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Ⅰ．調査の概要 

 

1．調査の目的 

 特定非営利活動促進法が施行されて20年が経過した。その間新規NPOの設立もあれば、

解散あるいは休眠化している NPO もある。高齢化など NPO 自体の変化に加え、NPO が

取り組む地域課題等も大きく変わってきており、NPO を有効に支援する方策についても、

再検討が必要な時期を迎えている。 

 本調査は、NPO の活動状況に加え、団体の運営や協働・各種支援について、日ごろから

関係する機関への要望等を明らかにし、今後のＮＰＯ団体支援を検討するための基礎資料

とすることを目的として実施した。 

 

2．調査方法 

1）調査期間  平成 30年 9月 28日～10月 15 日 

2）調査方法  調査紙法。調査票の送付・回収は郵送で行った。 

3）調査対象  平成 30年 9月 28日時点でNPO 情報バンク「おんぽ」に登録 

している NPO 法人（492 団体）及び任意団体（165 団体）の計 

657 団体を対象とし、悉皆調査として行った。 

4）回収状況  送付件数 657 団体（NPO 法人 492 団体、任意団体 165 団体） 

       有効回収数 205（NPO 法人 167、任意団体 38） 

       有効回収率 31.3％（NPO 法人 33.9％、任意団体 23.5％） 
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Ⅱ．調査結果 

 

1．基本情報 

1）所在地市町村 

 今回の調査に回答を寄せていただいた NPO の所在市町村は、図 1－1 の通りである。大

分市が 42.0％と 4割を超えており、別府市の 9.8％を加えると、両市で大分県内の NPO の

5 割が所在していることになる。 

 それぞれのNPO の活動圏域（単一市町村か、複数市町村か、県内全域か、さらに広域化

など）の分析とあわせて検討する必要があるが、地域住民が NPO に相談や支援の依頼を行

う際、NPO の地域的偏在が問題になることがあると推測される。 

 

図 1-1 NPO が所在する市町村 
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2）NPO 法人と任意団体 

 調査に回答したNPOの内、NPO法人が 81.5％（167団体）、任意団体が 18.5％

（38 団体）であった（図 1-2）。NPO 法人の回答率が高かったため、「おんぽ」

登録の状況よりも NPO 法人が占める割合が高くなっている。また、全体の有効

回収率も 31.3％と郵送法による送付・回収を行った影響があるとは言え、高い

とは言いがたい状況である。多忙化や役員の高齢化など調査への回答を負担と

感じることがもっともな状況はあるにせよ、NPO の状況や意向について情報共

有することの有効性を様々な機会を用いてアピールしていく必要があろう。 

 

図 1-2 回答に占める NPO 法人と任意団体 
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3）団体の属性 

①主な活動分野 

 団体の主な活動分野について、1 つ選択してもらった。その結果は、図 1-3 の

通りである。「①、医療、福祉」が 36.4％ともっとも多く、全体の約 3 分の 1 を

占めている。続いては、「③まちづくり」が 11.4％、「⑧環境」と「⑭子どもの健

全育成」が 10.2％、「学術、文化、芸術」が 6.8％、「②社会教育」と「スポーツ」

が 4.5％などとなっている。 

 これまでの個別団体の分析と合わせて考えると、合唱や演奏、演芸など趣味の

活動を行っている団体がその成果を活用して福祉施設等で慰問・公演活動を行

っている事例が多いと推測される。 

 今回の調査では尋ねていないが、「おんぽ」に登録されている活動分野などを

参照すると、多くの分野にまたがって活動している団体も多く、特定の分野で培

った学習成果や人的ネットワークを別の分野で生かすといった取り組みについ

て支援を行うことが重要と考えられる。 
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図 1-3 主な活動分野 
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②活動開始時期 

 団体の活動開始時期についての回答は、図 1-4 のようになった。 

 「平成 15 年～平成 19 年」が 25.9％ともっとも多く、以下「平成 20 年～25

年」（20.9％）、「平成 4 年以前」（18.4％）などとなっている。平成 20 年以降に

設立され活動期間が 10 年以内の団体が合わせて 33.8％とおよそ 3 分の 1 であ

り、平成 10 年代に設立された活動期間 11 年以上 20 年以内の団体が合わせて

40.8％、平成 9 年以前に設立された活動期間 21 年以上の団体が 25.4％となって

いる。大分県では NPO 法施行以降 NPO 法人が増加した時期があったが、近年

は設立される法人と解散する法人がほぼ同数となっており、NPO 全体としてや

や団体の活動期間が長くなってきている。 

 

図 1-4 団体の活動開始時期 
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③団体役員の平均年齢 

 団体の役員の平均年齢は、図 1-5の通りである。「60歳代」が 46.7％と半数近くを占めて

いる。「70 歳代」の 14.6％と合わせると 62.3％となり、3分の 2近くの役員は高齢者という

ことになる。カテゴリーとして 2番目に多いのは「50歳代」の 26.1％で、それ以下の年代

は、役員になっている例は少ない。後の設問の回答に見られるように、NPO が取り組みを

継続していく上で、世代交代を円滑に行っていくことが課題であり、そのためには退職前の

世代からなるべく積極的な関与を生み出す仕組みや工夫が必要である。 

 

