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２０２１年度 事業報告書 

    ２０２１年（令和３年）４月 １日から 

    ２０２２年（令和４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デザインセンターとしての第１０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、だれもが心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。 

以下に事業毎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 

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、今年度も毎週月曜日の古国府事務所事務局の日ができな

かった。そういった中でも、手分けして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 １９件 （電話含む）※事業承継ＰＪ以外 ２０２１年度２２件 

  ●運営相談                              〔担当：山下〕 

   ・設立相談   Ｃ２ＯＫ、ＴＴ、ＭＭ、ＳＡ 

   ・運営相談   ＮＰＯ法人ＥＧＯ、ＮＰＯ法人Ｃ１．５Ｏ、ＮＰＯ法人ＡＵＫ 

           ＯＩＰ、一社）Ｗ、ＮＰＯ法人ＯＶ、一財）ＣＣＺ、ＮＰＯ法人ＭＳ、 

           ＮＰＯ法人ＮＳＳＩＰ、ＮＰＯ法人ＯＵＫＫ 

   ・解散相談   ＮＰＯ法人ＮＭＫ 

  ●ＮＰＯ事務支援                           〔担当：高橋、山下〕 

   会計決算支援   ：ＮＰＯ法人ＣＰＡ、ＮＰＯ法人ＮＭＫ、ＮＰＯ法人Ｃ１．５Ｏ 

   登記書類作成支援 ：ＮＰＯ法人Ｃ１．５Ｏ 

   定款変更作成支援 ：ＮＰＯ法人ＯＳＳＪＫ、ＮＰＯ法人ＫＹＣ 

   事業報告書作成支援：ＮＰＯ法人ＮＭＫ 

   助成金申請書企画 ：ＴＴ 

   ホームページ更新 ：－ 

   一般事務支援   ：ＯＯＮ、ＫＭＫ 

   解散登記支援   ：－ 

 

   

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 2021-2022【行動変容】  助成額 ５４１,６５３円（Ｒ３年度） 

〔損保ジャパン㈱・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 足利理事長、事務局山守氏ほか  〔山下〕 

   生物多様性について環境保護や保全を市民へ啓発、理解を進める。 

   これまでと違う行動変容を取り入れる。 

   【会議等】６月１０日（木） 前期報告会＆事業説明会 １４：００～ オンライン開催 

７月３１日（土） プレゼン締め切り →９月採択決定 

        １０月２０日（水）プロジェクトキックオフミーティング オンライン 

        １１月２日（火）１３時 ㈱損保ジャパン大分支店 担当者事業説明（３名） 

【フィールドプログラム】 

★１１月２１日（日）９：００～１５：００ ベッコウトンボ野依新池保全（葦苅）作業 

  一般参加９名、地元守る会９名、水辺スタッフ９名 

  https://savejapan-pj.net/sj2021/oita/report/post_3.html 

★１２月１２日（日）１３：００～１５：００ ズグロカモメ冬鳥観察会 

中津干潟 東浜海岸 

  一般参加１２名、講師２名、水辺スタッフ１０名 

  https://savejapan-pj.net/sj2021/oita/report/post_5.html 

   【情報発信】 

★１２月１９日（日） ９：３０～１６：００ 中津干潟ＮＥＴアカデミア２０２１ 

       中津市小楠コミュニティセンター 

全国で数少なくなった”干潟”の生物以外でも、その存在価値を高める研究を公開発表 

することで、一般市民にも干潟に馴染んでもらう趣旨で開催。 

スタッフ以外オンライン配信（拝聴２８０名） 

講師発表者スタッフ計４１名 

        https://savejapan-pj.net/sj2021/oita/report/post_6.html 

  ２０２２年度も継続、フィールドプログラム「ベッコウトンボ観察会」、 

 「中津干潟観察会」、情報発信「ガタフェス」「ネット観察会（動画配信）」「夏休みひがたらぼ」を予定。 

 公的枠組みでの保全に向けてアンケートで参加者市民からこう回答を得た。ただ大分県内からの中津 

干潟に注目してもらう情報発信がまだまだ足りないと感じた。 

  

 ●ＮＢＵ日本文理大学「産学一致の勧め」講義 講師コーディネート        〔山下〕 

  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、工学部計約２００人に対してオンラインにて実施 

  ・６月３０日（水）３限目１３：００～１４：３０ 

   ＮＰＯ法人タオ・オーガニック・ファミリー・ユニオン 山下浩二氏（豊後大野市） 

   地域おこし協力隊、タレント活動、フリースクール解説運営、リノベなどの話題を学生に提供 

 

http://savejapan-pj.net/
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●ＮＢＵプロジェクト講義支援                         〔山田、山下〕 

