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２０２０年度 事業報告書（案） 

    ２０２０年（令和２年）４月 １日から 

    ２０２１年（令和３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９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、ほぼ毎週月曜日に古国府事務所に事務局員が集まってい

たのができなくなった。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 ２２件 （電話含む）※事業承継ＰＪ以外 ２０１９年度１４件 

  ●運営相談  （担当：山下） 

   ・設立相談   なし 

   ・運営相談   ＮＰＯ法人ＧＩＯ、ＮＰＯ法人ＴＩ、ＮＰＯ法人ＣＳＦＣＥ、ＮＰＯ法人ＭＳ 

           ＮＰＯ法人ＹＦＫ、一社）ＯＹＴＣ、ＮＰＯ法人ＴＹＫ、ＮＰＯ法人Ａ、 

           ＥＫ、ＮＰＯ法人ＭＫ、一社）ＷＫ、㈱ＯＦＣ 

    ※新型コロナウィルス感染拡大による総会開催について２件 

   ・解散相談   ＮＰＯ法人ＪＦＯ 

  ●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 

   登記書類作成支援 ：ＮＰＯ法人ＫＹＣ、ＮＰＯ法人ＭＡＫ 

   定款変更作成支援 ：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 ：ＮＰＯ法人ＮＳＳＩＰ、一社）ＯＹＴＣ 

   ホームページ更新 ：－ 

   一般事務支援   ：ＯＯＮ、ＫＭＫ 

   解散登記支援   ：－ 

  ◎ＮＰＯこよみ（年間事務出来事）を発行   ※整備中、発行できず 

  ◎助成金一覧                ※整備中、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２０２０【挑戦期】  助成額 １，１３１．３３７円 （Ｒ２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              （山下） 

   現行のプロジェクトでは最後の年度。全国の８地域に大分県が選定され、学生のボランティア 

参加、“公的枠組みでの環境保全”のきっかけづくりの挑戦を行う。 

   〔会議等〕６月２９日（月） 全国中間報告会 １３：３０～オンライン開催 ひがたらぼにて 

８月２８日（金） 全国事務局とオンライン会議 今後の対策 

        １０月２０日（火）伊万里市カブトガニ館、担当課へ視察ヒアリング ４名 

〔プログラム〕 

★５月４日（月祝）ベッコウトンボ観察会 

★５月９日（土） 中津干潟観察会 

 ⇒スポンサー損保ジャパン様の意向もあり、新型コロナウィルス感染拡大の状況を 

踏まえて以上の２つのイベントは中止 

★（イベントの代替として）ねっと干潟観察会 １～３弾を配信 

 水辺に遊ぶ会ホームページで映像公開 １１月末から３週連続  

http://mizubeniasobukai.org/ 

 ＳＡＶＥＪＡＰＡＮホームページでも報告 

  http://savejapan-pj.net/sj2020/oita/report/post_3.html 

★１２月２０日（日） ９：３０～１６：００ 中津干潟ＮＥＴアカデミア 

       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（最大１００名） 

http://savejapan-pj.net/sj2020/oita/report/post_4.html 

   昨年１０月１４日、水辺に遊ぶ会の足利由紀子理事長が逝去されました。長い闘病生活でしたが 

  ついに力尽きてしまわれました。とても残念です。このプロジェクトに理解を示され多大な協力を 

して下さったことに感謝します。このプロジェクト終了後も中津干潟の「公的枠組み」での環境保全 

がなされるよう、会に協力して活動していきたいと考えています。 

  また、これまでのＳＡＶＥＪＡＰＡＮプロジェクト大分県編のまとめをして、ホームページで公開 

  していきたいと思います。 

 

 ●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、工学部計約４００人に対してオンラインにて実施 

   ・８月５日（水）３限目１３：００～１４：３０ 

    ＮＰＯ法人ＴｅｔｏＣｏｍｐａｎｙ  奥 結香氏 （竹田市） 

    ＬＧＢＴ関連の話、インクルーシブな社会を推進、などの話題を学生に提供 

http://savejapan-pj.net/
http://savejapan-pj.net/sj2020/oita/report/post_4.html
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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（火）ＮＰＯ法人リエラ経由で被災した保育園に寄贈 

・１２月１６日（水）ＮＰＯ法人知的障がい者フットサルクラブＥＮＴＲＡＤＡに寄贈 

 