図 1-5 団体役員の平均年齢 
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④団体職員の平均年齢 

 団体の職員についても平均年齢を見てみると、その結果は図 1-6 のようにな

る。役員の平均年齢よりもやや若くなり、「50 歳代」が 35.0％ともっとも多く、 

以下「40 歳代」（27.1％）、「60 歳代」24.3％の順である。個々の職員の年齢はも

っと幅広く分布していると推測されるが、平均を取るとおおむね 40 代から 60

代あたりになるようである。 

 

図 1-6 団体職員の平均年齢 
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⑤平成 29 年度の団体総支出額 

 平成 29 年度における団体の総支出額については、図 1-7 の結果を得た。「50

万円未満」と「100 万円以上 500 万円未満」が 22.6％ともっとも多く、「1，000

万円以上 5，000 万円未満」の 20.1％がこれに続く。「0 円」（6.5％）を含め、

100万円に満たない総支出額の団体が合わせて 39.2％と 4割近くを占めている。 

 平成 25年度に実施した「おおいた協働のまちづくり」に関する実態調査では、

100 万円に満たない総支出額の団体が 42.0％であったことと考え合わせると、

この 5 年間で NPO の経費の状況に大きな変動はないと考えられる。 

 

図 1-7 平成 29 年度の団体総支出額 

 

 

 



10 

 

2．団体の運営について 

 

1）お金について 

①活動資金不足の状況 

 活動資金が不足しているかどうか、4 つの選択肢で尋ねたところ、回答は図 2-

1 のようになった。「やや不足している」が 36.6％ともっとも多い。「足りてい

る」という回答も 34.0％とほぼ同数に近い。一方「大変不足している」も 19.1％

ある。「資金の必要な活動を行っていない」が 10.3％あることも考慮すると、資

金の範囲内で活動している団体が半数弱、これに対し行いたい活動の量や新規

事業の開発などに向けて資金不足を感じている団体が半数強という状況である。 

 

図 2-1 活動資金不足の状況 
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②不足している活動資金の種類 

 活動資金が「大変不足している」と「やや不足している」と回答した団体を対

象に、どのような種類の活動資金が不足しているか単数回答で尋ねた。有効回答

数は 107 である（図 2-2）。「人件費」が 45.8％と半数近くある。委託事業などで

事業費を支給されている場合も人件費にはあてられないことも多く、人件費の

不足を感じることが多いようである。「その他」（32.7％）としては、運営費や活

動費、事業費などの記述が多かった。「管理費」も 18.7％回答されている。 

 

図 2-2 不足している活動資金の種類 
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③お金に関することでの具体的な問題 

 活動資金などお金に関することでどのような問題があるか、具体的に記述し

て回答を得た。その結果は図 2-3 の通りである。記述された回答を「資金不足」、

「補助・助成・委託（費用）」、「補助・助成・委託（制度）」、「会費」、「寄付金」、

「人件費（スタッフの雇用）」、「維持・修理費」、「その他」の 8 カテゴリーで集

計した。平均回答数は、1.38 である。 

 もっとも多かったのは、「資金不足」で 35.9％を占めた。資金を安定して確保

できないことや実施したい事業はあるのに資金が不足して実施できないなどの

記述があった。資金全体の中でも「人件費（スタッフの雇用）」の問題は多く意

識されており、業務の増加や専門性の向上のために専任・常勤の職員を雇用した

いが、その費用が確保できないという記述が見られた。「その他」（23.1％）では、

資金の不足が赤字事業の廃止や事業拡大の断念などに結びついている実態が記

されていた。「補助・助成・委託（制度）」（20.5％）では、補助金の使途の制限

（人件費や事務費が出ない）や事業が単年度のため継続性を確保しにくいこと

などが回答されていた。 
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図 2-3 お金に関することでの具体的な問題 
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2）人材について 

①人材の不足 

 人材が不足しているか 4 つの選択肢で尋ねた。回答は図 2-4 の通りである。

「やや不足している」が 46.2％と半数近くを占めている。「大変不足している」

の 17.4％を合わせると約 3 分の 2 の団体が人材の不足を感じている。人材が不

足しているならその不足を解消するために具体的で有効な方策が必要であるが、

人材の不足は以前から示されている課題であり、いわば慢性的に人材が不足し

ており解決方策が見つかっていないと捉えられる。 

これに対し、「足りている」は 31.3％であった。人材の不足を感じていない場

合にも、今後高齢者による脱退や新規事業の必要性などで新たな人材が必要に

なるケースはあると考えられ、人材の発掘や育成を支援する必要がある。 

 

図 2-4 人材の不足 
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②不足している人材の種類 

 どのような人材が不足しているか尋ねた。その結果は、図 2-5 の通りである。 

 「活動者」が 59.8％ともっとも多い。続いて「ボランティア」（17.9％）、「事

務局員」（12.8％）、「その他」9.4％の順となっている。 

 実際に事業やプログラムの中で活動してくれる人材が特に必要とされている。

逆に言えば、事業の申請や事務処理は役員を中心とした中心メンバーでこなせ

るとしても、実際に活動を担う人材の発掘や育成が十分にできていないと NPO

の取り組みの拡大は望みにくいということになる。 

 

