
平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

1 あなたが支える市民活動応援事業

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、生涯学習指導
者団体等市民活動団体が行う公益的な活動に対
する補助金制度。
補助金額を決定する際に、広く市民の声を反映
させるため、市民が対象事業を選択・届出し、
その届出数に応じて補助金額を決定していく。
補助率：５０千円までは満額、５０千円を超え
る分は1/2　上限300千円

補助金
大分市内の市民活動団体
（110団体）※金額見込み

20,617
(見込み）

大分市

2 ご近所の底力再生事業助成金
地域の課題解決や、ふれあいの場づくりに主体
的に取り組む自治会・町内会に対して助成金を
交付する。

補助金
大分市内の申請自治会数
（437）

27,309 大分市

3 日本一きれいなまちづくり推進委員 委員として参加 協議会 大分市ＰＴＡ連合会 － 大分市

4
日本一きれいなまちづくり推進委員
会

委員として参加
協議会

大分市子ども会育成連絡協議
会

－ 大分市

5 日本一きれいなまちづくり推進委員 委員として参加 協議会 大分市老人クラブ連合会 － 大分市
6 日本一きれいなまちづくり推進委員 委員として参加 協議会 婦人ゼミナール・コレジオ － 大分市
7 日本一きれいなまちづくり推進委員 委員として参加 協議会 ＮＰＯ法人岡原花咲かそう会 － 大分市
8 日本一きれいなまちづくり推進委員 委員として参加 協議会 ＮＰＯ法人アイラブグリーン － 大分市

9 協働のまちづくり大賞審査会
委員として参加

協議会
ＮＰＯ法人ジョブ・チャレン
ジ・サポート・OITA

－ 大分市

10 頑張る集落たすくる隊事業

過疎化の著しい集落における日常の様々な課題
を解決することにより、住民の元気で安全な暮
らしを守るため、頑張る集落たすくる隊の支援
を受けて自治会が行う事業に対して補助金を交
付する。

補助金
大分市内の申請自治会数
（37）

2,212 大分市

11 NANBUせせらぎスクール
大分市南部地域の人々が河川美化やふるさとづ
くりに参画し、各団体の連携を深めていく

共催 ＮＰＯ法人　せせらぎの会 － 大分市

12 ホタル観賞会
ホタルの幼虫を飼育、放流し、５月末に地域住
民を対象にしたホタル観賞会を実施。

共催 ＮＰＯ法人　せせらぎの会 － 大分市

13 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 東大分校区まちづくり協議会 5,376 大分市
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14 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 金池校区まちづくり協議会 5,872 大分市

15 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 春日まちづくり推進協議会 8,762 大分市

16 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 豊府の郷町づくり推進協議会 4,170 大分市

17 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
南大分校区まちづくり推進協
議会

4,174 大分市

18 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
城南校区まちづくり推進協議
会

2,869 大分市

19 消費生活セミナー
一般市民向けに暮らしに役立つ情報をテーマと
して開催するセミナー(講師として招へい）

事業協力
ＮＰＯ法人市民後見ささえあ
い

－ 大分市

20 ＮＰＯ運営基盤強化講座
推進協働に向け活動団体の運営基盤強化支援講
座を開催（年５回）

事業協力
大分県健康管理士会ほか26団
体

－ 大分市

2 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

21 ネットワーク・情報交換会
市民活動団体を対象に活動の問題点や課題を共
有し、新たな連携・協働に繋げる情報共有ワー
クを開催（全２回）

意見交換
ＮＰＯ法人おおいたＮＰＯデ
ザインセンターほか25団体

－ 大分市

22 おおいたＮＰＯ博
団体同士の連携を図る場の提供と共に、広く一
般市民に団体の活動を周知するため開催 協議会 ＮＰＯ法人築輪ほか３２団体 － 大分市

23
大分市市民活動・消費生活センター
運営協議会

当センターの運営協議会（委員として参加）
参画

ＮＰＯ法人ジョブ・チャレン
ジ・サポートOITAほか６団体

－ 大分市

24 名義後援
ＮＰＯ法施行２０周年に当たり開催された記念
行事の後援申請であり、趣旨に賛同し後援の名
義を使用させる。

後援 地域ひとネットほか１団体 － 大分市

25 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 鴛野校区まちづくり協議会 4,540 大分市

26 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
宗方いきいきまちづくり協議
会

3,939 大分市

27 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 高田校区まちづくり協議会 4,552 大分市

28 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 竹中地域づくり協議会 4,631 大分市
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29 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 丹生地区まちづくり協議会 5,676 大分市

30 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 小佐井校区まちづくり協議会 4,675 大分市

31 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
野津原西部校区まちづくり協
議会

1,255 大分市

32 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民化自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
こうざき校区まちづくり協議
会

3,947 大分市

33 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民化自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金 木佐上まちづくり協議会 1,618 大分市
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34 関の鯛つり踊り大会

佐賀関地域の文化・歴史及び伝統の継承、都市
住民との交流拡大並びに地域活性化を目的とす
る「関の鯛つりおどり大会」は、「おし初め競
技」「関の鯛つり踊り大会」の２つの事業を中
心として開催され、住民に広く愛されている行
事である。

補助金
ＮＰＯ法人さがのせきまちづ
くり協議会

3,000 大分市

35 地域づくり交付金

この事業は、多様化・複雑化する地域課題を解
決するために、地域住民が自主的自立的にその
解決策を検討し、かつ、その解決策を効果的に
実施することができるよう、自治会等の校区で
活動する団体で組織するまちづくり協議会を本
事業の受け皿組織として認定し、本市の補助金
等をとりまとめて一括して地域に交付するもの
である。

補助金
野津原西部校区まちづくり協
議会

1,255 大分市

36
好きっちゃ！おおいた次世代まちづ
くりカフェ

こどもたちを対象に街歩きとワークショップを
実施し、まちの魅力を知る機会を提供する 事業協力 次世代の会「明野想成塾」 95 大分市

37 地域の情報発信支援事業

現在、校区公民館等の担当者が地域における活
動やイベント等をHP（地域コミュニティネッ
ト）にて情報発信する事業を実施している。よ
り魅力的なコンテンツとなるよう記事作成につ
いての助言やPC操作の支援、また、SNSを活用し
た情報発信等の業務を２年６か月間NPOに委託す
る。

委託
ＮＰＯ法人まち・文化再生プ
ロジェクト

1,685 大分市

38 名義後援

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主
催する文化芸術に関する行事について、主催者
から市に後援の承認申請があった場合、承認基
準を満たしているものについて、市が行事の趣
旨に賛同し、単に後援の名義を使用させる。

後援
ＮＰＯ法人おおいた第九を歌
う会

－ 大分市

39 おおいたワールドフェスタ

さまざまな国の音楽やダンス、ファッション、
食や伝統文化に触れ合い、「世界を身近に感じ
る」ことを目的に「おおいたワールドフェス
タ」を開催する。

共催
ＮＰＯ法人大学コンソーシア
ムおおいた

－ 大分市

40 留学生活用事業

就学前の子どもたちが外国人と触れ合うことで
異文化理解を深める機会を創出するため、留学
生及びコーディネーターを派遣し、英語を使っ
た歌やゲームを一緒に楽しみながら国際交流を
行う。

委託
ＮＰＯ法人大学コンソーシア
ムおおいた

1,054 大分市

41 国際化・国際交流イベント支援事業
市民、団体の方々が自主的に企画し、実施され
る各種国際化事業に対し助成を行う。 補助金

ＮＰＯ法人を含む市内活動団
体

2,000 大分市
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42 土曜シアター

韓国映画を上映し、鑑賞後に主催者代表による
解説及び参加者との意見交換等を行い、日本と
韓国の文化や考え方の違いなどを語り合い相互
理解を深める。

後援
ＮＰＯ法人 日韓芸術文化交流
会

－ 大分市

43 国際交流デイ

イベントを通じて、中学生・高校生の青少年、
一般県民に国連及び国連ハビダットの活動を紹
介するとともに、県内在住の外国人留学生との
交流を図り、国際交流や国際奉仕を共に学び、
そのあり方を発信する。

後援
2720JapanO.K.ロータリーEク
ラブ

－ 大分市

44 第3回大分武漢子ども夢交流展

大分と武漢の小中学生が描いた作品を大分県立
美術館に展示。両市の子供たちの作品を通じ
て、市民が絵画を通して日中両国の文化に触
れ、本市の友好都市である武漢市について理解
を深める機会を提供する。

後援
ＮＰＯ法人遊鳳国際文化交流
協会

－ 大分市

45 第5回大分武漢友好美術展

日本と中国の美術作品の合同展示会。大分から
は、県内外の美術家、APU立命館アジア太平洋大
学孔子学院の生徒を中心とした作品、中国から
は湖北県、上海、天津の美術団体や美術大学の
先生・生徒を中心とした作品の合計150点ほどを
出展。
また、湖北県を代表する美術家を招き、中国国
画技法の公開制作を実施。中国の伝統的な絵画
を楽しむ貴重な機会を提供する。

後援
ＮＰＯ法人遊鳳国際文化交流
協会

－ 大分市

46
２０１８輝く女性国際交流大会in
Oita
「アジア８ヵ国女性・青年会議」

中国、インドネシア、韓国、モンゴル、ミャン
マー、タイ王国、ベトナム、日本のアジア8ヵ国
の女性が一堂に会し、「相互理解」「相互利
益」をもとに培われた知識、技術、経験を発表
し、女性の潜在能力を開発するとともに、友好
の絆をさらに深め、次代に誇れる郷土の創造を
資する。

後援
２０１８輝く女性国際交流大
会in Oita実行委員会

－ 大分市

47
男女共同参画センター
女性の悩みごと相談事業

男女共同参画センターにおける女性の悩みごと
相談業務

委託
ＮＰＯ傾聴セラピスト　す
いーとぴー

284 大分市

48 身近な地域での日本語教育支援事業

中国帰国者等が身近な地域で日本語を学べる場
を提供し、それぞれの状況に応じた支援を行
う。
大分市はＮＰＯ法人に委託し、1か月に2回日本
語教室を実施している。受講者に日本語能力の
差があるため、原則、受講者1人につき講師1人
が対応している。

委託
ＮＰＯ法人大分県国際交流団
体地球人倶楽部

1,071 大分市

6 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

49 大分市地域多世代ふれあい交流事業

地域において老人クラブ等が子ども及びその
親、学生等と一緒に地域の諸行事及び食事、宿
題、遊び等を通じた多世代交流を行う事業に対
する補助

補助金 明野高尾ふれんどまちづくり 1,000 大分市

50 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金
ＮＰＯ法人さがのせき・彩彩
カフェ

100 大分市

51 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 カフェ「手をつなごう」 100 大分市

52 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 南大分認知症でつながる会 100 大分市

53 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 アイリスカフェ 100 大分市

54 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 オレンジカフェしらかば 100 大分市

55 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 さろんふれあい 100 大分市

56 認知症カフェ運営事業補助金
認知症の人やその家族等、誰もが気軽に集える
地域の交流拠点として開設する認知症カフェに
対する運営費の補助

補助金 ドーナツの会 100 大分市

57 大分市地域多世代ふれあい交流事業

地域において老人クラブ等が子ども及びその
親、学生等と一緒に地域の諸行事及び食事、宿
題、遊び等を通じた多世代交流を行う事業に対
する補助

補助金 明野高尾ふれんどまちづくり 1,000 大分市

58 大分市地域多世代ふれあい交流事業

地域において老人クラブ等が子ども及びその
親、学生等と一緒に地域の諸行事及び食事、宿
題、遊び等を通じた多世代交流を行う事業に対
する補助

補助金
鶴崎ことぶき第３部会
子ども食堂の会

531 大分市

59 大分市ひきこもり者支援業務
ひきこもり者の地域生活における自立と社会参
加の推進を目的に、当事者および家族を対象
に、面接相談を実施

委託 おおいたステップの会 6 大分市

60 大分市精神障障害者相談業務

本人及び家族を対象に、電話相談や面接相談を
通してピアカウンセラーとして共通の経験に基
づく細やかな生活指導や、日常生活技術等の提
供を行う。

委託 おおいたステップの会 78 大分市

61 大分市難病患者訪問相談事業

在宅で療養生活を送っている難病患者・家族の
精神的負担の軽減や生活の質の向上を図るた
め、市より当事者やその家族などの相談員の派
遣を依頼し、訪問相談を行う。

委託
ＮＰＯ法人 大分県難病・疾病
団体協議会

128 大分市
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62 大分市難病患者ほっとサポート事業

在宅で療養生活を送っている難病患者・家族の
精神的負担の軽減や生活の質の向上を図るた
め、難病患者・家族側からの相談を基に、当事
者やその家族などの相談員を派遣して、訪問・
電話相談を行う。

委託
ＮＰＯ法人 大分県難病・疾病
団体協議会

246 大分市

63 名義後援

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主
催する行事について、主催者から市に後援の承
認申請があった場合、承認基準を満たしている
ものについて、市が行事の趣旨に賛同し、単に
後援の名義を使用させる。

後援
ＮＰＯ法人　自然を愛する会
JOC

－ 大分市

64 名義後援

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主
催する行事について、主催者から市に後援の承
認申請があった場合、承認基準を満たしている
ものについて、市が行事の趣旨に賛同し、単に
後援の名義を使用させる。

後援 ＮＰＯ法人　大友氏顕彰会 － 大分市

65
道の駅佐賀関周辺草刈及び清掃業務
委託

道の駅佐賀関周辺草刈及び清掃
委託

ＮＰＯ法人さがのせきまちづ
くり協議会

50 大分市

66
道の駅佐賀関公衆トイレ清掃業務委
託

道の駅佐賀関にある公衆トイレの清掃・管理
委託

ＮＰＯ法人さがのせきまちづ
くり協議会

500 大分市

67 万葉歌碑公園清掃委託 万葉歌碑公園の清掃 委託 生石港町自治会 50 大分市
68 九六位山キャンプ場草刈業務管理委 九六位山キャンプ場の草刈業務 委託 広壮会 498 大分市

69 宗麟公まつり実行委員会

委員として参加

協議会

ＮＰＯ法人　大友氏顕彰会
大友歴史保存会
大友氏遊学会
豊後大友宗麟鉄砲隊

－ 大分市

70 観光ボランティアガイド事業

観光地において案内ボランティアを行う

共催

おおいた府内ボランティアガ
イド
ボランティアガイド大友氏遊
学会
さがのせきボランティアガイ
ド協会
野津原ボランティアガイド協
議会
鶴崎ボランティアガイドクラ
ブ
へつぎ杏の会

－ 大分市

71 DV被害者支援事業業務委託
DVやモラハラなど女性に対しての様々な問題等
についての講演会開催を委託し、職員･市民等に
正しい理解や被害者支援の周知を図る。

委託 ＮＰＯえばの会 150 大分市

72 大分市DVシェルター運営事業補助

DV被害者とその同伴家族を緊急かつ一時的に保
護するDVシェルターの、安定的運営を支援する
ことにより、被害者等の保護及び支援体制の充
実を図る。

補助金 ＮＰＯえばの会 600 大分市
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73 DV被害者等自立生活援助事業委託
DVシェルター入所中から退所後も継続した支援
を行うことで、DV被害等女性が地域で自立して
いくための支援を行う。

委託 ＮＰＯえばの会 601 大分市

74
大分市環境保全活動支援補助金交付
事業

本市が主催するイベントへの出展や展示を団体
に依頼し、その活動の必要経費の一部を補助
し、本市及び団体の環境保全活動を推進する。

補助金 大分市環境保全活動団体 107 大分市

75 大分市市民共同発電事業

市内のＮＰＯ法人等が「新エネルギー導入促進
協議会」等の実施する助成制度を利用して太陽
光発電設備等を本市の施設に設置するものであ
る。なお、本市は設備を設置したＮＰＯ法人等
に対し、電力料金相当額及び環境付加価値分を
設置団体に交付金として支払うものである。

補助金
ＮＰＯ法人九州・自然エネル
ギー推進ネットワーク

717 大分市

76
大分エコライフプラザ企画運営業務
委託

ごみ減量・リサイクルを推進する啓発拠点とし
て、施設の企画運営を行い、市民意識の高揚と
定着は図る。

提案公募委託
ＮＰＯ法人まち・文化再生プ
ロジェクト

10,983 大分市

77
子どもの未来に夢を託す・夢一輪運
動

花と身近に触れ合える機会が少なくなっている
子どもたちに、花の色や香りを身近に感じても
らい、花を通して癒しや安らぎ、感動の心を育
む土壌を作るため、いろいろな花のイベント、
花育活動を行う。

共催 ＮＰＯ法人夢一輪の会 － 大分市

78 関あじ関さばまつり

全国ブランドとなった「関あじ関さば」を地元
である佐賀関で本物の味として提供するなどを
通じて、交流人口の拡大や漁業後継者づくりな
ど地域産業の活性化と振興を図る。

補助金
ＮＰＯ法人さがのせきまちづ
くり協議会

500 大分市

79 神崎漁港公衆便所清掃委託
神崎漁港にある公衆トイレの清掃等維持管理に
関すること。

委託 ＮＰＯ法人福祉ｺﾐｭﾆﾃｨKOUZAKI 120 大分市

80 高崎山山開き開催業務委託
高崎山セラピーロードにおいて、高崎山山開き
を開催する。

委託
ＮＰＯ法人みどりの森プロ
ジェクト

496 大分市

81 森林セラピー魅力創出事業

科学的な証拠に裏付けされた森林浴効果である
森林セラピーを活用し、こころと身体の健康づ
くりや地域住民等との協働による地域振興、新
たな観光資源の開発、地域資源の活用を目指
す。

事業協力
ＮＰＯ法人森林セラピーソサ
エティ

－ 大分市

82 樅の木山バイオトイレ維持管理業務
樅の木山セラピーロードに設置するバイオトイ
レ維持管理に関すること。

事業協力 木佐上コミュニティ － 大分市

83
本宮山セラピーロードバイオトイレ
維持管理業務

本宮山セラピーロードに設置予定のバイオトイ
レの維持管理に関すること。

事業協力 本宮山を守る会 － 大分市

84
霊山セラピーロードバイオトイレ維
持管理業務

霊山セラピーロードに設置予定のバイオトイレ
の維持管理に関すること。

事業協力 蕨野自治会 － 大分市

85 森林セラピー夏の友開催業務委託
小学生に森林に親しんでもらうイベントを行
う。

委託
ＮＰＯ法人グリーンインスト
ラクターおおいた

194 大分市
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86
大分市森林セラピーロード整備支援
事業奨励金

