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平成３０年度 事業報告書 

    平成３０年 ４月 １日から 

    平成３１年 ３月３１日まで 

        特定非営利活動法人おおいたＮＰＯデザインセンター 

１ 事業の成果 

 特定非営利活動法人おおいたＮＰＯデザインセンターの第７期目の事業報告。 

活動スローガンとしまして「おおいた（心）豊かな市民社会のために」と掲げ、地域で活動するＮＰＯを

支援することで、その地域が自立・活性化して、だれもが豊かな生活を送れるようになるために活動を行

ってきました。 

短中期計画の３０年度計画のふりかえりも踏まえ、活動の報告をいたします。 

 

 

 

 

（成果） 

■事務支援センター体制での支援 

古国府事務所では、ほぼ毎週月曜日に事務局が集まり事務支援やイベントの準備等の作業を行った。 

 【ＮＰＯ関連相談】 

  相談件数 ２０件 （電話含む） 

  ●運営相談  （担当：山下） 

   ・設立相談   ＮＰＯ法人Ｒ（認証済み）、ＯＩＭ（任意） 

   ・運営相談   ＮＰＯ法人ＡＭＲ、ＮＰＯ法人ＨＲＫ 

   ・解散相談    

  ●ＮＰＯ事務支援  （担当：高橋、井上、山下） 

   会計決算支援   ：ＮＰＯ法人ＣＰＡ、ＮＰＯ法人ＦＣＫ、ＮＰＯ法人ＮＭＫ 

   登記書類作成支援 ：ＮＰＯ法人ＨＦＷ 

   定款変更作成支援 ：ＮＰＯ法人ＮＳＳＩＰ 

   事業報告書作成支援：― 

   助成金申請書企画 ：ＮＰＯ法人ＡＭＲ、ＢＬＵ（任意） 

   ホームページ更新 ：－ 

   一般事務支援   ：ＯＯＮ 

   解散登記支援   ：－ 

  ◎ＮＰＯこよみ（年間事務出来事）を発行   ※発行できず 

  ◎助成金一覧                ※発行できず 

 

 

 

ＮＰＯの活動及び運営に係る相談・助言、または推進するためのコンサルティング及びコ

ーディネーション（ＮＰＯデザイン） 
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■プロジェクト支援 

 ●SAVEJAPAN プロジェクト２０１７⇒２０１８   助成額 ７２０．０００円  

  〔損保ジャパン日本興亜㈱・日本ＮＰＯセンター〕   http://savejapan-pj.net/ 

   実施団体：特定非営利活動法人水辺に遊ぶ会          （山下、上原、客野） 

   各プログラムに多くの家族が参加してくださり、希少種が住む環境の保全の必要性を伝えられた。 

   ３０年 損害保険ジャパン日本興亜株式会社大分支店訪問 ３月８日打合せ 

 〔プログラム〕 

３０年 ５月 ３日（木祝） ベッコウトンボ観察会 

       ５月２６日（土） 中津干潟フェスティバル「がたふぇす」ひがたらぼ周辺 

   ７月２１日（土） 山国川おさかな観察会 

３０年 ７月 ６日（金） 中間報告会（東京） 大分県の取り組みを発表 

   １２月に協働分野で２０１８⇒１９年度申請提出、採択決定 ５１万円 

３１年 １月２３日（水） 全体報告会（東京） 

   

 

 

 

 

 ●ＮＢＵ日本文理大学「産学一致のすすめ」講義 講師コーディネート 

   大学２年生相手にＮＰＯの活動認知促進と社会での知識を積んでいただくための講義 

   経営経済学部、工学部計４００人に対して実施 

   ・６月１３日（水）３限目１３：００～１４：３０ 

    経営経済学部：ＮＰＯ法人大分県ノルディックウォーク連盟 

・６月２１日（水）３限目１３：００～１４：３０ 

    工学部： ひちくボランティアセンター 松永氏 

 

