
平成３１年３月 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

県民活動支援室 

（地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業） 



 
はじめに 

 
平成１０年１２月に特定非営利活動促進法が施行されて以降、県内では多く

のＮＰＯ法人が設立され、平成３１年３月現在では４７９のＮＰＯ法人が環境

保全やまちづくり、社会教育など幅広い分野で地域課題の解決に取り組んでい

ます。 
 少子高齢化や県民ニーズの多様化にともない、より質の高いきめ細やかなサ

ービスを提供するためには、公益活動に高い意欲を持ち機動性のあるＮＰＯや、

専門知識・技術をもつ企業等と協働していくことが重要です。 
 県では、多様な主体との協働を推進するため、平成２７年度から「地域を担う

ＮＰＯ協働モデル創出事業」を実施しています。この事業は、さまざまな地域課

題に対応するため、ＮＰＯが地域住民や企業などと協働して地域課題の解決に

取り組むモデルを創り、そのノウハウを県内各地に広めることを目的にしてお

り、これまでに１２団体のＮＰＯを採択しています。 
 今回、平成２７年度から平成２９年度までの３年間「地域を担うＮＰＯ協働モ

デル創出事業」に取り組んできた４団体の事業成果を、「協働モデル事例集」と

してまとめました。協働のきっかけや手法などを詳しく記載していますので、ぜ

ひ協働の参考にしてください。 
 ＮＰＯと企業、行政など多様な主体が、相互理解のもと、互いの立場を尊重し、

それぞれの特性を活かして協働することにより、人口減少時代の地域コミュニ

ティの再生を図り、誰もが心豊かに暮らせる「夢と希望あふれる大分県」を共に

目指していきましょう。 
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（NPO 提案型） 

（NPO 提案型） 

（県提示型） 

（NPO 提案型） 

 
 
 

 
 
 
 

 
ＮＰＯ（ＮＰＯ法人、法人格のないボランティア団体や市民活動団体、地域コミュニ

ティ団体）、行政、企業や地域セクター等による多様な主体との協働を推進し、地域

課題の解決に継続的に取り組むモデルを創出するとともに、ＮＰＯが公共的サービス

の担い手として認知されることにより、ＮＰＯの活性化を目指す。 

 

 

（１）県提示型課題解決事業 

   県より課題を提示し、その解決方法をＮＰＯから提案する 

（２）ＮＰＯ提案型課題解決事業 

   ＮＰＯから公共的な課題を提示し、その解決方法をあわせて提案する 

 
 
（１）地域課題を協働により解決する事業である 

（２）多様な主体の声を反映して行う事業である（＝実行委員会の組織が必要） 

（３）継続的に課題を解決する仕組みを創る事業である 

協働モデル事例集 ＜概要版＞ 目 次 

 

     

１ 
特定非営利活動法人 

大分県防災活動支援センター 

災害時避難者安否確認及び 

避難所支援システム構築事業  Ｐ１ 

２ 
特定非営利活動法人 

マンション管理組合ネットワーク大分 

大分県マンション管理適正化 

推進事業  Ｐ３ 

３ 豊かな水環境創出ゆふいん会議 
大分川・宮川の水環境を 

豊かにし、育てていく事業  Ｐ５ 

４ 
特定非営利活動法人 

水辺に遊ぶ会 

大新田海岸の原風景再生 

プロジェクト事業  Ｐ７ 

事業期間 
最長３年 

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 概要 

委託金額 
最大 600 万円/3年 
(最大 200 万円/年) 

採択本数 
毎年度４本 

(募集は H29 で終了) 

事 業 目 的 

事業の３つのポイント 

事 業 テ ー マ 

団 体 名                     事 業 名         ページ数 



１ 事業名「災害時避難者安否確認及び避難所支援システム構築事業」 

（特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター） 

事業期間：平成２７年１２月～平成３０年３月 

 

                      （なぜこの事業を提案したのか） 

災害に直面したとき、地域住民の迅速な安否確認はまず重要であり、その方

法は大きな課題となっている。これを解決するためには「地域住民の迅速な安否

確認」を支援する仕組み、仕掛けのモデルを構築し、地域に根付かせる必要が

あり、地域住民、市、当NPOの三者協働による活動が必要不可欠であった。 

 

 