  ・６月１２日（土） プロジェクト２ 佐賀関研修散策 

  ・７月１１日（日） プロジェクト２ 流木アート＆ビーチクリーニング 

  ・１０月１６日（土）プロジェクト１ 佐賀関散策 

  ・１０月３０日（土）プロジェクト３ 中津まちなか観光提案 

  ・１２月１３日（月）プロジェクト１ 報告会 オンライン 

 

 ●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）   〔山下〕 

  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１１日（土）天瀬復興支援活動 一般社団法人あまみらに寄贈 

 

■災害救援関連 

 ２０２１年度は、各地で豪雨被害が発生しましたが、情報共有会議を行うことはありませんでした。 

 

 ●大分県社協災害ボランティアネットワーク連絡協議会 幹事団体委員       〔山下〕 

  ・７月 ４日（日）１３：００～１５：３０ 大分県総合社会福祉会館４階大ホール 

   大分県災害ボランティアセンター運営スタッフ研修会 ＆ 

   大分県災害ボランティアネットワーク連絡協議会研修会   ＫＶＯＡＤ樋口務さんほか 

  ・３月 ３日（木）１０：００～１５：３０ 大分県総合社会福祉会館４階大ホール 

 大分県災害ボランティアセンター第 2 回運営リーダー研修会 

「地震が起きたら、あなたはどうする？！」 オフィス園崎代表 園崎秀治さんほか 

  ・３月１１日（金）１３：３０～１５：００ 大分県総合社会福祉会館４階大ホール 

   大分県災害ボランティアセンター支援ネットワーク連絡協議会（第１回） 

   事業進捗状況、４年度の事業計画について 

 

 ●大分市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター運営委員会 委員長就任    〔山下〕 

  ・事前会議     ７月２７日（火）１５：００～１６：００ 

  ・第１回運営委員会 ８月 ２日（月）１３：３０～１５：００ 活動範囲、運営スタッフの確保 

  ・事前会議     ２月 １日（火）１３：００～１４：００ 

  ・第２回運営委員会 ２月 ７日（月）１３：３０～１５：００ ２年間のまとめ、今後の取組 

   

 ●特定非営利活動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５回災害時の連携を考える全国フォーラム」   オンライン参加      〔山下〕 

    ５月２６日（水）１３：００～１７：３０ オープニングセッション、分科会２つ 

    ５月２７日（木）１３：００～１７：００ 分科会２つとエンディングセッション参加 

     ※有事に備え、他団体とのネットワークの強化を目指す 
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 ●特定非営利活動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 

  「企業の被災者支援への参画に関する調査プロジェクト」大分県担当 委託５万  〔山下〕 

   行政と災害協定を結んでいる地場企業３社をピックアップし、アンケートないしヒアリングを 

   行い、被災者支援への関心度等を探る。 

    ４月２０日（火）１３：００～ オンライン説明会 

    （行政協力）大分県防災危機管理課、生活環境企画課、商業・サービス業振興課 

    （企業）㈱Ｔ、㈱ＴＩから回答あり、㈱ＨＩＨは回答えず 

     ※企業は、流通物品の提供などはできるが、被災者支援となるとノウハウもなく、またどこと 

      連携して良いのかわからない。ＮＰＯと行政と事前に顔を合わせる機会が望まれる実態が 

      浮かび上がった。 

    ３月２４日（木）１３：００～１５：００ オンライン 報告説明会 

 

■ＮＰＯ法人事業承継プロジェクト 

２０２１年度は県内自治体の総合計画のＮＰＯ登場場面のチェックをし、地域のＮＰＯへ情報提供を

行う予定でしたが、２０２２年度に継続で実施予定。 

・５月８日（土）１０：００～１１：３０ ＮＰＯ法人ＭＺＫとＩＴミーティング Ｓアドバイザー 

 

■新型コロナウィルス感染拡大防止関連 

 ●新型コロナウィルス支援組織社会連帯（ＣＩＳ）会議  ＮＰＯ支援について全国ＮＰＯと協議 

 ・４月 ９日（金）欠席 

 ・５月１４日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・６月 ５日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・７月 ２日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・８月 ６日（金）欠席 

・９月 ３日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

 以下必要に応じて開催となった 

 

●４７コロナ基金 公益財団法人地域創造基金さなぶり（仙台市） 

  ・ＮＰＯ法人ＡＭＲへの助成決定 地方山間地における高齢者のコミュニティ増進関連 

 

■ワークショップ等ファシリテーター 

 ●人吉市復興まちづくり計画策定 懇談会等ファシリテーター           〔山下〕 

  人吉市が策定する「復興まちづくり計画」に住民意見を反映させるための地区別懇談会での 

  グループ討議をまとめるファシリテーターを務める。 依頼先：受託企業地域計画連合ＪＶ 

  ・４月１７日（土）１４：００～１６：００ 青井地区懇談会 

１８：００～２０：００ 中心市街地地区懇談会 

・４月２２日（月） ９：００～１０：３０ 市役所Ｚｏｏｍ会議 

・５月１１日（火）１８：００～２０：００ 中心市街地地区懇談会 
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・５月１２日（水）１０：００～１２：００ 青井地区懇談会 

