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平成２６年度 事業報告書 

     平成２６年 ４月 １日から平成２７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３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。 

今年度は地域資源を活用したソーシャル・ビジネス：おおいたコミュニティハウスの創造という大き

なテーマにチャレンジしました。建設候補地オーナーさんとも知り合い、住まい手になる会も発足の準

備もできました。２７年度での具体的なプランニングに継続していきます。 

日ごろの活動にくわえ、様々な活動ができましたことは、会員や関係者皆様の多大なご協力があっての

ことと思い、ここに感謝申し上げます。 

 

■収入バランス 

 ２６年度は、助成金収益が 

６８％で大半を占めました。 

事業収益の割合を多くすること 

が課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■運営相談  ２５年度より微増 

  ・設立相談   ４件  ※一般社団法人１件含む 

  ・運営相談   １１件 ・・・会計、ネットワーク拡充、商品拡販、企業との連携など 

   

 ■ＮＰＯ育成・強化プロジェクト メンター活動  （山下） 〔ＷＶＪ／日本ＮＰＯセンター〕 

  ※東日本大震災で被災した３県（岩手、宮城、福島）で、復興にために活動するＮＰＯへの基盤強 

化や活動充実のために寄り添い支援する（メンタリング） 

  プロジェクト自体は終了していますが、石巻の被災した子どもたちのケアをするＮＰＯとの交流は 

続いています。 

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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 ■ＮＰＯ事務支援              （山下・後藤・上原） 

  男女共同参画・ステップアップおおいた 

  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ＮＭ 

  解散登記支援・ＮＰＯ法人ＮＴ 

  事業報告書作成支援：ＮＰＯ法人ＣＡ、ＮＰＯ法人ＮＭ 

  助成金申請書作成支援：任意団体Ａ 

  イベントチラシ作製：ＮＰＯ法人Ｅ 

  ホームページ製作：ＮＰＯ法人ＳＫＳ、ＮＰＯ法人ＳＳＣ 

  イベント企画支援：ＮＰＯ法人ＦＯ 

 

 ■プロジェクト支援 

  ●SAVEJAPAN プロジェクト２０１４   （山下・上原） 

  〔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２回のプログラムを行いました。 

① 「中津干潟いきもの観察会」     7 月１８日（土） 中津市大新田海岸 １２５名参加 

カブトガニほか 

② 「山国川おサカナ観察会」      ８月 ３日（日） 中津市山国町   約３０名参加 

     オヤニラミ、  ほか 

 

  ●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。 

   昨年度初めて３０数個の教材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ます。 

 

  ●海民ネットワーク            （山下・水辺に遊ぶ会：足利） 

   ※海民ネットワーク：九州大学や済州大学、環境ＮＰＯ等が関わり、海に係る人々の民族 

生活文化を見直し、交流連携することで、これからの社会づくりに寄与することを目的 

   ｆａｃｅｂｏｏｋページの設立による情報提供を開始（２６年１０月～） 
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  ●中央共同募金改革モデル事業・日出町社会福祉協議会「産後のママのケア」 （山下） 

   ８月２６日に反省会議を実施。春には出生数がさほどなく、サポーター派遣も実績が少なかった。 

   動向を見守り、協議が必要であれば参画する。 

 

  ●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） 

   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、その後の 

反省会まで従事しました。 

  ７月 ２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、 

    ９月１６日 「子どもとつくる避難経路ウォーキング」作戦会議＆リスクマネジメント研修会 

   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 

 

 ●コミュニティボランティア支援事業   （山下・上原） 

  〔大阪コミュニティ財団助成事業〕 

   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 

ボランティアを発掘、スクールを通しての支援ボランティアを養成する事業 

  子どもたちの自主企画「写真展」や「文化祭」など、通常の学校では体験できないことを中心に 

  企画実施のなかでの支援活動を展開してきた。大分大学の学生ボランティアや主婦ボランティアの 

  １０数名の養成ができた。現在も時間があるときに関わっていただいている。 

    ６月１９日（木）１４：００～１６：００ ボランティア研修会  鴛野校区公民館 

    ６月２５日（水）１４：００～１６：００ ボランティア研修会  鴛野校区公民館 

    ７月～     写真展「花鳥風月～１４歳の写真家」コンパルホール 

    ８月８，９日  写真展「花鳥風月～１４歳の写真家」ホルトホール大分 

    ９月２０日（土）１０：００～１２：００ コミュニティ事前研修 ＡＢＣ野外教育センター 

    ９月２５日（木）１９：００～２０：３０ 不登校を考える研修会 上野ヶ丘中交流室 

   １０月１５日（水）１３：００～     ＡＢＣ野外教育研修 田ノ浦ビーチ 

   １０月２８日（火）１５：００～     大分市議Ａ－ｊｉ議員懇談会 

   １１月２１日（金）           ウェーブ文化祭 

   １１月３０日（日）１０：００～     大分おやじ座談会分科会で不登校テーマに議論 

    ３月１３日（金）１０：３０～     大分県ポランの広場と連携打合せ 

 