■災害救援関連 

 ●九州７月豪雨被害支援 ７月６日夜 大分市、由布市、九重町、玖珠町、日田市被災 

  ・７月８日（水） 被災状況視察 日田市ほか 

  ・７月８日（水） 日本ＮＰＯセンター 災害協定オンライン会議 

  ・７月１３日（月） 被災地状況視察 日田市 

  ・７月１８日（土） 災害ボランティア活動（日田市災害ボランティアセンター） 

  ・７月２０日（火） 社協ボランティアセンターヒアリング 九重町、由布市 

  ・７月２３日（木祝）災害ボランティア活動（九重被災者支援センター） 

  ・８月 ２日（日） 災害ボランティア活動（大分市社会福祉協議会 八幡地区） 

  ・８月 ４日（火） 被災状況視察 由布市湯平温泉 

  ・８月１３日（日） 災害ボランティア活動 慈恩の滝流木清掃 

  ・情報共有会議（う～だら会議）運営 オンライン １９：００～２１：００（２０：００） 

 オンラインサポート部隊：日本ＮＰＯセンター、大阪ボランティア協会、岡山ＮＰＯセンター 

   第１回７月１１日（土）／第 2 回７月１６日（木）／第 3 回７月２２日（水）／ 

第 4 回７月２９日（水）／第 5 回８月５日（水）／第 6 回８月１２日（水）／ 

第 7 回８月２６日（水）／第 8 回９月２日（水）／第９回９月９日（水）／ 

第１０回９月２３日（水）  １１月２５日（水）オンライン運営会議 

・１１月２８日（土） リエラ主催「あまがせ交流会」視察 被災者向け交流イベント 

 ●大分県社協災害ボランティアネットワーク連絡協議会 幹事団体委員就任 

  ・１２月 ２日（水）１３：３０～１５：００ 大分県総合社会福祉会館研修室 

  ・２月 ４日（木）１４：００～１６：３０ 研修会講師 大分での情報共有会議 

      ５日（金）１０：００～１５：００ 研修会ワークショップ参加 

 ●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 委員就任 

  ・６月 ５日（水）１３：３０～１５：３０ 委員会 

  ・９月２９日（火）１３：００～１５：００ 委員会 

  ・１２月１１日（金）１０：００～１２：００ 委員会 

  ・３月１３日（土）ボランティアセンター運営イベント ※新型コロナウィルス感染拡大により中止 

 ●ＮＰＯ法人リエラ「避難と避難所を考える防災スキルアップ研修会」 

   日田市会場＋オンライン開催  １８：３０～２０：３０ 

  ・第１回１０月１２日（月）／第２回１０月２６日（月）／第３回１１月９日（月）／ 

   第４回１１月３０日（月）／第５回１２月１４日（月）／第６回１月１２日（火）／ 

   第７回２月８日（月）／第８回３月８日（月） 



 

4 

 

  主に日田市の方が参加していましたが、避難に関する知識、特に高齢者や障がい者への対応など 

の理解が得られたと思います 

 ●「災害支援ふくおか広域ネットワーク」設立総会オブザーブ参加   （山下） 

  ・３月１２日（金）１７：００～１８：００   福岡県庁吉塚総合庁舎会議室 

 

■ワークショップ等ファシリテーター 

 ●おおいたＮＰＯ・県民フォーラム（県支援室） 

  ・会議  ９月１５日（火）１４：００～１６：００ おおいたボランティア・ＮＰＯセンター 

  ・会議 １２月 １日（火）１４：００～１５：００ おおいたボランティア・ＮＰＯセンター 

  ・サブコーディネーターとしてフォーラム運営 会場リアルとオンライン参加 

 １２月１８日（金）１３：３０～１６：００ Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分３００会議室 

 ●第４回おおいたＮＰＯ博実行委員会実行委員長 １２月１３日実施まで委員会参加〔有償に〕 

・会議  ９月１８日（金）１０：００～１２：００ ライフパル２階会議室 

・会議 １０月 ７日（水）１０：００～１２：００ ライフパル２階会議室 

・会議 １１月１３日（金）１０：００～１１：３０ ライフパル２階会議室 

             １３：３０～１６：３０ 〃 出展者説明会 

・広報 １２月 ９日（水）１０：３０ＯＡＢ収録、１４：３０司会者大野タカシミーティング 

・「第４回おおいたＮＰＯ博」 大分市「お部屋ラボ 祝祭の広場」  （高橋、足立、山下） 

     １２月１３日（日）１１：００～１６：００ ＪＲ大分駅大屋根広場 

 ●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     

  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 

  ・１２月１７日（木）１３：００～１６：００ 人吉市庁内会議出席 

・１月８日（金）１０：３０～１３：００   まちづくりオンライン会議 

・２月１７日（水）１４：００～１６：００校区別懇談会 ～１７：００ボランティアセンター訪問 

・２月２２日（月）１０：００～１２：００  人吉市オンライン会議 

・３月２２日（月）～２４日（水） 校区座談会２回目 ５地区 

⇒２０２２年３月まで継続（※３月に清算） 

 

