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平成２７年度 事業報告書 

     平成２７年 ４月 １日から平成２８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４期目の事業報告。 

活動スローガンとしまして「おおいた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。 

今年度から、国際協力寄附商品「モリンガ」の本格的販売によるシキホール島支援がはじまり、あらた

なソーシャル・ビジネスとして実施したところ、認知もそこそこに広がり、寄附金や物品の贈呈もでき

るくらい資金調達になりました。 

次に事業ごとに詳細を報告します。 

 

■収益バランス 

 ２７年度は、受取助成金の 

割合が減少したことにより 

事業収益と受取寄附金の割合が 

多くなりましたが、事業収益の 

割合を増やす事が課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ■運営相談  ２６年度と比べると事務所や電話を受けた件数は特になし 

  ・設立相談   １件 ・・・Ｍ町にて（2/22）   

  ・運営相談   ４件 ・・・会計ソフト指導（6/9）、情報発信（9/2）、 

労務・組織体制（7/13、21）まちづくり企画（11/2） 

   

 ■ＮＰＯ事務支援              （山下） 

  会計決算支援：ＮＰＯ法人ＣＡ、ＮＰＯ法人ＨＦＷ、ＮＰＯ法人ＮＭ 

  登記書類作成支援：ＮＰＯ法人ＣＡ、ＮＰＯ法人ＨＦＷ、ＮＰＯ法人ＮＭ 

  事業報告書作成支援：ＮＰＯ法人ＴＯＦＹ、ＮＰＯ法人ＮＭ 

  助成金申請書企画：ＮＰＯ法人ＣＡ 

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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  ホームページ更新：社会福祉法人ＢＦＫ 

   

 ■プロジェクト支援 

  ●SAVEJAPAN プロジェクト２０１５ 

（山下・上原・客野、水辺に遊ぶ会、猪の瀬戸湿原保全の会） 

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

  SAVE JAPAN プロジェクトは、47都道府県の NPO と地域の皆さま、損保ジャパン、日本興亜 

損保が一緒になって、全国各地の「いきものが住みやすい環境づくり」を行うプロジェクトです。 

お客さまに Web 約款／Eco-Net約款などをご選択いただくことにより、寄付を行い、地域の環境 

団体やNPO支援センター、日本NPOセンターと協働で、市民参加型の屋外イベントを開催します。 

参加募集の案内や、開催報告など随時ホームページに掲載。地域みんなで参加できるイベントを目 

指します。 

 ※大分では実施団体ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会と、今年から実施団体として協力してくれることになり

ましたＮＰＯ法人猪の瀬戸湿原保全の会と、合計５回のプログラムを行いました。 

① 「夏休み！中津干潟いきもの観察会」 7 月１８日（土） 中津市大新田海岸 １８７名参加 

カブトガニほか 

② 「山国川おサカナ観察会」      ８月 ２日（日） 中津市耶馬渓町   ７２名参加 

     オヤニラミ、ほか 

③ 「猪の瀬戸湿原自然観察会」     ８月２３日（日） 別府市東山     ２４名参加 

     オタカラコウ、ほか 

④ 「猪の瀬戸湿原野焼きのための輪地切り体験」９月１３日（日）別府市東山    ４名参加 

－ ヨシ切り 

⑤ 「ベッコウトンボの生息地をみんなで守ろう！」１１月２８日（土）中津市野依 １９名参加 

－ 池の中のヨシ切り 

 

 

 

 

 

 

 

 

   中津干潟いきもの観察会                猪の瀬戸湿原観察会 

 

 ※損保ジャパン日本興亜大分支店担当者と打合せ ６月２５日（木） 

  活動に対して、損保ジャパン日本興亜地球倶楽部から寄付もいただきました。（感謝） 

 ●２月１８日（木）フォーラム報告会 東京  （後藤、上原） 
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  ●ＮＰＯどんどこプロジェクト（子どもたちのための児童館とＮＰＯの協働事業） 