森林セラピーロードの整備に関すること。

補助金
本宮山を守る会
ＮＰＯ法人アイラブグリーン
大分

150 大分市

87 荒廃竹林整備・利活用推進事業
収益性のあるタケノコ生産等を目的とした竹林
整備費用を助成する

補助金 ＮＰＯ法人碧い海の会 4,688 大分市

88 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 横塚区 49 大分市

89 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 本町区 100 大分市

90 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 三佐遠見青年団 780 大分市

91 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 三川下東自治会 240 大分市

92 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 古国府夏祭り実行委員会 175 大分市

93 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金
矢の原自治会
（過疎地域）

127 大分市

94 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 金若青年団 195 大分市

95 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 本町自治会 528 大分市

96 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 中筋自治会 128 大分市

97 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 裏町青年団 624 大分市

98 おおいた地域伝統文化応援事業
地域の伝統文化の継承・再興・発展に対しての
助成を行う。

補助金 堺町町内会 469 大分市

99 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 国分文化財愛護少年団 5 大分市

100 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 宮苑文化財愛護少年団 5 大分市

101 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金
上片面子ども会
丑殿古墳文化財愛護少年団

5 大分市

102 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 常行文化財愛護少年団 5 大分市

103 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 森岡文化財愛護少年団 5 大分市

104 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 鶴崎地区文化財研究会 5 大分市

105 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 大在地区文化財研究会 5 大分市

106 文化財愛護団体の育成事業
文化財愛護や郷土愛の精神、青少年の健全育成
を目的とした活動に対して補助を行う。

補助金 坂ノ市地区郷土史愛好会 5 大分市
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107 海部古墳資料館指定管理
海部古墳資料館の管理・案内業務

指定管理
坂ノ市地区社会教育関係団体
連絡協議会

5,030 大分市

108
毛利空桑記念館保守管理及び案内業
務委託

毛利空桑記念館の管理・案内業務
委託 鶴崎文化研究会 2,808 大分市

委託 18件 10,019
提案公募委託 1件 10,983

補助金 56件 135,897
後援 9件 0

協議会 9件 0
共催 5件 0
参画 1件 0

アダプト 0件 0
事業協力 7件 95
意見交換 1件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 5,030

108件 162,024

大分市
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1 関の江海水浴場運営業務
海の日（７月中旬）からお盆前の日曜日まで、
関の江海水浴場を開場し、利用者の安全確保
や、管理運営を行う。

委託 古市町自治会 2,136 別府市

2 鉄輪むし湯指定管理 鉄輪むし湯の管理運営 指定管理 ＮＰＯ法人　鉄輪あすなろ会 1,700 別府市

3 別府市全域温泉一斉調査
市民参加型温泉一斉調査

共催
ＮＰＯ法人　別府温泉地球博
物館

－ 別府市

4 現代芸術フェスティバル開催事業
地域活性化のためのアートイベント開催補助

補助金 ＮＰＯ法人BEPPU　PROJECT 20,000 別府市

5 国際理解教室関連事業
市内の小中学校を対象に、留学生を母国の文化
等を伝達する講師として派遣し、青少年の国際
力を養うことを目的に開催。

委託
ＮＰＯ法人大学コンソーシア
ムおおいた

1,050 別府市

6 音泉タウン音楽会

音楽活動を通じて、別府市の目指す「ONSENツー
リズム」の音楽あふれるまちづくりに寄与する
ことを目的に平成17年8月に組織された実行委員
会。

協議会 音泉タウン実行委員会 1,800 別府市

7 別府市民フィルハーモニア管弦楽団

管弦楽を通じて音楽文化の普及向上を図り、地
域文化の発展に寄与することを目的とし、市民
の芸術文化の向上及び楽団員のレベルの向上を
図る。

補助金
別府市民フィルハーモニア管
弦楽団実行委員会

1,500 別府市

8 別府竹細工ブランド化推進事業
「別府竹細工」の認知度向上とブランディング
化を目指し、高付加価値の新たなプロダクト品
の試作、開発を行う。

補助金 別府竹製品協同組合 2,500 別府市

9 竹・ルネサンス実行委員会 委員として参加 協議会 竹・ルネサンス実行委員会 － 別府市

10
竹産業・ものづくりイノベーション
協議会

委員として参加
協議会

竹産業・ものづくりイノベー
ション協議会

－ 別府市

11
NY支店開設（別府竹細工販路拡大事
業）

「別府竹細工」の海外販路拡大目指し、「別府
市役所NY支店」を開設し、プロモーションイベ
ント等を行う。

補助金 別府竹製品協同組合 1,998 別府市

12
別府市消費生活啓発講座講師派遣事
業

別府市内の消費者団体等が開催する講座、研修
会等に講師を派遣し、消費生活に関する情報の
提供と、消費被害の未然防止を図る。

委託
ＮＰＯ法人　大分県消費者問
題ネットワーク

50 別府市

13 リユースマーケットin別府開催事業

家庭で不要となった再使用可能な物品を安易に
捨てることなく、必要としている人の手に届け
る場を提供することにより、リデュース（発生
抑制）及びリユース（再使用）を通して、ごみ
の減量等の意識啓発を促し、循環型社会の構築
を目指す。

協議会
「リユースマーケットin別
府」実行委員会

－ 別府市

14 移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等につい
て、外出のための支援を行うことにより、障が
い者等の地域での自立生活及び社会参加を促
す。

委託
ＮＰＯ法人　さんきゅうヘル
パーステーション　さんきゅ
う

1,296 別府市
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15 移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等につい
て、外出のための支援を行うことにより、障が
い者等の地域での自立生活及び社会参加を促
す。

委託
ＮＰＯ法人　いのちきサポー
ト

891 別府市

16 移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等につい
て、外出のための支援を行うことにより、障が
い者等の地域での自立生活及び社会参加を促
す。

委託
ＮＰＯ法人　ライフアップサ
ポート

1,814 別府市

17 移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等につい
て、外出のための支援を行うことにより、障が
い者等の地域での自立生活及び社会参加を促
す。

委託
ＮＰＯ法人　自立支援セン
ターおおいた

7,890 別府市

18 日中一時支援事業

障がい者等の日中における活動の場を確保し、
障がい者等の生活訓練等を行うこと及び障がい
者等を日常的に介護している家族等の一時的な
休息を確保することを目的とする。

委託 ＮＰＯ法人ぽっぽ 1,222 別府市

19 福祉バス研修事業補助金

県・市及び社会福祉団体等が行う行事等に参加
する場合、または障がい者が機能訓練等に必要
な場合、または研修及び交流に利用する場合の
バス借上げに要する費用に対する補助

補助金
ＮＰＯ法人　大分県難病・疾
病団体協議会

90 別府市

20 わくわく健康教室

市民の健康づくりのためにノルディック・
ウォーキングの普及・啓発を図る。

事業協力
ＮＰＯ法人　大分県ノル
ディック・ウォーキング連盟

10 別府市

21 ノルディツク・ウォーク推進事業
足腰への負担軽減や、歩行姿勢改善に効果のあ
るノルディックウォークを推奨することにより
健康維持や疾患の予防を図る。

委託
ＮＰＯ法人　大分県
ノルディック・ウォーキング
連盟

59 別府市

22
健康寿命延延伸を図るためのウォー
キングの普及・推進事業

健康寿命を延ばすためウォーキングを推奨し、
健康を基本とした市民生活の質の向上につなげ
る。

事業協力 別府湾ウォーキング協会 5 別府市

23 亀川地区都市再生整備計画事業 都市再生整備計画に基づくまちづくりの実施 参画 亀川地区まちづくり推進協議 － 別府市

24 べっぷの海辺にぎわい創生事業
別府港海岸餅ヶ浜地区（餅ヶ浜海浜公園）を中
心として、社会実験を通じて利活用の推進、海
岸管理方法を検討

参画
べっぷの海辺にぎわい創生協
議会

－ 別府市

25 べっぷの海辺にぎわい創生事業
別府港海岸餅ヶ浜地区（餅ヶ浜海浜公園）を中
心として、社会実験を通じて利活用の推進、海
岸管理方法を検討

参画 べっぷの海岸みまもり隊 － 別府市

26 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 秋葉通り会 － 別府市

27 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 鉄輪上仲よし会 － 別府市

28 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 浜脇3丁目里親クラブ － 別府市
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29 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト
明豊中学・高等学校インター
アクトクラブ

－ 別府市

30 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト ＮＰＯ法人星座オリオン － 別府市

31 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト コモンライフ関の江 － 別府市

32 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト
別府つるりん通り商店街振興
組合

－ 別府市

33 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト ルミエールの丘道路里親会 － 別府市

34 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 別府美化クラブ － 別府市

35 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 南立石２区老人クラブ仙寿会 － 別府市

36 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 我家の庭だと思って － 別府市

37 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト さるすべり － 別府市

38 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト さくら － 別府市

39 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 野田女性部“夢” － 別府市

40 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 海桜湯煙街道道守会 － 別府市

41 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト
聖友会（上人ヶ浜老人クラ
ブ）

－ 別府市

42 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 亀の井バスOB会 － 別府市

43 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 美道路クラブ － 別府市

44 道路里親
道路の里親となり、道路の清掃活動をボラン
ティアで行う。

アダプト 石垣西１・２さくらクラブ － 別府市

45 別府市ドッグラン管理委託業務
別府市ドッグランの管理、料金徴収事務の委託

委託
ＮＰＯ法人　べっぷドッグラ
ン協会

3,077 別府市

46
エフ・フィールド大分支部3周年記
念基調講演会～いのちについて、向
き合ってみよう～

エフ・フィールド「いのちの授業」の普及
後援

ＮＰＯ法人エフ・フィールド
大分支部

－ 別府市

47
第11回　九州・山口　口腔ケアシン
ポジウムin別府

在宅医療の啓発と多職種のスキルアップ
後援

ＮＰＯ法人「オムスン」口腔
管理支援ネット

－ 別府市

48 第8回別府八湯検定試験
試験

後援
ＮＰＯ法人別府八湯温泉道名
人会

－ 別府市

49
大分を元気にするバイ！～別府大会
～

プロレス大会と慰問
後援 ＮＰＯ法人九州プロレス － 別府市

50 別府市協働のまちづくり推進委員会 委員としての参加 参画 別府市ＰＴＡ連合会 － 別府市

14 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

51 別府市協働のまちづくり推進委員会
委員としての参加

参画
別府市民生委員児童委員協議
会

－ 別府市

52 別府市協働のまちづくり推進委員会 委員としての参加 参画 別府市自治委員会 － 別府市

53
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
青山・東山ひとまもり・まち
まもり自治区

926 別府市

54
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
中部ひとまもり・まちまもり
協議会

1,250 別府市

55
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
鶴見台ひとまもり・まちまも
り自治区

1,141 別府市

56
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
朝日ひとまもり・まちまもり
自治区

1,295 別府市

57
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
山の手ひとまもり・まちまも
り協議会

1,460 別府市

58
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
北部ひとまもり・まちまもり
自治区

950 別府市

59
ひとまもり・まちまもり自治区形成
事業

自治区が連携・協働して地域の課題を解決する
ため取り組む事業に対し補助金を交付する。

補助金
南・浜脇ひとまもり・まちま
もり自治区

1,077 別府市

60 男女共同参画事業
男女共同参画社会実現に向け、男女共同参画の
啓発及び女性への暴力をなくす運動の啓発活動
を行う。

事業協力 べっぷ男女共同参画協議会 － 別府市

61 男女共同参画事業
市民団体の交流の場を提供し、共に男女共同参
画社会実現に向け、意見交換を行う。

意見交換 べっぷ男女共同参画協議会 － 別府市

62 男女共同参画事業

独身男女に出会いの機会を提供し、婚活イベン
トを開催し、別府市への定住のきっかけづくり
をする。

協議会
別府市婚活サポート事業実行
委員会

1,000 別府市

63
エフ・フィールド大分支部3周年記
念基調講演会～いのちについて、向
き合ってみよう～

講演や合唱を通していのちの大切さを考える目
的とした後援 後援 ＮＰＯ法人エフ・フィールド － 別府市

64 第４２回　大分第九の夕べ
芸術・文化・音楽の普及を目的とした後援

後援
ＮＰＯ法人おおいた第九を歌
う会

－ 別府市

65
第１４回別府・大分かぼすツーデー
ウオーク

健康増進を目的としたウォーキング大会の後援
後援

ＮＰＯ法人大分県ウオーキン
グ協会

－ 別府市

66 子供の未来に夢を託す　夢一輪運動 花を用いた情操教育活動への後援 後援 ＮＰＯ法人夢一輪の会 － 別府市

67 第８回別府湾岸ウオーキング大会
健康増進を目的としたウォーキング大会の後援

後援
ＮＰＯ法人大分県ウオーキン
グ協会

－ 別府市

68 古代遺跡管理業務 実相寺古代遺跡及び鷹塚古墳管理業務 委託 実相寺文化財愛護少年団 24 別府市
69 実相寺古墳清掃業務委託 古墳の清掃業務委託 委託 実相寺壮年会 125 別府市

70
社会教育活動総合事業
にこにこ子育て学級

講座の講師として参加
委託

ＮＰＯ摂食コミュニケーショ
ンネットワーク

8 別府市

71 別府市少年婦人防火委員会補助金 火災予防の啓発活動 補助金 別府市少年婦人防火委員会 108 別府市
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委託 13件 19,642
提案公募委託 0件 0

補助金 13件 34,295
後援 9件 0

協議会 5件 2,800
共催 1件 0
参画 6件 0

アダプト 19件 0
事業協力 3件 15
意見交換 1件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 1,700

71件 58,452

別府市
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1 音訳事業
「市報なかつ」の音訳と希望者への送付を行
う。

事業協力 アイメイト中津きさらぎ会 － 中津市

2
ふるさとなかつ応援寄附金特産品発
送委託業務

ふるさとなかつ応援寄附金をしていただいた方
に送る特産品の発送委託

委託
ＮＰＯ法人　なかつ耶馬渓活
き域きネット

37,080 中津市

3 景観まちづくり協議会への支援

住民が主体となって地域の景観形成を推進する
ことを目的とした協議会に対し、オブザーバー
として人的支援、技術的支援を行う。（２団
体）

協議会
豊後街道景観まちづくり協議
会
諸町景観まちづくり協議会

－ 中津市

4 南部まちなみ交流館の指定管理
地域の活動拠点及び観光客の立寄り処として整
備した南部まちなみ交流館の管理運営を委託。

指定管理
南部まちなみ交流館運営協議
会

3,684 中津市

5 草刈業務委託
市内一級・二級河川周辺の草刈り

委託
ＮＰＯ法人　耶馬溪の自然と
景観を守る会　他13団体

3,721 中津市

6 消費者問題法律相談業務

市民に対し、消費者問題に関する弁護士による
法律相談を月に１度開催。 委託

ＮＰＯ法人　大分県消費者問
題ネットワーク

359 中津市

7 住民型有償サービス 住民型有償サービスの団体立ち上げに係る補助 補助金 南部さくらサービス 300 中津市
8 住民型有償サービス 住民型有償サービスの団体立ち上げに係る補助 補助金 三光こすもすサービス 300 中津市
9 住民型有償サービス 住民型有償サービスの団体立ち上げに係る補助 補助金 小楠さんくすサービス 300 中津市

10 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 山国つゆくさサービス 54 中津市
11 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 大幡まこもサービス 61 中津市
12 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 北部えがおサービス 73 中津市
13 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 沖代どんぐりサービス 73 中津市
14 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 本耶馬渓ひまわりサービス 79 中津市
15 住民型有償サービス 住民型有償サービスの運営に係る補助金 補助金 今津支え合いサービスすみれ 63 中津市
16 地域福祉活動施設整備事業補助金 地域サロン等に対する施設整備補助 補助金 南高瀬スマイルサロン 734 中津市
17 地域福祉活動施設整備事業補助金 地域サロン等に対する施設整備補助 補助金 黒川ひばり会 112 中津市
18 地域福祉活動施設整備事業補助金 地域サロン等に対する施設整備補助 補助金 諸田竹林元気クラブ 216 中津市
19 地域福祉活動施設整備事業補助金 地域サロン等に対する施設整備補助 補助金 一ツ松ニコニコ健康クラブ 90 中津市
20 地域福祉活動施設整備事業補助金 地域サロン等に対する施設整備補助 補助金 寄り合い所福ろうの家 31 中津市

21 地域福祉活動施設整備事業補助金
地域サロン等に対する施設整備補助

補助金
上ノ原区ふれ合いサロン「ぬ
くもり」

222 中津市

22 地域活動支援センター事業
障がい者等に創作的活動または生産活動の機会
を提供等し、社会との交流・自立促進を図る。

委託 ＮＰＯ法人　中津みどり会 3,140 中津市

23 コミュニケーション支援事業

コミュニケーション支援員を設置し、視覚障が
い者や聴覚障がい者の社会参加を促し、福祉の
増進を図る。

委託
中津市身体障がい者協議会中
津支部協生会

268 中津市

24 手話・点字講習会等開催助成事業
点訳奉仕員・音訳奉仕員として活動できる人材
を育成する。

委託 アイメイト中津きさらぎ会 393 中津市

25
スポーツ・レクリエーション教室開
催等事業

各種スポーツ教室・大会を開催し、障がい者の
体力増進・社会参加・交流を図る。

委託 中津市身体障がい者協議会 380 中津市

26 理解促進研修・啓発事業
ユニバーサルポタリング大会を開催し、障がい
者福祉への理解と地域社会への貢献、ボラン
ティアの育成を行う。

委託
中津市共生社会推進事業実行
委員会

399 中津市
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27 障害者福祉一般事業
大分県障がい者スポーツ大会、大分県障がい
者・児秋の交歓会補助金

補助金 中津市身体障がい者協議会 440 中津市

28 「食」の自立支援事業
高齢者の地域における自立した生活を継続させ
るために週３回まで、配食により食事を提供す
る。

委託 ＮＰＯ法人　ぴいあ 3,728 中津市

29 アースデイ中津 環境啓発イベントの後援事業 後援 ＮＰＯ法人　アースデイ中津 － 中津市

30
中津市環境標語・ポスター・工作コ
ンクール

環境保全活動のためのコンクールの共催事業
共催

ＮＰＯ法人　中津まちづくり
協議会

－ 中津市

31 中津干潟調査保全事業 中津市大新田の干潟の調査及び保全 委託 ＮＰＯ法人　水辺に遊ぶ会 992 中津市
32 野依新池ベッコウトンボ調査保全事 ベッコウトンボ並びに周辺環境の調査及び保全 委託 ＮＰＯ法人　水辺に遊ぶ会 300 中津市

33 段ボールコンポスト普及促進事業
生ごみの減量を目的として月1回段ボールコンポ
ストの紹介、実演、配布を実施

事業協力 ごみゼロなかつ２１ － 中津市

34 中津・桜ともみじの里づくり
平成18年度からおおよそ10年間で桜1万本、もみ
じ10万本の植樹を行っていく。

事業協力
ＮＰＯ法人　中津まちづくり
協議会

399 中津市

35 中津市公共施設アダプトプログラム
八幡公園の草刈、木の切り込み、清掃(月２回程
度)

アダプト 八幡町自治会 － 中津市

36 中津市公共施設アダプトプログラム 豊陽公園の清掃（週に６回程度） アダプト ラジオ体操健康クラブ － 中津市
37 中津市公共施設アダプトプログラム 新大塚広場の清掃（月に１回程度） アダプト 新大塚自治会 － 中津市
38 中津市公共施設アダプトプログラム どんぐり公園の清掃（月に１～２回程度） アダプト 牛神町１丁目町内会１０班 － 中津市
39 中津市公共施設アダプトプログラム 金剛川西公園の清掃（週に１～２回程度） アダプト 蛭子町１・２丁目町内会 － 中津市
40 中津市公共施設アダプトプログラム 中央公園の清掃（週に６回程度） アダプト 若葉会 － 中津市