         １８：００～２０：００ 大柿地区懇談会 

・７月１９日（月）１４：００～１７：００ 人吉市会議 

         １８：３０～２０：３０ 中心市街地地区懇談会 

・９月１６日（木）１４：００～１７：００ 人吉市会議 

         １８：３０～２０：３０ 中心市街地地区懇談会 

 以上で山下が支援する懇談会は一区切り。毎回請負コンサル企業へのファシリテート報告を行い、 

市が策定する「人吉市復興まちづくり計画」への協力連携ができた。 

⇒ https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/33/16236.html 

 

●おおいたＮＰＯ・県民フォーラム（県支援室）実行委員             〔山下〕 

  ・会議  ８月２７日（金）１３：３０～１５：３０ おおいたボランティア・ＮＰＯセンター 

       講師候補３名の提案、その後立教大学特任教授 河口眞理子さんコーディネート 

  ・会議 １２月 ７日（火）１０：００～１２：００ おおいたボランティア・ＮＰＯセンター 

       進行など詳細打合せ 

  ・サブコーディネーターとして講師質問、体験発表質問調整 

 １２月２２日（水）１３：３０～１６：００ 

Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分３００会議室とオンライン参加（約１２０名） 

 

■インターンシップ対応 

 学生を議員とＮＰＯへインターン派遣するＮＰＯ法人ドットジェイピーへの協力受入 

  ⇒夏休み期間と春休み期間に実施だったが学生エントリーがなかった 

 

■休眠預金活用法 資金分配団体を大分県に誕生させるコーディネート 

 公益財団法人おおいた共創基金（通称めじろん基金）が資金分配団体に選定されるための、地域課題と

それに伴う実施団体発掘、申請書作成支援を佐賀未来創造基金と行う。        〔山下〕 

 休眠預金に関する全国の動きなど情報収集。 

●「休眠預金」説明会  めじろん基金主催  山下ファシリテーター   （アドバイザー謝金） 

   ９月１４日（火） １８：００～２０：００ オンライン  参加３０名 ＮＰＯ等 

 

 ●休眠預金個別相談会  佐賀未来創造基金杉本氏、山下、坂田事務局長、和田、甲斐 

１２団体エントリー                  （以上めじろん基金） 

  ・１０月 ８日（金） Ｚｏｏｍ２団体  分野：福祉、環境 

  ・１０月 ９日（土） １０団体     分野：子ども食堂、医療福祉、障がい者、女性など 

  ・１０月２７日（水） ＮＰＯ法人マックネットシステム国際交流プラザコーディネート 

 ・１２月１０日（金） ５団体      分野：子ども食堂、福祉 

・１月１９日（水）  ＮＰＯ法人マックネットシステム リエラ引合せ 

・１月２２日（土） （相談会コロナで延期）内部ミーティング 
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※２０２２年度通常枠ではなく、コロナ枠（１年事業）での資金分配団体 

を目指す。そのための地域課題と実施団体想定の情報提供を行う。 

 

 ●一般財団法人日本民間公益活動連携機構（ＪＡＮＰＩＡ）＝指定活用団体 説明会 

・５月２５日（火）１７：００～１８：３０「資金分配団体公募説明会」 オンライン 

  ・１１月２日（火）１０：００～１２：００「資金分配団体（通常枠）公募説明会」オンライン 

・１１月５日（金）１０：００～１２：００「資金分配団体（コロナ枠）公募説明会」オンライン 

 

■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 「縁居」事業プロジェクト             〔山下〕 