■大分市景観重要公共施設  合同会社まちづくり事務所まちもり委託事業  委託費１１万円 

 ・８月２６日（水）１３：３０～       大分市都市計画部まちなみ企画課 

 ・９月２４日（木）１５：００～１６：００  大分市都市計画部まちなみ企画課 

 ・１０月１９日（月）１０：００～１１：００ 大分市都市計画部まちなみ企画課 

 ・１１月１８日（水） ９：００～１０：００ 大分市都市計画部まちなみ企画課 

 ・１２月１４日（月）１０：００～１１：００ 大分市都市計画部まちなみ企画課 

 ・１月２９日（金）１３：３０～１４：３０  大分市都市計画部まちなみ企画課 

 以上打合せを中心に業務完了した。 
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■ＮＰＯ法人事業承継プロジェクト及び新型コロナ対策応援事業  

大分県・おおいた共創基金「ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業」２０２０年継続 

                              補助金額３１３，０００円 

活動停滞しているＮＰＯ法人のこれまで蓄積してきた実績を絶やすことなく、さらなる基盤強化組織 

支援することで活動推進させ、今後も地域での活性化・社会貢献事業等を継続進展させることを目的に 

実施。さらに当年度は新型コロナウィルス感染拡大で、どんな影響を受けているかもアンケート項目に 

追加し状況調査を行った。 

◎ＮＰＯ法人運営に関するアンケート調査 １０月実施 

昨年調査した２５０法人以降、現存している平成３０年度までの認証法人（２１７法人） 

を対象にアンケート調査 ⇒５４法人から回答（回答率２６．３％） 

【アンケート結果まとめ（一部抜粋）】 

  ★理事の平均年齢       ６０歳代が多い、次５０歳代、次４０歳代と７０歳代 

  ★代表理事の年齢       ６０～６４歳が多い、次６５～６９歳、次７０～７４歳 

                 ※以上の結果は昨年度より若干若い 

  ★代表理事の交代はあったか  交代はある３７％ ※昨年よりはさすがに少ない（最近のＮＰＯ） 

  ★役員の世代交代ができているか   できていない４６％、できている２２％ 

  ★事務局員の世代交代ができているか できていない４１％、できている２８％ 

                 ※昨年とほぼ同じ。できているの％が低下 

  ★新型コロナウィルス対策   資金の支援が多い。次情報提供、次物資の支援 

  ★今後の不安  事業費の確保３４％、次人件費管理費確保２４％、次組織運営オンライン化１３％ 

  ★解散を考えている法人の理由  会員の高齢化、法人格は不要だった、会員意識統一、別法人希望 

 ◎ＮＰＯ法人支援ネットワーク会議開催 

・１２月１１日（金）１８：３０～１９：３０ コンパルホール会議室 

   支援アドバイザー含めた会議で、アンケート結果報告、今後のヒアリング訪問など調整 

  ・２月２０日（土）１７：００～１８：００  ホルトホール会議室 

   ＮＰＯ訪問コンサルティング状況報告、継続支援法人の選定、など 

 ◎ＮＰＯコンサルティング活動  相談希望８法人のうち４法人訪問（そのほかは連絡なし） 

  ・１月７日（木）国東市ＮＰＯ法人    ～新規事業にむけた活動、登記確認 

  ・１月９日（土）杵築市ＮＰＯ法人    ～会員のミッション、情報発信 

  ・１月１３日（水）大分市ＮＰＯ法人   ～助成金情報、同業他団体との価値 

  ・１月１５日（金）豊後大野市ＮＰＯ法人 ～後継後の事業展開、運営 

以上４法人の継続支援を決定。引き続きコンサル実施。 

◎イベント「ＮＰＯ的オンライン会議の運営講座」 講師：坂本章彦氏  参加：４名 

  ・２月２０日（土）１５：００～１７：００ ホルトホール大分４０４会議室 

◎おおいたＮＰＯ情報交換会  オンラインも可 

  ・県豊肥 ２月２３日（火祝）１５：００～１７：００ 竹田市城下町交流プラザ ４名 

  ・県東部 ２月２６日（金） １５：００～１７：００ アライアンスタワーＺ  ２名 

  ・県中部 ２月２７日（土） １５：００～１７：００ ホルトホール大分４０７ ６名 
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  ・県南部 ３月 ２日（火） １５：００～１７：００ さいき城山桜ホール   １名 