図 2-5 不足している人材の種類 
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③人員に関する具体的な問題 

 人員に関する具体的な問題を自由記述で回答してもらった。「人材不足」、「人

材育成・力量」、「人件費」、「人材の募集」、「高齢化・世代交代」、「ボランティア」、

「その他」の 7 カテゴリーを設定し集計した。平均回答数は、1.24 である。 

 「人材不足」が 29.8％でもっとも多い（図 2-6）。具体的には、経費の不足で

人員を確保できないという記述や経費はあっても募集に対して応募がないとい

うがあった。「高齢化・世代交代」も 26.2％回答された。NPO の設立当時当事

者だったメンバーが当事者でなくなったり、若い世代の加入がないためメンバ

ーが固定化して高齢化が進んでいたりする状況がうかがえた。「人材育成・力量」

（22.6％では、PC の操作など個別的スキルから資格の取得、事務局長の力量な

ど様々な点で人材を育成していく必要性が述べられていた。 

 

図 2-6 人員に関する具体的な問題 
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3）物について 

①活動のための設備・備品の不足状況 

 活動のために必要な設備・備品について、まず不足状況を 4 つの選択肢で尋

ねた。回答は図 2－7 の通りである。「足りている」が 53.9％と半数以上である。

経費や人材に比べ、設備・備品は足りている団体が多い。しかし、「大変不足し

ている」（10.4％）と「やや不足している」（29.5％）を合わせると約 40％であ

り、設備・備品についても調達しやすいような仕組みや支援方策の検討は必要で

ある。現状では個々の団体がそれぞれに調達しており、普段あまり使わない物品

を共同で利用できるような仕組みの提案が自由記述の回答に見られたことも考

慮すると、物品の共同利用や調達の際の連携など検討することが望ましい。 

 

図 2-7 活動のための設備・備品の不足状況 
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②不足している設備・備品 

 「大変不足している」「やや不足している」と回答した団体を対象に、不足し

ている設備・備品が何であるか 5 つの選択肢で回答を得た（図 2-8）。 

 「その他」が 38.0％でもっとも多い。その内訳としては、自動車、プロジェク

タ、建物等の補修、などが書かれていた。「パソコン」も 28.2％で回答され、以

下「印刷機等」（16.9％）、「事務所」（11.3％）の順となっていた。 

 次の設問で回答されたように、NPO 活動において私物を使用しなければなら

ないケースが多々あり、それが負担感につながっていることを考えると、設備・

備品の調達や維持のための費用を確保しやすくする支援方策が必要であろう。 

 

図 2-8 不足している設備・備品 
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③設備・備品に関する具体的な問題 

 設備・備品に関することで具体的にどのような問題があるか、自由記述形式で

回答を得た。集計にあたっては、「経費不足」、「老朽化・更新」、「場所・施設」、

「備品」、「私物の使用」、「使い方」、「その他」の 7 カテゴリーを設定して集計し

た。平均回答数は 1.35 であった。回答を図 2-9 に示す。 

 もっとも多かった回答は、「備品」の 38.2％であった。具体的には、パソコン

やプロジェクタ、コピー機などの OA 機器、遊具やマット、草刈り機、調査の機

器、また備品の保管場所に困っているという回答もあった。次に多かったのが、

「場所・施設」の 26.5％である。事務所、スペースが狭いためもっと広い場所が

ほしい、などの回答があった。「経費不足」（20.6％）や「老朽化・更新」（16.2％）

の回答も合わせて考えると、もともと異なる目的で作られた施設・設備を使用し

ているので、施設・設備が活動に必ずしもフィットしない状況があり、なおかつ

経費的な問題で改修や更新も難しいという問題が浮かび上がってくる。「私物の

使用」（13.2％）をせざるを得ないのも問題である。「その他」も 17.6％回答され

た。具体的には設備・備品の維持にコストがかかることや購入のタイミング（購

入時期にコストが増大するので時期を考える必要があるなど）についての回答

が見られた。 
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図 2-9 設備・備品に関する具体的な問題 
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3．協働および各種支援について 

 NPO が協働や各種支援に関して期待することを、①県、②市町村、③企業、

④おおいたボランティア・NPO センター、についてそれぞれ尋ねた。 

 

1）県について 

①今後「県」に期待すること 

 県については、まず県が行う支援として期待するものを優先順に 3 つまで回

答してもらった。回答は図 3-1 の通りである。平均回答数は、2.61 である。も

っとも多かったのは、「活動に対する資金援助（委託、補助金等）」の 72.3％で他

の項目と比べ特に多く選択されている。経費不足が強く意識されていると言え

る。 

次に多かったのが、「行政の担当部署との情報交換の場の提供」（37.3％）であ

る。委託事業などを進めるプロセスで行政と NPO の間で様々な齟齬が生まれ

る。方法や提出書類など様々な点で摩擦が生じる可能性がある。それだけに情報

交換の場が実質的に機能することが重要であろう。 

「活動の広報・普及」も 36.2％回答された。活動自体だけでなく活動を広報

し普及させていくことも重要である。一方団体には広報・普及に十分に力を入れ

る余裕がない場合も多い。気軽に利用でき、広報の効果が高い仕組みの整備が望

まれる。 
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図 3-1 今後「県」に期待すること 
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②アイネスに支援してほしい内容 

