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令和元年度 県とＮＰＯとの協働施策一覧
令和２年３月末
No.
1
2
3
4
5
6
7

形態

協働の相手方

公文書等の閲覧ができるよう内容の入力を行う。

委託

NPO法人大分県近現代資料調査セン
ター

委員

参画

委員

参画

NPO法人国東市手と手とまちづくり
たい
NPO法人地域ひとネット

委員

参画

NPO法人denk-pause

- 政策企画課

委員

参画

NPO法人おくぶんごツーリズム

- 政策企画課

委員

参画

NPO法人BEPPU PROJECT

- 政策企画課

留学生の県内就職と起業を支援する施設の運営を行う

委託

NPO法人大学コンソーシアムおおいた

後援

NPO法人Sa-Na・エンタープライズ

- 国際政策課

後援

NPO法人日韓芸術文化交流会

- 国際政策課

事業名
公文書等入力票作成委託
「安心・活力・発展プラン2015」中間見
直し委員会
「安心・活力・発展プラン2016」中間見
直し委員会
「安心・活力・発展プラン2017」中間見
直し委員会
「安心・活力・発展プラン2018」中間見
直し委員会
「安心・活力・発展プラン2019」中間見
直し委員会
おおいた留学生ビジネスセンター運営
事業

8

THAI Festival 2019 in OITA

9

第１回日韓友好のつどいin OITA

10 芸術文化基金事業

委託・補助額
（千円）

事業の概要

「THAI Festival 2019 in OITA」を開催、タイ料理や雑貨販
売、民族舞踊等のステージ演習などを実施、国際交流の
場を創出する。
日韓関係が悪化している中でも民間交流を継続すること
が重要と考え、同NPO法人が映画上映、講演会を実施し
日韓のかけはしになることを目指す。
芸術文化活動の振興を図るため、公演、展示事業、文化
活動に対する助成を行う。

担当窓口

2,799 公文書館
- 政策企画課
- 政策企画課

21,111 国際政策課

補助金

NPO法人大分県芸術文化振興会議

5,672 芸術文化スポーツ振興課

11 大分県文化振興県民会議

委員として参加

参画

NPO法人大分県芸術文化振興会議

- 芸術文化スポーツ振興課

12 大分県文化振興県民会議

委員として参加

参画

NPO法人アンジュ・ママン

- 芸術文化スポーツ振興課

13 大分県文化振興県民会議

委員として参加

参画

NPO法人denk-pause

- 芸術文化スポーツ振興課

14 県民芸術文化祭開催事業

県民の文化活動の発表と鑑賞の機会を広く提供するた
め、県民芸術文化祭を開催

補助金

福祉施設へアーティストを派遣し、ワークショップを実施

委託

NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ

4,345 芸術文化スポーツ振興課

協議会

NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ

100,000 芸術文化スポーツ振興課

委託

NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ

7,439 芸術文化スポーツ振興課

事業協力

NPO法人あっとほうむぷれいす

- 福祉保健企画課

事業協力

大分県障害者スポーツ指導者協議会

- 福祉保健企画課

芸術文化による地域おこし事業（みん
なのアーツ体験事業）
創造県おおいた推進事業（リーディン
16
グ事業）
17 芸術文化による地域おこし事業
15

18 ユニバーサルデザイン推進事業
19 ユニバーサルデザイン推進事業
20 民生委員・児童委員研修事業
21 社会福祉従事職員派遣研修事業

大分県、別府市、観光協会、商工会議所等から構成する
実行委員会として、現代芸術祭を開催
国東半島への現代アート作品設置にかかる事前調査
ユニバーサルデザインの意識啓発のため、学校や、民間
業者むけ出前事業を実施している。
ユニバーサルデザインの意識啓発のため、学校や、民間
業者むけ出前事業を実施している。
民生委員・児童委員の活動に必要な知識の習得を図るた
め研修を実施する。
民生委員児童委員が、全国民生委員児童委員大会に参
加するために要する旅費の補助
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NPO法人大分県芸術文化振興会議