  ・県西部 ３月 ４日（木） １５：００～１７：００ 日田市複合文化施設 AOSE １名 

  ・県北部 ３月 ５日（金） １５：００～１７：００ ウサノピア       ２名 

  NPO 関連情報（法改正）、SDGｓ、参加団体紹介、政策提言など意見交換を実施 

 以上の詳細は当ホームページ内の 

「２０２０年度ＮＰＯ法人事業承継・新型コロナウィルス対策応援プロジェクト」参照 

 

■新型コロナウィルス感染拡大防止関連 

●大分県内ＮＰＯの新型コロナウィルスの感染拡大影響及び支援に関するアンケート調査 

 調査期間：４月６日（月）～４月１５日（水） ネット調査 ⇒６２有効回答 

 調査報告：４月１７日（金） 

 ⇒４月２１日（火） 県民活動支援室へ要望書として提出 

 要望の詳細：賛同者５組織個人 

1． 実績に応じた支払を行う委託事業や補助事業（成果報酬型）について、自粛要請で閉所や利用者 

減少を余儀なくされ、実績が上がらず収入減となるＮＰＯへの前年度基準での支払い等の措置。 

2． 行政機関より委託や指定管理等を受けて施設管理やイベント・セミナー等の開催を行う事業に 

ついて、自粛要請で閉所や開催中止を余儀なくされ、委託金の減額や収入減、特に職員人件費の減 

額となるＮＰＯに対して雇用維持のために前年度基準での支払い等の措置。 

3． 自粛要請による影響で委託業務などが減少ないしは無くなった障がい者作業所や、居場所事業 

等の困難を抱える方の就労支援等の取り組みを行う事業所に対する助成などによる資金支援。 

4． 今後行われる企業向けの支援策などの対象にＮＰＯ法人及び準じる組織も加えること。 

5． 団体存続につながる情報提供や相談窓口の開設、オンラインツールなど団体の環境の整備や指 

導育成支援、事務局職員雇用継続のための措置。 

6． その他、県内市町村単位でのＮＰＯの事業継続のための包括的な支援の実施。 

 ●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２２日（水）１５：００～１７：００ オンライン 

 ・５月 ８日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・５月１４日（木）１７：００～１９：００ オンライン 資金支援について 

・６月 ５日（金）欠席 

・７月 ３日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・８月 ７日（金）欠席 

・９月 ４日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

・１０月 ２日（金）１５：００～１７：００ オンライン 困っているＮＰＯ救済には 

・１１月 ６日（金）欠席 

・１２月 ４日（金）欠席 

・１月 ８日（金）１５：００～１７：００ オンライン 持続化給付金期限 

・２月５日（金）１５：００～１７：００ オンライン 

 ・３月５日（金）欠席 
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●４７コロナ基金 

  ・５月１３日（水）１２：００～１３：００ オンライン会議 

 ⇒ほとんど対応ができなかった 

 

■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 

  ・１１月１６日（月）１３：００～１４：００ ＮＰＯ法人ドットジェイピー渡辺ミーティング 

・１２月 ４日（金）１９：００～２０：００ ＮＰＯ法人ドットジェイピー渡辺ミーティング 

  ～大分大学１年Ａさん（男性）、別府大学１年Ｍさん（男性）２名の受入れが決定 

 ・１月１７日（日）１０：００ インターン学生面接 

 ・２月１日から３月３１日まで受け入れ 

   主な作業：ＮＰＯ法人事業報告書調査、鍵盤ハーモニカ磨き、ＮＰＯ訪問同行、県社協研修、 

        ＮＰＯ情報交換会準備、佐賀関まちづくり研究、ＮＰＯ課題報告プレゼンテーション 

  ⇒１名は無事目標７０時間達成、１名は残念ながら途中離脱 

 

■審査員、講演講師対応 

●中央共同募金会ボラサポ助成金審査員（大分県団体への助言）   （山下） 

   １０月１２日（月） ９：００～１３：００ オンライン ２団体の評価 

●大分県老人クラブ連合会研修講師                （山下） 

  １０月１９日（月） １４：１０～１５：１０ 大分県総合社会福祉会館４階会議室 

●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） 

   １０月２８日（水） １３：１０～１４：３０ 大分大学 オンライン受講約１００名 

 ●九州ろうきんＮＰＯ助成審査員                 （山下） 

   審査会      １月１５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１９日（金） １３：３０～１５：００ ソレイユ 