41 中津川河川敷公園の管理
中津川河川敷公園の除草及び草刈り、付属施設
の維持管理

事業協力 中津地方文化研究所 － 中津市

42 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 片端町老人会（倖会） － 中津市

43 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 諸町栴檀の会 － 中津市

44 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 新博多町北商店街 － 中津市

45 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 五領ハイツシニアクラブ － 中津市

46 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 下田口環境保全会 － 中津市

47 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 臼木地域資源保全活動組織 － 中津市

48 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 楽一通り・夢サミット － 中津市

49 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト けやき通り友情会 － 中津市

50 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 九州機設環境整備委員会 － 中津市

18 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

51 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 中臼木小組合 － 中津市

52 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト かいづ・合歓の会 － 中津市

53 中津市公共施設アダプトプログラム
公共施設（道路・公園等）の里親制度による美
化運動 アダプト 虹子町１・２丁目町内会 － 中津市

54 学びの里づくり事業 小学校外国語指導事業 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 28,620 中津市
55 学びの里づくり事業 学びの教室事業（英検塾） 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 972 中津市
56 学びの里づくり事業 学びの教室事業（児童養護施設） 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 554 中津市
57 学びの里づくり事業 学びの教室事業（長期休業日） 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 204 中津市
58 学びの里づくり事業 短期留学事業 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 2,268 中津市
59 学びの里づくり事業 学びの教室事業（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座） 委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 209 中津市

60 まちなみ歴史探検支援委託
市内小学校6年生を対象にまち歩きを通じて中津
市の歴史・文化への理解を深める「まちなみ歴
史探検」を協働型委託事業として実施。

委託 ＮＰＯ法人　中津まちなみ会 1,042 中津市

61
中津市学びの教室委託業務（学びの
ススメ土曜塾）

中津市教委が指定する小学校・中学校におい
て、児童・生徒の学力の向上及び学習機会の場
を提供するため、毎週土曜日の学習を行う。

委託 ＮＰＯ法人　学びの共同体 1,299 中津市

62
中津文化会館及びリル・ドリーム指
定管理委託

中津文化会館及びリル・ドリーム指定管理委託
指定管理 ＮＰＯ法人　中津文化協会 36,818 中津市

63 文化事業補助金 地域の文化団体の支援及び後援事業 補助金 ＮＰＯ法人　中津文化協会 1,350 中津市

64 高山オリ子美術館との情報共有
美術館の運営、芸術文化施策のあり方について
意見交換を行う。

意見交換
ＮＰＯ法人　高山オリ子美術
館

－ 中津市

65 オリンピックデーラン中津大会

オリンピック出場経験のある選手を招いて一緒
にジョギングをしたり、トークイベント等に参
加することでスポーツの楽しさを体感してもら
う。

共催
ＮＰＯ法人　日本オリンピア
ンズ協会

－ 中津市

66 絵本の読み聞かせ
図書館で毎週月曜日に実施している「おはなし
会」（絵本の読み聞かせ）を月に一回担当

事業協力 ゆめくらぶ － 中津市

67 地域振興対策事業
耶馬溪ダム周辺を対象とする保全管理事業

補助金
ＮＰＯ法人　耶馬溪の自然と
景観を守る会

175 中津市

68 渓石園管理委託業務 草刈、清掃、景観維持 委託 ＮＰＯ法人　やすらぎ福祉会 3,024 中津市

69 病院ボランティア事業
小児入院患者へのおもちゃの貸し出し

後援
童心アカデミアの会おもちゃ
図書館

－ 中津市
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委託 20件 88,952
提案公募委託 0件 0

補助金 18件 4,673
後援 2件 0

協議会 1件 0
共催 2件 0
参画 0件 0

アダプト 18件 0
事業協力 5件 399
意見交換 1件 0
施設提供 0件 0
指定管理 2件 40,502

69件 134,526

中津市
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1
女性人材育成事業
（市民サービス協働事業）

社会や地域でリーダー的役割を担える女性の育
成を図るため、女性人材バンク登録者向けのス
キルアップ講座を、専門性や人脈等を持つ特定
のＮＰＯに委託実施するもの

提案公募委託 キラ☆キアラヒタ 820 日田市

2
男女共同参画啓発事業
（市民サービス協働事業）

男女共同参画を効果的に推進するための啓発活
動の企画・実施、専門性や人脈等を持つ特定の
ＮＰＯに委託実施するもの

提案公募委託 ＳＭＩＬＥ❤スマイル 53 日田市

3 まちづくり活動推進事業

地域に根ざしたまちづくりを目指して民間団体
が主体的に企画し実行する非営利で創造的な活
動に対して助成を行い、地域活性化の積極的な
展開を促進するもの

補助金
(IN THE CURRENT実行委員会12
団体）

3,322 日田市

4 ふるさとづくり推進事業

地域住民の自主的な活動や発表の場を維持する
とともに、まちづくり活動やコミュニティ活動
の活性化を目的として、大山地区のイベントに
補助を行うもの。

補助金 大山まつり実行委員会 550 日田市

5 ふるさとづくり推進事業

地域住民の自主的な活動や発表の場を維持する
とともに、まちづくり活動やコミュニティ活動
の活性化を目的として、前津江地区のイベント
に補助を行うもの。

補助金 前津江町まつり実行委員会 1,200 日田市

6 ふるさとづくり推進事業

地域住民の自主的な活動や発表の場を維持する
とともに、まちづくり活動やコミュニティ活動
の活性化を目的として、中津江地区のイベント
に補助を行うもの。

補助金
住民自治組織中津江振興協議
会

1,200 日田市

7 ふるさとづくり推進事業

地域住民の自主的な活動や発表の場を維持する
とともに、まちづくり活動やコミュニティ活動
の活性化を目的として、上津江地区のイベント
に補助を行うもの。

補助金 上津江産業文化祭実行委員会 1,200 日田市

8 新しい公共推進事業
地域課題の解決を目的として主体的に行う地域
活動の円滑な推進を図るため、住民自治組織の
活動を支援するもの。

補助金
住民自治組織中津江振興協議
会

4,411 日田市

9 支え合いの仕組みづくり事業

組織運営（事務局経費）事務局の運営費につい
て助成する。事業の試行（生活支援に係る経
費）事業ニーズ把握と収益事業の検証に伴う経
費を支援する。

補助金 カッスル隊 495 日田市

10 周辺地域活性化対策事業

地域に根ざしたまちづくりを目指して民間団体
が主体的に企画し実行する非営利で創造的な活
動に対して助成を行い、地域活性化の積極的な
展開を促進するもの

補助金
月出山まちづくり委員会ほか
81件

17,784 日田市

11 空き家情報提供事業
空き家情報収集・発信業務

委託
ＮＰＯ法人日田移住サポート
センター

5,630 日田市

12 緑のカーテン整備事業
市役所本庁舎緑のカーテンの苗及び土作り、
苗・土・プランターの配布

委託 日田市手をつなぐ育成会 426 日田市
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13
環境教育推進事業（子ども環境バス
ツアー）
（市民サービス協働事業）

夏休み期間の小学生を対象に、環境学習のツ
アーを行うもの 提案公募委託

ＮＰＯ法人ひた水環境ネット
ワークセンター

250 日田市

14 リバーフェスタinみくま川 夏休みに行われる、三隈川の親水イベント 協議会 リバーフェスタ実行委員会 － 日田市

15
三隈川交流センター（朝霧の館）管
理・運営業務

土、日、祝日の来館者対応業務
委託

ＮＰＯ法人ひた水環境ネット
ワークセンター

733 日田市

16 ダム情報収集支援業務委託
ダム湖利用状況を確認するため、情報収集やモ
ニタリング（巡視）を実施するもの

委託
2団体（ＮＰＯ法人下筌ダム湖
と森の会　他）

3,240 日田市

17 ダム湖周辺美化委託
多様なニーズに、きめ細かく応じるため、地域
住民と協働で管理（除草作業）を実施するもの

委託
2団体（ＮＰＯ法人下筌ダム湖
と森の会　他）

2,204 日田市

18
水郷のまちクリーンアップ制度（ア
ダプトプログラム）

公共施設の環境美化活動で、市・国・県が管理
する市内の公共施設（公園・道路・河川等）の
一定の活動区域を企業団体などが美化活動を行
う制度。市は清掃用具の支給などの支援を行う
もの。

アダプト
登録団体
46団体　2,309名

147 日田市

19 美しい水郷ひたづくり啓発活動事業

自治会の自主的な活動を支援するために、美化
推進モデル地区に交付金を交付し、水郷ひたの
イメージ向上と美しいまちづくりの推進を目指
すもの

補助金
美化推進モデル地区
12自治会

1,150 日田市

20 障がい児療育訓練事業
障がい児及び保護者に早期個別指導を実施。

委託
ＮＰＯ法人障害児支援の会ぱ
れっと

2,516 日田市

21 若年障害者及び家族の交流連携事業

障害者自身によるピアサポートにより、ひきこ
もりなどの障害者の自立を促し、社会参加につ
なげる。

委託
日楽灯会、日田ソーシャルビ
ジネス研究会

1,098 日田市

22 日田市地域活動支援センター
障がい者地域活動支援センター運営

委託
ＮＰＯ法人スマイル
ＮＰＯ法人工房まんげきょう

5,900 日田市

23 障がい者和太鼓教室事業
障がい者の自立と社会参加を図る事業（舞台演
劇や合唱練習、太鼓練習等）

委託 日田市手をつなぐ育成会 410 日田市

24 障害者雇用促進事業

障害福祉サービス事業所を利用していない、ひ
きこもりの障がい者等の雇用促進を図るため、
訓練的業務を行い一般就労に向けた支援を行
う。

委託 日田市手をつなぐ育成会 5,236 日田市

25 放課後児童クラブ

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生
の安全かつ健全な育成を図ることを目的とし
て、放課後に余裕教室等を使用して居場所を提
供する。

委託
各放課後児童クラブ運営委員
会

95,427 日田市

26 街なみ環境整備事業
隈のまちづくり計画や実施に当たり、本協議会
と協議並びに提案を受ける。

共催 隈のまちづくり委員会 － 日田市

27 隈まちづくりセンター管理事業
平成18年度から指定管理者として指定し、運営
を行っている。平成２０年度からは管理業務全
てを協議会に委託している。

指定管理
隈のまちづくりセンター管理
運営協議会

811 日田市
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28 島内休憩所管理事業

平成１９年度から指定管理者として指定し、運
営を行っており、管理業務全てを協議会に委託
している。

指定管理 島内振興協議会 217 日田市

29 道路環境美化事業
市道の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの

委託 51団体（八幡町自治会ほか） 2,057 日田市

30 県河川草刈業務委託
県管理河川の草刈を行っている自治会ボラン
ティア団体に対して助成を行うもの。

委託
33団体（釘原・竹丸同志会ほ
か）

4,161 日田市

31 スクールバス管理運営事業
学校統合等により遠距離通学となった児童・生
徒の安心安全な通学手段を確保するためのス
クールバスの運行

委託 ＮＰＯ法人　優和いつま 2,854 日田市

32 日田市文教祭

市民が文化を通して交流したり、身近な文化に
触れることによる文化活動の普及を目的として
おり、市民または活動団体にて構成する実行委
員会に市から負担金を交付し、自らの企画・運
営を促進するもの

共催 舞台芸術祭実行委員会　他 750 日田市

33 社会教育団体助成事業
加盟団体間の連携と育成・強化、男女共同参画
社会実現や市内観光事業への奉仕活動等、活動
に必要な経費の一部を助成する

補助金 日田市女性団体連絡協議会 238 日田市

34 社会教育団体助成事業

児童・生徒の健全な育成や教育環境、生活環境
の改善、育友会（PTA)会員相互の連携・強化を
図るため、事業運営に必要な経費の一部を助成
する

補助金 日田市連合育友会 240 日田市

35 放課後子ども総合プラン事業
放課後や週末等子どもたちの安全・安心な居場
所を確保し、様々な体験・交流・学習機会を提
供する

委託
むくの木放課後子ども教室実
行委員会　他6団体

2,625 日田市

36 日本語教室事業
日田市に在住する外国人等に、日常生活を送る
うえで必要な日本語の「読み」「書き」の教室
を実施する

委託 日田市日本語教室 460 日田市

37
日田市豆田町伝統的建造物群保存地
区特定候補物件追加調査業務

伝建地区内の建造物等のうち特定候補物件の調
査、所見執筆、作図業務

委託
ＮＰＯ法人本物の伝統を守る
会

129 日田市

38 淡窓日記翻刻業務 廣瀬淡窓日記を活字化し、読み下す作業 委託 漢文日記を読む会 130 日田市

39
咸宜園ゆかりの地を活用した地域活
性化事業

咸宜園と広瀬淡窓先生の日記などを学び、そこ
に書かれた淡窓先生の散策コース(遊山)や訪れ
た歴史遺産をテーマに、学習会と現地調査を行
い、マップの原案づくり、事業成果発表会を開
催する。

提案公募委託 咸宜園放学遊山の会 410 日田市

40 教職員同和問題研修
被差別当事者との対話会

事業協力
ＮＰＯ法人ひた人権研究セン
ター

24 日田市

41 教職員同和問題研修
地区フィールドワーク研修

事業協力
ＮＰＯ法人ひた人権研究セン
ター

15 日田市

42 人権のまちづくり推進講演会
人権擁護や生活向上に貢献すること

共催
ＮＰＯ法人ひた人権研究セン
ター

－ 日田市
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43 食生活改善推進事業
生活習慣病予防のため、うす味でバランスのと
れた食生活の推進や食育活動にも取り組んでい
る。

補助金 食生活改善推進協議会 200 日田市

44 ひたむき健活事業
健康寿命の延伸のために、運動を中心とした生
活習慣病予防を推進している。

委託
にこにこステップ運動リー
ダーの会

655 日田市

45 自主防災組織活性化事業モデル地区
自主防災組織の育成のため講師を派遣し、その
講師料等を市が負担するもの。

事業協力 中津江むらづくり役場 － 日田市

46 道路環境美化事業
市道の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの。

委託 柚木自治会　外24団体 1,772 日田市

47 道路環境美化事業
市道の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの

委託 5団体（野田自治会ほか） 1,055 日田市

48 道路環境美化事業
市道の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの。

委託 おおやま南部自治会　外7団体 779 日田市

49 県河川草刈業務委託
県管理河川の草刈を行っている自治会ボラン
ティア団体に対して助成を行うもの。

委託 おおやま老松自治会 112 日田市

50 自然環境調査事業
市民団体に委託し、市内に残る自然の調査を各
専門分野ごとに行い、その記録を報告書にまと
め、その成果を展示会等で市民に還元する。

委託 郷土日田の自然調査会 700 日田市

51 スポーツイベント推進事業
水郷ひたチャレンジウォーク

協議会
ＮＰＯ法人日田レクリエー
ション協会

900 日田市

委託 24件 140,309
提案公募委託 4件 1,533

補助金 12件 31,990
後援 0件 0

協議会 2件 900
共催 3件 750
参画 0件 0

アダプト 1件 147
事業協力 3件 39
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 2件 1,028

51件 176,696

日田市
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1 協働推進事業
地域が抱える課題の解決に向けた事業・イベン
ト等様々な取り組みに対して支援を行う。

補助金 つな★ばんプロジェクト 100 佐伯市

2 協働推進事業
地域が抱える課題の解決に向けた事業・イベン
ト等様々な取り組みに対して支援を行う。

補助金 原っぱ大作戦 100 佐伯市

3 協働推進事業
地域が抱える課題の解決に向けた事業・イベン
ト等様々な取り組みに対して支援を行う。

補助金 佐伯史談会 100 佐伯市

4 出会い支援事業
結婚の意向がある人達の出会いの場を提供する
取り組みに対して支援を行う。

補助金 びーる縁実行委員会 100 佐伯市

5 地域女性活躍推進事業
地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資す
る取組を支援するもの。

補助金 青山アグリガールズ 100 佐伯市

6 地域女性活躍推進事業
地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資す
る取組を支援するもの。

補助金 どっぽちゃん食堂 100 佐伯市

7 地域女性活躍推進事業
地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資す
る取組を支援するもの。

補助金 さいき風の会 100 佐伯市

8 地域女性活躍推進事業
地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資す
る取組を支援するもの。

補助金 COCORO 美心 実行委員会 100 佐伯市

9 表現教育事業
芸術表現活動(ミュージカル）を通じて子どもの
コミュニケーション能力の育成と、世代間交流
による地域づくり活動。

委託
こどもミュージカル実行委員
会・ＮＰＯ法人さいき劇場共
同体

3,627 佐伯市

10
河川愛護事業
（草刈り・清掃）

県企業局から助成金を頂き、宇目の行政区単位
で自主的に行われる清掃事業に助成する。

事業協力 ＮＰＯ宇目まちづくり協議会 457 佐伯市

11 さいき９０３エコ推進会議

市民・事業者・行政からのメンバーで構成する
「佐伯９０３エコ推進会議」に委員として参加
し、クリーンアップなどの環境関連事業を実施
している。

協議会 源流の郷ウォーキングクラブ － 佐伯市

12 さいき９０３エコ推進会議

市民・事業者・行政からのメンバーで構成する
「佐伯９０３エコ推進会議」に委員として参加
し、クリーンアップなどの環境関連事業を実施
している。

協議会 佐伯市消費生活研究会 － 佐伯市

13 さいき９０３エコ推進会議

市民・事業者・行政からのメンバーで構成する
「佐伯９０３エコ推進会議」に委員として参加
し、クリーンアップなどの環境関連事業を実施
している。

協議会 ＮＰＯ法人　さわやか佐伯 － 佐伯市

14 佐伯市生活困窮者就労準備支援事業
生活困窮者自立支援法ｎ基づく就労支援
大分県・臼杵市・杵築市・由布市・国東市と共
同実施

委託 ＮＰＯ法人ワーカースコープ 1,756 佐伯市

15 地域子育て支援事業
子育て親子の交流の場の提供、交流促進と情報
提供 委託 ＮＰＯ法人さいき劇場 4,360 佐伯市

16 公の施設の管理運営
佐伯市設置の佐伯市蒲江高平キャンプ場の運
営・管理業務

指定管理
ＮＰＯ法人かまえブルーツー
リズム研究会

4,200 佐伯市

17 仙崎公園管理委託 仙崎公園の管理委託 委託 仙崎つつじ会 610 佐伯市
18 背平山・青龍山公園管理委託業務 背平山・青龍山公園の管理委託 委託 蒲江浦づくりの会 200 佐伯市
19 元猿海水浴場清掃管理委託業務 元猿海水浴場の清掃、管理委託 委託 河内地区婦人部 180 佐伯市
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20 葛原公衆便所清掃業務 葛原公衆便所の清掃業務 委託 葛原地区 75 佐伯市
21 深島公衆便所清掃業務 深島公衆便所の清掃業務 委託 深島地区 75 佐伯市
22 元猿休憩舎内公衆便所清掃業務 元猿休憩舎内公衆便所の清掃業務 委託 河内地区婦人部 112 佐伯市