22,732 芸術文化スポーツ振興課

委託

大分県民生委員児童委員協議会

3,017 福祉保健企画課

補助金

大分県民生委員児童委員協議会

700 福祉保健企画課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

22 ユニバーサルデザイン推進事業
23 ユニバーサルデザイン推進事業
24 研修の講師派遣
25 輸血推進団体等育成事業
26 いのちの講演会
27 生涯健康「元気な食卓」推進事業
28 大分県がん対策推進協議会
大分県指定難病ピアサポート相談員
29
事業

形態

事業の概要
ユニバーサルデザインの意識啓発のため、学校や、民間
業者むけ出前事業を実施している。
ユニバーサルデザインの意識啓発のため、学校や、民間
業者むけ出前事業を実施している。
従事者の研修
献血推進の組織化及び献血思想の普及事業を支援す
る。
県名義の後援。
食生活改善や食育による県民の健康づくりを推進する活
動に補助を行う。
大分県がん対策推進協議会委員として参加している。
難病患者及び家族からの相談を、当事者の立場で共有
する。

30 難病患者(団体）と行政の意見交換会 難病患者に関する要望等意見交換をする。
小児糖尿病患児とその家族に対し、サマーキャンプを通じ
て自己健康管理に必要な知識を習得させる。

32 大分県がん対策推進協議会

大分県がん対策推進協議会委員として参加している。

33 おおいた健康ポイント推進事業
34 おおいた健康ポイント推進事業
ケアプラン点検等アドバイザー派遣事
業
介護支援専門員法定研修講師育成事
36
業
35

37 おおいた子ども・子育て応援県民会議
38 おおいた子ども・子育て応援県民会議
39 おおいた出会い応援センター
40 社会的養護自立支援事業
41 子どもの居場所づくり推進事業
42 子どもの居場所づくり推進事業
43 子どもの居場所づくり推進事業
大分県肢体不自由児者父母の会福祉
大会開催事業
療育訓練キャンプ事業（知的障がい者
45
社会参加促進事業）
44

46 精神保健福祉大会開催事業費補助金

健康アプリ「おおいた歩得」のポイント付与イベントとして
協力
健康アプリ「おおいた歩得」のポイント付与イベントとして
協力
市町村が行うケアプラン点検に対しての助言者の派遣及
び研修講師派遣事業
介護支援専門員法定研修の円滑な実施と介護支援専門
員の育成を図る事業
大分県次世代育成支援後期行動計画（おおいた子ども・
子育て応援プラン）の着実な推進に向け委員として参画
大分県次世代育成支援後期行動計画（おおいた子ども・
子育て応援プラン）の着実な推進に向け委員として参画
「おおいた出会い応援事業」の婚活イベントの実施等で県
と協働(事業協力)している。
児童アフターケアセンターおおいたの運営
子ども食堂の機能強化のための学習支援の消耗品費補
助
子ども食堂の新規開設のための調理器具等の購入費補
助
子ども食堂の新規開設のための調理器具等の購入費補
助
県は肢体不自由児者の福祉の増進を図るため、大分県
肢体不自由児者父母の会連合会に対し、補助金を交付
在宅の心身障害児の援護団体が行う夏季の集中・集団
療育訓練キャンプの開催経費の一部を助成する。
大分県精神保健福祉協会が開催する大分県精神保健福
祉大会に係る経費に対し、補助金を交付する

委託・補助額
（千円）

担当窓口

事業協力

大分盲導犬協会

- 福祉保健企画課

事業協力

NPO法人自立支援センターおおいた

- 福祉保健企画課

事業協力

大分県医薬品配置販売業協会

- 薬務室

委託

大分県学生献血推進協議会

後援

円ブリオ大分

補助金

大分県食生活改善推進協議会

協議会

大分県地域婦人団体連合
NPO法人大分県難病・疾病団体協議
会

事業協力
意見交換

31 小児糖尿病患児対策事業

協働の相手方

委託
協議会

NPO法人大分県難病・疾病団体協議
会
大分ヤングウイングサマーキャンプ事
務局
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 大分
実行委員会