 一般社団法人権利擁護支援センターたけたねっとが、竹田市内の独居高齢者、困窮子どもが共助で寄

り添える居場所づくりのためのコンサルティング。 

国土交通省補助事業、県の地域総合補助金など申請する上での、事業計画書作成から建築改修設計案、事

業収支計画など支援。 

  ・４月１０日（土） 現状進捗状況説明会 （たけたねっと） 

  ・４月１６日（金） 居住支援法人について別府市ＮＰＯ法人たすけあい組織鼓楼ヒアリング３名 

  ・６月１２日（土） 大分大学柴田教授ワークショップ ｉｋｉ １０名参加 

  ・６月２５日（金） たけたねっと居住支援法人説明会 竹田市城下町交流プラザ 

  ・７月１６日（金） 事業計画書等ミーティング    竹田市城下町交流プラザ 

  ・７月２８日（水） 事業計画書等ミーティング    竹田市城下町交流プラザ 

 ・８月２０日（金） 縁居事業構想          まちづくり会社 

 ・９月１０日（金） 縁居事業構想          竹田市城下町交流プラザ 

 ・１０月８日（金） 縁居事業構想          竹田市城下町交流プラザ 

 ・１１月１２日（金）１３：００～１７：００居住支援フォーラムｉｎ豊肥 豊後大野市役所 

 ・１１月１９日（金）縁居事業企画          竹田市城下町交流プラザ 

 ・１１月２９日（月）回収物件視察、オーナー協議   竹田市 

 ・２月２５日（金） 縁居事業企画設計、補助金申請準備 まちづくり会社 

 ・２月２８日（月） 企画設計における大分県担当部署ヒアリング 大分県庁 

 ・３月１２日（土） 県制度基準見直し、企画方向性  たけたねっと事務所 

 ・３月２８日（月） プロジェクト推進体制      たけたねっと事務所 

 

■さがのせきローカルデザインプロジェクト                  〔山田、山下〕 

 ●さがのせきローカルデザイン会議（日本文理大学ＣＯＣ事業）毎月第３火曜日基本 

  学生教育事業、地域高齢者生活支援などの企画会議体 

  4/20、5/18、6/15、7/20、8/中止、9/21、10/中止、11/16、12/21、1/18、2/15、 

3/15 

 ●さがのせき楽・楽マルシェ（毎月第４土曜１０：００～１２：００）地域高齢者コミュニティ支援 

  4/24、5/22、6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、11/休、12/25、1/22、2/休、 
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3/26 

   ※９月１１１回からリヤカーマルシェに変更（拠点よらんせぇ～閉店につき） 

   ※１１月２０日関崎マルシェ＆木ワークショップ 学生＋一般参加１０名 焼きそば支援 

 

■おおいたネットワークコミュニティミーティング  県おおいた創生課 

 大分県が委託する地域運営組織（ＲＭＯ）の県内中山間地支援での立ち上げに関して中間支援組織研

修および推進員育成                               〔山下〕 

  ・県おおいた創生課、一般社団法人コミュニティサポートおおいたとのヒアリング 

   ５月７日（金）１３：００～ 県庁にて 

  ・地域コミュニティ研修会  コミュニティサポートおおいた主催 

   第１回 ９月２７日（月）１３：３０～１５：３０ オンライン 

   第２回 １１月３０日（火）１３：００～１６：００ オンライン 

 

■審査員対応 

 ●九州ろうきんＮＰＯ助成審査員                        〔山下〕 

   審査委員顔合わせ事前会議 １２月７日（火）１６：００～１７：００ ろうきん本部 

   助成審査会    １月１４日（金） １５：００～１７：３０ 九州ろうきん大分県本部 

   助成フォーラム  ２月２４日（木） １３：３０～１５：００ ソレイユ 

 ●日本文理大学（ＮＢＵ）プロジェクト講義 おおいた共創士認定         〔山下〕 

  １１月２２日（月） １６：２０～１７：５０  ＮＢＵ  学生２名認定推薦 

  １２月２１日（火） １６：３０～１７：００  佐賀関市民センター 

 ●大分県地域おこし協力隊推進事業審査会委員                  〔山下〕 

   審査会 ３月２２日（火） １３：３０～１５：３０  県庁 

●日本文理大学（ＮＢＵ）ＣＯＣ活動事業検討・評価委員会  ＮＢＵ       〔山下〕 

   委員会 ３月２９日（火） １５：００～１６：３０ 

 

■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）「アースデイおおいた」  別府公園  アースデイ実行委員会      〔髙橋、山下〕 

     ５月 ９日（土） ⇒コロナで延期         

 （Ｊ）「日本ＮＰＯセンター会員意見交換会」オンライン 日本ＮＰＯセンター   〔山下〕 

     ５月１８日（水）１３：３０～１５：００ 

 （Ｋ）「大新田ビーチクリーン」 中津市大新田海岸 水辺に遊ぶ会        〔山下〕 

     ５月２３日（日）９：００～１０：００ 約２００名参加 

 （Ｊ）「トヨタ財団助成説明会」 オンライン 佐賀未来創造基金         〔山下〕 

     ５月２４日（月）１０：００～１１：３０ 

 （Ｋ）「日本ＮＰＯセンター通常総会」 オンライン 日本ＮＰＯセンター     〔山下〕 

     ６月４日（金）１８：３０～２０：３０ 
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（Ｋ）「リエラ通常総会」       オンライン リエラ           〔山下〕 