 県の中でも NPO の支援等で実際の窓口になっているアイネス（大分県消費生

活・男女共同参画プラザ）に対し、支援してほしい内容を自由記述で回答しても

らった。集計にあたっては、「研修」、「アドバイス・相談・指導」、「システム・

仕組み」、「紹介・調整・情報交換」、「資金・備品等の支援」、「手続き等の簡略化・

支援」、「情報発信・提供」、「その他」の 8 カテゴリーを設けて集計した。その結

果は、図 3-2 の通りである。平均回答数は、1.15 であった。 

 もっとも多かったのは、「その他」（41.7％）である。具体的には、感謝してい

る、今まで通りよろしくなどこれまでの支援に対する感謝のメッセージが６件

あった反面、何をしてもらえるか分からないなど否定的なコメントもあった。関

わりのある団体は活用できているが、関わりを持たずどのようなサービスが利

用できるか知らない団体も存在している。 

 次に多かったのが、「アドバイス・相談・指導」の 22.9％である。特に新規事

業の開始や認定 NPO 法人の申請など、当該団体にとって初めての取り組みを行

う上では、アイネスに相談することが有効と捉えられている。「情報発信・提供」

（14.6％）も多く記述された。情報発信を担うことに加えて、助成金などの情報

提供、団体間の情報交換などにも期待が寄せられている。 
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図 3-2 アイネスに支援してほしい内容 
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③県との協働（委託・補助）事業の有無 

 過去３年以内に県との協働（委託・補助）事業をして活動を行ったことがある

か尋ねた。回答は図３-３のようになった。「はい」は 23.5％、「いいえ」が 76.5％

という結果である。過去３年以内という期間では、県と共同事業を行った経験を

持つ団体は約４分の１ということになる。 

 近年、全体的には県が行う協働事業（委託・補助を含む）は件数・予算額共に

増加傾向にある。しかし、過去３年以内という期間では、約４分の１にとどまる

という状況である。協働事業を行っていない団体の中には県などの協働事業を

行おうという意図を持っていない団体もあるであろうが、「協働事業を行いたい

けれども申請に至っていない」あるいは「協働事業を申請したが採択されない」

団体に対しては、申請書類の提案を評価されやすいものにする支援や実績づく

りの支援などで多面的に支援を行うことが必要であろう。 

 

図 3-3 県との協働事業の有無 
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④県との協働事業の相手部署 

 協働事業を行った経験がある団体に対し、その相手部署を自由記述で回答し

てもらった。回答は全部で 7 件であった。個別情報を直接引用するのは問題が

あるので、まとめて述べると、7 件中 5 件において生活環境部との協働事業が挙

げられていた（うつくし作戦推進課や県民生活男女共同参画課、人権同和対策課

など）。また中部振興局や林産振興室と森林環境税などを活用した事業も挙げら

れていた。 

 今回の調査では、回答数が少ないため正確な判断はできないが、県の側でまと

めた協働事業の一覧を見ると、部や課によって協働事業への取り組みに差異が

あり、NPO との協働が有効な事業が何かを検討し開発するためには、さらに協

働事業を推進しつつそのプロセスや成果・課題を検討していく必要があると考

えられる。 
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⑤県との協働事業の成果 

 協働事業の成果について自由記述で回答を得た。その結果を図 3-4 に示す。集

計にあたっては、「事業実施・効果の向上」、「関係づくり」、「仕組みづくり」、「資

金の確保」、「関心の向上」「その他」の 6 カテゴリーを設定して集計した。平均

回答数は、1.30 であった。 

 「事業実施・効果の向上」が 65.0％と特に多く回答された。協働事業を行うこ

とで、イベントやプログラム・プロジェクトを実施できたことやそれが好評であ

ったなど事業効果が向上した様子がうかがえた。「関係づくり」（25.0％）も多く

回答された。協働事業が別の課と協働するきっかけになったり、地域団体や住民

とのつながりを作る契機になったりしたという回答が見られた。また、協働事業

が新しく関心を持ってもらうことや啓発に役立ったという回答もあった。 

 

図 3-4 県との協働事業の成果 
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⑥県との協働事業の課題 

 協働事業の課題についても自由記述で回答を得た。集計は、「継続性」、「経費」、

「関係づくり」、「行政の姿勢・制度」、「手間・労力」、「その他」の 6 カテゴリー

を設定して集計した。回答は図 3-5 のようになった。平均回答数は 1.26 であっ

た。 

 「行政の姿勢・制度」が 37.0％ともっとも多く回答された。仕様書を作る前の

時点でヒアリングや意見交換が必要という意見や、県と NPO で会計の処理方法

が異なるので県担当者にそのことを理解した上で無駄な労力が発生しないよう

求める声などがあった。制度としては、市民を直接対象にした活動にしか予算が

使えず、それ以外の出費が団体の負担になるという指摘があった。また、担当者

の NPO に対する関心の低さも指摘されていた。 

 