1,023 薬務室
- 健康づくり支援課
800 健康づくり支援課
- 健康づくり支援課
282 健康づくり支援課
- 健康づくり支援課
144 健康づくり支援課
- 健康づくり支援課

事業協力

NPO法人大分県ウオーキング協会

- 健康づくり支援課

事業協力

NPO法人大分県ノルディック・ウォーク
連盟

- 健康づくり支援課

委託

NPO法人大分県介護支援専門員協会

950 高齢者福祉課

委託

NPO法人大分県介護支援専門員協会

680 高齢者福祉課

参画

NPO法人アンジュ・ママン

- こども未来課

参画

おおいたおやじネットワーク

- こども未来課

NPO法人大分情報化推進ネットワーク

- こども未来課

事業協力
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委託

NPO法人おおいた子ども支援ネット

14,488 こども・家庭支援課

補助金

NPO法人ART PROJECT OITA

50 こども・家庭支援課

補助金

オリーブの会

補助金

どっぽちゃん食堂

補助金

大分県肢体不自由児者父母の会連合
会

180 障害福祉課

補助金

大分県自閉症協会

300 障害福祉課

補助金

大分県精神保健福祉協会

100 こども・家庭支援課
37 こども・家庭支援課

93 障害福祉課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
委託・補助額
（千円）

形態

協働の相手方

補助金

大分県ダウン症連絡協議会（ひまわり
会）

350 障害福祉課

補助金

大分県脳性まひ児者父母の会

600 障害福祉課

委託

大分県障がい者スポーツ協会

2,910 障害者社会参加推進室

委託

大分県障がい者スポーツ協会

3,596 障害者社会参加推進室

委託

大分県障がい者スポーツ協会

25,000 障害者社会参加推進室

委託

大分県障がい者スポーツ協会

3,671 障害者社会参加推進室

補助金

大分県障がい者スポーツ協会

2,329 障害者社会参加推進室

54 障がい者スポーツ団体振興事業

大分県障がい者スポーツ協会

1,313 障害者社会参加推進室

55

大分県障がい者スポーツ協会

1,360 障害者社会参加推進室

No.

事業名

事業の概要

療育訓練キャンプ事業（知的障がい者
社会参加促進事業）
療育訓練キャンプ事業（知的障がい者
48
社会参加促進事業）

在宅の心身障害児の援護団体が行う夏季の集中・集団
療育訓練キャンプの開催経費の一部を助成する。
在宅の心身障害児の援護団体が行う夏季の集中・集団
療育訓練キャンプの開催経費の一部を助成する。
全ての障がい者が希望と勇気をもって自立し、社会に積
極的に参加する意欲を喚起するとともに、障がい者スポー
第１４回大分県障がい者スポーツ大会
49
ツの普及に努め、県民の障がい者に対する理解を一層深
開催事業
め、障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的に
開催。
障がいのある選手が、障がい者スポーツの全国的な祭典
であるこの大会に参加し、競技等を通じ、スポーツの楽し
第１８回全国障害者スポーツ大会派遣
50
さを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深
事業
め、障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的に
派遣。
１９８１年の国際障害者年を記念してハーフマラソンを開
催。3回以降は国際車いす・切断者スポーツ連盟の公認
第３９回大分国際車いすマラソン開催
51
大会となり、マラソンが加えられた。今日では、世界最大
事業
規模の車いすマラソン大会として、国内外の選手の目標
になっている「大分国際車いすマラソン」を開催。
47

52

オリンピック・パラリンピック教育推進
事業

特別支援学校等を核として、県内に広くオリンピック・パラ
リンピックの教育上の効果を波及させるとともに、スポーツ
に関心を寄せ社会参加に繋がる子どもたちを増やすた
め、オリンピック・パラリンピック２０２０東京大会出場を目
指すアスリート等の招聘や、パラリンピック競技等の障が
い者スポーツ競技体験会を実施。