     ６月１１日（金）１９：００～２０：３０ 

（Ｋ）「中津みどり会通常総会」    中津市   中津みどり会        〔山下〕 

     ６月２０日（日）１０：３０～１２：００ 

 （Ｊ）「九州防災減災対策協議会」   オンライン 佐賀未来創造基金      〔山下〕 

     ６月２２日（火）１３：００～１７：００ 

 （Ｋ）「大分市男女共同参画センター講演会」 コンパルホール 市男女センター  〔山下〕 

     ６月２６日（土）１４：００～１６：００ 

 （Ｋ）「こうざき自然海浜公園海開き神事」 大分市本神崎 福祉コミュニティＫＯＵＺＡＫＩ 

     ７月１日（木）１０：００～１１：００                 〔山下〕 

（Ｋ）「足利由紀子作品展」      中津市新中津市学校 水辺に遊ぶ会    〔山下〕 

    ７月１７日（土） 

（Ｊ）「ＣＯ２を出さない社会づくり」 オンライン チーム１．５おおいた    〔山下〕 

    ７月２５日（日）１３：３０～１５：００ 

（Ｋ）「アカテガニ産卵観察会」    中津市大新田海岸  水辺に遊ぶ会    〔山下〕 

     ８月７日（土）１９：００～２０：３０ 

（Ｋ）「ガタフェス２０２１」     中津市東浜海岸   水辺に遊ぶ会    〔山下〕 

     ８月１１日（水）９：３０～１２：３０  ※ＳＤＧｓ啓発 

（Ｋ）「大新田ビーチクリーン」    中津市大新田海岸  水辺に遊ぶ会    〔山下〕 

     ９月１２日（水）９：００～１１：００ 

 （Ｊ）「不登校フォーラム」      ホルトホール 星の会不登校の親の会   〔山下〕 

     ９月１９日（日）１０：００～１２：００ 

 （Ｊ）「たぴねす防災セミナー」    コンパルホール 市男女共同センター   〔山下〕 

    １０月１３日（水）１３：００～１５：００ 

（Ｋ）「市民セクター全国会議２０２２・大牟田」   日本ＮＰＯセンター    〔山下〕 

   １１月２７日（土）１０：３０～１２：００ 

（Ｊ）「第１８回大分県ボランティア・ＮＰＯ推進大会」ホルトホール 大分県社協 〔山下〕 

   １１月２９日（月）１３：００～１６：００ 

（Ｊ）「地球温暖化防止活動推進大会」 ホルトホール 県温暖化防止センター  〔髙橋、山下〕 

   １２月９日（木） １３：３０～１７：３０ 

（Ｋ）「大新田ビーチクリーン」 中津市大新田海岸 水辺に遊ぶ会        〔山下〕 

    １２月１２日（日） ９：００～１０：００ 約２００名参加 

（Ｋ）「チャリティーサンタ」  大分・別府市内１８家庭            〔山下〕 

   １２月２４日（金）１５：００～２１：００ 

（Ｊ）「大分ＥＳＤフォーラム」 オンライン    九州地方環境事務所     〔山下〕 

    １月２８日（金）１３：３０～１５：３０ 

（Ｊ）「大分県景観シンポジウム」ＹｏｕＴｕｂｅ配信 大分県          〔山下〕 

    ２月 ５日（土）１３：３０～１５：３０ 
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（Ｊ）「働考～はたらくを考えるシンポジウム」 オンライン おおいた子ども支援ネット 〔山下〕 

    ２月 ８日（火）１３：３０～１６：３０ 

（Ｊ）「大学地域連携プラットフォーム」    オンライン 大分大学他     〔山下〕 

    ２月１５日（火）１３：００～１７：００ 

（Ｊ）「立憲民主党ＮＰＯ予算公開ヒアリング」 オンライン 立憲民主党、各省庁 〔山下〕 

    ２月１６日（水）９：４０～ 

 （Ｓ）「第９回めじろんフォーラム」  アイネス２階大会議室 おおいた共創基金 〔山下〕 

     ３月 ９日（火）１３：３０～１６：３０ 

 （Ｋ）「中津干潟海苔漉き体験」    中津市北部公民館横 水辺に遊ぶ会    〔山下〕 

     ３月２０日（日）９：００～１５：００ 

 （Ｊ）「九州ソーシャルビジネス助成説明会」アミュプラザおおいた 一社）ＳＩＮＫａ〔山下〕 

     ３月２６日（土）１５：３０～１７：００ 

 

 

 

 