図 3-5 県との協働事業の課題 
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2）市町村について 

①今後「市町村」に期待すること 

 今後市町村に期待するものを優先順に 3 つまで回答したもらった。その結果

が図 3-6 である。平均回答数は、2.61 であった。 

 「活動に対する資金援助（委託、補助金等）」が 68.4％ともっとも多い。続い

て、「行政の担当部署との情報交換」（46.2％）、「活動の広報・普及活動」（43.9％）、

「補助事業等の説明会」（31.6％）、「人材育成のための研修会」（24.6％）などが

回答されていた。 

 

図 3-6 今後「市町村」に期待すること 
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 県に期待することと比較してみると、全体の傾向はほぼ同じである（図 3-7）。

県に対しては「専門家によるアドバイス」（県：20.3％、市町村：10.5％）のニ

ーズが高く、市町村に対しては、「行政の担当部署との情報交換の場」（県：37.3％、

市町村：46.2％）や「活動の広報・普及活動」（県：36.2％、市町村：43.9％）な

ど身近な圏域での支援を求める声がやや多い。 

 

図 3-7 今後期待すること（県と市町村の比較） 
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②NPO 担当課または関係部署に支援してほしい内容 

 NPO 担当課または各関係部署に対して支援してほしい内容については、自由

記述で回答を得た。県に対する回答と同様に 8 つのカテゴリーで集計した。そ

の結果が図 3-8 である。平均回答数は、1.12 である。 

 「その他」が 28.0％でもっとも多い。具体的には、NPO の現状などをよく知

ってほしい、中間支援などの要望が挙がっていた。次に、「資金・備品等の支援」

が 20.0％であった。これに「情報発信・提供」（18.0％）、「システム・仕組み」

（16.0％）などが続いている。 

 

図 3-8 NPO 担当課または各関係部署に支援してほしい内容 
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 支援してほしい内容について、県への要望と比較すると、「アドバイス・相談・

指導」では県の 22.9％に対して市町村は 10.0％と少ないのに対し、「資金・備品

等の支援」や「システム・仕組み」については市町村への要望が多い（図 3-9）。 

 このデータだけでは即断はできないが、NPO では、県と市町村で支援してほ

しい内容をある程度分けて考えている傾向があるかも知れない。相談や指導な

どを専門的に対応してもらう場合には県、資金や仕組みなどについて具体的に

動いてもらうためには市町村、といった意図がうかがえるように思われる。行政

が支援方策を考える場合には、このような傾向も考慮に入れながら役割分担と

連携を行っていく必要があるのではなかろうか。 

 

図 3-9 支援してほしい内容（県と市町村の比較） 
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③市町村との協働事業の有無 

 過去３年以内に市町村との協働事業を行ったかどうかについては、図 3-10 の

結果を得た。「はい」が 27.2％で「いいえ」が 72.8％である。県との協働事業で

は「はい」が 23.5％で大きな差はないことから、行政との協働事業の経験はお

おむね４分の１位と考えることができる。過去３年以内での経験を尋ねている

ので、１度は協働事業を行ったことのある団体はもう少し多いと思われるが、協

働事業を行った団体が４分の１くらいというのは必ずしも多いとは言えない。 

 推測ではあるが、協働事業の申請に積極的で申請書における提案力やプレゼ

ン力が高い団体は何度も協働事業に採択されているであろうし、申請してもな

かなか採択されない団体や申請を考えたこともない団体もあるはずである。協

働事業の成果や課題を考慮するとなるべく多くの団体に協働事業の経験をして

いただくことも重要ではなかろうか。 

 

図 3-10 市町村との協働事業の有無 
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 県と協働事業を行った団体は市町村とも協働事業を行っているのであろうか。

この点について検討するために、県との協働事業の有無と市町村との協働事業

の有無をクロスさせて分析してみた。その結果は図 3-11 の通りである。 

 県とも市町村とも協働事業をしていない団体が 58.0％とおおむね６割を占め

る。県とも市町村とも協働事業をしている団体は 10.5％、県とはしているが市

町村とはしていない団体が 14.9％、県とはしていないが市町村とはしている団

体が 16.6％という結果になった。 

 過去３年以内に県とも市町村とも協働事業を行った団体は約１割、どちらか

とだけ行った団体が約３割ということになる。このデータからは一部の団体が

県・市町村の協働事業において独占的に採択されているという傾向は見られず、

どちらとも関係を持っている団体もあれば、どちらかとだけ関係を持っている

団体もあるという傾向が見える。 

 

図 3-11 協働事業の有無（県と市町村のクロス） 
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④市町村との協働事業の相手部署 