53

パラリンピックふるさとアスリート強化
事業

東京2020パラリンピック競技大会に日本代表として出場す
る可能性が高い選手を、特別優秀選手として指定を行
い、強化を図る。

56
57
58
59
60
61
62
63

障がい者のスポーツを奨励し、健康と体力の維持増進を
補助金
図るとともに、社会参加の促進を図る。
障がい者地域スポーツ活動支援事業 各競技団体の競技力向上に向けた活動を支援。
補助金
第１回豊の国ゆけむり障がい者ボウリ
全国１０県から８７名が参加し実施
補助金
ング大会
第１回豊の国ゆけむり障がい者ボウリ
第１回豊の国ゆけむり障がい者ボウリング大会の後援
後援
ング大会
第４４回九州身体障害者アーチェリー 九州８県から３６名が参加し、個人戦及び県別の対抗戦を
補助金
選手権大分大会
実施
第４４回九州身体障害者アーチェリー 第４４回九州身体障害者アーチェリー選手権大分大会の
後援
選手権大分大会
後援
第１６回大分県身体障がい者グラウン 第１６回大分県身体障がい者グラウンド･ゴルフ大会への
後援
ド･ゴルフ大会
大分県の後援
第９回「住吉浜シーサイド駅伝大会in
第９回「住吉浜シーサイド駅伝大会in大分」の後援
後援
大分」
第２８回ふうせんバレーボール大分大 第２８回ふうせんバレーボール大分大会への大分県の後
後援
会
援
協働により継続的に地域課題を解決する提案をNPOから
地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業
提案公募委託
公募
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担当窓口

大分県障がい者ボウリング協会

100 障害者社会参加推進室

大分県障がい者ボウリング協会

- 障害者社会参加推進室

大分県身体障害者アーチェリー協会

100 障害者社会参加推進室

大分県身体障害者アーチェリー協会

- 障害者社会参加推進室

大分県身体障害者グラウンド・ゴルフ
協会

- 障害者社会参加推進室

大分県知的障がい者陸上競技協会

- 障害者社会参加推進室

大分県ふうせんバレーボール協会

- 障害者社会参加推進室

総合型クラブおおいたネットワーク

2,000 障害者社会参加推進室

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

①6月の食育の日・食育月間において、保健所職員やFES
と共に、野菜の種等の啓発品の配布による食育の啓発を
①食育の日キャンペーン
行った。
64 ②学生食育推進サポーター（FES)養成 ②平成25年度より保健所が、大学の協力のもと学生を対
事業
象にFESの養成を行っている。FESの食育体験の一つとし
て、食生活改善推進員に講師を依頼し、郷土料理を学ん
だ。
6月19日の食育の日において、町や保健所職員と共に、
65 食育の日キャンペーン
野菜の種等の啓発品の配布による食育の啓発を行った。
66 中部保健所運営協議会
委員として参画
人と川との繋がりを深め、人が水と親しむ文化を育てるた
67 豊かな水環境保全推進事業
め水環境保全活動に取り組む。
68 家族学習会
精神保健福祉の普及啓発
同じ疾患の患者及び家族間の情報交換・交流の場となる
69 膠原病患者相談会
ことを目的として実施。
70 家族学習会
精神保健福祉の普及啓発
地元食材を活用した“減る脂～DASH食”を普及定着させ
71 「減る脂～DASH食」体験講習会
るため、手軽な調理方法を紹介する講習会（の講師）
72 豊かな水環境創出事業（筑後川）
73 三世代交流事業
74 大分県避難所雲底体験訓練
75 地球温暖化防止対策講座
76 おおいたこども探険団推進事業