○事業内容 

平成２７年度 

プレ実行委員会、  地域説明会（長目地区）  

津久見市一斉避難訓練および現状調査 

平成２８年度 

地域研修会（DIG 災害図上訓練）、 地域研修会（まちあるき）、地域学習会 

津久見市との確認会議、  長目区役員会議、  津久見市一斉防災訓練＆援助 

平成２９年度 

事前会議（堅浦役員）、  地域説明会（堅浦役員班長） 

地域説明会（堅浦役員）、  地域研修会（堅浦地区）DIG 

まちあるき（堅浦地区）、  地域学習会（堅浦地区） 

カードの譲渡および使用方法の説明会、  カードの情報送信試験 

○役割分担（協働の関係図） 

○成 果 

１．普及版マニュアルの完成とあわせて、他地区への展開の容易性が確保できた。 

２．避難路や避難場所の検証ができ、住民の防災に関わる意識は、改善された。 

３．役所側では、地域の特徴や住民の状況がより具体的に把握できた。 

４．役所からは、防護柵、防災倉庫、LED 街灯の設置を援助して戴けた。 

事業内容・役割分担・成果 

１ 協働のきっかけ 
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（協働してよかったこと・苦労したこと等） 

当 NPO が地域住民、市と一緒になって活動を展開し、地域住民が、より実践的か

つ具体的な対応策を理解できたことが大変良かったと思う。また、市の職員も積極

的に参加協力してくれたことが成功の一助となった。 

活動の初めに、この事業の必要性を地域の役員レベルで理解して頂くこと、およ

びその根幹にある災害に対する地域住民の危機意識の醸成が重要であり、この段

階を一番重視して進めたが、各段階での学習会等への住民の参加率は高かったと

は言えず、今後の課題として残った。 

 

  

１．作成した普及版マニュアルを使用しての、他地域での活動、訓練 

２．地域での自主的運営による定期的なカード内容の見直し、訓練 

これに対して、市と連携して、地域活動の支援をしつつ、地域で自律活動ができる

仕掛けをさらに構築していく。 

 

 

２００６年設立。大分県内において、防災活動支援の活動をしています。 

TEL： 097-576-8611 

E-mail： opdo1@sirius.ocn.ne.jp 
HP： http://opdo.sakura.ne.jp/ 

地域説明会（長目地区）    一斉避難訓練              地域研修会 

まちあるき（説明）                       まちあるき 

４ 事業終了後の展開  

３ 事業に取り組んだ感想 

団体プロフィール 
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２ 事業名「大分県マンション管理適正化推進事業」 

（特定非営利活動法人 マンション管理組合ネットワーク大分） 

事業期間：平成２７年１２月～平成３０年３月 

 

                      （なぜこの事業を提案したのか） 

分譲マンションは、区分所有者で構成する管理組合により集団での意思決定と費

用分担を行いながら維持・管理を行っていますが、専門的な知識を持たず、無関心

な区分所有者も多く、また、適切な管理運営が行われているかという実態調査も行

われていませんでした。 

日常のＮＰＯ活動の中で共有していた課題認識から、将来的に高経年化・高齢化

による「管理不全」に陥りゴースト・タウン化するマンションを生じさせないための予

防措置を講じたいと考え、提案しました。 

 

 

○事業内容 

【マンション管理に関する調査】大分市・別府市のマンションを全棟訪問（計６２２） 

、対面でのヒアリング（２０１管理組合）、熊本・大分地震による被災マンション調査 

【改善事例の集積】典型的な課題を持つ９管理組合に専門家を派遣、モデルマンシ

ョンでの町内合同防災訓練 

【広報・啓発】ホームページ開設、新聞・テレビ等メディアによる取材・報道、「大分県

内のマンション管理組合のための管理・運営ガイドブック」の作成・配布、大分県マン

ション・フォーラムの開催 

 

○役割分担（協働の関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

○成 果 

１．大分県オリジナルの「ガイドブック」が完成 

身近なデータによる分析で、大分県内のマンション管理組合の現状と課題が明ら

かとなったことにより、各管理組合での適正化の取組が促進される。 

２．「大分県マンション管理組合連合会（仮称）」設立への機運醸成 

本事業への参画により、ＮＰＯ関係者の間に連合会組設立の機運が高まり、設立

に向けた具体的な取組へと繋がった。 

実行委員会 

 

 

 