23 海亀監視員委託事業
海亀の監視報告業務等

委託
ＮＰＯ法人おおいた環境保全
フォーラム

50 佐伯市

24 仙崎つつじ祭り
仙崎つつじ公園に春に咲くフジツツジの景観保
全等を目的とした地域のイベント

補助金 西野浦の明日を考える会 400 佐伯市

25 マンボウカップ少年サッカー大会
蒲江の観光振興と少年の健全育成を目的とした
小学生のサッカー大会

補助金
日豊海岸少年サッカー大会実
行委員会

350 佐伯市

26 のじぎく祭り
蒲江の秋の風物詩、高平山の「ノジギク」をPR
し、観光振興を図ることを目的としたイベント

補助金
ＮＰＯ法人かまえブルーツー
リズム研究会

225 佐伯市

27
移動支援事業
（地域生活支援事業）

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の
社会参加のための外出において、移動の支援の
必要がある障がい者に対し、外出のための支援
を行うことにより、地域における自立生活及び
社会参加の促進を図る。

委託 ＮＰＯ法人　虹の翼 500 佐伯市

28
日中一時支援事業
（地域生活支援事業）

日中において監護する者がいないため、一時的
に見守り等の支援が必要な障がいのある人につ
いて、活動の場を提供し、社会に適応するため
の日常的な訓練等の支援をするとともに、家族
の就労支援及び一時的な休息を図る。

委託 ＮＰＯ法人　虹の翼 2,400 佐伯市

29
日中一時支援事業
（地域生活支援事業）

日中において監護する者がいないため、一時的
に見守り等の支援が必要な障がいのある人につ
いて、活動の場を提供し、社会に適応するため
の日常的な訓練等の支援をするとともに、家族
の就労支援及び一時的な休息を図る。

委託 ＮＰＯ法人　ぽっぽ 5 佐伯市

30
地域活動支援センター事業
（地域生活支援事業）

在宅の障がい者に対し、日中の創作的活動、生
産活動、社会との交流の促進等の事業を行うこ
とにより、障がい者及びその家族の地域におけ
る生活を支援し、在宅の障がい者の自立及び社
会参加を図る。

委託 ＮＰＯ法人　虹の翼 3,900 佐伯市

31 佐伯市福祉センター清掃作業委託
市が管理している佐伯市福祉センターの清掃業
務を委託。（月３回、床清掃等）

委託
ＮＰＯ法人　さんゆう　あけ
ぼの

100 佐伯市

32
理解促進研修・啓発事業
（地域生活支援事業）

講演会等を開催し、地域住民に対して、障がい
者等の理解を深め、共存社会の実現を図る。

委託
佐伯圏域障がい者サポートセ
ンター「人とき」

200 佐伯市

33
佐伯創生推進総合対策事業「地域活
力向上枠」

地域振興に資する多様な取組みを積極的に支援
するため、法人等が実施する自主的かつ主体的
取組に要する経費に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付する。

補助金 各事業団体 21,000 佐伯市

34
佐伯創生推進総合対策事業「創生支
援枠」

地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施
する事業に要する経費の一部に対し、予算の範
囲内において、交付金を交付する。

協議会

・区長会、地域づくり団体等
・地域振興審議委員及び地域
づくり団体等の代表者で構成
された協議会

16,000 佐伯市

26 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
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（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

35
大分県小規模集落等支援事業費補助
金

地域特産品の加工・販売所の整備を補助するも
の。

補助金 西上浦地域振興協議会 4,000 佐伯市

36
大分県小規模集落等支援事業費補助
金

地元特産品による商品開発を補助するもの。
補助金 ひよこの会 2,000 佐伯市

委託 16件 18,150
提案公募委託 0件 0

補助金 14件 28,775
後援 0件 0

協議会 4件 16,000
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 1件 457
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 4,200

36件 67,582

佐伯市

27 / 66 ページ



平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧
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委託・補助額
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市町村名手法事業の概要事業名

1
臼杵市お達者長生きボランティア制
度

事前にボランティア対象施設として登録したと
ころで、65歳以上のポイント付与対象者がボラ
ンティア活動をした際にポイント（換金可能）
がもらえる制度

事業協力
下ノ江地区ふれあい協議会他
１１５団体

1,650 臼杵市

2 地域介護予防活動支援事業

高齢者ができる限り要介護状態になることな
く、健康で生き生きとした生活を送れるよう地
域振興協議会へ高齢者の生きがいと社会参加を
促進する事業を委託

委託 地域振興協議会（１３） 4,320 臼杵市

3
高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業

高齢者ができる限り要介護状態になることな
く、健康で生き生きとした生活を送れるよう自
主的に行う介護予防に資する活動を委託

委託
地域コミュニティ団体,ボラン
ティア連絡協議会等（７）

480 臼杵市

4 オレンジカフェ（認知症カフェ）
認知症の人とその家族が、地域の人や専門家と
相互に情報共有し、ふれあえる場所として
「ほっとオレンジカフェ」を実施

委託
臼杵市老人クラブ連合会女性
委員

240 臼杵市

5 廃食油再生利用事業
一般家庭から排出される廃食油を再生利用し、
石鹸を製作

施設提供 臼杵市生活学校 － 臼杵市

6 廃食油再生利用事業
一般家庭から排出される廃食油を再生利用し、
石鹸を製作

施設提供 臼杵市野津連合婦人会 － 臼杵市

7 読み聞かせ普及事業
読み聞かせ会の開催を通じて、読書習慣の形
成、家庭や学校、地域における読み聞かせの普
及を図る。

共催 よむよむの会 － 臼杵市

8 読み聞かせ普及事業
読み聞かせ会の開催を通じて、読書習慣の形
成、家庭や学校、地域における読み聞かせの普
及を図る。

共催 ぴよぴよの会 － 臼杵市

9 社会教育関係団体活動費補助金
臼杵市PTA連合会に対しての事業費補助
（家庭教育に関する事業）

補助金 臼杵市PTA連合会 117 臼杵市

10 社会教育関係団体活動費補助金
臼杵市子ども会育成会連絡協議会に対しての事
業費補助（青少年の健全育成に関する事業）

補助金
臼杵市子ども会育成会連絡協
議会

117 臼杵市

11 社会教育関係団体活動費補助金
臼杵市女性団体連絡会に対しての事業費補助
（男女共同参画・ボランティアに関する事業）

補助金 臼杵市女性団体連絡会 45 臼杵市

12 社会教育関係団体活動費補助金
臼杵市生活学校に対しての事業費補助
（環境活動・消費者教育に関する事業）

補助金 臼杵市生活学校 33 臼杵市

13 社会教育関係団体活動費補助金
下ノ江ふれあい子ども広場に対しての事業費補
助

補助金 下ノ江ふれあい子ども広場 65 臼杵市

14 佐志生地区公民館管理・運営 佐志生地区公民館の管理・運営業務 指定管理 佐志生地区区長会 － 臼杵市
15 下北地区公民館管理・運営 下北地区公民館の管理・運営業務 指定管理 下北地区区長会 － 臼杵市
16 海辺地区公民館管理・運営 海辺地区公民館の管理・運営業務 指定管理 海辺地区区長会 － 臼杵市
17 協育ネットワーク推進事業 高齢者による自主学習団体に対する支援 協議会 亀城大学 － 臼杵市
18 活動費補助 臼杵市野津連合婦人会の活動補助金 補助金 臼杵市野津連合婦人会 110 臼杵市
19 文化祭 文化祭の運営等 共催 吉四六の里文化推進協議会 － 臼杵市

20
青少年事業
（のつっ子チャレンジクラブ）

年間計画の企画、実施協力　他
参画

のつっ子チャレンジクラブ指
導部

－ 臼杵市
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（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

21
国際交流事業
（ハロウィン）

ハロウィンの事業内容企画、実施協力
参画 ハロウィンボランティア － 臼杵市

22
臼杵市体育協会各種主催事業（通
年）

補助金の交付及び、理事長、事務局長、事務局
として参加。体育協会が行う年間事業の共催

共催 臼杵市体育協会 10,500 臼杵市

23
臼杵市スポーツ推進委員協議会主催
囲碁ボール大会

臼杵市スポーツ推進委員協議会が主催する囲碁
ボール大会の共催

共催
臼杵市スポーツ推進委員協議
会

－ 臼杵市

24
臼杵市スポーツ少年団各種主催事業
（通年）

スポーツ少年団対抗駅伝大会等、各種事業の共
催

共催 臼杵市スポーツ少年団本部 － 臼杵市

25
臼杵市さくらマラソン大会実行委員
会主催事業（通年）

臼杵市さくらマラソン大会実行委員会が主催す
るイベントの共催。また、理事長、事務局長、
事務局次長、事務局として参加。

共催
臼杵市さくらマラソン大会実
行委員会

－ 臼杵市

26 就労準備支援事業
生活困窮者の一般就労に向けた、一貫した自立
支援を実施

委託 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 1,206 臼杵市

27 保育所延長保育事業 保育所における１１時間以上の保育 委託 ＮＰＯ法人　市浜保育園 300 臼杵市
28 保育所地域活動事業 保育所と地域の連携 事業協力 ＮＰＯ法人　市浜保育園 100 臼杵市
29 一時保育促進事業 保育所における一時的な保育 補助金 ＮＰＯ法人　市浜保育園 270 臼杵市
30 障がい児保育事業 保育所における障がい児の保育 補助金 ＮＰＯ法人　市浜保育園 296 臼杵市

31 放課後児童健全育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生
に就学している児童に放課後等の適切な遊び及
び生活の場を与え、その保護及び健全育成を図
る。

委託
ＮＰＯ法人　子育て教育支援
機構

8,401 臼杵市

32 地域子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を開設し、子育てについての相談、情報の提
供、助言その他の援助を行う。

委託 ＮＰＯ法人　みずのわ 8,542 臼杵市

33 地域振興協議会
小学校区単位での地域コミュニティの活性化に
資する事業

補助金 市内の地域振興協議会（15） 6,100 臼杵市

34 二孝女継承事業
臼杵市二孝女顕彰会と二孝女の実話を伝え広め
る。 補助金 臼杵市二孝女顕彰会 200 臼杵市

35 吉四六の里観光協会事業 野津地域の観光・ＰＲ活動の補助 補助金 吉四六の里観光協会 983 臼杵市

36 一村一文化推進委員会事業
野津地域における「吉四六話」を中心に民話の
里づくり活動の補助

補助金 一村一文化推進委員会 250 臼杵市

37 吉四六まつり実施事業
吉四六さんの寸劇や郷土芸能等のイベント実施
の補助及び実行委員としての参画

補助金 吉四六まつり実行委員会 4,100 臼杵市

38 吉四六村の夏まつり実施事業
野津町商店街の活性化と野津地域の夏を代表す
るイベントの実施補助及びイベント当日の補助

補助金
吉四六村の夏まつり実行委員
会

360 臼杵市

39 グリーンツーリズム事業
農村民泊受入れの補助、広報

補助金
吉四六さん村グリーンツーリ
ズム研究会

95 臼杵市

40 グリーンツーリズム事業
交流イベント等の支援、広報

補助金
臼杵市グリーンツーリズム研
究会

75 臼杵市

41 ツーリズム活性化事業
農泊と地域体験の滞在プランの確立、発信、受
入れに関する企画支援、イベント補助

補助金
うすきツーリズム活性化協議
会

2,153 臼杵市

42 臼杵市食生活改善推進協議会事業
食を通して、健康づくりの輪を地域に広めてい
くボランティアである食生活改善推進委員の活
動を事務局として支援

事業協力 臼杵市食生活改善推進協議会 － 臼杵市
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43 歴史資料保存管理支援業務委託
市所蔵等歴史資料の日常的管理及び保存計画策
定支援 委託

ＮＰＯ法人文化財保存支援機
構

4,989 臼杵市

44 地域振興協議会集落支援員委託
各協議会において、地域活動の支援や、市役
所・地域住民との連絡調整を行う支援員の選定
や雇用等を委託。

委託 各地域振興協議会 7,239 臼杵市

45 コミュニティセンター管理委託

コミュニティセンターなどの地域の拠点施設の
管理運営を委託。8協議会（市浜、上北、戸
上、、都松、西神野、上浦深江、下ノ江、南津
留）に委託。

委託 各地域振興協議会 6,526 臼杵市

46 移住支援事業委託
移住モニターツアーの企画及び実施支援を委託

委託
うすきツーリズム活性化協議
会

1,072 臼杵市

委託 11件 43,315
提案公募委託 0件 0

補助金 17件 15,369
後援 0件 0

協議会 1件 0
共催 7件 10,500
参画 2件 0

アダプト 0件 0
事業協力 3件 1,750
意見交換 0件 0
施設提供 2件 0
指定管理 3件 0

46件 70,934

臼杵市
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1 消費生活相談業務

消費生活に関する相談について、助言、あっせ
ん、情報提供を行う 委託

ＮＰＯ法人　大分県消費者問
題ネットワーク

305 津久見市

2 食生活改善推進事業
「食」に関する意識の向上を図るため、地域住
民に密着した総合的健康づくりに対する補助

補助金
津久見市食生活改善推進協議
会

100 津久見市

3 小中特別支援教育支援員配置業務

特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍
する学校に対して、特別支援教育支援員を配置
し、学校教育の一層の活性化と特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じ
た適切な指導を行う。

委託 ＮＰＯ法人　やまびこクラブ 8,728 津久見市

4 なのはな児童館管理業務 児童館の管理・運営 指定管理 ＮＰＯ法人やまびこクラブ － 津久見市
5 青江小ひまわり児童クラブ運営事業 放課後児童クラブの運営 委託 ＮＰＯ法人やまびこクラブ 5,824 津久見市

6 津小なかよし児童クラブ運営事業
放課後児童クラブの運営

委託
津小なかよし児童クラブ運営
委員会

4,321 津久見市

7 千怒小わんぱく児童クラブ運営事業 放課後児童クラブの運営 委託 ＮＰＯ法人やまびこクラブ 4,920 津久見市

8 堅徳小キラキラ児童クラブ運営事業
放課後児童クラブの運営

委託
堅徳小キラキラ児童クラブ運
営事業

4,356 津久見市

9 スポーツ施設指定管理 津久見市社会体育施設の管理運営 指定管理 ＮＰＯ法人エンジョイつくみ 18,665 津久見市

10
ナイターソフトボール大会運営業務
委託

大分合同新聞社杯ナイターソフトボール大会の
運営業務を委託

委託 ＮＰＯ法人エンジョイつくみ 500 津久見市

11 施設管理運営委託 落ノ浦地区集会所ほか19集会所の管理運営委託 指定管理 落ノ浦地区ほか19地区 － 津久見市

12 津久見市社会教育委員会議
委員として参加

参画
ＮＰＯ法人ピースワークつく
み

－ 津久見市

13 絵本等の読み聞かせ
図書館で小学校低学年までを対象に、絵本や紙
芝居の読み聞かせを行う。

協議会
図書館ボランティアグループ
たんぽぽ

－ 津久見市

14
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

公園の散乱ごみの収集・除草
アダプト つくみ環境美化グループ － 津久見市

15
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

公園の散乱ごみの収集・除草
アダプト 家庭倫理の会 － 津久見市

16
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

グラウンド及びその周辺の散乱ごみの収集・除
草・トイレの清掃

アダプト 津久見少年野球部 － 津久見市

17
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

公園の散乱ごみの収集・除草
アダプト 津久見ライオンズクラブ － 津久見市

18
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

グラウンド及びその周辺の散乱ごみの収集・除
草

アダプト
千怒小サッカースポーツ少年
団

－ 津久見市

19
津久見市公共施設里親制度（アダプ
ト・プログラム）

休校中の小中学校の除草
アダプト ＨＩＪＩＲＯ,ｃａｆｅ － 津久見市

20 津久見市漁村センター清掃業務 津久見市漁村センターの清掃業務 委託 仙水美化グループ 72 津久見市
21 荒代漁民広場管理運営業務 荒代漁民広場の管理運営業務 委託 荒代地区 60 津久見市

22 津久見地区里山保全事業
雑木や竹の伐採を行いながら森林環境の改善を
図り、素晴らしい里山を作る。

事業協力 津久見地区山づくり協議会 － 津久見市

23 公共施設等の緑化事業
公共施設等の空地を地域ぐるみで緑化する事業

補助金 要望のあった自治会等
苗木の現物支

給
津久見市
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24 鳥獣害等駆除対策事業
有害鳥獣（サル・イノシシ・シカ等）の駆除・
捕獲対策

補助金
津久見市鳥獣害等駆除対策協
議会

13,815 津久見市

25 鳥獣害防止対策事業
鳥獣被害対策実施隊のパトロール活動による鳥
獣害防止対策

補助金
津久見市鳥獣害防止対策協議
会

2,342 津久見市

26 農業構造改善センター指定管理業務 農業構造改善センター（２施設）の指定管理業
務

指定管理 久保泊地区、伊崎地区 － 津久見市

27 健康管理増進施設管理委託業務 落ノ浦健康管理増進施設の管理委託業務 委託 落ノ浦地区 － 津久見市

28 長目地区大漁桜植樹事業
長目（黒島）地区に大漁桜を植樹して桜の名所
にする取り組み。

事業協力
つくみ環境美化グループ
長目地区

－ 津久見市

29
津久見市臨海観光交流施設多目的広
場指定管理業務

「つくみイルカ島」サイドパーク指定管理業務
指定管理 津久見市観光協会 2,500 津久見市

30 津久見市観光交流館指定管理業務 「つくみマルシェ」指定管理業務 指定管理 津久見市観光協会 5,000 津久見市

31 津久見扇子踊り大会
450年以上の歴史を誇る郷土芸能の伝承を図り、
観光振興にも寄与するイベントを開催

共催 津久見市観光協会 5,300 津久見市

32 津久見市版観光DMO機能推進事業
津久見市版観光DMO・地域商社機能構築のための
人材確保(人材派遣)事業

補助金 津久見市観光協会 7,000 津久見市

33 津久見市観光交流館機能強化事業
津久見市観光交流館(つくみマルシェ)を活用し
た新商品開発

委託 津久見市観光協会 2,000 津久見市

34 街なか賑わい創出事業
街なか賑わい創出に資する「つくみ軽トラ市」
等のイベント開催、実証実験、各種調査等

補助金
津久見市周遊活性化対策協議
会

2,000 津久見市

35
保戸島の魅力を活かしたツーリズム
促進事業

保戸島における観光ツアー、土産品開発等
補助金

津久見市周遊活性化対策協議
会

843 津久見市

36 つくみ港まつり 津久見市最大のイベント開催 共催 つくみ港まつり実行委員会 5,000 津久見市
37 食メニュー開発促進事業 津久見ならではの食メニュー開発 補助金 津久見市飲食店組合 1,500 津久見市