77 うつくし作戦なかまづくり推進事業

78 おおいたこども探険団推進事業

79 おおいたうつくし作戦まちづくり事業

80 おおいたうつくし作戦まちづくり事業

81 幼児向け環境ワークショップ研修

筑後川上流域の水質保全活動を実施している。
講習会（歩行環境シュミレーター、危険予測トレーニング
等）
市町村職員、自主防災組織のリーダー等を対象に訓練を
実施
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
民に普及啓発するため
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
豊後大野市立菅尾小学校の生徒が既存プランターに絵
の具で絵を描き、その「手描きプランター」に、小学生と道
の駅みえスタッフ、地域住民、道守会員が一緒に苗植えを
する。
県内のこども隊に対する自然体験活動など実体験を伴う
年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県が
実施する。
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
づくり事業を受託
ラグビーワールドカップの開催に合わせて田ノ浦ビーチで
の清掃活動や環境学習等を行った
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
づくり事業を受託
豆田地区のプランター展示やきり花展示を行い、来訪者
をおもてなしした
幼児が楽しみながら環境への理解を深めることができる
自然体験・自然活動など、環境保全意識の向上につなが
る体験プログラムを実施

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

担当窓口

事業協力

別府市食生活改善推進協議会

- 東部保健所

事業協力

日出町食生活改善推進協議会

- 東部保健所

協議会

津久見市食生活改善推進協議会

- 中部保健所

協議会

豊かな水環境創出ゆふいん会議

- 中部保健所由布保健部

後援

NPO法人豊野やすらぎ会

- 豊肥保健所

意見交換

膠原病患者会マリポサス

- 豊肥保健所

竹田やまなみ会

- 豊肥保健所

NPO法人おくぶんごツーリズム研究所

- 豊肥保健所

後援
事業協力
協議会
補助金

「未来へつなごう！！豊かな水環境上
流ネット」
大分県交通安全母の会

- 西部保健所
50 生活環境企画課

委託

NPO法人大分県防災活動支援セン
ター

393 生活環境企画課

委託

NPO法人アースデイ中津

100 うつくし作戦推進課

提案公募委託 NPO法人アイラブグリーン大分

補助金

アグリパークみやお

263 うつくし作戦推進課

100 うつくし作戦推進課

提案公募委託 ありんこクラブ お多福の会

238 うつくし作戦推進課

提案公募委託 NPO法人いきいき安心おおいた

390 うつくし作戦推進課

提案公募委託 上町豆華会

390 うつくし作戦推進課

提案公募委託
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NPO法人エー・ビー・シー野外教育セ
ンター

240 うつくし作戦推進課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
西大分かんたん港園に花植え及び管理をする、またハン
うつくし作戦なかまづくり推進事業
ギングフラワーの管理、オープンガーデンのお世話をす
る。
家庭エコ診断や省エネセミナー等の実施により、家庭での
CO2排出量の削減を図るとともに、地球温暖化防止活動
家庭向けCO2削減推進事業
推進員及び地球温暖化対策地域協議会の研修会を実施
しレベルアップを図り、地域における活動を推進
事業所向け無料省エネ診断の実施により、事業所や工場
事業所向け省エネ診断事業
から排出される二酸化炭素の削減を図る
地球温暖化対策エコ＆セーフティドラ 運輸部門からの温室効果ガス排出量を削減するため、エ
イブ推進事業
コドライブの運転方法を学ぶエコドライブセミナーを開催
気候変動適応計画策定のため、県民の気候変動に関す
気候変動に関するアンケート調査
る意識調査を行い、結果をまとめる
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
づくり事業を受託
おおいたうつくし作戦まちづくり事業
外国人観光客を始めとするラグビーワールドカップへの来
訪者を「花と緑と光あふれる商店街」でおもてなしした
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
づくり事業を受託
おおいたうつくし作戦まちづくり事業
ラグビーワールドカップの来訪者への花による『おもてな
し』
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
おおいたうつくし作戦まちづくり事業
づくり事業を受託。黒津崎海岸での清掃活動
環境保全活動を通じて地域を活性化する「うつくし作戦」
の取組として、うつくし推進隊や自治会、学校等が連携し
おおいたうつくし作戦推進モデル事業
て、環境美化活動や環境学習会等を実施。その取組を地
域モデルとして見える化する。