  ●エンジェルハートコンサート実行委員会イベント支援  （上原・髙橋・山下） 

   ６月２１日（土）９：００～ グランシアタ 

   車いす用スロープ設置、おやじの会ボランティアコーディネート、写真ボランティア 

   （５月１８日事前研修会）（１０月３０日写真研修会・久住） 
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 ■ＮＰＯ活動体験エクスカーション             （足立・上原・山下） 

   ６月７日（土）９：００～ 大分市編  ＮＰＯ法人ＦＯＲＯＮＥ  農場体験 

 

 ■他団体イベント参加 

  ●panasonic 組織基盤強化ワークショップ         （山下、上原） 

   ４月１２日（土）１３：００～      福岡市    

 

●「こうざき海岸海開き神事」  NPO 法人福祉コミュニティＫＯＵＺＡＫＩ （山下） 

７月 １日（月）１０：００～      大分市本神崎 

 

●「ＮＰＯと行政の対話フォーラム」 〔日本ＮＰＯセンター主催〕 

   ７月１６日（水） １０：００～１７：００ かながわ県民センター （山下） 

   ７月１７日（木） 藤沢市市民活動推進センター視察、コミュニティハウス視察 

 

●「中津干潟囲い刺し網体験」   中津干潟を守る会   （山下、上原） 

 ７月３０日（水）、９月１１日（木） 

 

●「ＮＰＯマネジメントセミナー」おおいたボランティア・ＮＰＯセンター （山下） 

 ８月 ８日（金）１３：３０～ ホルトホール大分  日本ＮＰＯセンター田尻氏 

 

●「大分県手をつなぐ育成会 杵築大会」         （山下） 

 ８月１０日（日）１０：００～ 杵築市Ｂ＆Ｇ ＮＰＯ法人道しるべ出店 

 

●「めじろんセミナー」                 （山下） 

 ８月２１日（木）１３：００～ アイネス大会議室 

 

●「生物多様性地域セミナーｉｎ大分」          （上原、山下、水辺に遊ぶ会） 

 ９月２０日（日）１３：００～１６：４０ 大分農業文化公園大研修室 

 

●「イギリスの歩くまちづくり」 まちづくり情報プラザ  （山下） 

   １０月３日（金）１８：００～２０：００ ホルトホール大分 

 

  ●「大分県障害者・児 秋の交歓会」 ＮＰＯ法人道しるべ出店応援  （足立、山下） 

   １０月４日（土）、５日（日）  大分市平和市民公園 

 

●大分市鉄道残存地利活用デザイン協議会         （山下） 

 １０月１８日（土）１３：００～ 以降２回出席（1/24、 
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●「第１１回大分県ボランティアＮＰＯ推進大会」     （山下） 

 １０月１９日（日）       宇佐市院内町 石橋童夢 

 

●「大分大学開放イベント２０１４～国東半島宇佐地域世界農業遺産の未来」（山下） 

 １１月 ３日（月）１４：００～１５：３０  大分大学 

 

●「ＦＯＲＯＮＥ農業祭イベント」            （髙橋、山下、上原） 

 １１月２９日（日） ９：３０～１４：００ 臼杵市   

 

●「由布の麓１周年記念会」 ＮＰＯ法人リプル      （山下） 

 １２月 ３日（水）１１：００～  湯布院くぬぎの丘 

 

  ●「市民セクター全国会議２０１４」           （山下） 

   １１月２１・２２日 東京中野サンプラザ   

 

  ●「第６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３０日（日）      コンパルホール 

 

●「地域創生人材」育成講座 〔大分市産業活性化プラザ〕  （山下） 

 １月７日（水）、１４日（水）、２８日（水）、２月４日（水） ホルトホール大分 

 

●「ファンドレイジング講座＆めじろんフォーラム」     （山下） 

 ３月 ６日（金）１３：００～１６：４０  アイネス２階大会議室 

 

●「第 7 回文化講演会 老いを若く生きる」〔ＮＰＯ中野幡能記念精神文化研究所〕（大分） 

   ３月 ８日（日）１３：３０～１４：３０   中野記念図書館 
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■研修会 

 ★ＮＰＯ法人会計基準研修会  ２６年度は休止 

 

 ★日出町社会福祉協議会ＮＰＯ学習会          （山下） 

  ９月３日（水）１３：００～  

 

  ★大分市産業活性化プラザ「コミュニティビジネスのための創業支援講座」  講師：山下 

  ・１２月 ３日（水） １８：３０～２０：３０ 約４０名参加 

  ・１２月１０日（水） １８：００～２０：３０ 約３０名参加 

 

 ■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 

  

■東春日共同オフィスでのＮＰＯ関連情報公開  ※随時 

 

 ■「あんたおおいたんＮＰＯんし！？」第４号（おおいたコミュニティハウス特集） 

   １，０００部配布 

 

 ■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 

  ・２５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、上原） 

   ２７年１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。 

 