 ●大分カイコウｓａｌｏｎ＃０５ ＳＤＧｓ  デジタルバンク㈱  （山下） 

   １月１８日（月） １８：３０～２２：００  オンライン 講師 

   ２月１２日（金） １８：３０～２０：３０  ホルトホール大分会議室 

 グループワーク 

●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） 

  ２月２２日（月） １３：００～１６：００  ＮＢＵ 

  ３月 ６日（土） １３：００～１６：３０  中津市新中津市学校 学生５名認定 

●ＯＢＳラジオ「ＮＥＷＳ ＷＡＶＥ」出演  おおいた共創基金 （山下） 

  ２月２５日（木） １８：１０～１８：２５  ＯＢＳ大分放送 松井督治アナウンサー 

●「ＮＰＯきほんのき」 ライフパル運営基盤強化講座      （山下） 

  ３月 ３日（水） １４：００～１６：００  ライフパル１Ｆ 

●日本文理大学（ＮＢＵ）ＣＯＣ活動事業検討・評価委員会    （山下） 

   委員会 ３月２９日（月） １５：００～１７：００ ＮＢＵ 
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 ●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２５日（木） １０：３０～１２：００  県庁 

 ●大分県おおいたＮＰＯ情報バンクおんぽ更新委員会       （山下） 

  ※委託業者との仕様の確認、デザインの確認、操作の確認など検討する 

   令和３年４月１日リニューアルとなる 

   第１回委員会   ８月２４日（水） １３：００～１５：００ アイネス小会議室 

   第２回委員会   ９月 ９日（水） １０：００～１１：００ アイネス小会議室 

   第３回委員会  １０月 ５日（月） １３：００～１６：００ アイネス小会議室 

   第４回委員会   １月２０日（水） １０：００～１２：００ アイネス小会議室 

   第５回委員会   ３月１７日（水） １３：３０～１５：３０ アイネス小会議室 

 

■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 

 （Ｊ）「Light It Up Blue」 実行委員会            （山下） 

     ４月 ２日（木）夕方点灯        大分いこいの道広場 

 （Ｊ）「パナソニック組織基盤強化セミナー」日本ＮＰＯセンター   （山下） 

     ５月２７日（水）１３：３０～１５：００ オンライン 

 （Ｊ）「パナソニック組織基盤強化セミナー」日本ＮＰＯセンター   （山下） 

     ６月１０日（水）１３：３０～１５：００ オンライン 

 （Ｊ）「日本ＮＰＯセンター意見交換会」日本ＮＰＯセンター     （山下） 

     ６月１７日（水）１４：００～１５：３０ オンライン 

 （Ｊ）「大分県災害支援セミナー」大分県社会福祉協議会       （山下） 

     ６月１９日（金）１０：００～１２：００ 大分県総合社会福祉会館４階大会議室 

（Ｊ）「パナソニック組織基盤強化セミナー」日本ＮＰＯセンター   （山下） 

     ６月２５日（木）１３：３０～１５：００ オンライン 

 （Ｊ）「日本ＮＰＯセンター意見交換会」日本ＮＰＯセンター     （山下） 

     ６月２６日（金）１３：００～１４：３０ オンライン 

 （Ｓ）「大分薬草の会総会」 大分薬草の会             （高橋） 

     ６月２７日（土）      大分市戸次 

 （Ｋ）「中津干潟の日」  水辺に遊ぶ会              （山下） 

     ７月 １日（水） １８：００～ ごみ拾いウォーク 

（Ｊ）「夏の省エネ 節電セミナー」 大分県地球温暖化防止センター（高橋、山下） 

   ７月１０日（金）１３：３０～１５：３０   ソレイユ 

（Ｊ）「大分県地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業報告会」 大分県県民活動支援室 （山下） 

   ８月２０日（木）１３：３０～１６：３０   アイネス２階大会議室 

（Ｋ）「ストップ温暖化アクション」 チーム２℃おおいた協議会   （高橋、山下） 

   ８月２９日（土）１３：３０～１４：３０   大分駅前広場 

（Ｋ）「大分市地域コミュニティ講演会ｉｎ大南」 大分市市民協働推進課 （山下） 
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   ９月２６日（土）１４：００～１５：３０   大分市大南公民館 