                               （山下、高橋、上原、客野） 

   26 年度からプロジェクトの支援を日本ＮＰＯセンターから依頼を受け、コーディネーターとして 

  参加。佐伯児童館が行う「子どもたちとつくる避難経路ウォーキング」の目的に見合うＮＰＯの 

選定と協力を得ることからはじめ、１２月イベントの実施まで、中間会議と事前研修に参加。 

  ６月２２日 事前打ち合わせ会議（４児童館、社協、市子ども福祉課＆防災課、消防、警察） 

        協働ＮＰＯ（ＡＢＣ野外教育センター、おおいた県防災教育振興協会 

    ８月２７日 事前会議 

   １１月 ８日 事前研修会～子どものためのリスクマネジメント 

   １２月１３日 避難経路ウォーキング実施 ４ルート 写真ボランティア 

 

 ●ハートフルカフェ事業   （山下） 

  〔ＮＴＴドコモ助成事業〕 

   大分市にあるフリースクール「ハートフルウェーブ」の子どもたちの教育や生活支援のための 

カフェ実施と夜間居場所事業 

  ・平成２７年１１月より平成２８年１０月まで 

     １１月・・・カフェ５回、お泊り２回 

  １２月・・・カフェ３回、お泊り３回 

      １月・・・カフェ２回、お泊り３回（１回は宿泊イベント） 

２月・・・カフェ２回、お泊り４回 

      ３月・・・カフェ４回、お泊り３回 

 

  ●佐賀関半島・触れる観光プロジェクト リーダー養成講座  （山下） 

   〔ＮＰＯ法人さがのせき・彩彩カフェ ＪＴＮＰＯ助成事業〕 

   日本文理大学学生や一般の方と考える、佐賀関の交流人口増、地域活性化の施策提言 

① 6/13（土） ②7/11（土） ③8/8（土） 

  ④9/12（土） ⑤10/10（土）⑥11/14（土） 

⑦３月１２日（土）実証実験（一般客７名と観光体験：ＮＢＵ学生ガイド） 

 

  ●ボランティアコーディネート 

   〔大日本住友化学株式会社１０周年記念社会貢献：大阪ボランティア協会〕 

   社員のボランティア受け入れＮＰＯの選定と交渉 

   ＮＰＯ法人道しるべ、ＮＰＯ法人ＦＯＲＯＮＥ、ＮＰＯ法人福祉コミュニティＫＯＵＺＡＫＩ、

ハートフルウェーブ 

   ７月１５，１６日団体案内 

   ⇒福祉コミュニティＫＯＵＺＡＫＩ海岸清掃に参加 

    ＦＯＲＯＮＥ福祉ボランティア研修とわくわく音楽祭（1/17）に参加 
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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 

   今年度は大分県内では２法人にお菓子の寄贈が決まりました。 

   １．ＮＰＯ法人 cherimboat  １２月１１日（金）お渡し 

 ※聴覚障害の子ども支援 

   ２．NPO 法人えいぶる・ねっと １月１０日（日）お渡し 

 ※身体障害者スポーツなど 

 

  ●環境市民団体クリスマスエコフェスタ 

   地球温暖化防止啓発のための啓発イベントを、大分市民環境大学ＯＢ会、 

うーたの会他と協働で実施 

   １２月２３日（祝・水）～２４日（木） ライフパル１階フリースペース 

   ・オープニングセレモニー（２３日） 

   ・子ども向け自然素材を使ったクリスマスリース作り、トントゥ作り（２３日）２０名 

   ・クリスマス竹灯篭キャンドルナイト（２４日） 

   ・環境映画鑑賞会＆懇談会（２４日）２名 

 

 ■ＮＰＯ活動体験エクスカーション             （足立・上原・山下） 

   ２７年度は実施できていない 

 

 ■他団体イベント参加 

  ●「水辺の森コンサート」 ＮＰＯ法人ＦＯＲＯＮＥ    （高橋、上原、山下） 

   ６月 ６日（土）９：３０～      県民の森 

 