38
津久見市ふるさと振興祭
つくみ“活き粋き”フェア

物産品の開発・紹介、地域づくりグル－プの育
成及び伝統芸能の保存・紹介を主な目的として
開催

協議会 ふるさと振興祭実行委員会 3,500 津久見市

39 婚活サポート推進事業 まちづくり団体等による婚活事業 補助金 まちづくり団体など 1,000 津久見市
40 まちづくり推進事業 まちづくり団体等による各種まちづくり事業 補助金 まちづくり団体など 3,000 津久見市

41 豊後水道絶景ウォーク
2月中旬に実施するウォーキング大会

協議会
豊後水道絶景ウォーク実行委
員会

－ 津久見市

42
豊後水道河津桜まつり
つくみ山桜まつり

2月～3月上旬の四浦半島河津桜まつり、3月下旬
～4月上旬の青江ダム山桜まつりの開催

協議会 津久見市桜観光実行委員会 － 津久見市
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（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

委託 11件 31,086
提案公募委託 0件 0

補助金 10件 31,600
後援 0件 0

協議会 4件 3,500
共催 2件 10,300
参画 1件 0

アダプト 6件 0
事業協力 2件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 6件 26,165

42件 102,651

津久見市
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市町村名手法事業の概要事業名

1 社会を明るくする運動実施事業補助 犯罪や非行のない明るい社会を築く 補助金 推進委員会（保護司会） 40 竹田市

2 竹田市地域づくり事業
地域の活性化に寄与するため、将来の構想を
もって地域づくり活動を行う団体に対する助成

補助金
岡の里事業実行委員会
まちづくり実行委員会等

1,331 竹田市

3 元気づくり支援事業
地域による地域のための活動、地域の安心・安
全に資する事業等

補助金 自治会・集落等 3,689 竹田市

4 市民提案型地域活力創造事業 提案型による地域づくり事業への補助 補助金 自治会・集落等 1,000 竹田市

5 人権擁護委員会補助金
すべての人権が尊重され、平和で豊かな社会の
実現に向けた活動を展開

補助金 竹田人権擁護委員協議会 180 竹田市

6 部落解放同盟久住支部補助金
人権意識の高揚により、同和問題解決のための
啓発活動を実施

補助金
部落解放同盟大分県連合会久
住支部

636 竹田市

7 竹田市人権啓発推進協議会交付金
さまざまな人権問題に関する各種課題の解消を
目指し、啓発活動を行う

補助金 竹田市人権啓発推進協議会 1,620 竹田市

8 老人はげみの里見会補助金 高齢者のスポーツ大会等への助成 補助金 竹田市老人クラブ連合会 200 竹田市

9 放課後児童健全育成事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校
生を対象に、適切な遊びや安全に過ごす場所を
提供し児童の健全育成を図る。

委託 ＮＰＯ法人「夢苞」外8団体 70,318 竹田市

10 子育てサポート事業
親の急な外出や病気等に対する相互援助を行
う。 委託 ＮＰＯ法人「夢苞」 3,159 竹田市

11 つどいの広場事業
０歳から３歳未満の子をもつ親子が常設の広場
に集い、交流を図りながら必要な状提供を行
う。

委託 ＮＰＯ法人「夢苞」 12,353 竹田市

12 農業後継者協議会補助金
地域の農業後継者が、農業の集約化、食の安全
性等の研究を行い、地域の農業に反映する

補助金 荻町新鮮組あさつゆの会 169 竹田市

13 有害鳥獣捕獲活動支援金
イノシシ・シカ等を捕獲することにより個体数
を減らし、農林産物への被害を軽減する

補助金 竹田市猟友会 3,280 竹田市

14 椎茸生産振興補助金 椎茸生産者の生産技術と所得の向上 補助金 竹田市椎茸生産振興会 215 竹田市
15 畜産振興 竹田市における畜産の振興 補助金 竹田市畜産振興協議会 1,000 竹田市

16 久住高原牛肉まつり補助金
豊後牛のPRと消費拡大

補助金
久住高原牛肉まつり
実行委員会

500 竹田市

17
竹田市肉用牛生産振興
プロジェクト会議補助金

肉用牛生産者、行政、農業団体等が連携し、竹
田市の肉用牛農家の経済的安定をめざす会議

補助金
竹田市肉用牛生産振興
プロジェクト会議

3,000 竹田市

18 七夕まつり・商品券事業 竹田市商店街の活性化 補助金 竹田市商店街連合会 250 竹田市
19 八幡山楽市楽座補助金 八幡山を核とした賑わい創出 補助金 竹田町商店街振興組合 400 竹田市

20 竹田市観光ツーリズム協会補助金

地域の観光資源を生かした観光交流事業の促進
や情報発信、地域づくり関係団体との連絡調整
に対する補助

補助金
ＮＰＯ法人竹田市観光ツーリ
ズム協会

23,721 竹田市

21 温泉医療保健制度事業

地域資源である温泉を活用し、温泉療養と滞在
型観光を結びつけたヘルスツーリズムの振興を
図る

委託
ＮＰＯ法人竹田市観光ツーリ
ズム協会

9,000 竹田市

22 たけた竹灯籠「竹楽」補助金
１１月第３週に開催される竹楽に対するｲﾍﾞﾝﾄ補
助

補助金
ＮＰＯ法人里山保全竹活用百
人会

1,780 竹田市

23 大野川源流祭り 荻町陽目渓谷と白水の滝周辺のPR 補助金 大野川源流祭り実行委員会 1,000 竹田市
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24 トマト天国inおぎ・ふるさと祭り
荻地域の産業、文化芸能の振興、地域交流

補助金
トマト天国inおぎ・
荻ふるさと祭り実行委員会

800 竹田市

25 桜山公園管理業務委託 桜山公園の草刈り等の管理業務を委託する。 委託 桜町南自治会 72 竹田市
26 桜町公園管理業務委託 桜町公園の草刈り等の管理業務を委託する。 委託 桜町ウォーキング会 72 竹田市

27 直入ふるさと振興祭補助金
直入地域の特色ある地域づくり実現

補助金
直入ふるさと振興祭実行委員
会

500 竹田市

28 竹田特別教育振興協議会補助金
知能または学業の遅れや障がいのある子どもに
対する教育と福祉の向上を図ることを目的とし
た事業

補助金 竹田特別支援教育振興協議会 50 竹田市

29 直入こぐまクラブ運営補助金
直入地域の有志で組織され、放課後における園
児の見守り、健全な育成及び園児保護者の子育
てを支援

補助金 直入こぐまクラブ運営委員会 1,700 竹田市

30 竹田市婦人団体連合会育成補助金
竹田地域内の婦人団体で組織され、赤十字や市
行事等で支援活動等を展開。

補助金 竹田市地域婦人団体連合会 100 竹田市

31 竹田市PTA連合会補助金
各小・中学校のＰＴＡ会員相互の連携と協調を
図り、各種事業を推進する。

補助金 竹田市PTA連合会 130 竹田市

32 竹田市青少年育成市民会議補助金
各地域の団体、組織の代表者等で構成し、青少
年の健全育成を推進する。

補助金 竹田市青少年育成市民会議 95 竹田市

33 成人式補助金
成人代表者が参画した実行委員会により、成人
式の企画、運営を行う。

補助金 竹田市成人式実行委員会 118 竹田市

34 竹田市地区集会所指定管理料
地区内における文化事業等の振興を目的とした
施設の管理運営。

委託
部落解放同盟大分県連合会城
原支部長

240 竹田市

35 大分県人権教育研究協議会負担金
県内の自治体、学校、団体等で組織し、人権教
育・啓発等各種事業を展開。

補助金 大分県人権教育研究協議会 27 竹田市

36 豊肥地区解放文化祭負担金
竹田市、豊後大野市内の小・中・高校が解放劇
などの活表現動を通じて差別の解消、人権の大
切さを伝える。

補助金
豊肥地区解放文化祭実行委員
会

55 竹田市

37
祖母山麓体験交流施設あ祖母学舎指
定管理料

祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」の管理運
営

指定管理 あ祖母学舎運営委員会 4,500 竹田市

38 竹田市体育協会補助金
各種スポーツ大会の開催、団体間交流や、ス
ポーツに関する研修機会の提供等

補助金 竹田市体育協会 2,960 竹田市

39 全九州高校女子ソフトボール大会
九州一の名誉をかけた大会の開催により、地域
の活性化に寄与する

補助金
全九州高校女子ソフトボール
大会

350 竹田市

40 岡の里名水マラソン大会補助金
名水の里という環境を活用したフルマラソンを
含む多彩な種目を実施

補助金
岡の里名水マラソン大会実行
委員会

800 竹田市

41
クロスカントリー大会実行委員会補
助金

久住高原にある日本一のマラソンコースで開催
される１１種目の大会。

補助金
クロスカントリー大会実行委
員会

1,600 竹田市

42 総合型地域スポーツクラブ補助金

スポーツレクリエーションの各種教室及び高齢
者を対象としたリフレッシュ教室の開催と交流
事業

補助金
竹田スポーツレクリエーショ
ンクラブ

890 竹田市

43
総合型地域スポーツクラブ補助金
（花水月再生特別事業）

竹田温泉「花水月」を活用した健康教室の開催
補助金

竹田スポーツレクリエーショ
ンクラブ

600 竹田市

44 ドリームゲームス補助金 荻グランドで開催される長距離陸上競技大会 補助金 ドリームゲームス実行委員会 200 竹田市
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45 地区分館交付金
公民館分館における各種事業

補助金
竹田地域公民館分館
（12分館）

980 竹田市

46 YOU花の会苗木購入補助金
苗木等を購入、加工して久住地域の環境美化活
動を事業展開している。 補助金 久住花の会「YOU花」 1,000 竹田市

47 久住文化協会補助金 久住公民館の利用団体を中心とする文化活動 補助金 久住文化協会 80 竹田市

48 竹田童謡祭実行委員会補助金
さとうよしみ竹田童謡祭の開催

補助金
さとうよしみ竹田童謡祭実行
委員会

645 竹田市

49 竹田市文化連盟補助金 竹田市文化連盟の運営 補助金 竹田市文化連盟 300 竹田市

50 竹田市防火委員会活動助成金
防火パレードの実施や幼年消防クラブの育成と
防火意識の啓発

補助金 竹田市婦人防火クラブ連合会 42 竹田市

51 消防団運営交付金 地域防災活動 補助金 方面隊等 6,405 竹田市
委託 7件 95,214

提案公募委託 0件 0
補助金 43件 64,438
後援 0件 0

協議会 0件 0
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 4,500

51件 164,152

竹田市
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1 自主防災組織防災力強化事業

地震・津波被害を軽減するため、土砂災害及び
浸水が想定される自主防災組織に対して、防災
研修会（防災講話・防災訓練）を実施し、防災
力の向上を図る。

委託
ＮＰＯ法人　大分県防災活動
支援センター

27 豊後高田市

2
豊後高田市ＣＡＴＶアナウンス業務
等委託業務

ケーブルテレビの自主放送番組におけるアナウ
ンス業務等の業務委託

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

1,581 豊後高田市

3
地域コミュニティ維持・活性化支援
事業

地域コミュニティを維持するために活動する団
体への補助金

補助金 ＮＰＯ法人三重の郷 250 豊後高田市

4
千年の時を刻む心いやす郷づくり推
進事業

地域コミュニティを維持するために活動する団
体への補助金

補助金 田染地区里山づくり協議会 1,000 豊後高田市

5
千年の時を刻む心いやす郷づくり推
進事業

地域コミュニティを維持するために活動する団
体への補助金

補助金
田染地区空家等対策連絡協議
会

200 豊後高田市

6 婚活促進事業
独身男女の出会いと結婚の促進を図るため活動
している団体への補助金

補助金 豊後高田市婚活推進協議会 1,092 豊後高田市

7 移住女子支援事業 移住後の暮らしや地域との交流をサポート 委託 楽しい暮らしサポーターズ 500 豊後高田市

8 地域支援事業任意事業
高齢者自ら自発的に生きがいづくりや健康増進
活動を実施し、また参加できる場や機会を提供
することで社会的孤立感の解消

委託 単位老人クラブ 950 豊後高田市

9 地域支援事業任意事業
高齢者自ら自発的に生きがいづくりや健康増進
活動を実施し、また参加できる場や機会を提供
することで社会的孤立感の解消

委託 豊後高田市老人クラブ連合会 1,000 豊後高田市

10
玉津プラチナ通り元気いっぱい事業
費

玉津プラチナ通りの賑わい創出、活性化のため
地域住民が主役となり、高齢者が楽しいまちづ
くりを推進するため、各種イベントを構築す
る。

委託 玉津プラチナプロジェクト 2,100 豊後高田市

11
在宅老人福祉・老人クラブ連合会活
動促進事業

各地区で構成される老人クラブによる単身老人
世帯へ声かけ活動や介護を必要としない健康づ
くり

補助金 単位老人クラブ 742 豊後高田市

12 地域支援事業任意事業
高齢者自ら自発的に生きがいづくりや健康増進
活動を実施し、また参加できる場や機会を提供
することで社会的孤立感の解消

補助金 豊後高田市老人クラブ連合会 1,500 豊後高田市

13 広報点訳事業
視覚が不自由な方のために市報の点訳版を作成
するもの

委託 豊後高田点訳の会 500 豊後高田市

14 広報音訳事業
視覚が不自由な方のために市報の音訳版を作成
するもの

委託 高田音訳の会 120 豊後高田市

15
豊後高田市子育て応援イベント開催
事業

子育て中の親子が自由に集い交流するイベント
を開催し、「親育ち・子育ち」の支援を行う。

補助金
子育て応援イベント実行委員
会

934 豊後高田市

16 地域子育て支援拠点事業

子育て中の親子が気軽に集い、子どもを通して
多くの人との交流を深めるとともに、育児相談
の場所づくり

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

24,884 豊後高田市

17 利用者支援事業
子育てに関する情報の収集・発信、子育てに関
する相談窓口及び各関係機関との連携

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

4,591 豊後高田市
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18 地域子育てサポート事業
育児等の相互援助活動の支援事業

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

2,800 豊後高田市

19 病後児保育事業運営委託
病気回復期の児童の保育事業

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

4,049 豊後高田市

20 一時預かり事業
保護者が短期就労、病気等、家庭で保育できな
い場合に一時的に保育を行う事業

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

6,758 豊後高田市

21 ママ家事サポート事業

産前産後の一定期間において、家庭内にサポー
トをする人がいない妊産婦に対して、気軽に受
けられる「家事・育児支援サービス」を提供す
るもの

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

485 豊後高田市

22
子育て応援！キラキラねっとわーく
事業

地域のボランティア、ＮＰＯ、企業・商店街、
行政が一体となって、地域全体で子育てを応援
するもの

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

238 豊後高田市

23 乳幼児健診における保育指導
健診場面で集団遊びを指導してもらい、幼児の
運動・精神発達・コミュニケーション能力や社
会性の発達を確認している。

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

288 豊後高田市

24 子どもの育ち応援します事業
子育て講演会中の託児委託

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

9 豊後高田市

25 がん検診における託児事業
子育て中の保護者の健診受診の際の利便性を図
るため、託児を行う。

委託
ＮＰＯ法人　アンジュ・ママ
ン

74 豊後高田市

26 ぶんごたかだ健康ウォーク事業

設置しているウォーキングコースを活用し、各
地区のウォーキングコースを市民の方々に広く
浸透させ、地区の健康づくりの気運向上を図
る。

委託 豊後高田市ウォーキング協会 410 豊後高田市

27 健康づくり教室推進事業
市民がいつでも、どこでも運動ができる環境を
整備するとともに、市民の運動の継続を支援で
きるよう指導者の育成を図る。

委託
ＮＰＯ法人 ＴＭＫチャレンジ
クラブ

2,352 豊後高田市

28 豊後大たいまつ太鼓祭り
若宮八幡社秋季大祭と同時開催の「豊後大たい
まつ太鼓祭り」を協働開催する事業

補助金
豊後大たいまつ太鼓祭り実行
委員会

700 豊後高田市

29 仏の里・昭和の町豊後高田五月祭
豊後高田五月祭を実行委員会と協働して開催

補助金
仏の里・昭和の町豊後高田五
月祭実行委員会

900 豊後高田市

30 豊後高田街並みめぐり事業
昭和の町の街並みめぐりを実行委員会と協働し
て開催 補助金

豊後高田街並みめぐり実行委
員会

210 豊後高田市

31 並石ダムグリーンランド管理委託
並石ダムグリーンランドの管理を指定管理とし
て委託 指定管理 東都甲地域開発委員会 600 豊後高田市

32 鬼会の里管理委託
長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里の管理を指定
管理として委託

指定管理 天念寺周辺整備開発委員会 1,200 豊後高田市

33 長崎鼻リゾートキャンプ場管理委託
長崎鼻リゾートキャンプ場の管理を指定管理と
して委託

指定管理 ＮＰＯ法人長崎鼻B・Kネット 3,500 豊後高田市

34 昭和の町レトロカー大集合
昭和の町レトロカー大集合を実行委員会と協働
して開催

補助金
昭和の町レトロカー大集合実
行委員会

600 豊後高田市
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35 草地おどり 豊後高田市の伝統芸能草地おどりを保存、継承 補助金 草地踊り保存会 100 豊後高田市
36 ホーランエンヤ ホーランエンヤ開催に対する補助 補助金 ホーランエンヤ保存会 300 豊後高田市

37 昭和の町音楽祭
昭和の町音楽祭を実行委員会と協働して開催

補助金
ＢｕｎｇｏＴａｋａｄａＳｏ
ｕｎｄｓ

700 豊後高田市

38 長崎鼻景観づくり
長崎鼻の景観づくりをＮＰＯ団体と協働して実
施

補助金 ＮＰＯ法人長崎鼻B・Kネット 6,750 豊後高田市

39 熊野磨崖仏ライトアップ
熊野磨崖仏ライトアップを実行委員会と協働し
て開催 補助金 熊野磨崖仏管理委員会 200 豊後高田市

40 富貴寺ライトアップ
富貴寺ライトアップを実行委員会と協働して開
催 補助金 ふき活性化協議会 100 豊後高田市

41 豊後高田そば祭
特産品である豊後高田そばの普及を図るため、
「豊後高田そば祭」にて、豊後高田そばを振舞
う事業

補助金 豊後高田そば生産組合 200 豊後高田市

42 豊後高田落花生まつり
豊後高田落花生まつりを協働して開催

補助金
豊後高田市落花生生産者協議
会

150 豊後高田市

43 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 田染大門河川清掃部会 42 豊後高田市
44 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 都甲川を美しくする会 182 豊後高田市
45 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 桂川を未来へつなぐ会 128 豊後高田市
46 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 楢林区 36 豊後高田市
47 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 石部川南岸除草会 65 豊後高田市
48 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 塩浜請水利組合 80 豊後高田市
49 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 徳六上自治会 48 豊後高田市
50 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 西村・磯自治会 22 豊後高田市
51 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 東夷地区自治会 112 豊後高田市
52 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 中央自治会委員会 12 豊後高田市
53 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 中伏川をきれいにする会 68 豊後高田市
54 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 小屋ノ本河岸管理組合 86 豊後高田市
55 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 入津田河岸管理組合 69 豊後高田市
56 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 下ノ平自治会 20 豊後高田市
57 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 常盤老人クラブ 19 豊後高田市
58 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 御玉川をきれいにする会 13 豊後高田市
59 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 三浦２区 64 豊後高田市
60 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 常盤山の上下組 14 豊後高田市
61 県河川草刈事業 県河川の草刈の作業を協働して行う。 アダプト 猫石自治会 28 豊後高田市
62 粟嶋公園花まつり 粟嶋公園花まつりを協働して開催 補助金 粟嶋公園花まつり実行委員会 100 豊後高田市