 ●不登校生フリースクール支援事業              （山下） 

  〔ＮＴＴドコモ・モバイルコミュニケーションファンド市民活動助成事業〕 

   スキルアップカフェと発達障害学習支援事業（２９年９月～３０年８月）  ５０万円 

   ・決算振り返り会議 ８月２５日（土） ハートフルウェーブ 

   ・スキルアップカフェ ９月～８月で計２４回開催 

    子どもたちが率先して買い物、調理、もてなしの体験をするようになった。 

将来飲食店でアルバイトができるなど可能性が広がった。 

   ・発達障害学習支援指導 ９月～８月で毎週１，２回開催 小学生５人対象 

    個人指導の成果で学校での授業が理解できるようになったり、自信につながった。 

 

 

 

http://savejapan-pj.net/
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 ●明治製菓ホールディングスお菓子寄贈プロジェクト（日本ＮＰＯセンター） 

  障がい児支援団体、東日本大震災、各地大規模災害避難者支援をしている団体へお菓子を寄贈する

取り組み 

   ・１２月 ８日（金）届け  ひちくボランティアセンター経由（日田市） 小野小学校へ 

 

 

■災害救援関連 

 ○熊本・大分地震復興支援 特に活動なし 

 ●九州北部豪雨災害支援 

ＮＰＯ法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ主催） 

「第 3 回災害時の連携を考える全国フォーラム」パネリスト参加 

  ６月１２日（火），１３日（水） （東京） 

  日田市でのＮＰＯ集会や県内ＮＰＯのネットワーク化の実績、問題点、課題など話題提供 

（○台風１８号大分県南部水害支援 特に活動なし） 

 ●西日本豪雨被害支援 ７月６日～８日発災 

  災害ボランティア活動 愛媛県へ 

  ・８月 ４日（土）宇和島市災害ボランティアセンター ３名 

   ※日田市災害ボランティアと合流して活動 

  ・８月１１日（土）西予市災害ボランティアセンター ６名 

 ◎九州災害連絡会議 ７月２１日（土）久留米市 

 

 

 

 

 

 ●ＮＰＯ法人リエラ設立総会 ２月１日（金） １８：００～ パトリア日田市民活動室 

 

■ワークショップ等ファシリテーター 

 ・７月２６日（木） 「おおいた市民活動ネットワーク会議」 大分市ライフパル 

 ・２月２０日（水） 「おおいた市民活動ネットワーク会議」 大分市ライフパル 

 ・２月１９日（火） 「ＮＰＯ現場体験研修（飛び出せ公務員）」大分県県民活動支援室 

 

■無農薬お米寄付プロジェクト 

 大分市上宗方で無農薬のお米作りをされている佐藤夫妻から、こころ広場清田さんを通じ、子どもの

支援をしている団体（子ども食堂など）に食べてほしいと６袋を寄付いただいたので、ＳＮＳ等で広く募

集し以下の団体に提供した。どの団体からも感謝の言葉をいただき、佐藤夫妻に報告しました。 

 ・ＮＰＯ法人子育て応援レストラン（１袋） ・ハートフルウェーブ（１袋） 

 ・公財）すみれ学級（１袋）        ・鶴崎子ども食堂（２回３袋） 
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■他団体イベント （Ｓ）支援・・・理事・事務局が主に参加、（Ｊ）情報収集・・・理事が主に参加 