●「不登校を考える集会」                （山下） 

 ６月１３日（土）１０：００～     稙田公民館 

 

●「ＮＰＯと行政の対話フォーラム」 〔日本ＮＰＯセンター主催〕 

   ７月２３日（木） １３：００～１７：００ かながわ県民センター （山下） 

   ７月２４日（金） １０：００～１７：００ 同 

 

●「べっぷ優ゆう講演会」～火山災害           （山下） 

 ７月 ５日（日）１３：３０～ 別府市社会福祉協議会 

 

●「大友氏遺跡フェスタ」 グループファシリテート    （山下） 

 １０月 ３日（土）１３：３０～ ホルトホール大分 大会議室 
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●「全国社会教育研究大会」               （山下） 

 １０月８，９日（木・金）１３：００～ ホルトホール大分 

 

●「大分県障害者児 秋の交歓会」            （山下） 

 １０月１１日（日）１０：００～ 平和市民公園  道しるべ出店 

 

●「地球温暖化を考えるシンポジウム」          （山下） 

 １０月１８日（土）１３：３０～  ホルトホール大分会議室 

 １２月１３日（土）１３：３０～  ホルトホール大分会議室 

 

●「ＦＯＲＯＮＥ 福祉ボランティア専門研修」      （高橋、山下） 

 １０月２５日（日）      わさだ市民行政センター会議室 

 １２月 ８日（火）      わさだ市民行政センター会議室 

 

●ハートフルウェーブ若葉会（支援者の会）          （山下） 

 １０月２６日（月）      ハートフルウェーブ 

  １月２５日（月）      ハートフルウェーブ 

 

●「市民活動・ＮＰＯレベルアップ＆地方創生セミナー」ライフパル主催（上原） 

 １１月 ５日（木）      ライフパル 

 

●「大分県景観まちづくりセミナー」             （山下） 

 １１月１０日（火）      アイネス大会議室 

 

●「あめちゃんズ 昭和の歌謡曲コンサート」         （山下） 

 １１月１８日（水） １０：００～ コンパルホール ※どれみねっと 木原さんグループ 

 

●うーたの会 里山見学                   （山下） 

 １１月２１日（土） ９：００～ 

 

  ●「第７回大分おやじ座談会」  おおいたおやじネットワーク （山下） 

   １１月２９日（日）      コンパルホール 

 

  ●道しるべクリスマス会                   （山下） 

   １２月１９日（土）      杵築市三川公民館 

 

  ●「国東半島宇佐地域世界農業遺産を考えるシンポジウム」〔ＡＢＣ野外教育センター〕（山下） 

   １２月１９日（土） １３：３０～１５：３０ アスト国東研修室 
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●「第１２回大分県ボランティアＮＰＯ推進大会」       （髙橋、上原、山下） 

 平成２８年２月２０日（日）       大分市ホルトホール 

 

●エコライフカフェｉｎおおいた〔九州環境サポートセンター〕 （山下） 

 平成２８年２月２０日（日）１４：００～１６：３０ 大分市ホルトホール 

 

●「ファンドレイジング講座＆めじろんフォーラム」      （山下） 

 平成２８年３月 ３日（木）１３：００～１６：４０  アイネス２階大会議室 

 

  ●「アクティブシニア大分フォーラム」            （髙橋、足立、山下） 

   平成２８年３月 ６日（日）１０：００～１６：００  大分県総合社会福祉センター 

 

  ●ＮＰＯ助成協働プログラム説明会〔大分県県民活動支援室〕  （山下） 

   平成２８年３月１４日（月）１３：３０～１７：００  大分県庁 

 

  ●「九州経済白書説明会」〔九経調〕              （山下） 

   平成２８年３月２４日（木）１３：３０～１６：００  大分銀行ソーリン館 

 

 

 

 