 ■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 

  ・４月１７日（木）欠席 １８日（金） 東京 （山下） 

  ・８月２１日（木）２２日（金）    東京 欠席 

  ・１１月２０日（木）～２１日（金）  東京 （山下） 

 

 

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） 

http://npodesign.web.fc2.com/
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 ■おおいたコミュニティハウス創造事業     （古村・山下・高橋・上原・後藤） 

  ★プロジェクト委員会  ・・・事業推進する目的で専門家に集まって実施 

   建築士、社会福祉士、栄養士、竹田での実践者、福祉研究者の５名が委員 

   事務局として古村、川田、佐々木（以上、結の会）、上原（ＯＮＤＣ）、山下（総括） 

   ※１１回開催 

  ★シンポジウム開催   ・・・コミュ二ティハウスの普及啓発、住まい手発掘のために開催 

   ●「竹田の共生の住まいを考えるフォーラム」  ５４名参加 

    ９月２７日（土）１４：００～１６：３０ 竹田市総合社会福祉センター多目的ホール 

    講演会「福祉のまちづくり～地域包括ケアシステムについて」 県高齢者福祉課 飯田課長 

    パネルディスカッション「竹田市にふさわしい住まい方とは」 川田コーディネーター 

     パネリスト：飯田課長、ＮＰＯ法人夢苞理事長渡邉さん、河野社会福祉士、古村 

●「あつまってくらす“豊かさ２を感じるフォーラム」  ８９名参加 

    ２月２８日（土）１３：３０～１６：３０ ホルトホール大分 大会議室 

    話題提供「おおいたコミュニティハウスをつくろう」 古村 

    幻燈会 「多世代が共に楽しく暮らす住まいづくり」ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊 

                             代表理事 延藤安弘氏 

    「こんな住まい方、実現したいなワークショップ」 〃 

  ★運営のための研修会  ・・・結の会中心にハウスの運営コーディネートするスキルを習得 

   第 1 回 8 月２４日（日）１４：００～ 「もしも介護が必要になったら」 

第 2 回 ９月 ６日（土）１５：１５～ 「コミュニティイベント～歌声喫茶」 

第 3 回１０月 ４日（土）１４：１５～ 「不動産と建設計画」 

第 4 回１１月 １日（土）１４：１５～ 「コミュニティハウスでの人生設計」 

第 5 回１２月 ６日（土）１４：１５～ 「コミュニティハウス共同イベント＆ルール」 

第 6 回 １月１１日（日）１０：００～ 「コミュニティハウス視察会」 

第 7 回 ２月 ８日（日）１３：００～ 「コミュニティハウス創造その１」 

第 8 回 ３月 ７日（土）１４：００～ 「コミュニティハウス創造その２」 

  ★コモンミール推進 （大分市内８か所、竹田市内 5 か所） ・・・ハウスのイベント体験 

   （大分）第 1 回～３回 敷戸団地内Ｍさん宅 だんご汁、炊き込みごはん、おでん  

       第 4 回    まちの駅よらんせぇ～ 関ぶりのカルパッチョ 

       第 5 回～８回 コミュニティハウスつばき お好み焼き、ぎょうざ、手巻き、焼きそば 

   （竹田）第 1 回    安閑舎       だんご汁 

       第 2 回    河野事務所     おでん 

       第 3 回    暮らしのＳＣ久住りんどう 炊き込みごはん、おっぱい饅頭 

       第 4 回    暮らしのＳＣ直入ゆのはな だんご汁、若鳥甘酢煮 

       第 5 回    竹田市商店街空き店舗   お好み焼き   ※老若男女１８７名参加 

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 

  ★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 

   ・さがのせきローカルデザイン会議（日本文理大学と協働）参加 

   ・まちの駅「よらんせぇ～」ホームページリニューアル 

 

 

   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（金）１８：３０～１９：３０ ＥＮＧＡＷＡｃａｆｅ frogeye 

 ■理事会開催 

  ・ 

■会員向け 

 「ＮＰＯデザイン通信」作成配布  ２０１４夏号、秋号、冬号、２０１５春号 

■懇親会 

 ・忘年会  １２月２６日（金）１８：００～ ＥＮＧＡＷＡｃａｆｅ ｆｒｏｇｅｙｅ １０名 

 ・さよなら東春日パーティ ３月２６日（金）東春日オフィス前 ７名 

■事務所のレイアウト変更  平成２６年 ４月 13 日～１４日 

■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、評議員（山下） 

  ・ＮＰＯ法人会計基準協議会 会員 

 [企業] 

  ・ソリマチ株式会社 代理店契約 ソフト（会計王１５ＮＰＯ法人スタイル）販売 ９月で終了 

 [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 

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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■佐伯市協働事業審査員 

 審査会 ５月２７日（火）１０：００～ 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 ４日（金） １５：３０～ 九州ろうきん大分県本部 

   助成フォーラム ８月２５日（月）  ９：３０～ ソレイユ 

 

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 

    １，８５１ 

 

 

 

 

 

 

７５２ 

 

 

 

 

 

２，０２９ 

 

 

 

 

０ 

 


