　　大手前通りまちづくり協議会 副会長

受賞歴　平成19年度兵庫県男女共同参画縹賞

著書　我がまちの人情喜劇「銀の馬車道」～演劇が生んだ地域のつながり
　　　　　　　　　　　　  神戸新聞総合出版センター　1,000円（税別）

NPO法人姫路コンベンションサポート
理事長

たまだえみ

たぐちるりこ ほそみみか
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姫路コンベンションサポート
特定非営利活動法人

令和2年度事業報告書

コロナ禍で事業の変更を余儀なくされる中、イベントはすべて中止となったものの、

新規事業を多数受託し、行政とともに地域の課題解決に取り組むことができました。

特に、ファシリテーション業務が多く、学生たちとワークショップをするなど新規分野

へのチャレンジが多くありました。

令和3年度も地域に密着し、この未曾有の危機を乗り越えて行きたいと思います。
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特定非営利活動法人
姫路コンベンションサポート

姫路市南町76　城陽ビル2階

TEL 079-286-8988

FAX 079-286-9009

info@denpakudo.jp

https://denpakudo.jp

ひめじ良さ恋まつり実行委員会の立ち上げ

特定非営利活動法人(NPO法人)化

みつまつり企画・運営サポート

御幸通商店街に「電博堂」をオープン

日本青年会議所全国大会姫路大会関連事業

外国人向け観光ガイドプロジェクトを開始

のじぎく兵庫国体関連事業

姫路城外国語ボランティア養成講座　第一期開催

人情喜劇「銀の馬車道」劇団設立

人情喜劇「銀の馬車道」福崎公演（初演）

姫路菓子博2008関連イベント

銀の馬車道アンテナショップオープン

「たまちゃん街の駅」(御幸通商店街)オープン

福崎町制55周年人情喜劇「柳田國男と河童」上演

B-1グランプリin姫路関連事業

姫路市広畑、飾磨市民センター指定管理受託

播磨国総社三ツ山大祭　運営

元町週末マルシェ事業(神戸市)

姫路市南町76番地に事務所移転

姫路市勤労市民会館指定管理受託

ふるさと宍粟PR館「きてーな宍粟」オープン

コワーキングスペース電博堂オープン

姫路市灘・西・東市民センター指定管理受託

ふるさと宍粟PR館「きてーな宍粟」リニューアルオープン

アンテナショップ電博堂オープン

小泉武夫講演会(宍粟市)

我がまちの人情喜劇「銀の馬車道」演劇が生んだ地域のつながり出版

人情喜劇 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」最終公演

国際女性デーイベント「ハッピーウーマンフェスタはりま2019」事務局

日本遺産銀の馬車道鉱石の道高校生フォーラム

西播磨・中播磨地域デザイン会議

高校生による日本遺産魅力発見ワークショップ

起業プラザひょうご姫路オープン

西播磨上質ガイド養成講座
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沿　革
2000年4月

2002年7月

2002年7月

2003年4月28日

2005年10月

2006年8月

2006年9月

2006年11月10日

2007年8月1日

2007年10月31日

2008年4月

2009年7月19日

2009年11月22日

2011年8月

2011年11月

2012年4月1日

2013年3月31日

2013年4月

2013年11月

2014年4月1日～

2014年4月28日

2014年5月11日

2015年4月1日～

2016年7月

2016年8月

2017年2月

2018年1月

2018年8月

2019年3月

2019年8～12月

2020年4月～

2020年6月～3月

2020年7月29日

2020年10月～3月
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