 市町村との協働事業を行った際の相手部署については、自由記述で回答を得

た。複数の相手先を回答したケースもあったので、複数回答として集計した。平

均の回答数は 1.40 である（図 3-12）。 

 「生活環境系」が 41.7％ともっとも多い。具体的には、子育てや市民協働、公

園や環境対策などの課が挙げられていた。次に「企画振興系」が 33.3％である。

観光やまちづくり、文化、国際などの関係課が挙げられていた。 

 農林水産系や土木建築系の部署では協働事業があまり多くは行われていない

ようである。行政として協働事業の経験が多くない部署について、協働事業の効

果があるかどうかを検討することは意義があるのではなかろうか。 

 

図 3-12 市町村との協働事業の相手部署 



36 

 

⑤市町村との協働事業の成果 

 市町村との協働事業の成果について、自由記述で回答を得た。県との協働事業

の成果と同様の６カテゴリーを設定して集計した。結果は図 3-13の通りである。 

 「事業実施・効果の向上」が 73.3％と特に多い。具体的には、イベントやプロ

グラムの実施、そこでの継続性や住民の評価などを記述していただいた。「資金

の確保」（15.6％）や「関係づくり」（13.3％）もやや多く回答された。 

 

図 3-13 市町村との協働事業の成果 
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 協働事業の成果について県と市町村で異なる傾向があるかクロス分析を行っ

た（図 3-14）。「事業実施・効果の向上」が特に多いのはどちらにも共通してい

る。「関係づくり」と「関心の向上」については県との協働事業で多く回答され

た。「資金の確保」は市町村との協働事業でやや多く回答された。 

 

図 3-14 協働事業の成果（県と市町村の比較） 
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⑥市町村との協働事業の課題 

 市町村との協働事業の課題について自由記述で回答してもらった。やはり、県

との課題同様に６つのカテゴリーで集計したところ図 3-15 のようになった。 

 「その他」が 36.8％でもっとも多い。具体的には、参加者が少ないなど事業実

施上の苦労や困難を記述したものが多かった。「行政の姿勢・制度」（26.3％）に

ついては、提出書類の多さや制約が多いことが指摘されていた。 

 

図 3-15 市町村との協働事業の課題 
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 協働事業の課題についても、県と市町村の比較をしてみると、図 3-16 のよう

になる。「経費」や「行政の姿勢・制度」に関して県との協働事業の方で多く回

答があった。 

 

図 3-16 協働事業の課題（県と市町村の比較） 
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3）企業について 

①企業からの支援 

 企業からの支援を受けているかどうか尋ねた。結果は図 3-17 の通りである。 

 「はい」が 22.5％、「いいえ」が 77.5％である。全体としては企業からの支援

を受けている団体は 2 割強ではあるが、以前よりも増加してきている傾向にあ

ると考えられる。 

 NPO から考えると連携・協働の相手先として従来の行政に加え、企業との

様々な領域での連携も重要になると考えられる。企業の CSR（Corporate Social 

Responsibility：社会的責任）活動などと有効に連携した活動が必要になってき

ている。 

 

図 3-17 企業からの支援 
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②具体的な支援内容 

 企業からの具体的な支援内容については、自由記述で回答を得た。「運営の支

援・ボランティア」、「施設等の提供」、「会費・会員」、「寄付金・協賛」、「その他」

の５カテゴリーを設定して集計した。その結果が図 3-18 である。 

 「寄付金・協賛」が 50.0％と特に多い。イベントなどの機会にその都度寄付金

や協賛を得るという形が多いと言える。「会費・会員」と「その他」が 20.5％で

これに続く。会員になり会費を納入してもらえるようになると継続的な支援が

期待できる。「その他」の具体的な内容としては、仕事の提供や講師の派遣など

が挙げられていた。「運営の支援・ボランティア」（18.2％）では、会場設営など

の業務を、社員派遣あるいはボランティアで協力するなどの回答があった。 

 

図 3-18 企業からの具体的な支援内容 
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③今後企業に求めるもの 

 今後企業に求めるものについては、優先順に３つまでの複数回答を得た。平均

回答数は、2.62 である。集計結果は図 3-19 の通りである。 

 「助成金・協賛金での援助」が 66.9％、「寄付金の提供」が 58.1％でこの２つ

が特に多い。以下「物品の提供、施設の貸し出し」（31.9％）、「企業として会員

に入会」（29.4％）、「ボランティア参加」（25.0％）などが回答されている。 

 寄付金や助成金の場合、企業にとっての明確なメリットを伴わず、いわば「お

付き合い」として支出されるケースも見聞するので、企業にとってのメリットを

確保しつつ連携を進めるために、どのような形が有効かを広く検討する必要が

ある。 

 

図 3-19 今後企業に求めるもの 
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4）おおいたボランティア・NPO センターについて 

①センターへの相談経験 

 センターに相談したことがあるか、期間に制限を設けず経験を尋ねた。結果は

図 3-20 の通りである。 

 「はい」が 31.9％、「いいえ」が 68.1％となった。センターへの相談経験があ

るのはおよそ３割である。過去のアンケート調査でセンターの名前も聞いたこ

とがないという状況に比べれば、センターの継続的取り組みによって知名度や

相談経験はずいぶん向上したと言える。しかし、相談経験が３割というのはまだ

十分なレベルとは言えない。何度もセンターを利用している団体もある一方で、

一切センターと関係を持っていない団体もあると推測される。センターの相談

を利用するニーズの掘り起こしについては、引き続き取り組んでいく必要があ

る。 

 