アドバイザー 

大分県マンション管理組合ネットワーク大分 

大分県土木建築部建築住宅課 大分市開発建築指導課 

大分県マンション管理士会 大分県建築士会 

別府市建築部建築指導課 

１ 協働のきっかけ 

２ 事業内容・役割分担・成果 
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（協働してよかったこと・苦労したこと等） 

調査に際し、案内チラシや文書、封筒などに「大分県委託事業」と表記すること

で、管理組合など調査先からの信頼度が高まり、スムーズな対応が可能となった。 

県、市の住宅担当部署との協働で情報共有が可能となり、地震被災状況調査結

果や大分・別府の旧耐震マンション実態調査結果などを受け、住宅への耐震診断ア

ドバイザー派遣制度の対象に分譲マンションが加えられた。 

 

 

１． 大分県マンション管理組合連合会（仮称）の設立 

設立されれば、管理組合に対する指導・助言やサービス提供を通じて各マンション

の管理適正化に資するとともに、上部団体である「全国マンション管理組合連合会」

を通じて国のマンション施策への意見反映や九州支部での相互支援をうけられるな

どのメリットが得られる。 

２． 大分県マンション管理支援機構（仮称）の設立準備 

管理組合連合会の設立後、行政や関係事業者などの参画を求めながら官民一

体となったマンション管理組合支援組織の設立準備を行う。 

 

＜団体プロフィール＞ 

２００３年９月設立。大分市、別府市を中心に、マンション管理組合の力量アップに向

けたセミナーや情報交換会の開催を中心に活動しています。 

TEL： 090-3884-1796（事務局長:藤田携帯）  

E-mail： masamichi-fjt@psc.bbiq.jp 

事業終了後の展開  

団体プロフィール 

大分県マンション・フォーラム                    ガイドブック 

実態調査結果                  町内マンション合同防災訓練 

３ 事業に取り組んだ感想 
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３ 事業名「大分川・宮川の水環境を豊かにし、育てていく事業」 

（豊かな水環境創出ゆふいん会議） 

事業期間：平成２７年１２月～平成３０年３月 

 

                      （なぜこの事業を提案したのか） 

由布院盆地を流れる大分川水系宮川は外来水草オオセキショウモが繁殖し水中

を覆い尽くし問題となっています。また、大分川の景観や自然を持続的に維持・活用

し、魅力づくりを図りたいと考えています。これらを検討するためには河川管理者の

大分県や由布市、市民と協働が必要です。 

 

 

○事業内容 

宮川の水位を低下させ、良好な環境を取り戻すため、川に入り人の手で外来水草

の除去作業を行いました。また市民の大分川への思いをとりまとめてビジョンをつく

るためにワークショップを開催しました。併せて大分川ビジョン編集とワークショップ

運営を検討するための WG 会議を開催しました。 

 

○役割分担（協働の関係図） 

○成 果 

宮川の外来水草除去作業に延べ 341 人が参加し、宮川は 265ｍ、農業用水路

は 163ｍの区間を除去できました。水位は 27cm 低下しました。また川が良くなり、

美しい風景が戻ることで散歩等の利用も増えました。 

「大分川を考えるワークショップ」等には述べ 194 名が参加し、市民の行動指針

を示した「大分川ビジョン」を策定しました。「ゆふいん豊水会」という環境のための

プラットフォームをつくることで行政や市民を利害に関係なく巻き込み議論し検討で

きました。 

協働のきっかけ 

２ 事業内容・役割分担・成果 
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第５回大分川を考える WS「城橋・白滝川 川談義」           外来水草除去作業 

 

（協働してよかったこと・苦労したこと等） 

◯ゴールが明確であり、迷うことなく協働できました。また行政からの情報がストレー 

トに入り、ストレートに市民にも伝わり、県と市民とのキョリが近くなったことが大変良 

かったです。 

◯川がより身近な存在になった。作業に参加することで川に関心を持ってくれた人 

が増えたことが良かったです。 

◯川の中を覆う外来水草がなくなり、「30 年間川底に眠っていたゴミ」という新たな 

問題も発見できたことが良かったです。 

 

 

若者の参加が少ないので、地元高校生との活動のマッチングを模索しています。

ゆふいん豊水会で湯布院の環境活動情報を共有し、組織間連携を円滑に行える体

制を作っていく予定です。また配布できる募金箱やキャラクターグッズを用いて普及

啓発と資金調達を行いたいと考えています。 

 