63 またま夕陽コンサート
夕陽コンサートを協働して開催

補助金
またま夕陽コンサート実行委
員会

200 豊後高田市

64 春一番コンサート 春一番コンサートを協働して開催 補助金 豊後高田市文化協会真玉分会 100 豊後高田市

65 豊後高田よっちょくれ祭り
よっちょくれ祭りを協働して開催

補助金
豊後高田よっちょくれ実行委
員会

1,600 豊後高田市

66 長崎鼻サマーフェスティバル
長崎鼻サマーフェスティバルを協働して開催

補助金
長崎鼻サマーフェスティバル
実行委員会

1,500 豊後高田市

67 小規模集落対策・里のくらし支援事 江口章子生誕跡地整備事業 補助金 松羽会老人クラブ 3,988 豊後高田市
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68 真玉体育センター施設清掃委託 施設清掃の委託 委託 真玉少女バレークラブ保護者 132 豊後高田市

69
真玉B&G海洋センター指定管理業務
委託

施設指定管理（プール、艇庫、周辺環境）
指定管理

ＮＰＯ法人ＴＭＫチャレンジ
クラブ

6,133 豊後高田市

70
豊後高田スポーツクラブ活動支援事
業

総合型スポーツクラブの活動支援
補助金

ＮＰＯ法人ＴＭＫチャレンジ
クラブ

300 豊後高田市

委託 21件 53,848
提案公募委託 0件 0

補助金 26件 24,416
後援 0件 0

協議会 0件 0
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 19件 1,108
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 4件 11,433

70件 90,805

豊後高田市
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1 生きがい活動支援通所事業
杵築市生きがい対応型デイサービス事業実施要
綱に基づくデイサービス実施運営

委託 ＮＰＯ法人　笑顔 310 杵築市

2
まちかどなんでも相談室管理運営事
業

まちかど交流サロンの管理運営
委託 ＮＰＯ法人　笑顔 3,753 杵築市

3 実態把握事業
高齢者実態把握事業における訪問調査及び実態
把握調査票作成

委託 ＮＰＯ法人　笑顔 446 杵築市

4 休日保育事業
保育園等が休園する日曜・祝日において市内２
か所で保育を提供する。

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

1,083 杵築市

5 市内児童館長業務
市内２か所の児童館の館長業務を行う。

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

4,800 杵築市

6 ファミリーサポートセンター事業
保育園等や児童クラブ運営時以外の時間や、保
護者の緊急時等において保育の提供を行う。

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

1,800 杵築市

7 利用者支援事業

それぞれの保護者の保育の状況に応じて、個々
の保育事業を紹介したり、障害の有する児童な
どの保育に困難な家庭への保育の確保支援を行
う。

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

780 杵築市

8 子ども・家庭総合支援事業
児童虐待やネグレクト家庭へ、食事提供などの
生活支援を行う。

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

85 杵築市

9 放課後児童健全育成事業
小学生の児童を中心に学校終了後や長期休業中
などの見守りを提供する

委託
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

23,302 杵築市

10
杵築市精神障がい者地域活動・移動
支援事業

精神障がいのある人が地域サロン等利用した活
動の補助と活動場所への移動支援を行い、社会
復帰促進を図る。

委託 ＮＰＯ法人笑顔 574 杵築市

11
杵築市移住パッケージ事業（児童等
自立支援チャレンジ）

「農業・福祉連携」による児童養護施設児童等
の自立支援（杵築プロジェクト）　児童等自立
支援就農チャレンジ企画・運営委託

委託
ＮＰＯ法人 おおいた子ども支
援ネット

4,000 杵築市

12
杵築市移住パッケージ事業（児童等
自立支援チャレンジ）

「農業・福祉連携」による児童養護施設児童等
の自立支援（杵築プロジェクト）　移住体験の
ための施設借上料・農業指導者謝金

委託
ＮＰＯ法人 おおいた子ども支
援ネット

73 杵築市

13 生活困窮者就労準備支援事業
すぐに就労につながらない生活困窮者につい
て、日常生活や社会参加、就労に向けた支援
等、自立に向けた相談支援を行う。

委託
ＮＰＯ法人　ワーカーズコー
プ

1,131 杵築市

14 子ども・若者総合相談事業
概ね15歳から44歳までの子ども、若者及びその
保護者を対象に社会福祉士など専門家へ対応の
助言や同行訪問を求め支援を行う。

委託
ＮＰＯ法人 おおいた子ども支
援ネット

211 杵築市

15 久木野尾ダム管理委託業務
久木野尾ダムの維持管理業務の一部を委託。
（年3回の草刈りと月2回見回り点検及びトイレ
清掃）

委託 水辺の会 329 杵築市

16 クルマエビ中間育成事業
栽培漁業促進事業で実施するクルマエビ種苗受
入れの際の囲い網の設置及び撤去の委託。

委託
大分県漁業共同組合青年部杵
築支部

149 杵築市

17 十王教育文化会館管理委託業務 十王教育文化会館の管理の一部を委託。 委託 杵築高等学校同窓会 2,000 杵築市

18
杵築市立山香工房（夢楽房）管理運
営委託

杵築市立山香工房（夢楽房）の管理を委託。
委託 夢楽房運営委員会 1,620 杵築市
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19 社会教育活動事業

少年少女に科学的な興味、関心を追求する場を
提供し、創造性豊かな人間形成を図ることを目
的に実施。

委託 きつき少年少女発明クラブ 48 杵築市

20 「協育」ネットワーク連携促進事業

学校・家庭・地域の教育の協働を推進するため
の「協育」ネットワークを構築し、学校教育活
動や放課後・休日等、様々な場面における子ど
もの活動を総合的に支援。

委託
杵築・山香・大田校区ネット
ワーク会議（３団体）

4,123 杵築市

21 ホームスタート事業
子育てに悩みを抱える保護者を訪問し、傾聴と
を行い自立できるよう援助を行う。

補助金
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

211 杵築市

22 PTA団体育成事業
PTAの育成及び教育振興の促進を図るため事業運
営に必要な経費の一部を補助金交付。

補助金 杵築市PTA連合会 349 杵築市

23 市子ども会育成事業
子どもの健全育成及び子ども会活動の促進を図
るため事業運営に必要な経費の一部を補助金交
付。

補助金
杵築市子ども会育成連絡協議
会

121 杵築市

24 市婦人会育成事業
婦人会育成及び男女共同参画社会の形成、女性
の自立、社会参加の促進等を図るため事業運営
に必要な経費の一部を補助金交付。

補助金 杵築市地域婦人団体連合会 196 杵築市

25 女性団体リーダー研修事業

地域における女性リーダーを対象として、多様
な地域活動を企画・運営するために必要な知識
や情報等を習得する場を提供し、女性団体等の
リーダーの育成と脂質の向上を図るとともに、
生涯学習の振興に資することを目的に、女性団
体連絡会議会員で構成された実行委員会と共催
で実施。

協議会
わくわく女性リーダー研修会
実行委員会
（杵築市女性団体連絡会議）

－ 杵築市

26 杵築公民館文化祭
公民館教室の教室生が日頃の活動の成果を発表
する機会を創出する。

協議会 公民館文化祭実行委員会 280 杵築市

27
いきいき生涯学習フェスティバルin
やまが

生涯学習の様々な活動団体が日頃の活動の成果
を発表する機会を創出する。

協議会
いきいき生涯学習フェスティ
バルinやまが実行委員会

280 杵築市

28
いきいき生涯学習フェスティバルin
おおた

生涯学習のさまざまな活動団体が日頃の活動の
成果を発表する機会を創出する。

協議会
いきいき生涯学習フェスティ
バルinおおた実行委員会

280 杵築市

29 成人式
社会との関わりや役割の認識、社会人の自覚を
深める契機となるよう記念行事を実施。

協議会
成人式実行委員会
（新成人を対象）

150 杵築市

30 城下町健康歩行ラリー大会

城下町きつきのPR並びに健康づくり事業の一環
として歩行ラリー大会を実施。

協議会

城下町健康歩行ラリー実行委
員会（老人クラブ・商工会・
杵築地域女性団体連絡会議
等）

800 杵築市
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31 青少年健全育成事業

次代の担い手である青少年の健全育成とよりよ
い環境づくりを目指し、関係機関並びに各種団
体と連携、協力し、青少年の諸活動を助長する
とともに、有害環境を除去し、非行防止をはか
る活動を推進する。 協議会

杵築市青少年健全育成協議会
（区長連合会・保護司会・民
生児童委員協議会・少年補導
員・警察署・子ども会・PTA連
合会・老人クラブ・小学校・
中学校・高校・保育園協議
会・女性団体連絡会議等）

1,487 杵築市

32 杵築市産業祭・みかん祭り
消費者と生産者の交流を通じ、農林水産物の良
さや農山漁村の魅力を発信する。

協議会
杵築市産業祭・みかん祭り実
行委員会

950 杵築市

33 山村活性化支援事業
山浦地区において地域資源を活用した商品開発
や活性化を図る。

協議会 杵築市山浦地域活性化協議会 － 杵築市

34
城下町杵築散策とひいな（雛）めぐ
り開催事業

冬季の観光客誘客として、城下町散策と雛人形
の観賞による誘客を図る

協議会
城下町杵築散策とひいな
（雛）めぐり実行委員会

1,250 杵築市

35 きつきお城まつり開催事業
活力あるまちづくりを目指した、杵築市の春ま
つりとして、県内外からの誘客を図る

協議会 きつきお城まつり実行委員会 3,000 杵築市

36 女性団体育成事業

女性団体等地域で活動している女性を対象と
し、杵築市女性団体連絡会議を通じて募集す
る。わくわく女性リーダー研修会、女性のつど
いの実施。

共催 杵築市女性団体連絡会議 － 杵築市

37 山香地域女性団体連絡協議会
女性団体等で山香地域で活動している女性を対
象とし、山香地域女性団体連絡協議会を通じて
募集する。「女性まつり」の実施。

共催 山香地域女性団体連絡協議会 － 杵築市

38 人権サポーター講座

難しい問題ととらえがちな人権を身近なものと
して感じるとともに、地域や家庭・職場におい
て人権に配慮した行動がとれる理解者・相談者
の養成

共催
ＮＰＯ法人　グッドイナフの
会

－ 杵築市

39 B＆Gきつき第３の居場所事業
夜間における子どもの居場所として、食事の提
供を含む支援を行う。

事業協力
ＮＰＯ法人　子どもサポート
にっこ・にこ

－ 杵築市

40 上地区交流拠点施設管理運営事業
上地区交流拠点施設「上村の郷」の管理運営を
指定管理者として指定

指定管理 ＮＰＯ法人　上村の里 2,300 杵築市
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委託 20件 50,617
提案公募委託 0件 0

補助金 4件 877
後援 0件 0

協議会 11件 8,477
共催 3件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 1件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 2,300

40件 62,271

杵築市
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1 生活応援訪問事業
要支援認定者および基本チェックリスト該当者
に対して、残存能力を活かしつつ生活を維持す
るために必要な生活援助を行う。

委託
ＮＰＯ法人　おたすけネット
ひびき

1,233 宇佐市

2 生活応援通所事業
要支援認定者および基本チェックリスト該当者
に対して、社会参加、閉じこもり防止、心身機
能維持等のミニデイサービス等を行う。

委託
ＮＰＯ法人　おたすけネット
ひびき
ＮＰＯ法人　AmaRi

2,463 宇佐市

3 認知症ケア向上推進事業
オレンジカフェの開催（認知症の本人や家族、
地域の方々など誰もが気軽に集い、仲間づくり
や情報交換などを行う。）

協議会
ＮＰＯ法人　おたすけネット
ひびき

－ 宇佐市

4 文化協会活動補助金
宇佐市文化協会（宇佐・安心院・院内）の活動
に対する補助

補助金 宇佐市文化協会 1,420 宇佐市

5 石橋フェスタ
文化芸術団体や子どもたちによるステージ発表
や作品展を行い地域文化の継承と発展を図る

補助金 石橋フェスタ実行委員会 2,170 宇佐市

6 アーバンデザイン会議事業

ソフト面では、まちづくりリーダーの育成、伝
統行事や祭り等の保存や復興、まちづくりイベ
ント、まちづくり先進地研修や学習会等を開催
し、ハード面では、各種事業の実施に伴い、快
適で住み良いまちづくりへのレイアウトや景観
をも含めた提言等を行う。

補助金 四日市アーバンデザイン会議 113 宇佐市

7 アーバンデザイン会議事業

ソフト面では、まちづくりリーダーの育成、伝
統行事や祭り等の保存や復興、まちづくりイベ
ント、まちづくり先進地研修や学習会等を開催
し、ハード面では、各種事業の実施に伴い、快
適で住み良いまちづくりへのレイアウトや景観
をも含めた提言等を行う。

補助金 長洲アーバンデザイン会議 113 宇佐市

8 アーバンデザイン会議事業

ソフト面では、まちづくりリーダーの育成、伝
統行事や祭り等の保存や復興、まちづくりイベ
ント、まちづくり先進地研修や学習会等を開催
し、ハード面では、各種事業の実施に伴い、快
適で住み良いまちづくりへのレイアウトや景観
をも含めた提言等を行う。

補助金 柳ヶ浦アーバンデザイン会議 113 宇佐市

9 アーバンデザイン会議事業

ソフト面では、まちづくりリーダーの育成、伝
統行事や祭り等の保存や復興、まちづくりイベ
ント、まちづくり先進地研修や学習会等を開催
し、ハード面では、各種事業の実施に伴い、快
適で住み良いまちづくりへのレイアウトや景観
をも含めた提言等を行う。

補助金 駅川アーバンデザイン会議 113 宇佐市

10
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 安心院地区まちづくり協議会 2,000 宇佐市

11
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 安心院地区まちづくり協議会 900 宇佐市
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12
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 安心院地区まちづくり協議会 2,000 宇佐市

13
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 佐田地区まちづくり協議会 1,726 宇佐市

14
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 佐田地区まちづくり協議会 500 宇佐市

15
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 佐田地区まちづくり協議会 825 宇佐市

16
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 津房地区まちづくり協議会 1,870 宇佐市

17
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 津房地区まちづくり協議会 700 宇佐市

18
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 津房地区まちづくり協議会 370 宇佐市

19
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 深見地区まちづくり協議会 1,918 宇佐市

20
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 深見地区まちづくり協議会 700 宇佐市

21
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 深見地区まちづくり協議会 280 宇佐市

22 大分県小規模集落等支援事業補助金
集落に住む住民が将来にわたり安心して住み続
けられるよう集落の維持・活性化の取組を支援
する事業

補助金 深見地区まちづくり協議会 914 宇佐市

23
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 高並谷まちづくり協議会 1,474 宇佐市

24
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 高並谷まちづくり協議会 500 宇佐市

25
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 高並谷まちづくり協議会 330 宇佐市
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26
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 東院内まちづくり協議会 1,766 宇佐市

27
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 東院内まちづくり協議会 500 宇佐市

28
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 東院内まちづくり協議会 50 宇佐市

29
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 南院内さとづくり協議会 1,708 宇佐市

30
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 南院内さとづくり協議会 500 宇佐市

31
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 南院内さとづくり協議会 200 宇佐市

32
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 両川地区まちづくり協議会 1,622 宇佐市

33
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 両川地区まちづくり協議会 500 宇佐市

34
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 両川地区まちづくり協議会 300 宇佐市

35
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 院内地区まちづくり協議会 1,512 宇佐市

36
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 院内地区まちづくり協議会 500 宇佐市

37
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 院内地区まちづくり協議会 412 宇佐市

38
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 麻生地域づくり協議会 1,459 宇佐市

39
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 麻生地域づくり協議会 500 宇佐市
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40
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 麻生地域づくり協議会 70 宇佐市

41 大分県小規模集落等支援事業補助金
集落に住む住民が将来にわたり安心して住み続
けられるよう集落の維持・活性化の取組を支援
する事業

補助金 麻生地域づくり協議会 3,500 宇佐市

42
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 天津地域づくり協議会 2,000 宇佐市

43
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 天津地域づくり協議会 700 宇佐市

44
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 天津地域づくり協議会 290 宇佐市

45
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 長峰地域づくり協議会 1,953 宇佐市

46
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 長峰地域づくり協議会 700 宇佐市

47
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 長峰地域づくり協議会 150 宇佐市

48
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 西馬城地域づくり協議会 1,659 宇佐市

49
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 西馬城地域づくり協議会 500 宇佐市

50
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 西馬城地域づくり協議会 196 宇佐市

51
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 北馬城地区まちづくり協議会 2,000 宇佐市
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52
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 北馬城地区まちづくり協議会 700 宇佐市

53
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 北馬城地区まちづくり協議会 610 宇佐市

54
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 和間地区まちづくり協議会 2,000 宇佐市

55
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 和間地区まちづくり協議会 700 宇佐市

56
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 和間地区まちづくり協議会 60 宇佐市

57
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 横山地区まちづくり協議会 1,892 宇佐市

58
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 横山地区まちづくり協議会 500 宇佐市

59
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 横山地区まちづくり協議会 212 宇佐市

60 大分県小規模集落等支援事業補助金

集落に住む住民が将来にわたり安心して住み続
けられるよう集落の維持・活性化の取組を支援
する事業

補助金 横山地区まちづくり協議会 1,200 宇佐市

61
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【自立運営事業】

地域コミュニティ組織の運営及び実践活動に必
要な経費に対して、市と協働協定書を締結した
のち交付金を交付。

補助金 高家地区まちづくり協議会 2,000 宇佐市

62
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【まちづくり計画実践活動事
業】

地域コミュニティ組織の実践活動に必要な経費
に対して、市と協働協定書を締結したのち交付
金を交付。

補助金 高家地区まちづくり協議会 700 宇佐市

63
宇佐市地域コミュニティ組織運営交
付金【ふるさと応援寄附金活用事
業】

地域コミュニティ組織を支援するために寄せら
れた、ふるさと応援寄附金を活用し、組織運営
及び実践活動を行う事業

補助金 高家地区まちづくり協議会 60 宇佐市
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64 地域コミュニティ推進補助業務委託