（Ｊ）「ＮＰＯと行政対話講座（１）」  日本ＮＰＯセンター    （山下） 

   １０月 ２日（金）１０：００～１１：３０  （オンライン） 

（Ｊ）「コロナ対策セミナー」 おおいたボランティア・ＮＰＯセンター（山下） 

１０月 ８日（木）１８：００～２０：００  大分県総合社会福祉会館３階研修室 

（Ｊ）「ＮＰＯと行政対話講座（３）」  日本ＮＰＯセンター    （山下） 

   １０月１６日（金）１０：００～１１：３０  （オンライン） 

 （Ｋ）「秋の干潟観察会」   水辺に遊ぶ会            （山下） 

    １０月１７日（土）   中津市大新田海岸 

 （Ｊ）「大分県助成金等活用セミナー」 大分県県民活動支援室    （山下） 

    １０月２２日（木）１４：３０～１６：３０  アイネス大会議室 

（Ｊ）「おおいた地球塾」   チーム２℃おおいた協議会      （山下） 

   １０月２５日（日）１３：３０～１６：００  別府市美術館 

（Ｊ）「県都市計画マスタープランフォーラム」 大分県       （山下） 

   １０月３１日（土）１３：３０～１７：００  Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分 

（Ｊ）「おおいた景観まちづくりフォーラムｉｎ佐伯」大分県     （山下） 

   １１月 ４日（水）１０：００～１５：３０  さいき城山桜ホール 

（Ｊ）「日出町ＳＤＧｓフェスティバル」   日出町        （山下） 

   １１月２１日（土）１３：００～１６：００  ＹｏｕＴｕｂｅ配信 

（Ｋ）「おおいた県民ＤＡＹ」  おおいた共創基金         （高橋、山下） 

   １２月 ６日（日）１１：３０～１４：００  昭和電工ドーム ※モリンガ販売ＰＲ 

（Ｋ）「地域がＨＯＫＯＲＩ」 ＮＰＯ法人しげまさ子ども食堂―げんき広場（山下） 

   ２月２１日（日） １３：３０～１５：００   エイトピアおおの 

 （Ｓ）「第９回めじろんフォーラム」 おおいた共創基金       （山下） 

    ３月 ９日（火） １３：３０～１５：３０   アイネス２階大会議室 

 （Ｋ）「中津干潟海苔漉き体験」   水辺に遊ぶ会         （山下） 

    ３月１４日（日）  ８：３０～１１：３０   北部公民館 

 （Ｊ）「ユニバーサルツーリズム体験型講演会」 自立支援センターおおいた（山下） 

    ３月２４日（水） １０：００～１２：００   オンライン聴講 

 

 

 

 

 

（成果） 

■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 ・・・大分市総合計画調査 

 

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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■調査研究 

 ●休眠預金活用法に関する調査研究 

  公益財団法人佐賀未来創造基金と情報連絡 

  ・災害支援と緊急コロナ枠助成説明会 ２月１３日（土）１３：３０～１４：３０ オンライン 

 ●宇佐市３ＷＡＹツーリズム推進計画策定業務  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：１，０４５，０００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を含めた 

推進計画の策定。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。 

  ・４月１７日（金）１０：００～１１：００  社会教育課ミーティング 

  ・６月 ４日（木）～５日（金）       ヒアリング先報告書提出巡行 

  ・６月１２日（金）１３：３０～１４：３０  ツーリズムおおいた報告書提出訪問 

  ・６月１８日（木）１３：００～１４：３０  社会教育課ミーティング 

  ・８月２９日（土）１９：００～       宇佐終戦７５周年企画 宇佐空の夕べ 

  ・９月 ５日（土）１３：３０～１５：００  宇佐特別講演会 

  ・９月 ８日（火）１０：００～１１：３０  社会教育課ミーティング 

・９月１８日（金）１４：００～１５：３０  社会教育課ミーティング 

  ・９月３０日（水）１３：３０～１５：００  宇佐市庁内会議 

  ・１０月２１日（水）１６：００～１８：００ まちもりミーティング 

  ・１０月２６日（月）１０：００～１２：００ 社会教育課ミーティング 

  ・１１月 ２日（月）１３：３０～１５：３０ 宇佐市関係者会議 

  ・１１月 ９日（月）１３：３０～１５：３０ 安心院支所、ドリームファーマーズ宮田氏 

  ・１１月１０日（火）１０：００～１１：３０ 社会教育課ミーティング 

  ・１１月１７日（火）１１：００～１２：００ 社会教育課ミーティング 

  ・１１月１９日（木）２０：００～２１：００ 宇佐市塾ヒアリング 

  ・１１月２４日（火） ９：３０～１２：００ ナルゲストハウス高坂、社会教育課ＭＴＧ 

  ・１２月１０日（木）１０：００～１２：００ 宇佐移住者ヒアリング 

  ・１２月１１日（金）１３：３０～１５：００ 安心院支所、安心院町ＧＴ研究会宮田会長 

  ・１月２６日（火）１４：００～１６：００  社会教育課ミーティング 

  ・２月 ９日（火）１４：００～１５：００  大分県漁協宇佐支部ヒアリング 

  ・２月１７日（水） ９：３０～１１：００  安心院町ＧＴ研究会安部事務局長ミーティング 

  ・３月１５日（月）１０：００～１９：３０  社会教育課ＭＴＧ、受入農家３軒ヒアリング 

 ・３月１９日（金） ９：００～１１：００  社会教育課ミーティング 

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

  以上の活動以外に、推進組織の自立のための収支計画書を担当し提案した。 
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  ●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 