＜団体プロフィール＞ 

２０１４年設立。由布市湯布院町において、水環境の保全と創造にかかる普及啓発・

実践活動をしています。 

TEL： ０９７７ ８５ ４７４８（事務局：人材育成ゆふいん財団）                         

E-mail： info@yufuin-zaidan.jp  
HP： https://yufuinhousuikai.wixsite.com/yufuinhousuikai 

ｵｵｾｷｼｮｳﾓを全て除去した。写真
左上に希少種ｻｻﾊﾞﾓが数本残る。 

。写真 
左下はｵｵｾｷｼｮｳﾓが再繁殖した。 

川床の全てを外来種ｵｵｾｷｼｮｳﾓが 
覆い、流れを遮っている。 

オオセキショウモ除去作業前後の様子 

除去前（H28.11.29） 除去前（H28.12.30） 

ササバモ繁殖（H29.10.10） 

３ 事業に取り組んだ感想 

４ 事業終了後の展開  

団体プロフィール 
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４ 事業名「大新田海岸の原風景再生プロジェクト事業」 

（特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会） 

事業期間：平成２７年１２月～平成３０年３月 

 

                      （なぜこの事業を提案したのか） 

対象の大新田海岸は、かつて中津市民の生活や憩いの場所であり、中津を代

表する原風景が残る場所であったが、市民の地域力や海岸部への関心の低下

により、賑わいを失い荒廃が進み、環境・防災・防犯・利活用等の面で多くの課

題が生じている。これらの問題解決のため、松林の再生を通じ、浜に賑わいを取

り戻し、市民の海岸部への関心を高めることが必要と感じた。 

 

 

○事業内容 

対象：中津市大新田海岸松林 6,500 ㎡ 

内容：１．荒廃した松林の整備作業（雑木の伐倒と処分・枝落とし・下草刈・防護柵の

撤去と処分・堆積した腐葉土の撤去・松葉堆肥の試作と利活用・松根調査・

先進地視察ほか） 

     ２．啓発活動（浜遠足の実施） 

     ３．広報活動（リーフレット・ストーリーブック・マニュアル・看板作成ほか） 

     ４．実行委員会の開催 

○役割分担（協働の関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○成 果 

１．松林の整備 面積：6,500 ㎡ 実施回数：105 回 参加人数：1,172 人 

２．浜遠足の企画・実施 実施回数：2 回(H27・28) 参加人数：162 人 

３．広報活動 リーフレット・ストーリーブック・管理マニュアルの作成配布 看板設置 

４．実行委員会の実施  

１ 協働のきっかけ 

２ 事業内容・役割分担・成果 

7



 

（協働してよかったこと・苦労したこと等） 

・きちんと管理すれば松枯れ被害を防ぐことができることがわかった。 

・地域住民に感謝の声をいただいたり、再生された松林に市民が戻ってきたり 

（散歩スポーツ・休憩・ピクニック他）した様子を見て、成果を実感した。 

・地元の小中学校が自主的活動として作業に来てくれたり、浜遠足を実施して 

くれたりするようになり、活動の広がりを感じている。 

・地域住民との話し合いなどを通じ、保安林の維持管理の難しさや所有者不明 

の土地の管理の難しさなどがわかった。 

 

 

今後は維持管理作業となる。学校や企業に浜遠足や松葉かきの取り組みを 

働きかけ、ボランティアの確保を考えたい。予算面では、道具類の補充・草刈りに

かかる諸経費・保険代などが主で少額になる。行事の参加費や学校の取り組み

の指導料などを充てたい。また、寄付を募るなども引き続き取り組みたい。 

 

＜団体プロフィール＞ 

１９９９年設立。中津干潟と集水域の豊かな水環境を未来の子どもたちに残すため、

中津市を中心に環境保全活動を行っています。カブトガニに会いに中津干潟に遊びに

来てね^^ 

TEL： 0979-77-4396  E-mail： info@mizubeniasobukai.org 

HP： http://mizubeniasobukai.org/  Facebook：Npo 法人水辺に遊ぶ会 

作業前                             作業後 

浜遠足                            リーフレット 

３ 事業に取り組んだ感想 

４ 事業終了後の展開  

団体プロフィール 
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大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

 
〒870-0037 大分市  
TEL：097-534-2052 FAX：097-534-2057 
URL：https://www.onpo.jp/ 
E メール：oita-kenmin@pref.oita.lg.jp 