新たな地域コミュニティ組織に、住民意識の醸
成やまちづくり計画の策定、コミュニティ推進
員（集落支援員）の配置等を委託する。

委託 高家地区まちづくり協議会 853 宇佐市

65 地域おこし協力隊応援業務委託

協力隊OB、OG等が新任隊員等の相談を受け、ア
ドバイスや担当職員との協議、提言を行う事業 委託

地域おこし協力隊サポートセ
ンター

198 宇佐市

66
地域コミュニティ研修会開催等業務
委託

連絡協議会会員である既存の協議会に対し、先
進地より講師を招くなどし、研修を行う事業 委託

地域コミュニティ組織連絡協
議会

69 宇佐市

67
地域コミュニティ組織支援体制整備
事業

大分大学経済学部と地域コミュニティ組織連絡
協議会が連携・協力協定を締結。締結に基づき
廃校舎を地域・大学協働実習拠点施設（地域交
流ステーション）に改修。今後は、地域と大学
と連携・協力しながら、農山村地域の課題解決
等を図る。

施設提供
地域コミュニティ組織連絡協
議会

－ 宇佐市

68
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金 宇佐神宮神能を伝承する会 500 宇佐市

69
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金 宇佐2001ロータリークラブ 300 宇佐市

70
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金 ふるさと作家作品実行委員会 500 宇佐市

71
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金 JOKKAS∞ 500 宇佐市

72
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金
天津の海や川をきれいにする
会

500 宇佐市

73
ふるさと市町村圏基金活用事業（が
んばる団体応援事業）

市内の団体、地域住民が地域の特色を活かしな
がら行う公益的な事業に要する経費に対して補
助

補助金
栗山を学びの森・ふれあいの
森に作る会

500 宇佐市

74 婚活イベント開催事業
結婚希望者を対象に市内で実施する男女の出会
いの場を創出する交流会等のイベント開催事業
に対して補助

補助金 OFF会☆USA 200 宇佐市

75 婚活イベント開催事業
結婚希望者を対象に市内で実施する男女の出会
いの場を創出する交流会等のイベント開催事業
に対して補助

補助金
みらいしんきん同友会　宇佐
中央支部

200 宇佐市
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76 婚活イベント開催事業
結婚希望者を対象に市内で実施する男女の出会
いの場を創出する交流会等のイベント開催事業
に対して補助

補助金 なごみ会 200 宇佐市

77 婚活イベント開催事業
結婚希望者を対象に市内で実施する男女の出会
いの場を創出する交流会等のイベント開催事業
に対して補助

補助金 宇佐両院商工会青年部 200 宇佐市

委託 5件 4,816
提案公募委託 0件 0

補助金 70件 60,530
後援 0件 0

協議会 1件 0
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 1件 0
指定管理 0件 0

77件 65,346

宇佐市
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1 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 上緒方振興協議会 935 豊後大野市
2 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 土師振興協議会 972 豊後大野市
3 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 長谷川地区振興協議会 960 豊後大野市
4 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 松尾・鷲谷振興協議会 966 豊後大野市
5 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 ながたに振興協議会 969 豊後大野市
6 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 白山地域振興協議会 994 豊後大野市
7 小規模集落対策事業 小規模集落対策 委託 温見地域振興協議会 1,044 豊後大野市
8 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 三重まちづくり協議会 2,565 豊後大野市
9 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 清川まちづくり協議会 4,500 豊後大野市

10 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 緒方まちづくり協議会 2,433 豊後大野市
11 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 朝地まちづくり協議会 2,990 豊後大野市
12 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 大野まちづくり協議会 3,998 豊後大野市
13 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 千歳まちづくり協議会 3,456 豊後大野市
14 まちづくり創生交付金事業 市民による自主的なまちづくり活動への支援 補助金 犬飼まちづくり協議会 3,494 豊後大野市

15 豊後大野市ふるさと祭り
豊後大野の産業・文化芸能の振興、地域交流

補助金
豊後大野市ふるさと祭り実行
委員会

5,598 豊後大野市

16 豊後大野市文化芸術振興事業補助金 豊後大野市文化連盟協議会の運営補助 補助金 豊後大野市文化連盟協議会 178 豊後大野市

17
市民提案型協働のまちづくり活動推
進事業

市民活動団体等の企画提案する事業への支援
補助金 Area MAp 827 豊後大野市

18
市民提案型協働のまちづくり活動推
進事業

市民活動団体等の企画提案する事業への支援
補助金 Bungo Samurai Spirit 717 豊後大野市

19
市民提案型協働のまちづくり活動推
進事業

市民活動団体等の企画提案する事業への支援
補助金

ＮＰＯ法人　おくぶんごツー
リズム研究所

688 豊後大野市

20 御嶽流神楽大会 イベント補助 補助金 御嶽流神楽大会実行委員会 2,526 豊後大野市

21 チューリップフェスタ事業
イベント補助

補助金
チューリップフェスタ実行委
員会

12,400 豊後大野市

22 えぼし岳ぼたん桜まつり イベント補助 補助金 大野町観光推進協議会 539 豊後大野市

23 犬飼名物どんこ釣り大会
イベント補助

補助金
犬飼名物どんこ釣り大会実行
委員会

990 豊後大野市

24 豊後大野市らいでん祭り イベント補助 補助金 らいでん祭り実行委員会 4,330 豊後大野市

25 小松明火祭り
イベント補助

補助金
緒方町小松明火祭り実行委員
会

760 豊後大野市

26 あさじ夏祭り
イベント補助

補助金
朝地町ふるさとづくり実行委
員会

1,148 豊後大野市

27 しだはら湖面火まつり
イベント補助

補助金
しだはら湖面火まつり実行委
員会

1,235 豊後大野市

28 豊後大野市三重町納涼花火大会
イベント補助

補助金
豊後大野市三重町納涼花火大
会実行委員会

1,458 豊後大野市

29 豊後犬飼大野川フェスティバル
イベント補助

補助金
豊後犬飼大野川フェスティバ
ル実行委員会

3,550 豊後大野市

30 菅尾石仏火祭り イベント補助 補助金 菅尾地域振興協議会 129 豊後大野市
31 緒方町五千石祭 イベント補助 補助金 緒方町五千石祭実行委員会 233 豊後大野市

32 きよかわ「彩」宝生寺の秋
イベント補助

補助金
きよかわ「彩」宝生寺の秋実
行委員会

374 豊後大野市
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33 用作観光もみじ祭り
イベント補助

補助金
用作観光もみじ祭り実行委員
会

1,050 豊後大野市

34 朝地神楽祭 イベント補助 補助金 朝地神楽祭実行委員会 184 豊後大野市
35 ひょうたん祭り イベント補助 補助金 ひょうたん祭り実行委員会 200 豊後大野市
36 大野町どんど焼き イベント補助 補助金 大野町どんど焼実行委員会 100 豊後大野市
37 ぶんごおおの巡蔵 イベント補助 補助金 ぶんごおおの巡蔵実行委員会 491 豊後大野市
38 俚楽の郷伝承体験館指定管理 施設の指定管理 指定管理 おくぶんご応援団 4,300 豊後大野市

39 ジオサイト清掃活動
おおいた豊後大野ジオパーク内のジオサイト清
掃活動を、ジオガイドの会が無償で行ってい
る。

事業協力 おおいた豊後大野ジオガイド 351 豊後大野市

40 九州オルレ推進協議会
「九州オルレ奥豊後コース」に訪れる韓国から
の観光客に対して朝地駅を拠点にガイドを行う
と共に、コースの維持管理を行う

協議会 朝地あそぼ会 550 豊後大野市

41 大辻公園清掃委託事業
大辻公園の公衆トイレ清掃管理作業を、年間を
通じて大辻公園ボランティアグループに委託し
ている。

委託 大辻公園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 30 豊後大野市

42 内山公園清掃委託事業
内山公園の公衆トイレ清掃管理作業を、年間を
通じて内山老人クラブに委託している。

委託 内山公園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 170 豊後大野市

43
おおいた豊後大野ジオパーク推進協
議会

ジオサイトの保護、保全活動及び教育普及活
動、持続可能な経済発展のための活動

補助金
おおいた豊後大野ジオパーク
推進協議会

5,300 豊後大野市

44 地域総合型スポーツクラブ育成
大原総合体育館を拠点とする総合型地域スポー
ツクラブ。スポーツ教室、イベント等を通じて
健康・仲間づくりに取組んでいる。

補助金 三重町スポーツクラブ 1,150 豊後大野市

45 地域総合型スポーツクラブ育成
子供から大人までの地域住民がいっしょに元気
に楽しむスポーツ事業の委託を行う。

補助金 スポーツクラブネスト 1,000 豊後大野市

46 地域総合型スポーツクラブ育成
朝地町を中心とした地域住民の集いの機会づく
りのためのスポーツ事業及び文化事業を委託す
る。

補助金 朝地スポーツクラブフレンド 1,000 豊後大野市

47 スポーツ振興会補助事業
豊後大野市体育協会規約に則り、スポーツの振
興に資する事業を行う。

補助金 三重町スポーツ振興会 2,261 豊後大野市

48 スポーツ振興会補助事業
豊後大野市体育協会規約に則り、スポーツの振
興に資する事業をおこなう。

補助金 清川町スポーツ振興会 590 豊後大野市

49 スポーツ振興会補助事業
豊後大野市体育協会規約に則り、スポーツの振
興に資する事業を行う。

補助金 緒方町スポーツ振興会 1,029 豊後大野市

50 スポーツ振興会補助事業
豊後大野市体育協会規約に則り、朝地町民がス
ポーツを通じて、明るく豊かな生活実現に資す
るための事業を行う。

補助金 朝地町スポーツ振興会 904 豊後大野市

51 スポーツ振興会補助事業

大野町民がスポーツを通じて、明るく、豊かな
生活実現に資するために「スポーツの生活化」
を図り、生涯スポーツの振興に寄与することを
目的とする。

補助金 大野町スポーツ振興会 968 豊後大野市

52 スポーツ振興会補助事業
豊後大野市体育協会規約に則り、千歳町民がス
ポーツを通じて、明るく豊かな生活実現に資す
るための事業を行う。

補助金 千歳町スポーツ振興会 959 豊後大野市
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53 スポーツ振興会補助事業

スポーツ振興をするもの。グラウンドゴルフや
歩こう会の主催事業及び各町内スポーツ団体へ
大会の委託。

補助金 犬飼町スポーツ振興会 1,079 豊後大野市

54 千歳ひょうたん健康マラソン大会

千歳の自然文化に親しんでもらうと共に、それ
ぞれの健康増進と相互の親睦と融和を図り、活
力あるふるさとづくりに寄与するためにマラソ
ン大会を行う。

委託
千歳ひょうたん健康マラソン
大会実行委員会

455 豊後大野市

55 国指定史跡菅尾石仏清掃委託事業
国指定史跡である菅尾石仏の清掃を、年間を通
じて菅尾石仏清掃グループ」に委託している。

委託 菅尾石仏清掃グループ 1,600 豊後大野市

56
国指定史跡岡藩主中川家墓所清掃委
託事業

国指定史跡である岡藩主中川家墓所の清掃を、
年間を通じて「小富士山　山の会」に委託して
いる。

委託 小富士山　山の会 16 豊後大野市

57 国指定史跡犬飼石仏清掃委託事業
国指定史跡である犬飼石仏の清掃を、年間を通
じて「渡無瀬自治会」に委託している。

委託 渡無瀬自治会 16 豊後大野市

58
国指定史跡緒方宮迫東石仏・西石仏
清掃委託事業

国指定史跡である菅尾石仏の清掃を、年間を通
じて「久土知区」に委託している。

委託 久土知区 16 豊後大野市

59 古墳文化の啓発事業
豊後大野市に多数存在する古墳を保護するた
め、啓発事業を行う。看板設置・講演会等の活
動に補助金を交付する。

補助金
豊後大野市古墳文化を考える
会

21 豊後大野市

60
第68回社会を明るくする運動豊後大
野市大会

7月の「社会を明るくする運動強調月間」にあわ
せて、犯罪の無い明るい社会づくりについて考
える機会とする、講演会を開催するための補助
金を交付する。

補助金
社会を明るくする運動推進委
員会

81 豊後大野市

61
豊後大野市地域人権教育・啓発推進
事業

各町（三重、清川、緒方、朝地、大野、千歳、
犬飼）の人権教育・啓発推進のため補助金を交
付する。

補助金
地域人権教育・啓発推進協議
会（7協議会）

1,015 豊後大野市

62 部落差別解消推進事業
部落差別解消推進のため、連携する団体に対し
補助金を交付する。

補助金
部落解放同盟大分県連合会豊
後大野市連絡協議会

1,200 豊後大野市

63 男女共同参画推進事業
男女共同参画社会推進のため、連携する団体に
対し補助金を交付する。

補助金
豊後大野市女性団体連絡協議
会

150 豊後大野市

64 隣保館運営事業
地域社会における人権・部落差別に関する啓発
を推進するため、研修現地の草刈清掃作業を委
託。

委託
豊後大野市フイールドワーク
研修講師団

52 豊後大野市

65 道路愛護作業補助金
市道の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの

補助金 １５９団体(自治会） 6,386 豊後大野市

66 河川愛護作業補助金
河川の草刈を行っている自治会ボランティア団
体に対して助成を行うもの

補助金 ９８団体（自治会） 9,642 豊後大野市

67
豊後大野市食生活改善推進協議会補
助金

豊後大野市食生活改善推進協議会の活動補助
補助金

豊後大野市食生活改善推進協
議会

245 豊後大野市
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委託 15件 9,195
提案公募委託 0件 0

補助金 49件 98,121
後援 0件 0

協議会 1件 550
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 1件 351
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 4,300

67件 112,517

1 地域の底力再生事業
地域の課題解決に向けた地域の方々が主体と
なって個性ある地域づくりを目指す。

補助金 申請のあった自治区 956 由布市

2 地域コミュニティ形成促進事業
地域自治の担い手である市民等が、自主的に組
織する「地域まちづくり協議会」の設置を推進
し、持続可能なまちづくりを目指す

補助金 大津留まちづくり協議会 2,240 由布市

3 施設の管理運営 口ノ原ふれあい広場の管理・運営 委託 口ノ原を守る会 309 由布市

4 地域活力創造事業
「魅力ある地域づくり」、「個性豊かな地域づ
くり」をめざして、企画・提案のうえ実施する
各種事業を支援する。

補助金 申請のあったＮＰＯ等 3,610 由布市

5 地域活力創造事業
「魅力ある地域づくり」、「個性豊かな地域づ
くり」をめざして、企画・提案のうえ実施する
各種事業を支援する。

補助金 申請のあったＮＰＯ等 2,947 由布市

6 地域活力創造事業
「魅力ある地域づくり」、「個性豊かな地域づ
くり」をめざして、企画・提案のうえ実施する
各種事業を支援する。

補助金 申請のあったＮＰＯ等 2,668 由布市

7 県河川草刈業務
県管理河川の草刈を行っている自治区に対して
助成を行うもの。

委託 管理区域自治区 1,000 由布市

8 高齢者見守り支援事業
各地区で構成される老人クラブによる単身老人
世帯の見守り活動

補助金 由布市老人クラブ連合会 1,720 由布市

9 放課後児童健全育成事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校
等に通う子どもたちに、遊びや生活の場を提供
し、その健全な育成を図る事業

委託 各児童クラブ運営主体 93,408 由布市

10
地域子育てサポート・子育て支援セ
ンター事業

ファミリーサポートセンター事業における会員
同士の調整・斡旋と子育て支援センターの開設

委託 ＮＰＯはさま未来クラブ 9,142 由布市

11 商店街賑わい創出支援事業
地元商店街の活気を取り戻し賑わいの創出を図
る

補助金
ゆふいん花の木通り商店街協
同組合他　３商店街

1,800 由布市

12 スポーツ観光交流事業
広島東洋カープ球団と野球を通じてのスポーツ
観光交流の実践

協議会
湯布院・広島カープ支援交流
事業団

750 由布市

13 湯布院映画祭 湯布院映画祭の企画、運営 補助金 湯布院映画祭実行委員会 525 由布市

14 ＪＲ由布院駅アートホール運営事業
ＪＲ由布院駅舎アートホールの年間イベント等
の企画、運営

協議会
由布院ステーションふれあい
ホール運営協議会

2,600 由布市

豊後大野市
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15 由布川峡谷まつり 由布川峡谷祭りの企画、運営 協議会 由布川峡谷まつり協議会 － 由布市
16 はさまきちょくれ祭り はさまきちょくれまつりの企画、運営 協議会 きちょくれ祭り実行委員会 3,000 由布市
17 庄内神楽祭り 庄内神楽祭りの企画、運営 協議会 神楽祭り実行委員会 900 由布市

18 庄内町ふるさと祭り
庄内町ふるさと祭りの企画、運営

協議会
庄内町ふるさと祭り実行委員
会

800 由布市

19 ゆふいん温泉まつり ゆふいん温泉まつりの企画、運営 協議会 湯布院まつり実行委員会 2,000 由布市
20 ゆふいん盆地祭り 由布院盆地祭りの企画、運営 協議会 湯布院まつり実行委員会 3,000 由布市

21 放課後こども教室運営事業
放課後における「子どもの居場所づくり」のた
め、各種教室の企画、運営、指導を行う。

委託 ＮＰＯはさま未来クラブ 3,518 由布市

22 放課後こども教室運営事業
放課後における「子どもの居場所づくり」のた
め、各種教室の企画、運営、指導を行う。

委託 庄内あつまるクラブ 968 由布市

23 放課後こども教室運営事業
放課後における「子どもの居場所づくり」のた
め、各種教室の企画、運営、指導を行う。

委託
湯布院町青少年ボランティア
サポートセンター

2,183 由布市

24 成人式事業 成人式の企画・運営 協議会 由布市成人式実行委員会 586 由布市

25 子ども会育成協議会補助金
由布市内子ども会育成会連絡協議会に対しての
事業費補助

補助金
市内子ども会育成協議会（２
団体）

83 由布市

26 市女性団体連絡協議会補助金
由布市女性団体連絡協議会に対しての事業費補
助

補助金 由布市女性団体連絡協議会 400 由布市

27 市連合ＰＴＡ補助金 由布市ＰＴＡ連合会に対しての事業費補助 補助金 由布市ＰＴＡ連合会 460 由布市

28 こども音楽祭補助金
こども音楽祭に対しての事業費補助

補助金
ゆふいんこども音楽祭実行委
員会

64 由布市

29 文化協会補助金 はさま文化協会への活動費補助 補助金 はさま文化協会 60 由布市
30 文化芸能振興会補助金 湯布院文化芸能振興会の活動費補助 補助金 湯布院町文化芸能振興会 72 由布市
31 後藤楢根記念事業（文化振興事業） ならねっ子まつりの企画・運営 協議会 ならねっ子まつり実行委員会 300 由布市
32 市スポーツ少年団補助金 由布市スポーツ少年団への活動補助 補助金 由布市スポーツｊ少年団 315 由布市

33
総合型地域スポーツクラブ自立支援
事業

総合型地域スポーツクラブの自立への支援
補助金 スポーツクラブＨＡＳＡＭＡ 4,560 由布市

34 スパマラソン大会事業
ゆふいんＳＰＡマラソン大会の開催

共催
湯布院ＳＰＡ健康マラソン大
会

2,800 由布市

委託 7件 110,528
提案公募委託 0件 0

補助金 16件 22,480
後援 0件 0

協議会 10件 13,936
共催 1件 2,800
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 0件 0