          （Ｋ）参加協力 ・・・法人会員もＯＫ 

 （Ｋ）大新田ビーチクリーン ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会    （山下） 

    ５月２０日（日）９：００～ 大新田海岸 

 （S）「水辺の森の音楽会」   ＮＰＯ法人ＦＯＲＯＮＥ   （髙橋、山下） 

    ６月 ２日（土）９：３０～   県民の森 

（K）Ｐａｎａｓｏｎｉｃ基盤強化助成 ワークショップ   （山下）  

  ６月 ３日（日）１４：００～  福岡市 

（Ｓ+Ｋ）第 2 回おおいたＮＰＯ博  大分市ライフパル    （山下、髙橋） 

  ９月１６日（日）１１：００～１６：００ 大分駅大屋根広場 

 （Ｓ）あすみんＮＰＯソモソモセミナー ふくおかＮＰＯセンター  （山下） 

   １０月２２日（月） １８：００～２０：００ あすみん 

（Ｓ）ＮＰＯ法設立２０周年フォーラム アカツキほか    （山下） 

  １１月１８日（日） １４：００～１７：００ 福岡市 

（Ｓ）ＮＰＯ法設立２０周年フォーラム 日本ＮＰＯセンター （山下） 

  １１月２１日（水） １４：００～１９：００ 東京 

（Ｋ）大新田ビーチクリーン      水辺に遊ぶ会    （山下） 

   １２月 ２日（日） ９：００～ 大新田海岸 

（Ｊ）第三者評価説明会        地域ひとネット  （山下、髙橋、上原） 

  １２月 ８日（土） １３：３０～１６：３０  

（Ｋ）ＮＢＵ公開ワークショップ    日本文理大学    （山下） 

  １２月 ９日（土） １２：３０～１６：３０ 中津市新博多町交流センター 

（Ｓ）中津干潟アカデミア       水辺に遊ぶ会    （足利、山下） 

 １２月２３日（日）  ９：３０～ 小楠コミュニティセンター 

（Ｊ）発達障害セミナー        共に生きる     （山下） 

   １月２０日（日） １４：００～１６：００ 大分市情報学習センター 

（Ｊ）災害支援研修          大分県社協     （山下、髙橋） 

   ２月 ４日（月） １４：００～１６：００ 県総合福祉会館 

（Ｋ）三百間ビーチクリーン      水辺に遊ぶ会    （山下） 

    ２月２４日（日） ９：００～ 三百間海岸 

（Ｋ）ＮＢＵ ＣＯＣ事業佐賀関報告会 日本文理大学    （山下、山田） 

   ３月 １日（金） １４：００～１６：００  佐賀関市民センター 

（Ｊ）めじろんフォーラム       おおいた共創基金  （山下） 

  ３月 ８日（金） １３：３０～１６：３０  アイネス大会議室 

 （Ｋ）文化講演会「三浦梅園」     中野幡能記念精神文化研究所 （山下） 

  ３月２３日（土） １３：３０～１５：００  ウサノピア 
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（成果） 

■基盤強化研修定期開催  日田市で開催（下記参照）それ以外では実施なし 

■公民館と連携したまちづくり  ※ 実施できず 

■重点市町村へ地方創生ＮＰＯ活動提案 

 日田市とは継続的な情報交換、佐伯市と新規に行う 

 

■研修等企画実践 

 ★臼杵市庁舎を考える市民会議 ファシリテーター    （山下） 

   ４月 ７日（土） １２：３０～ 最終市民発表会 

 

  ★コンパル子どもフェスタ～建築士体験         （山下） 

   ５月 ５日（土祝）１０：００～１４：００  

  若手建築家集団＋Ａ（プラスエー）と協働で、小学生親子６５組に、住みたいお家の設計プラン 

  をしてもらう体験をしていただいて、大好評でした。 

 

 ★日田市ＮＰＯ育成事業 新規 

  ・７月２８日（土） １４：００～ 市民活動かたらん会 運営支援  パトリア日田 

    一般社団法人ＳＩＮＫａ 濱砂清代表理事講演会、昨年度補助団体活動報告会 

  ・１０月１７日（水）１８：00～２０：３０ ＮＰＯいろはセミナー パトリア日田 

   講師：ＮＰＯ法人ジョブチャレンジサポート OITA（安東）、ＮＰＯ法人地域ひとネット（谷川） 

  ・１２月１１日（火）１８：００～２０：３０ ＮＰＯ資金調達セミナー パトリア日田 

   講師：公益財団法人さが未来創造基金 山田理事長 

  ・２月１３日（水） １８：３０～２０：３０ ＮＰＯ事業計画セミナー 日田市役所会議室 

   講師：戦略コンサルタント 新見奉文氏 

  ※セミナー３回とも２０名以上の参加があり、 

ＮＰＯ法人ほか市民活動団体の運営の支援につながった。 

 