82 地球温暖化防止対策講座
83

84
85
86
87
88

89

90

91

92
93

94

95
96
97

委託
補助金

協働の相手方
エコ住宅おおいた推進協議会
NPO法人 大分ウォーターフロント研
究会

委託・補助額
（千円）

担当窓口

78 うつくし作戦推進課
100 うつくし作戦推進課

委託

NPO法人大分県地球温暖化対策協会

3,254 うつくし作戦推進課

委託

NPO法人大分県地球温暖化対策協会

8,628 うつくし作戦推進課

委託

NPO法人大分県地球温暖化対策協会

2,147 うつくし作戦推進課

委託

NPO法人大分県地球温暖化対策協会

300 うつくし作戦推進課

提案公募委託 大分県立大分東高等学校 農業部

300 うつくし作戦推進課

提案公募委託 大分市府内五番街商店街振興組合

394 うつくし作戦推進課

提案公募委託 NPO法人岡原花咲かそう会

296 うつくし作戦推進課

NPO法人岡原花咲かそう会

400 うつくし作戦推進課

委託

提案公募委託 おやこで森の時間
委託

提案公募委託

委託
提案公募委託
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委託

280 うつくし作戦推進課

杵築市環境ネットワーク

43 うつくし作戦推進課

NPO法人くじゅうネイチャーガイドクラ
ブ

57 うつくし作戦推進課

国東市地球温暖化防止協議会

99 うつくし作戦推進課

NPO法人国東市手と手とまちづくりた
い

399 うつくし作戦推進課

さいきうつくし作戦実行委員会

744 うつくし作戦推進課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
事業の概要

形態

98 うつくし作戦なかまづくり推進事業

臼坂道路沿線に点在する桜の木を守るために、下草や
竹・雑木・つるの除去を行い道路沿線の環境美化を行う。

補助金

99 おおいたこども探険団推進事業

県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県 提案公募委託 チーム２℃おおいた協議会
が実施する

No.

事業名

地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
神角寺より朝倉文夫記念公園に平成スカイパークウェイ
101 つくし作戦なかまづくり推進事業
の沿道を整地して、百日紅を植樹する。
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
102 地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
環境保全活動を通じて地域を活性化する「うつくし作戦」
の取組として、うつくし推進隊や自治会、学校等が連携し
103 おおいたうつくし作戦推進モデル事業
て、環境学習会等や環境イベント等を実施。その取組を
地域モデルとして見える化する。
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
104 おおいたうつくし作戦まちづくり事業
づくり事業を受託
松苗の植樹や雑草雑木の除去等の海岸整備
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
105 地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
106 地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
107 おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
環境保全活動を通じて地域を活性化するうつくし作戦まち
づくり事業を受託
108 おおいたうつくし作戦まちづくり事業
ラグビーワールドカップを前に国道10号西大分にて「おも
てなし花壇」の作製やフラワーポットによる「おもてなし街
道」づくり等を行った
幼児が楽しみながら環境への理解を深めることができる
109 幼児向け環境ワークショップ研修
自然体験・自然活動など、環境保全意識の向上につなが
る体験プログラムを実施
地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性を広く県
110 地球温暖化防止対策講座
民に普及啓発するため、地域単位による地球温暖化防止
対策講座を開催する。
県内の子どもたちに対する自然体験活動など実体験を伴
111 おおいたこども探険団推進事業
う年間を通じた環境学習を行う事業を団体に委託して県
が実施する
100 地球温暖化防止対策講座