  ・７月、２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、インターン学生） 

   調査結果のまとめが次年度継続 

  ・１２月１０日１８：００～２０：００ 会計基準１０周年イベント オンライン会議 

  ●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 ※新型コロナウィルス感染拡大影響により開催なし 

 ・６月 ８日（月）１８：３０～２０：００ オンライン意見交換会 

 ●協働環境調査２０２０  岡山ＮＰＯセンター          （山下） 

  これまでＩＩＨＯＥが実施してきた行政部署の協働環境調査を、岡山ＮＰＯセンターが引き継ぐ 

  形で５年ぶりに実施。県内は、大分県と大分市の２部署が対象で、インターネットによる協働関係 

  の予備調査を行い、それをもとに現状を確認してもらう調査。それに回答をお互い確認して取りま 

とめる。 

   １月依頼、３月に調査、行政部署から回答をもらう 

 

■研修等企画実践 

  ●おおいたＳＤＧｓネットワーク会議～大分市民版ＳＤＧｓの展開   （山下、髙橋、足立、後藤） 

大分市あなたが支える市民活動応援事業  事業費１０６，０００円 補助７８，０００円 

「おおいたＳＤＧｓネットワーク会議」を年３回と、ＳＤＧｓに関するアンケート調査を行い、 

公表した。その効果として、大分合同新聞１月４日付で掲載され、またＳＤＧｓを理解するイベン 

トで講師として招かれるなど広がりがあった。 

・６月２８日（日）１０：００～１２：００  ライフパル２階会議室 

    参加６名 

    全国・大分のＳＤＧｓの状況、参加者からの情報提供・問題提起、 

    大分市市民版実施指針をつくろう 

   ・７月１９日（日）１０：００～１２：００  ライフパル２階会議室 

    参加５名  

    参加者からの情報提供・問題提起、大分市市民版実施指針をつくろう 

   ・１０月１８日（日）１０：００～１２：００ ライフパル２階会議室 

    参加８名  

    参加者からの情報提供・問題提起、おおいたＳＤＧｓガイドブックの 

    作成について、ＳＤＧｓ実施指針大分市民版作成活用 

★おおいたの優先課題と対応★ 一部抜粋 

「気候変動・地球温暖化防止活動の対策」 

「発達障害への理解と当事者とのふれあいや支援」 

「大分における生物多様性の保護や環境の保全」 

「自然災害等が発災した場合の被災地および復興の支援」 

「過疎地域での住民のコミュニティ維持と生活自立」 
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   ・大分県内ＮＰＯ法人・企業のＳＤＧｓに関するアンケート調査 

◆アンケート概要 

実施期間：令和２年１１月１８日～３０日 

配布先：大分市内ＮＰＯ法人１８５法人、公益財団法人おおいた共創基金賛助企業７０社 

回収方法（数）：ＦＡＸ（２９）、インターネット（２６） 

回収数：ＮＰＯ法人３４法人、企業２１社、全体５５法人 

回収率：ＮＰＯ法人１８．３％、企業３０．０％、全体２１．６％ 

     ⇒１２/１８おおいたＮＰＯ・県民フォーラムで報告 

   ・２０２０年度の活動を総括した「あんたおおいたんＮＰＯんし？」発行 

 

  ●第１２回大分おやじ座談会                 （山下） 

 「おやじのエール いつだってやれることはあるけん」  

   おおいたおやじネットワーク、座談会実行委員会 

   １２月 ５日（土）１３：００～  コンパルホール３階 多目的ホール 

   会場リアル+オンライン参加者総勢約７９名（東京、京都、福岡、熊本、大分県内から参加） 

   通常の分科会開催はコロナでできず、はじめて大会実施要領を変更して開催した。一つの会場で 

  セッション３つを通した参加形式に。会場リアルとオンライン開催ができる機材調達や操作が 

学べて得られることも多かった。 

    ※ＮＰＯ法人介護予防支援リハフィットネス大分にストレッチの講師を依頼 

 

  ●「地域課題解決！コミュニティビジネスセミナー２０２０」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 ２日（水）１８：３０～２０：３０ 受講者９名 

    「よりよい社会にするためのコミュニティビジネスとは」 

  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 ９日（水）１８：３０～２０：３０ 受講者４名 

  「ＳＤＧｓを意識した地域課題解決！コミュニティビジネス立ち上げワーク」 

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８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 

https://oitanpodesign.wixsite.com/ondc
http://npodesign.web.fc2.com/
http://oitanpodesign.wixsite.com/siquijorpj
http://oitanpodesign.wixsite.com/communityhouse
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  ●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 （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７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 