図 3-20 センターへの相談経験 
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②相談したことがない理由 

 センターに相談したことがない団体を対象に、その理由を尋ねた。図 3-21 に

まとめたように、「特に相談したいことはない」が 52.0％ともっとも多い。セン

ターへの相談について改善できるとすれば、「相談してよい内容が分からない」

（32.8％）、「相談できることを知らなかった」（9.6％）、「どんなスタッフがいる

かわからない」（5.6％）などと回答した団体である。センターにどのようなスタ

ッフがおり、どのような相談に対応できるか、さらに情報発信に努める必要があ

る。同時に、NPO においても、自分たちでできることをできる範囲で行うだけ

でなく、利用できる支援は積極的に利用して取り組みの質を向上させ発展させ

ることを検討してもらうことも重要である。 

 

図 3-21 相談したことがない理由 

 

①相談できることを知ら

なかった, 9.6%

②相談してよい内容

がわからない, 32.8%

③どんなスタッフがいる

かわからない, 5.6%

④特に相談した

いことはない, 

52.0%

⑤センターの存在を知らなかった, 

0.0%

n=125



45 

 

③センターに今後相談したいこと 

 センターに今後相談したいことについては、８つの選択肢から１つ選んで回

答してもらった。結果は図 3-22 の通りである。 

 「特に相談したいことはない」が 34.1％と約３分の１を占める。実際に相談

する必要のある事項を抱えていない団体もあるであろうが、「何を相談したらい

いかわからない」などの回答もあったことを考えると、相談ニーズを顕在化する

支援も必要であろう。他には、「所轄庁への手続き（事業報告など）」（15.2％）

や「助成金の申請について」（14.6％）なども多く回答された。普段なれていな

いこれらの手続きについては支援のニーズが高い。また、「事業運営上の課題（活

動へのアドバイスなど）」（13.4％）や「組織運営上の課題（ビジョンの見直しな

ど）」（9.1％）など運営上の課題について相談に乗り、異なる視点や判断材料を

提示するなどして支援するニーズへの対応する必要がある。 

 

図 3-22 センターに今後相談したいこと 

①事業運営上の課題（活動へのアドバイスなど）, 13.4%

②組織運営上の課題（ビジョ

ンの見直しなど）, 9.1%

③助成金の

申請につい

て, 14.6%

④所轄庁への手続き（事業

報告など）, 15.2%
⑤広報につい

て, 6.7%

⑥会計・経

理について, 

4.9%

⑦その他, 1.8%

⑧特に相談したいことは

ない, 34.1%

n=164
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④団体の支援としてセンターに期待するもの 

 団体の支援としてセンターに期待するものの回答は図 3-23 のようになった。 

 「情報の収集・提供（助成金情報、NPO 団体の紹介など）」が 29.2％でもっ

とも多い。次いで、「団体運営に関する助言・援助」（13.7％）、「所轄庁への手続

きに関する支援（事業報告書等）」13.7％）、「行政との協働の支援」（13.0％）な

どが続いている。 

 相談したいことと同様に、普段の NPO 活動の中だけではなかなか習熟できな

い業務についてセンターの支援が期待されているようである。これらの支援に

ついては、個別の団体への支援に加え、その内容や方法を共有の知識として広め

ていく取組も必要であろう。 

 

図 3-23 団体の支援としてセンターに期待するもの 
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⑤センターに期待するもの（自由記述） 

 センターに期待するものについて、自由記述で具体的に回答してもらった。回

答は 13件あった。講座や専門家によるアドバイスなどで運営力を高めることや、

企業への助成の働きかけなどを通して運営資金の確保や経営力の強化を図る点

でも期待が記されていた。相談業務について Q&A の事例をおんぽに掲載する、

メール等での相談に応じるなどについてもニーズが示されていた。 
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⑥NPO を運営していく上で重要と思うこと 

 NPO を運営していく上で重要と思うことについては、自由記述で回答を得た。 

 「継続性」や「経費の確保」など 11 のカテゴリーを設けて集計した（図 3-24）。 

 「その他」が 23.8％でもっとも多い。具体的内容としては、健全な運営や成長

の仕方など前向きな回答もあり、景気に左右されるとか運営で精一杯など苦し

い状況に言及した回答もあった。NPO 法人が何のために必要であるかを相互で

再確認する必要を指摘する回答もあった。 

 他には、「志・思い」（14.3％）や「経費の確保」（11.9％）、「継続性」（9.5％）、

「手間・労力の軽減」（9.5％）、「後継者問題」（9.5％）なども多く回答された。

志を持って継続していきたいという基本姿勢は変わらないものの、実際問題と

しては、経費や手間、後継者などの課題に直面している状況にあると言える。 

 

図 3-24 NPO 団体を運営していく上で重要と思うこと 
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4．調査結果のまとめ 