■研修会 

 ★ＮＰＯ法人会計基準研修会  ２７年度は休止 ※ライフパルにてＡＰＵ上原氏を講師に実施 

 

 ★大分県老人クラブ連合会アクティブシニア講座ファシリテーター（山下） 

  ７月２７日（月）１３：００～１５：００ 大分県総合社会福祉会館 

  ８月１７日（月）１３：００～１４：００ 大分県総合社会福祉会館 

 １０月１９日（月）１３：００～１４：０５ 大分県総合社会福祉会館講演 

 

 ★「遺贈寄付シンポジウム」パネリスト   （山下） 

  ９月 ５日（土）１４：００～１７：００ ビーコンプラザ研修室 

  ＮＰＯ法人会計・税務専門家ネットワーク総会イベント 

 

  ★大分市産業活性化プラザ「ソーシャルビジネスのための創業支援講座」  講師：山下 

  ・１１月１１日（水） １１：００ ＯＣＴもぎたて情報局出演 

・１２月 ２日（水） １８：３０～２０：３０ 約２０名参加 

  ・１２月 ９日（水） １８：３０～２０：３０ 約１５名参加 

 

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） 
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  ★ＮＰＯ法人事務力アップセミナー＆事務力検定（初級） 

   ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンターのシステムとの協働（講師：事務力センター加藤氏） 

   １１月１７日（火） １０：００～１７：３０ セミナー20 名、検定１０名 

   ホルトホール大分４０５会議室 

 

  ★大分大学「職業とキャリア開発」授業講師          （山下） 

   １１月２５日（水） １３：１０～１４：３０ 大分大学 

 

  ★大分県総合社会教育センター 講師＆ワークショップ参加    （山下） 

    ２月２４日（水） １１：００～１６：００ 

 

 ■ホームページによる情報発信・公開     （山下・河島） 

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

 

 ■ブログによるイベント開催告知や報告    （山下） 

  「おおいたの東春日町から」    http://blog.canpan.info/oitanken/ 

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

  

■facebook ページによるＮＰＯ関連情報開示 （山下） 

                   http://www.facebook.com/oitanpodesign 

  

■府内オフィスでのＮＰＯ関連情報公開  ※随時 

 

 ■「あんたおおいたんＮＰＯんし！？」第５号 発刊延期しました 

 

 ■ＮＰＯデザインカフェ～会員参加の意見交換・提言 

  ・８月２９日（土）１８：００～ 府内事務所 各自のテーマ 

  ・９月２６日（土）１８：００～ 府内事務所 災害支援 

  ・１１月５日（木）１８：００～ 百万石   地域課題 古賀氏、徳田氏参加 

  ・１月２８日（木）１８：００～ 府内事務所 パスタ 

 

 ■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 

  ・２６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、井上） 

   ２７年１１月～１２月実施 アイネス１階 

  ※具体的な数字はまだですが、普及が進んでいない現状です。 

 ・１０月５日（月）１１：００～ 熊本パレアにて 九州所轄庁ブロック会議にて意見交換 

 

 

http://npodesign.web.fc2.com/
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 ■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３０日（木）３１日（金）    大阪ボランティア協会 （山下） 

  ・１１月３０日（月）～１２月１日（火）  東京 （山下） 

    ＮＰＯと政治について 

  ・１月 22 日（金）～２３日（土）     東京 （山下） 

 

 

 

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

※ＮＰＯ法人大分・ミンダナオ交流協会、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。 

   今年度も２１個の鍵盤ハーモニカ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」中粉末とパウダータイプ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。 

 

  ・卸業者コムネットと交渉 

  ・４月１７日（土）おおいた農たすイベントにて販売促進活動 

  ・５月２７日（土）プロジェクト会議 

  ・８月 ７日（金）めじろん基金と調印（めじろんシール使用） 

  ・９月２５日（金）めじろん基金ＮＰＯ・企業協働ひろばにてモリンガＰＲ 

  ・１１月 １日（日）大分大学開放イベントでモリンガＰＲ販売 

 