（成果）市町村総合計画上のＮＰＯ施策を把握できなかった。まちづくりコンサル企業からの協働委託

が２件あり、ＮＰＯ活動に関係もあり、より広がりが持てる調査研究ができた。 

■基盤強化研修定期開催        ・・・実施なし 

■重点市町村へ地方創生ＮＰＯ活動提案 ・・・実施なし 

■調査研究 

●宇佐市３ＷＡＹツーリズム推進体制構築業務  合同会社まちづくり事務所まちもり協働委託 

 発注先：宇佐市社会教育課平和ミュージアム建設準備室   委託金額：４１２，５００円 

 宇佐市が建設を進めている『平和ミュージアム』、それを核として戦争遺構を回る平和ツーリズム 

の構築を目指し、既存のグリーンツーリズム（安心院が発祥の地）、ブルーツーリズム（長洲地区） 

との融合による全宇佐市の新たな３ＷＡＹツーリズム（仮称）を推進していく体制づくり計画の 

策定。宇佐市の受入れ支援者との協議、行政担当部署との再ヒアリング。 

 ・１１月 ８日（月）９：００～１０：３０  宇佐市社会教育課ミーティング 

・１２月１７日（金）１０：３０～１２：００ 宇佐市社会教育課ミーティング 

 ・１２月２８日（火）１４：００～１６：００ 宇佐市安心院支所グリーンツーリズム係ＭＴＧ 

 ・１月７日（金）１５：００～１５：３０   安心院ＧＴ研究会宮田会長説明、市ミーティング 

 ・１月２０日（木）１４：００～１６：００  宇佐市社会教育課ミーティング 

 ・１月２７日（木）１０：００～１４：３０  ナルゲストハウス、安心院支所ミーティング 

 ・１月２９日（土）１３：００～１５：００  平和ツーリズム体験交流会（参加１０名） 

 ・２月４日（金）１４：００～１４：３０   安心院イモリ谷荷宮氏ミーティング 

 ・２月１０日（木）９：３０～１１：００   宇佐市関係者会議 

 ・３月２日（水）１６：００～１７：３０   漁協青年部３名ヒアリング 

 ・３月６日（日）１０：００～１２：００   グリーンツーリズム体験交流会イモリ谷 ２０名 

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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 ・３月７日（月）１７：００～１８：３０   まちもりミーティング 

・３月８日（火）１３：３０～１５：００   宇佐市社会教育課ミーティング 

・３月１８日（金）１０：００～１１：００  宇佐市役所 受入農家ヒアリング 

           １２：００～１７：３０  受入農家３軒、安心院支所ミーティング 

 新年度に入り、宇佐市関係各課と方向性協議する 新組織設立ｏｒ既存組織活用か 

 

●大分県景観計画策定支援    合同会社まちづくり事務所まちもり委託  ７７０，０００円 

 ・５月３１日（月）９：３０～ まちづくり事務所まちもり、佐藤教授ミーティング 

 ・６月２６日（土）１６：００～ まちもりミーティング 

 ・７月 ７日（水）１７：００～ まちもりミーティング 

 ・７月１４日（水） 大分県景観計画眺望景観調査（別府、由布、日出） 

 ・７月２０日（火） 大分県景観計画眺望景観調査（佐賀関、臼杵、津久見） 

・７月２６日（月） 大分県景観計画眺望景観調査（玖珠、九重） 

 ・７月３０日（金） 大分県景観計画眺望景観調査（竹田久住、佐伯） 

 ・８月 １日（土） 大分県景観計画眺望景観調査（日田）、沿道景観調査（大分道） 

 ・８月 ３日（火） 大分県景観計画沿道景観調査（東九州道、中九州道） 

 ・８月 ４日（水） 大分県景観計画沿道景観調査（国道１０号線、２１０号線） 

・８月 ５日（木） 大分県景観計画沿道景観調査（国道１０号線、５０２号線） 

・８月１０日（火） 大分県景観計画沿道景観調査（国道１９７号線、２１７号線） 

・８月２９日（日） 大分県景観計画沿道景観調査（国道２１３号線、県道中津高田線） 

・８月３０日（月） 大分県景観計画沿道景観調査（国道２１３号線、県道中津高田線） 

・９月 １日（火） 大分県景観計画沿道景観調査（大分空港道路） 

 ・１０月２２日（金）大分県景観計画 佐藤教授ミーティング 

 ・１０月２８日（木）大分県景観計画眺望景観調査（元越山） 

 ・３月５日（土）  大分県景観計画眺望景観調査（涌蓋山） 

 以上、報告書にまとめて提出。 

 ※付随調査 大友氏館周辺景観調査 

 ・１１月１７日（水）、１８日（木）の９：００～１２：００ 住宅屋根の形状や色、向きなど調査 

 ・３月２日（水）９：００～１２：００ 大友威氏館周辺の看板調査 

 

 ●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 

  ・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〕 

   ２０２０年度（令和２年度）は２０２１年度報告書と合わせて調査予定 

  ・６月２９日（火）１４：３０～１６：３０ オンライン総会 

 

 ●民間支援センターの将来を展望する会（ＣＥＯ会議）              〔山下〕 

日本ＮＰＯセンター事務局 

・６月２８日（月）１３：００～１７：３０ オンライン 休眠預金等 
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・６月２９日（火）１０：００～１２：００ オンライン コロナ対策など 

・２月９日（水）９：３０～１７：００   オンライン 孤独・孤立対策情報など 

 

●協働環境調査２０２０  岡山ＮＰＯセンター                 〔山下〕 

 県内で調査協力していただいた大分県（アイネス支援室）と大分市（ライフパル）の２部署に調査報 

告書を配布。県内他市町村に報告書（ＰＤＦ）販売閲覧の機会を探る。 

 ・１１月５日（金）１２：００～１３：００ 報告書完成報告会 

 