1）基本情報について 

 所在市町村については、大分市や別府市など都市部に NPO が偏在している状

況が続いていることが確認された（2 ページ）。団体の属性としては、「保健・医

療・福祉」が 36.4％、続いて「まちづくり」（11.4％）や「環境」（10.2％）「子

どもの健全育成」（10.2％）などとなっており、大きな変動はない（4 ページ）。 

 役員の平均年齢は 60 歳代、職員の平均年齢は 50 歳代がもっとも多く、メン

バーの高齢化が進んでいるように感じられる（7･8 ページ）。団体の総支出額で

は、100 万円に満たない団体が約 4 割と依然として経営的な基盤について厳し

い団体が多い（9 ページ）。 

 

2．団体の運営について 

 活動資金については「やや不足している」が 36.6％、「足りている」が 34.0％

（10 ページ）、足りない資金としては「人件費」が多く回答された（11 ページ）。

資金の安定性や資金不足でやりたい事業が実施できない、補助金を人件費に使

用できず専任の職員を配置できない、などの回答が見られた（12 ページ）。 

 人材については、約 3 分の 2 の団体が人材の不足を感じている（14 ページ）。

不足している人材としては「活動者」がもっとも多い。役員の周囲に実際に活動

してくれる人材をもっと増やす必要がある（15 ページ）。人員に関する具体的な

問題では、全体としての人材不足とその中で高齢化が進み世代交代が必要にな

ってきていることが回答された（16 ページ）。 
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 物については、「足りている」団体が 53.9％と過半数である（17 ページ）。不

足している物としては、「パソコン」や「印刷機」、「事務所」、「自動車」などが

挙げられていた（18 ページ）。具体的には OA 機器や草刈り機などの器具、場所

や施設が不足しているという回答も多かった（19 ページ）。 

 

3）協働および各種支援について 

 県に対して期待することでもっとも多かったのは「活動に対する資金援助（委

託、補助金等）」であった。他に「行政の担当部署との情報交換の場の提供」や

「活動の広報･普及」も多く挙げられた（21 ページ）。過去３年以内で県との協

働事業を経験していたのは 23.5％であった（25 ページ）。協働事業の成果として

は、イベントやプログラムを実施したことや事業実施を通じて行政や地域団体

などと関係を作る契機になったという回答があった（27 ページ）。協働事業の課

題としては、協働事業を行う行政担当部局の姿勢や協働事業の仕組みが NPO に

とって望ましいものでないケースがあることがうかがわれた（28 ページ）。 

 市町村に対して期待することでも、県と同様「活動に対する資金援助（委託、

補助金等）」が、続いて「行政の担当部署との情報交換」、「活動の広報・普及活

動」が挙げられていた（29 ページ）。県と市町村の比較では、「専門家によるア

ドバイス」では県へのニーズが高く、「行政の担当部署との情報交換の場」や「活

動の広報・普及」では市町村へのニーズが高かった（30 ページ）。市町村との協

働事業の有無については、「はい」が 27.2％で県の結果と大きな差はなかった（33

ページ）。協働事業の相手部署としては、「生活環境系」がもっとも多く、以下「企
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画振興系」が挙げられていた。より広範な部署で協働事業の事例やノウハウを蓄

積していく必要がある（35 ページ）。協働事業の成果としては、やはり「事業実

施・効果の向上」が特に多く回答された（37 ページ）。協働事業の課題としては、

事業実施上の苦労や行政の姿勢などが記述された（38 ページ）。 

 企業からの支援を受けているか訪ねたところ、受けているのは 27.2％であっ

た（40 ページ）。具体的な支援内容としては、「寄付金・協賛」や「回避･会員」

が多く回答された。今後企業に求めるものについても、「助成金･協賛金での援

助」、「寄付金の提供」など経費での支援が中心に意識されているようである。経

費以外での有効な連携も検討する必要がある（42 ページ）。 

 おおいたボランティア・NPO センターへの相談経験があるのは 31.9％であっ

た。さらに相談ニーズの掘り起こしに取り組む必要がある（43 ページ）。団体の

支援としてセンターに期待するものとしては、「情報の収集・提供（助成金情報、

NPO 団体の紹介など）」、「団体運営に関する助言･援助」、「所轄庁への手続きに

関する支援（事業報告書等）」などが多く挙げられた（46 ページ）。 

 NPO を運営していく上で重要と思うこととしては、「健全な成長」や「成長の

仕方」など前向きな姿勢を記述した回答や、「志・思い」、「経費の確保」なども

回答された。 

 

 全体として、NPO 自体あるいはそれを取り巻く環境は大きくは変わっていな

いものの、メンバーの世代交代が必要になってきていたり、安定的な経費の確保

がなかなか上手くいかなかったりと、様々な課題があることが明らかになった。
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行政との協働事業は 4 分の 1 程度の団体しか行っておらず、より広範な部署が

関わり手続きや使用可能な使途など様々なノウハウを蓄積していく必要が読み

取れた。企業との関係についても寄付金や会費のみでなく、より多様な連携・協

働が可能になるように仕組みや事例の開発を行っていく必要がある。 

 