112 おおいたうつくし作戦県民会議

委託
補助金

協働の相手方
NPO法人 三色すみれ

委託・補助額
（千円）

担当窓口

100 うつくし作戦推進課
300 うつくし作戦推進課

チーム２℃おおいた協議会

100 うつくし作戦推進課

鳥屋活性推進会

100 うつくし作戦推進課

委託

津久見地球温暖化防止協議会

委託

中津うつくし作戦「アーチ」実行委員会

21 うつくし作戦推進課

1,457 うつくし作戦推進課

提案公募委託 奈多狩宿住吉海岸の松林を守る会

392 うつくし作戦推進課

委託

豊後大野市地球温暖化防止協議会

65 うつくし作戦推進課

委託

豊後高田市地球温暖化対策地域協議
会

100 うつくし作戦推進課

提案公募委託 ボーイスカウト大分第９団

191 うつくし作戦推進課

提案公募委託 道守大分会議

400 うつくし作戦推進課

提案公募委託 NPO法人緑の工房ななぐらす

240 うつくし作戦推進課

委託

由布市地球温暖化対策地域協議会

提案公募委託 吉野育成クラブ

委員

参画

6 / 20 ページ

NPOソーシャルプラネット大分

97 うつくし作戦推進課
294 うつくし作戦推進課
- うつくし作戦推進課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

担当窓口

113 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人アイラブグリーン大分

- うつくし作戦推進課

114 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人大分環境カウンセラー協会

- うつくし作戦推進課

115 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人おくぶんごツーリズム研究所

- うつくし作戦推進課

116 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

チーム２℃おおいた協議会

- うつくし作戦推進課

117 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人大分県地球温暖化対策協会

- うつくし作戦推進課

118 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人地域環境ネットワーク

- うつくし作戦推進課

119 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人国東市手と手とまちづくりた
い

- うつくし作戦推進課

120 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人アースデイ中津

- うつくし作戦推進課

121 おおいたうつくし作戦県民会議

委員

参画

NPO法人さわやか佐伯

- うつくし作戦推進課

122 大分県環境審議会

委員

参画

NPO法人おおいた生物多様性保全セ
ンター

- うつくし作戦推進課

123 大分県環境審議会

委員

参画

NPO法人里山保全竹活用百人会

- うつくし作戦推進課

124 大分県環境審議会

委員

参画

NPO法人国東市手と手とまちづくりた
い

- うつくし作戦推進課

125 大分県環境審議会

委員

参画

NPO法人アースデイ中津

- うつくし作戦推進課

126 いきものウォッチング

県民参加型の生きもの調査
提案公募委託 宇佐自然と親しむ会
大分県希少野生動植物の保護に関する条例等に基づ
大分貝類談話会
補助金
き、県が選定した種である指定希少野生動植物等の保全

127 希少野生動植物の保全事業

300 自然保護推進室
500 自然保護推進室

128 県北西部アライグマ防除推進業務

地域の市町等と連携し、モデル的なアライグマ防除を推
進

委託

NPO法人おおいた環境保全フォーラム

3,868 自然保護推進室

129 祖母傾国定公園自然環境学術調査

祖母傾国定公園における植生・フロラに関する実態調査

委託

5,089 自然保護推進室

130 祖母傾国定公園自然環境学術調査

祖母傾国定公園における哺乳類に関する実態調査

委託

大分県植物研究会
NPO法人おおいた生物多様性保全セ
ンター

131 祖母傾国定公園自然環境学術調査
132 いきものウォッチング
133 くじゅう連山登山道巡視・調査業務
134 祖母傾国定公園自然環境学術調査

祖母傾国定公園における哺乳類・両生類に関する実態調
大分生物談話会
委託
査
県民参加型の生きもの調査
提案公募委託 大分田んぼ里山ネットワーク
登山道の巡視・調査や簡易補修の実施、情報発信
くじゅう地区管理運営協議会
委託
祖母傾国定公園における鳥類に関する実態調査
日本野鳥の会 大分県支部
委託
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- 自然保護推進室
- 自然保護推進室
300 自然保護推進室
1,320 自然保護推進室
- 自然保護推進室

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
事業の概要

形態

135 希少野生動植物の保全事業

大分県希少野生動植物の保護に関する条例等に基づ
き、県が選定した種である指定希少野生動植物等の保全
活動への支援

補助金

NPO法人水辺に遊ぶ会

136 大分県協働推進会議

委員

協議会

NPO法人大分情報化推進ネットワーク

137 大分県協働推進会議
138 大分県協働推進会議

委員
委員

協議会
協議会

NPO法人グッドイナフの会
NPO法人日田子ども劇場

No.