■研修等企画実践 

 ●おおいたＳＤＧｓネットワーク会議～みんなで、さあＳＤＧｓ！         〔山下、足立〕 

  ※ＳＤＧｓの日本の動きを足立理事情報収集 

大分市あなたが支える市民活動応援事業  事業費１１８，７０９円 補助８１，７００円 

「おおいたＳＤＧｓネットワークミーティング」を年３回実施。 

  ・８月１８日（火）９：００～１０：００ 市民社会ＳＤＧｓネットワーク新田氏とミーティング 

  ・９月２７日（月）１６：３０～１７：３０  ＡＰＵ須藤教授ＳＤＧｓ講話拝聴 

  ・「ＳＤＧｓを知ろう！」 （高知ＮＰＯ市民会議と協働） 

１２月７日（火）１９：００～２０：３０  アイネス小会議室 参加２名（＋高知） 

    講師：新田英理子さん（ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク 事務局長） 

  ・「“中津干潟”での持続可能な生物多様性・環境保全の取り組み」会場リアル＋オンライン ８名 

２月２７日（日）１０：００～１２：００ Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分４０４会議室 

    講師：特定非営利活動法人水辺に遊ぶ会 事務局 山守巧氏 

     ・会の活動紹介、中津干潟について 

 ・希少生物保護や環境保全の課題など 

 ・意見交換 

   ～イベントの情報をまめにあげること（新聞、ＳＮＳなど） 

・「大分市のまちづくりマッチ 佐賀関×野津原その１」  会場リアル＋オンライン １２名 

３月６日（日）１０：００～１２：００ Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分４１０会議室 

    講師：特定非営利活動法人さがのせき・彩彩カフェ 代表 山田悠二氏 

       合同会社ＫＵＲＩＨＡＩ 代表 小野信一氏 

・各団体の活動紹介、お互いの地域について 

     ・まちづくりの課題、周辺部同士で連携など 

・意見交換、具体的実行計画づくり 

      ～お互いの地域を知るためにＳＤＧｓにもからんだマイクロツーリズムを行うことに 

  ・２０２１年度の活動を総括した「あんたおおいたんＮＰＯんし？」発行 

 

■講演講師対応 

●大分合同新聞ＳＤＧｓ情報交換会 

  ４月１５日（金） １３：００～１４：３０ 大分合同新聞社会議室 企業３社計２０名 
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●「実践ビジネスプラン春季講座 創業時だからこそ考えたいＳＤＧｓ」講師    〔山下〕 

依頼先：大分市産業活性化プラザ  委託 2.4 万 

  ５月２７日（木） １８：３０～２０：３０  受講者１２名 

 ●「市民活動ＮＰＯとＳＤＧｓ」 ライフパル運営基盤強化講座  講師〔山下〕 

  依頼先：大分市市民活動・消費生活センター 

１０月２６日（火） １４：００～１６：００  ライフパル１Ｆ 

●大分大学職業とキャリア開発講義「ＮＰＯ・社会起業家による社会貢献」講師   〔山下〕 

   １１月１０日（水） １３：１０～１４：３０ 大分大学 受講約８０名 

 ●中津市ＮＰＯ研修  講師  依頼先：中津市広報・広聴課           〔山下〕 

   １１月１５日（月）１０：００～１１：００ 事前ミーティング 

   １２月２０日（月）中津市ＮＰＯ職員研修 約５０名 １０：３０～１１：３０ 中津市役所 

            ＮＰＯ研修      ６団体  １３：３０～１５：００ 中津市役所 

 ●「地域課題解決！コミュニティ・ビジネスセミナー２０２１」講師        〔山下〕 

依頼先：大分市産業活性化プラザ  委託 4.８万 

  ・第１回１２月 １日（水）１８：３０～２０：３０ 受講者１２名 

   「持続可能な、より良い社会にするためのコミュニティ・ビジネス」 

 社会問題、コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスとは、ＳＤＧｓなど説明 

・第２回１２月 ８日（水）１８：３０～２０：３０ 受講者１０名 

 「ＳＤＧｓを意識したコミュニティ・ビジネス立ち上げを考えよう」 

事業の組み立て方、地域課題解決のための事業化を個人ワークにて検討 

   会場のホルトホール大分が開業して９年連続で講師を務めている講座。 

創業や市民活動を考えている方々に対して、ＮＰＯの仕組みや 

コミュニティ・ビジネスの意義を伝えられた。 

 

 

■情報発信等 

 ●ホームページによる情報発信・公開                      〔山下〕 

「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〕 

  「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 

https://oitanpodesign.wixsite.com/ondc
http://npodesign.web.fc2.com/
http://oitanpodesign.wixsite.com/siquijorpj
http://oitanpodesign.wixsite.com/communityhouse
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 ●twitter による情報発信                           〔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 