 

 

 

 

 

（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） 

※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。 

   ２年度は４回にわたり、鍵盤ハーモニカ１０６台、リコーダー６８本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 

   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 

  ・４月 モリンガ苗育成～弥生畑整備 

 ・６月 モリンガ苗植え 

 ・６月１８日（木）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ２６台、リコーダー６２本） 

 ・７月１６日（木）シキホール島へ発送 （鍵盤ハーモニカ４０台） 

 ・９月２７日（日）１１：００ モリンガ収穫祭 佐伯市弥生 

  ・１１月 ３日（火祝）アースデイおおいた（大分市いこいの広場）にてモリンガ販売促進活動 

・１１月１４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 １０名 

  ・１２月 ６日（日）おおいた県民ＤＡＹ トリニータ試合前に、サポーターへモリンガ販売  

・１２月１３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 

  ・１２月１９日（土）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ２０台、リコーダー６本） 

  ・２月１３日（土）シキホール島へ発送（鍵盤ハーモニカ２０台） 

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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※モリンガの売り上げは年５０万維持。いまだにイベントでの対面販売ができない状況 

  ※今年は昨年の新型コロナウィルス感染拡大の影響で配れなかった寄付募集チラシを大分市内 

小学校６年生と中学校１年生全世帯に配布した。その効果もあり１００台近く鍵盤ハーモニカ 

の提供があり、シキホール島に贈ることができた。 

 

 ■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月２７日（月） 居住支援法人 大分県土木建築部ミーティング 

  ・６月２６日（金） 居住支援法人 大分県土木建築部ミーティング 

  ・７月１３日（月） コミュニティハウス候補地内覧会 竹田市 

  ・８月２１日（金） コミュニティハウス候補地ミーティング 竹田市 

  ・９月２８日（月） 河野事務所にてミーティング （オンライン参加）  

  ・１１月６日（金） 社会福祉法人の山崎氏と懇談 竹田市 

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

  ・８月２５日（火） ミーティング、健康マージャンイベント 

 

 ■ほかコミュニティ支援 

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

   ・さがのせき楽・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、8/22、9/26、10/欠、11/28、12/26、1/23、 

2/27、3/27 

     １００回記念前日もちつき 10/23 

   ・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 

    4/中止、5/19、6/中止、7/21、8/休、9/15、10/中止、11/17、12/欠、1/19、 

2/16、3/16  

   ・海星館ビーチクリーン 11/15 

   ・黒が浜日の出アート設置 ＮＢＵ学生 12/30 

 ※1/1 元旦日の出は見られず 

 

   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 退会１名 

・賛助会員 ５名 昨年度より１名減 

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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 ■通常総会 

  ・６月２０日（土）１５：００～１７：００ ライフパル２階会議室 

    ３１・１年度事業報告書・決算書、役員改選、定款変更 

 ■理事会開催 

  ・５月２２日（金）１９：３０～２１：００ オンラインにて 【総会について】 

  ・１２月３日（木）１９：００～２０：００ オンラインにて 【事業進捗状況、問題点】 

■会員向け 

 「ＮＰＯデザイン通信」作成配布  ２０２０夏、秋、冬、２０２１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 

  ・大分薬草の会       団体正会員 

 [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 

■寄付受け等 

 ・ＮＰＯ虹、髙橋さんから寄付をいただきました。 

 ■「電磁的方法」を取り入れた総会、理事会対応ができるための定款変更を行った（７月） 

 

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

上記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり 

 

 

    １，８１３ 

 

 

 

 

 

 

 

１，１０１ 

 

 

 

 

 

 

４７７ 
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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） 

 ２０２０年度は、受取持続化給付金の影響で、受取助成金等の割合が増加した。 

 事業収益額は減少となった。２０１９年度の委託額が大きかったのが原因。 

【２０１９年度】                ⇒ 【２０２０年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経常費用バランス） 

ソーシャルビジネス費用はほぼ横ばいで、管理費割合が役員報酬の関係で増加した。 

【２０１９年度】                ⇒ 【２０２０年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95000, 2%389363, 
7%

878663, 
15%

4231041, 
75%

52881, 1%

受取会費

受取寄附金

受取助成金等

事業収益

その他収益

1951136, 
39%

2133147, 
43%

573901, 11%

0, 0%
347125, 7%

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, 1%
285080, 5%

3311337, 
52%

2692559, 
42%

13932, 0%

1813820, 
44%

1101044, 
27%

477080, 
11%

0, 0%

738810, 
18%