 ■おおいたコミュニティハウス創造事業            （古村・山下） 

  ★コミュニティハウス住まい手の会 

   ７月 ４日（土）１４：００～ アートプラザ研修室 

   ８月 ５日（水）１７：３０～ わさだ市民行政センター会議室 

   ９月１０日（水）１７：３０～ わさだ市民行政センター会議室 

    ※１０月に登録者にアンケート実施。2名が住まい手希望 

 

  ★コミュニティハウスたけたプロジェクト 

 現地調査８月２４日（月）１５：００ 

●「みんなでつくろう、住もう！コミュニティハウスたけた」フォーラム  ３０名参加 

    １０月１７日（土）１３：３０～１５：３０ 竹田市総合社会福祉センター多目的ホール 

    講演 大分大学教育福祉科学部 川田菜穂子 

    意見交換会 

  ●集合隣接住宅「エコ・コミューン山の神」熊本市視察会 ５名 

    １１月７日（土）１３：００～ 

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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  ●コミュニティハウスの型を考えるワークショップ 

    １１月２７日（金）１０：００～ 日本ハウジング㈱打合せ 

    １２月２５日（金）１８：３０～ 竹田総合福祉センター 約４０名 

     １月１１日（土）１４：００～ 竹田総合福祉センター 約４０名 

    ⇒プランニングのスペックを抽出 ⇒来年度建設計画へ 

 

  ★大分県県民活動支援室 地域課題解決ＮＰＯ協働モデル事業提案 

   「コミュニティハウスたけたとしきど」 ※不採択でした 

   地域課題は的確にとらえていて具体策は良いが、ハード整備にリスクが高い 

    ８月１９日（水）１３：３０～ 事業説明会 

   １０月 ２日（金） ９：３０～ 県民活動支援室ヒアリング 

   １１月２７日（金） ９：３０～ プレゼンテーション 

 

 ■コミレスねっとおおいた事業                （後藤・山下・上原） 

  ★これまで立ち上がった県内コミュニティレストランのネットワーク連携の維持、話題共有 

   ⇒進展なし 

  ★ブログ「コミレスねっとおおいた」 http://comiresuoita.junglekouen.com/  随時更新 

  ★佐賀関活性化事業                    （後藤・山下・上原） 

   ・楽・楽マルシェ（毎月第４土曜１０：００～１３：００）出店等支援 

    4/25、5/23、6/27、7/25、9/26、10/24 

   ・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）参加 

 

   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 

 

 

 

 ■通常総会 

  ・６月６日（土）１５：００～１７：００ ライフパル２階会議室 

 ■理事会開催 

  ・４月２５日（土）１３：００～１５：００ 府内事務所 

 

■会員向け 

 「ＮＰＯデザイン通信」作成配布  ２０１５夏号以降がまだ未完成 

■懇親会 

 ・総会懇親会 ６月６日（土）１８：００～ 名店ビル２階コルテーゼ 

・忘年会  １２月２６日（金）１８：００～ 府内オフィス  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 

http://comiresuoita.junglekouen.com/
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■東春日事務所から府内事務所へ移転  平成２７年４月より事業活動開始（６／６内覧会） 

■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 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 

 審査会 ５月２８日（木）８：３０～ よろうや仲町 

 ■九州ろうきんＮＰＯ助成審査員  

   審査会・懇親会 ７月 ９日（木） １５：３０～ 九州ろうきん大分県本部 

   助成フォーラム ８月２４日（月）  ９：３０～ ソレイユ 

 ■ＮＢＵ ＣＯＣ外部委員 

   委員会     ３月２８日（月） １４：００～１６：００ ＮＢＵ 

 

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

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 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

 

 

上記のとおり 

    １，２２３ 

 

 

 

 

 

 

１３９ 

 

 

 

 

 

２８５ 

 

 

 

 

０ 

 