 ●「あんたおおいたんＮＰＯんし！？」 第８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   なし 

 ○インスタグラム準備中 

 

 

 

 

（成果）シキホール笑顔プロジェクトを重点的に行うことができた。 

■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〕 

※田代氏、ＮＰＯ法人ちちんぷいぷいあけぼの、との協働ＰＪ 

   大分市出身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鍵盤ハーモニカ、リコーダーを集め、郵送する。 

   ２０２１年度は、鍵盤ハーモニカ１８９台、リコーダー４３本ほかを贈ることができた。 

   その資金調達のためシキホールの「モリンガ」パウダーを寄附付き商品として販売を開始。 

  ・販売促進ミーティング（オンライン） 

   ラインナップ：モリンガ２１、モリンガ４８、モリンガカプセル、茶 

  ・３月 モリンガ苗育成～髙橋 

 ・６月 モリンガ苗植え 佐伯市弥生髙橋農場 その後定期的管理  〔髙橋〕 

 ・４月８日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ４０台、リコーダー１０本） 

・４月２１日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ４２台、リコーダー１０本） 

・４月２６日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ２２台、リコーダー４本） 

・５月１９日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ１９台、リコーダー９本、文具） 

・７月８日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ４４台、文具、消耗品、生活用品） 

・９月２６日（日）１１：００ モリンガ収穫祭 佐伯市弥生髙橋農場 

  ・１０月７日（土）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ１２台、リコーダー８本、薬、食料品） 

  ・１１月３日（水祝）アースデイおおいた（別府公園）にてモリンガ販売促進活動 

・１１月７日（日）深耶馬渓「鹿鳴館」モリンガそば＆紅葉ツアー実施 友の会 １０名 

・１１月２３日（火祝）大分市主催 おおいたＮＰＯ博にてブース出展モリンガ販売 

  ・１２月１４日（土）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ１０台、リコーダー２本、食料品） 

※モリンガの売り上げは５０万程度。イベントでの対面販売始めたが試飲等はなし。 

  ※今年は寄付募集チラシを大分市内小学校６年生全世帯に配布した。 

その効果もあり２００台以上の鍵盤ハーモニカの提供があり、シキホール島に贈ることができた。 

アジア植林友好協会から種購入。再度種をもらう⇒興味ある人に 

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 １７名 増減なし 

・賛助会員 ５名 増減なし 

 ■通常総会 

  ・６月１９日（土）１７：００～１９：００ Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分会議室 

    ２０２０年度（令和２年度）事業報告書・決算書 

 ■理事会開催 

  ・６月３日（木）２０：００～２１：００ オンライン    【総会について】 

・７月１６日（金）２０：００～２２：００ オンライン   【事業について】 

・１０月１７日（日）２０：００～２１：００ オンライン  【事業について】 

  ・３月２１日（月祝）２０：００～２１：００ オンライン  【事業進捗状況、決算見込み】 

■監査 

 ・６月４日（金）１５：００～ 本田監事による監査 

■会員向け 

 「ＮＰＯデザイン通信」作成配布  ２０２１夏、秋、冬、２０２２春号 

■懇親会 

 ※新型コロナウィルス感染拡大影響により開催なし 

■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 

 [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 

  ・子どもの未来を語る会おおいた事務局 子どもに関する問題解消 

■寄付受け等 

 ・ＮＰＯ虹、モリンガ購入者２名から寄付をいただきました。 

 

 

 

 

 

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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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 

 

 

 

実施なし 

    １，３２７ 

 

 

 

 

１，３２２ 

 

 

 

６１５ 

 

 

 

０ 

（収益バランス） 

 ２０２１年度は、昨年度の「受取持続化給付金」がなくなった分、受取助成金等の割合が 37％減少し

た。そのほかのバランスはほぼ同じであった。「事業収益」金額もほぼ同じである。 

【２０２０年度】                ⇒ 【２０２１年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経常費用バランス） 

費用バランスはほぼ昨年度なみだが、ＮＰＯデザイン事業割合が減り、セミナー等の割合がやや増えた。 

【２０２０年度】                ⇒ 【２０２１年度】 

 

 

 

 

 

 

 

88000, 1%
285080, 5%

3311337, 
52%

2692559, 
42%

13932, 0%

1813820, 
44%

1101044, 
27%

477080, 
11%

0, 0%

738810, 
18% 1327213, 

33%

1322472, 
33%

615767, 
15%

0, 0%

759588, 
19%

事業費（ＮＰＯデ

ザイン）
事業費（ＮＰＯセ

ミナー等）
事業費（ソーシャ

ルビジネス）
事業費（その他）

管理費

88000, 3%
254940, 7%

541653, 
15%

2624128, 
75%

2091, 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