34件 149,744

由布市
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平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

1 国東市空き家バンク制度
空き家を利用した移住定住政策

事業協力
ＮＰＯ法人 国東半島くにみ粋
群

－ 国東市

2 まちづくり公募補助金

市民と市の協働によるまちづくりを推進するこ
とを目的とし、市民意識や地域の実情に即して
自主的、自発的に公益活動を行う団体に対して
補助する。

補助金 おんどが旭日ＳＵＮ 200 国東市

3 まちづくり公募補助金

市民と市の協働によるまちづくりを推進するこ
とを目的とし、市民意識や地域の実情に即して
自主的、自発的に公益活動を行う団体に対して
補助する。

補助金 小城里山を守る会 200 国東市

4 まちづくり公募補助金

市民と市の協働によるまちづくりを推進するこ
とを目的とし、市民意識や地域の実情に即して
自主的、自発的に公益活動を行う団体に対して
補助する。

補助金 国東市商工会青年部 77 国東市

5 誇りと活力ある地域おこし事業

活気のある力強い地域の形成と確立を目指し、
地域住民が共に助け合いながら、主体的に地域
経済の活性化や人材育成などの地域おこしを行
う環境づくりを実現する

協議会 文渓里の会 983 国東市

6 誇りと活力ある地域おこし事業

活気のある力強い地域の形成と確立を目指し、
地域住民が共に助け合いながら、主体的に地域
経済の活性化や人材育成などの地域おこしを行
う環境づくりを実現する

協議会 西安岐地区活性化協議会 1,400 国東市

7 誇りと活力ある地域おこし事業

活気のある力強い地域の形成と確立を目指し、
地域住民が共に助け合いながら、主体的に地域
経済の活性化や人材育成などの地域おこしを行
う環境づくりを実現する

協議会
竹田津くらしのサポートセン
ター「かもめ」 1,131 国東市

8 誇りと活力ある地域おこし事業

活気のある力強い地域の形成と確立を目指し、
地域住民が共に助け合いながら、主体的に地域
経済の活性化や人材育成などの地域おこしを行
う環境づくりを実現する

協議会 上国崎地区社会福祉協議会 1,006 国東市

9 誇りと活力ある地域おこし事業

活気のある力強い地域の形成と確立を目指し、
地域住民が共に助け合いながら、主体的に地域
経済の活性化や人材育成などの地域おこしを行
う環境づくりを実現する

協議会 武渓の会 1,099 国東市

10 ギャラリー通り整備事業
空き家や空き店舗を利用し、若い芸術家や工芸
家の移住・定住を推進し、あわせて地域の活性
化、地域団体との連携を深めていく。

施設提供
ＮＰＯ法人国東半島くにみ粋
群

－ 国東市

11 芸術のまちづくり推進事業

国東半島芸術祭の維持管理及び他のイベントと
連携したイベントの開催により、引き続き作品
公開をおこない、交流人口の増加を目的とす
る。

協議会
くにさき芸術のまちづくり実
行委員会

1,073 国東市

12 芸術のまちづくり推進事業 国東半島芸術祭後の作品維持管理及び景観整備 協議会 岐部ふるさと興す会 100 国東市
13 芸術のまちづくり推進事業 国東半島芸術祭後の作品維持管理及び景観整備 協議会 成仏桜会 100 国東市
14 芸術のまちづくり推進事業 国東半島芸術祭後の作品維持管理及び景観整備 協議会 千灯活性化協議会 100 国東市
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平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

15 むさしほたる祭り イベントの企画・運営 協議会 武蔵町ホタルを育てる会 100 国東市

16 小規模集落対策費補助金

小規模集落、振興山村、辺地等の条件不利地域
で、地域住民やＮＰＯ、各種団体などが実施す
る地域振興事業のうち、長期に機能する仕組み
づくりを支援する補助事業

補助金
里づくり旭日ネットワ一ク協
議会

193 国東市

17 小規模集落対策費補助金

小規模集落、振興山村、辺地等の条件不利地域
で、地域住民やＮＰＯ、各種団体などが実施す
る地域振興事業のうち、長期に機能する仕組み
づくりを支援する補助事業

補助金 くまげ支えあいの会「大輪」 228 国東市

18 夏の夜祭り 盆踊り大会、花火大会の企画・運営 協議会 夏の夜祭り実行委員会 3,050 国東市

19 安岐ダムいこいの広場さくら祭り
安岐ダムいこいの広場さくら祭りの企画・運営

協議会
安岐ダムいこいの広場桜祭り
実行委員会

300 国東市

20
ラブリバー安岐川遊びフェスティバ
ル

ラブリバー安岐川遊びフェスティバルの企画・
運営 協議会 安岐川を素足で歩く会 500 国東市

21 とみくじマラソン大会
マラソン大会の企画・運営

協議会
仏の里くにさき・とみくじマ
ラソン大会実行委員会

2,300 国東市

22 ちょるちょる祭（国見町）
ふるさと祭り（ちょるちょる祭り）の企画・運
営

協議会 ちょるちょる祭実行委員会 1,750 国東市

23 おいで祭（武蔵町） ふるさと祭り（おいで祭り）の企画・運営 協議会 むさしおいで祭り実施委員会 1,600 国東市
24 ごんげん祭り 盆踊り大会、花火大会の企画・運営 協議会 ごんげん祭り実行委員会 1,215 国東市

25
夢咲きくにさきふるさとまつり（国
東町）

ふるさと祭り（夢咲きくにさきふるさとまつ
り）の企画・運営

協議会
夢咲きくにさきふるさとまつ
り実行委員会

1,600 国東市

26 安岐町ふるさと祭り 安岐町ふるさと祭りの企画・運営 協議会 ふるさと祭り実行委員会 1,600 国東市

27 ふるさと展示館管理
ふるさと展示館の管理委託

指定管理
ＮＰＯ法人　ＭＡＫＫ笑人ク
ラブ

3,960 国東市

28 黒津崎キャンプ場トイレ清掃業務 黒津崎キャンプ場トイレ清掃業務の委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 518 国東市
29 国東港公衆トイレ清掃業務 国東港公衆トイレ清掃業務の委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 180 国東市
30 鶴川商店街公衆トイレ清掃業務 鶴川商店街公衆トイレ清掃業務の委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 180 国東市

31 安岐ダムいこいの広場清掃業務
安岐ダムいこいの広場清掃業務の委託

委託
安岐ダムいこいの広場維持管
理組合

784 国東市

32 五辻不動尊トイレ清掃業務 五辻不動尊トイレ清掃業務の委託 委託 仁聞ふれあい塾 50 国東市
33 観光施設トイレ管理業務 竹田津観光トイレ清掃業務の委託 委託 ＮＰＯ法人　みずき 180 国東市
34 峯道ロングトレイル整備 トレイル整備・ツアー造成 補助金 国東半島峯道トレイルクラブ 1,200 国東市

35 協育ネットワーク推進事業

小中学校と地域との協働。読み聞かせ、学びの
教室（小学生の放課後の学習・スポーツ・レク
レーション活動）、学び塾（中学生の放課後・
土曜日の学習サポート）等

協議会
国東市協育ネットワーク推進
協議会

11,021 国東市

36 ボランティア協議会活動費補助金
誰もが安全に暮らし、互いに学び合い、助け合
う地域社会実現のため、ボランティア活動の重
要性を認識しその推進を行なう

協議会 国東市ボランティア協議会 218 国東市

37 連合婦人会補助金
地域社会の振興に貢献するとともに、男女共同
参画社会推進に寄与する

補助金 国東市地域婦人団体連合会 715 国東市
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No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

38 青少年健全育成市民会議補助金
時代を担う青少年の健全な育成環境の整備を図
る 協議会

国東市青少年健全育成市民会
議

800 国東市

39 市ＰＴＡ連合会補助金

児童生徒の健全育成・会員自らの生涯学習実現
のため、研修・実践活動の実施を目的として補
助金を交付

補助金 国東市ＰＴＡ連合会 500 国東市

40 国東町文化協会補助金
各種文化グループの連絡・協調により、文化活
動の振興発展に寄与することを目的として補助
金を交付

補助金 国東町文化協会 250 国東市

41
国見町子ども会育成会連絡協議会補
助金

各種子ども会活動をとおして、地域の教育力・
指導者の資質向上を目的とする

協議会
国見町子ども会育成会連絡協
議会

51 国東市

42
国東町子ども会育成会連絡協議会補
助金

各種子ども会活動をとおして、地域の教育力・
指導者の資質向上を目的とする

協議会
国東町子ども会育成会連絡協
議会

221 国東市

43
武蔵町子ども会育成会連絡協議会補
助金

各種子ども会活動をとおして、地域の教育力・
指導者の資質向上を目的とする

協議会
武蔵町子ども会育成会連絡協
議会

111 国東市

44
安岐町子ども会育成会連絡協議会補
助金

各種子ども会活動をとおして、地域の教育力・
指導者の資質向上を目的とする

協議会
安岐町子ども会育成会連絡協
議会

213 国東市

45 市生徒指導連盟協議会補助金
小中学校の連携・協力により、児童生徒の社会
性の向上を目的とする

協議会 国東市生徒指導連盟協議会 160 国東市

46 国見Ｂ＆Ｇ海洋センター管理委託
国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの施設管理運営委託

指定管理
ＮＰＯ法人　国東半島くにみ
粋群

11,300 国東市

47 国東野球場トイレ他清掃業務委託
国東野球場・陸上競技場トイレ、体育館周辺の
清掃業務委託

委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 248 国東市

48 朝来地区公民館草刈清掃等委託
朝来地区公民館（あさぎりの郷）の草刈清掃業
務委託

委託 ＮＰＯ法人　ほたる 50 国東市

49 羽田海岸駐輪場維持管理委託 羽田海岸駐輪場の清掃業務委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 378 国東市
50 下成仏河川プール維持管理委託 河川プールの維持管理委託 委託 下成仏区 237 国東市

51
くにさきパークゴルフ場維持管理委
託

パークゴルフ場の管理運営委託
委託

くにさきパークゴルフ場管理
運営組合

3,272 国東市

52 行入ダム公園維持管理委託
トイレ・公園の清掃業務委託

委託
くにさきパークゴルフ場管理
運営組合

1,350 国東市

53 両子ふれあい広場維持管理業務委託 トイレ・公園の清掃業務委託 委託 協同組合　両子河原座 901 国東市
54 都市公園清掃管理業務委託 都市公園の清掃業務委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 370 国東市
55 天拝地区農村広場清掃業務委託 広場の清掃業務委託 委託 ＮＰＯ法人　輝くピアホーム 190 国東市

56
ウミガメ上陸海岸巡視活動等業務委
託

ウミガメ上陸に伴う海岸巡視・調査・保護活動
委託

委託
ＮＰＯ法人 国東市手と手とま
ちづくりたい

50 国東市
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（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

委託 16件 8,938
提案公募委託 0件 0

補助金 9件 3,563
後援 0件 0

協議会 27件 33,802
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 1件 0
意見交換 0件 0
施設提供 1件 0
指定管理 2件 15,260

56件 61,563

国東市
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No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

1
グループホームひだまり
運営推進会議

委員として参加
協議会

ＮＰＯ法人　グループホーム
ひだまり

－ 姫島村

委託 0件 0
提案公募委託 0件 0

補助金 0件 0
後援 0件 0

協議会 1件 0
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 0件 0

1件 0

姫島村
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No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

1 まちづくり支援補助金
区が創意と工夫による特色あるまちづくりを推
進するための費用の一部を補助する。

補助金 自治区　5区 500 日出町

2 けんこう応援金
介護予防に資する活動を行う組織の育成・支援
活動に必要な費用の一部を補助する。

補助金
自治区及び活動団体（38団
体）

1,710 日出町

3 生きがい活動拠点整備事業
介護予防の活動拠点となる自治公民館等の整備
に要する費用に対し、1か所30万円（平成30年度
20万円）を上限として補助する。

補助金 自治区（5団体） 1,000 日出町

4
高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業

高齢者の生きがいと健康づくりを推進するた
め、高齢者芸能文化祭や高齢者体育大会を委託
する。

委託 日出町老人クラブ連合会 235 日出町

5 日出町国民健康保険運営協議会

委員として日出町国保事業の運営に関する重要
事項を審議する(諮問機関)

協議会

公益代表(区長会・老人クラ
ブ・婦人会)3名
保険医等代表(医科・歯科・調
剤)3名
被保険者代表(農業・漁業・商
業)3名

109 日出町

6 地域子育て組織育成事業
児童健全育成に寄与する自主的な団体（母親ク
ラブ等）に補助金を交付して組織育成を図る。

補助金 町内母親クラブ等 100 日出町

7 ザビエルの道ウォーキング大会
ザビエルの道ウォーキング大会の実施

協議会
ザビエルの道ウォーキング大
会実行委員会

900 日出町

8
六郷満山開創1300年観光キャンペー
ン

六郷満山開創1300年観光キャンペーンの実施
協議会

国東半島宇佐地域・六郷満山
開山1300年誘客キャンペーン
実行委員会

1,446 日出町

9 城下かれい祭り 城下かれい祭りの実施 協議会 城下かれい祭り実行委員会 10,300 日出町

10 消費者行政相談
消費者行政相談の委託

委託
ＮＰＯ法人　大分県消費者問
題ネットワーク

1,407 日出町

11 日出町観光協会の管理運営 二の丸館の管理運営、観光振興事業 委託 日出町観光協会 25,326 日出町
12 豊の国千年ロマン観光圏 県北広域観光圏の進行 補助金 豊の国千年ロマン観光圏協議 1,954 日出町
13 回天記念公園 清掃委託 委託 牧の内区 283 日出町
14 農道管理業務委託 清掃委託 委託 長野区 350 日出町
15 都市公園等の管理業務委託 都市公園等の管理 委託 地域コミュニティ団体（13団 5,788 日出町

16 図書館ボランティア活動支援
図書館で活動するボランティア団体への活動費
の一部補助

補助金 町内ボランティア団体 100 日出町
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平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

委託 6件 33,389
提案公募委託 0件 0

補助金 6件 5,364
後援 0件 0

協議会 4件 12,755
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 0件 0

16件 51,508

日出町
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No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

1 放課後児童健全育成委託業務
放課後児童クラブの運営

委託
東飯田地区放課後児童クラブ
運営委員会

5,005 九重町

2 放課後児童健全育成委託業務
放課後児童クラブの運営

委託
野上地区放課後児童クラブ運
営委員会

5,241 九重町

3 放課後児童健全育成委託業務
放課後児童クラブの運営

委託
飯田地区放課後児童クラブ運
営委員会

4,973 九重町

4 放課後児童健全育成委託業務
放課後児童クラブの運営

委託
南山田地区放課後児童クラブ
運営委員会

7,178 九重町

5 放課後児童健全育成委託業務
放課後児童クラブの運営

委託
野矢坂上地区放課後児童クラ
ブ運営委員会

3,181 九重町

6 九重の自然を守る会
「九重の自然を大切に」を心に、マナーの向
上、保護活動等の事業費

補助金 九重の自然を守る会 90 九重町

7 国保健康づくり事業委託
国民健康保険保健事業に係る健康づくり事業業
務 委託 ここのえ夢クラブ 967 九重町

8 ケアプラン作成委託業務 介護予防サービスのサービスプランの作成委託 委託 ＮＰＯ法人ともだち村 69 九重町

9
九重町ふるさと納税返礼品送付等業
務委託

ふるさと納税者に対し、返礼品を送付するも
の。

委託 ＮＰＯ法人九重夢創造塾 93 九重町

委託 8件 26,707
提案公募委託 0件 0

補助金 1件 90
後援 0件 0

協議会 0件 0
共催 0件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 0件 0

9件 26,797

九重町
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No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

1 玖珠町地域活動支援センター 障害者地域活動支援センターの運営 補助金 ＮＰＯ法人　玖珠むつみ会 2,173 玖珠町

2 自治組織運営費助成金

自治組織活性化のための運営費助成

補助金

森地区コミュニティ運営協議
会、玖珠地区コミュニティ運
営協議会、北山田地区コミュ
ニティ運営協議会、八幡地区
自治組織運営協議会

8,000 玖珠町

3 自治組織運営委託費

自治会館の管理運営委託

指定管理

森地区コミュニティ運営協議
会、玖珠地区コミュニティ運
営協議会、北山田地区コミュ
ニティ運営協議会、八幡地区
自治組織運営協議会

23,722 玖珠町

4 森地区まちなみ環境整備事業
森地区の伝統的なまちなみ景観の保全計画策定
及び事業実施

協議会 森地地区街なみづくり協議会 － 玖珠町

5 玖珠町環境保全の日事業
河川敷清掃をはじめとした環境保全活動を各種
団体とともに実施

補助金
玖珠町環境保全の日実行委員
会

277 玖珠町

6 廃食油回収・リサイクル事業
家庭からの廃食油を回収、リサイクル石けんを
製作・販売することで、河川環境を改善

補助金 メルヘンしゃぼん工房 40 玖珠町

7 ECOライフ推進事業
環境に優しい生活を実践するための啓発等を実
施

協議会 ECOライフ推進協議会 － 玖珠町

8 環境パトロール事業

コミュニティ団体と環境協定を結び、環境保全
啓発や不法投棄のパトロール、撤去等を実施

共催

森地区コミュニティ運営協議
会、玖珠地区コミュニティ運
営協議会、北山田地区コミュ
ニティ運営協議会、八幡地区
自治組織運営協議会

－ 玖珠町

9
放課後子ども地域「協育力」向上支
援事業

全小、中学校において、学校教育活動や放課
後、休日等、様々な場面における子どもの活動
支援 協議会

森地区コミュニティ運営協議
会、玖珠地区コミュニティ運
営協議会、北山田地区コミュ
ニティ運営協議会、八幡地区
自治組織運営協議会

－ 玖珠町

10 日本童話祭 日本童話祭を実施 補助金 日本童話祭実行委員会 7,415 玖珠町

11 わらべサークル事業
影絵や人形劇など児童文化に関するサークル活
動を支援。巡回わらべ劇場や新春子ども祭り等

協議会 わらべサークル協議会 405 玖珠町

12 森町わらべひな祭り事業
わらべの館をはじめとする森地区各所でひな人
形等を展示

共催
森町わらべひな祭り実行委員
会

－ 玖珠町

13 教育相談センター（わかくさの広 教育相談及び適応指導教室 補助金 教育相談員協議会 1,080 玖珠町

14 親御様のための婚活無料相談会
独身のお子様を持つ親御様を対象とした婚活支
援相談 共催 ＮＰＯ法人　H&B － 玖珠町
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平成30年度市町村とＮＰＯとの協働施策一覧

No. 協働の相手方
委託・補助額

（千円）
市町村名手法事業の概要事業名

委託 0件 0
提案公募委託 0件 0

補助金 6件 18,985
後援 0件 0

協議会 4件 405
共催 3件 0
参画 0件 0

アダプト 0件 0
事業協力 0件 0
意見交換 0件 0
施設提供 0件 0
指定管理 1件 23,722

14件 43,112

玖珠町
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