 ★大分県シェアリングエコノミー説明会 事務補助  ウサノピア研修室   （山下） 

  １０月１６日（火） １３：００～  ＮＰＯ法人価値創造プラットフォーム石崎代表 

 

 ★大分大学職業とキャリア開発「ＮＰＯ・社会起業家による社会貢献」講義講師 （山下） 

   １０月１７日（水） １３：１０～１４：３０ 大分大学  受講数約２００名 

  

  ★第１０回大分おやじ座談会 「おやじってハート・フル」    （山下） 

   おおいたおやじネットワーク、実行委員会 

   １２月 １日（土）１３：３０～  コンパルホール多目的室、ほか 

ＮＰＯ基盤整備のための情報発信、調査研究、政策提言及び研修等企画実践事業 

（ＮＰＯデザインセミナー等） 
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  ★大分市産業活性化プラザ「コミュニティ・ビジネス創業支援講座」講師 （山下）委託４万 

   ・１２月１２日（水）１８：３０～２０：３０ 

     外部講師：一般社団法人ＳＩＮＫａ 濱砂清代表理事、ソーシャルビジネスを説明 

・１２月１９日（水）１８：３０～２０：３０ 

   地域課題解決のための事業化をグループワークショップにて検討 

 

  ★大分市あなたが支える市民活動応援事業による基盤強化事業 （山下、髙橋、足立、後藤、井上） 

   ・１２月１５日（土） １３：００～１６：３０ ＮＰＯ法施行２０周年記念フォーラム 

     公益財団法人おおいた共創基金と共催 

     山下より大分県内ＮＰＯ出来事ふりかえり 

     講師：日本ＮＰＯセンター 新田英理子専門員「ＮＰＯ法とＳＤＧｓ展開」 

     参加団体と今後の活動ＳＤＧｓ展開を見据えたワークショップ 

     開会宣言 

   ・３月１０日（日） １０：００～１２：３０ （平成最後）おおいたＮＰＯ情報交換会 

     ２０周年記念フォーラムの開催を受け、ＳＤＧｓを意識した事業活動、連携の課題や 

     各団体からの活動紹介や運営の課題などを共有し、協働での取り組みなど意見交換・共有を

行った。今後３１年度も継続して実施し、具体的なプロジェクトの立ち上げ実施を図る。 

 

☆「好きっちゃ！おおいた 次世代まちづくりカフェ」 （山下、高橋、井上） 

 申請で採択されましたが、実施にまで至らず中止願を提出 

 

 ■ホームページによる情報発信・公開                  （山下・河島・井上） 

「おおいたＮＰＯデザインセンター」https://oitanpodesign.wixsite.com/ondc 

「おおいたＮＰＯデザインセンター」http://npodesign.web.fc2.com/ ※休止中 

  「シキホール笑顔プロジェクト」  http://oitanpodesign.wixsite.com/siquijorpj 

   ※モリンガオンラインショップ開設 月に数件引き合いがある（髙橋、井上） 

  「おおいたコミュニティハウス」  http://oitanpodesign.wixsite.com/communityhouse 

 

 ■ブログによるイベント開催告知や報告    （山下） 

  「おおいたの古国府から（府内町から引っ越し）」 http://blog.canpan.info/oitanken/ 

  「おおいたＮＰＯデザインセンター」      http://oitanpoinstitute.junglekouen.com/ 

    →ブログ一本化にともない休止中 

■facebook ページによるＮＰＯ関連情報開示 （山下） 

                         http://www.facebook.com/oitanpodesign 

 ■twitter による情報発信 ２８年度より再開  （井上、山下） 

https://twitter.com/oita_npodesign?lang=ja 

■古国府オフィスでのＮＰＯ関連情報公開  ※随時  移転に伴い情報量は少なめに 

 

https://oitanpodesign.wixsite.com/ondc
http://npodesign.web.fc2.com/
http://oitanpodesign.wixsite.com/siquijorpj
http://oitanpodesign.wixsite.com/communityhouse
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 ■「あんたおおいたんＮＰＯんし！？」 第 5 号を発行 （山下、河島） 

 

 ■ＮＰＯデザインカフェ～会員参加の意見交換・提言   こうざき以外なし 

 

 ■ＮＰＯ法人会計基準協議会メンバーとして大分県内ＮＰＯ法人への会計基準普及活動 

  ・３月～（４月）年度事業報告書における「活動計算書」等移行状況調査  （山下、髙橋） 

  ・１０月２５日（木）１１：００～ 九州所轄庁ブロック会議にて意見交換 福岡市あすみん 

 

 ■民間支援センターの将来を展望する会（ＣＥＯ会議） 日本ＮＰＯセンター事務局 

 ・７月２７日（金） 災害救援関連  そのほかは欠席（2/14,15） 

 

 

 

 

（成果） 

 ■ソーシャルビジネス事例集の発行  ※実施できず 

 

■フィリピン・シキホール笑顔プロジェクト       （高橋・山下・河島・井上、姫野） 

※田代氏、ＮＰＯ法人ちちんぷいぷいあけぼの、との協働ＰＪ 

   原田淑人さんが支援活動しているシキホール島の子どもたちへの支援物資提供活動。 

   大分市内の小中学校家庭から不用のけんばんハーモニカ、リコーダーを集め、郵送する。 

   ３０年度は鍵盤ハーモニカ２１個、リコーダー２５個をシキホール島に贈ることができました。 

   シキホールの「モリンガ」パウダータイプ他を寄附付き商品として販売を開始。 

２７年度から正式にプロジェクト会計として繰り入れ。 

  ・販売促進ミーティング：5／6（木）、９／８（木）、１／1４（木） 

  ・５月１２日（土）竹中試験栽培農場草刈り 

  ・５月１３日（日）アースデイ中津にてモリンガ販売促進活動 

  ・５月１９日（土）深耶馬渓「鹿鳴館」モリンガそば＆新緑ツアー実施 １０名 

  ・５月２７日（日）竹中試験栽培農場モリンガ苗植え 

  ・７月１５日（日）森のごはんや 栗灰マルシェに出展 

  ・９月１６日（日）大分市主催 おおいたＮＰＯ博にてブース出展モリンガ販売 

  ・９月２４日（月祝）モリンガ収穫祭 竹中農場 戸次まちづくりプラザ 

 ・１０月 ７日（土）障がい者秋の交歓会にてモリンガ販売 ※台風 25 号中止 

  ・１１月 ４日（日）大分大学開放イベントにてモリンガ販売 

  ・１１月１０日（土）深耶馬渓「鹿鳴館」モリンガそば＆紅葉ツアー実施 友の会 

  ・１１月１１日（日）原尻の滝収穫祭にてモリンガ販売 

  ・１１月１７日（土）つくり手フェスタにてモリンガ販売 

  ・１月１９日（土）竹田・楽市楽座にてモリンガ販売 

地域の活性化や課題解決のために地域の経営資源等を活用して行う事業 

（ソーシャル・ビジネス） 
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 ■おおいたコミュニティハウス創造事業  

  ★コミュニティハウスたけたプロジェクト          （山下） 

   4/23（月）、ほか情報交流のみ 

  ★ミクスチャーハウスえん                 （古村、髙橋、山下） 

   具体的なし 

 

 ■ほかコミュニティ支援 

  ★佐賀関活性化事業                    （山田、山下） 

   ・楽・楽マルシェ（毎月第４土曜１０：００～１３：００）出店等支援 

    4/22、5/欠、6/23、7/欠、8/欠、9/欠、10/27、11/欠、12/22、1/26、2/欠、3/23 

   ・港マルシェ 4/28～4/30 観光者意識調査 

   ・さがのせきローカルデザイン会議（日本文理大学ＣＯＣ事業と協働） 

    4/欠、5/15、6/19、7/欠、8/無、9/19、10/欠、11/欠、12/18、1/15、2/無、3/無 

 

★森のごはんや 交流促進プロジェクト 

具体的なし 

 

   おひさまひろばの認知促進、市内の子育て世代との交流促進 

 

特になし 

 

 

 

（短期目標に対する会員実績） 

 ・正会員１８名 目標２５人に増加  ７名不足 

・賛助会員７名 目標２０人に増加 １３名不足 

・企業スポンサー３社目標      ０社 

 

 ■通常総会 

  ・６月１５日（日）１４：００～１６：００ ＫＯＵＺＡＫＩみんなの家 

 ■理事会開催 

  ・5 月１３日（日）１０：００～１２：００ シアトルズ 

・２月 ９日（土）１９：００～２０：３０ コモドホテルロビー 

・３月１０日（日）１３：００～１４：３０ 古国府事務所 

■会員向け 

 「ＮＰＯデザイン通信」作成配布  ２０１８春、夏、秋、冬号 

■懇親会 

 ・総会懇親会 ６月１５日（日）１６：００～ ＫＯＵＺＡＫＩみんなの家 １０名 

・新年会   １月２６日（火）１８：３０～ 個室焼鳥酒処 こはね    ８名 

その他第３条の目的を達成するために必要な事業 

管理 
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■その他 

 [他団体会員] 

  ・日本ＮＰＯセンター    法人正会員 

  ・ふくおかＮＰＯセンター  法人正会員 

  ・ＮＰＯ法人会計基準協議会 正会員 

  ・大分薬草の会       団体正会員 

 [企業] 

  ・ 

 [他団体事務局] 

  ・おおいたおやじネットワーク事務局  大分おやじ座談会連絡先など 

 

■佐伯市協働事業審査員  今年度は欠席 

 

 ■九州ろうきんＮＰＯ助成審査員  

   審査会・懇親会 ７月１３日（金） １５：００～ 九州ろうきん大分県本部 

   助成フォーラム ８月３１日（金）  ９：３０～ ソレイユ 

 

 ■ＮＢＵ ＣＯＣ外部委員 

   委員会  ３１年３月２６日（火） １５：００～１７：００ ＮＢＵ 

 

 ■大分県地域おこし協力隊推進事業審査会委員 

   審査会  ５月２９日（火） １０：００～ 県庁 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 
事業名 

事業内容 実施日時 実施場所 
従事者の
人数 

受益対象者の
範囲及び人数 

支出額 
（千円） 

①ＮＰＯの活動

及び運営に係る

相談・助言、また

は推進するため

のコンサルティ

ング及びコーデ

ィネーション 

 

②ＮＰＯ基盤整

備のための情報

発信、調査研究、

政策提言及び研

修等企画実践事

業 

 

③地域の活性化

上記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

    ６２４ 

 

 

 

 

 

 

 

１，１２０ 

 

 

 

 

 

 

４９０ 
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や課題解決のた

めに地域の経営

資源等を活用し

て行う事業 

 

④その他第３条

の目的を達成す

るために必要な

事業 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

 

 

 

０ 

 

（収益バランス） 

 ３０年度は、受取寄付金の割合が減少し、自主事業収益の割合が増加した。 

【２０１７年度】                ⇒ 【２０１８年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経常費用バランス） 

ＮＰＯデザイン事業の費用割合が減少し、セミナー等やソーシャルビジネス割合が増加した。 

【２０１７年度】                ⇒ 【２０１８年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95000, 
2%

1655300, 
41%

1602148, 
39%

745981, 
18%

339, 0%

受取会費

受取寄附金

受取助成金

等
事業収益

その他収益

2643998, 
73%

265629, 7%

342759
, 9%

0, 0%
385994, 11%

①ＮＰＯデザイン事業

②ＮＰＯデザインセミ

ナー等

③ソーシャルビジネス

④その他目的達成

⑤管理

102000, 
4%

364073, 
13%

1079006, 
39%

1117300, 
41%

74438, 
3%

624056
, 24%

1120816, 
44%

490464
, 19%

0, 0%

327751
, 13%