事業名

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

担当窓口

500 自然保護推進室
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
-

139

県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。

事業協力

NPO法人アイラブグリーン大分

-

県民生活・男女共同参画
課

140

県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。

事業協力

NPO法人碧い海の会

-

県民生活・男女共同参画
課

141 大分県協働推進会議
142 大分県協働推進会議

事例発表
事業協力 NPO法人空き家サポートおおいた
委員
NPO法人AmaRi
協議会
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
143
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
事業協力 NPO法人AmaRi
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県内各地にある地域の課題を多様な主体と解決しようとし
NPO法人エー・ビー・シー野外教育セ
144 地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 ているＮＰＯからの提案を公募し、審査のうえ実施する事 提案公募委託
ンター
業。
県内各地にある地域の課題を多様な主体と解決しようとし
145 地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 ているＮＰＯからの提案を公募し、審査のうえ実施する事 提案公募委託 NPO法人おおいた環境保全フォーラム
業。
NPO法人大分県防災活動支援セン
146 協働推進庁内連絡会議
事例発表
事業協力
ター
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
147
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
事業協力 NPO法人おおいた子ども支援ネット
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
148
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
事業協力 NPO法人さいき劇場
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
149
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
事業協力 NPO法人里山竹保全活用百人会
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県内各地にある地域の課題を多様な主体と解決しようとし
NPO法人しげまさ子ども食堂～げんき
150 地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 ているＮＰＯからの提案を公募し、審査のうえ実施する事 提案公募委託
広場～
業。
第２回地域がＨＯＫＯＲＩ「ひろがる子ど
NPO法人しげまさ子ども食堂～げんき
151
イベントの後援
後援
もプロジェクト」発表会
広場～
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
NPO法人しげまさ子ども食堂～げんき
152
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
事業協力
プロジェクト～
広場～
た、職員派遣研修。
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県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
1,599

県民生活・男女共同参画
課

1,996

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

2,000

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

-

県民生活・男女共同参画
課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

事業名

形態

事業の概要

県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
NPOステップセミナ説明会の後援
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
大分県協働推進会議
委員
大分県協働推進会議
委員
県職員がＮＰＯ活動の現場、組織風土を知り、ＮＰＯに対
NPO現場体験研修～飛び出せ公務員
する理解をより深め、協働を推進すること等を目的とし
プロジェクト～
た、職員派遣研修。
おおいたＳＤＧｓネットワ-ク情報・交流
説明会の後援
セッション
市町村担当課長・担当者及び推進会
講話
議
ＮＰＯ・企業・行政等の協働を目的に講演会・トークセッ
おおいたＮＰＯ・県民フォーラム
ションを開催
ＮＰＯ・企業・行政等の協働を目的に講演会・トークセッ
おおいたＮＰＯ・県民フォーラム
ションを開催
企業等ＣＳＲ活動とＮＰＯ活動の推進
委員
に関する委員会
企業等ＣＳＲ活動とＮＰＯ活動の推進
委員
に関する委員会
企業等ＣＳＲ活動とＮＰＯ活動の推進
委員
に関する委員会

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

事業協力

NPO法人自立支援センターおおいた

-

事業協力

NPO法人地域ひとネット

-

後援

NPO法人地域ひとネット

担当窓口
県民生活・男女共同参画
課

県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課

事業協力

NPO法人七瀬の里Ｎクラブ

事業協力

NPO法人パワーウェーブ日出

-

県民生活・男女共同参画
課

事業協力

NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ

-

県民生活・男女共同参画
課

事業協力

NPO法人べっぷ未来塾

-

県民生活・男女共同参画
課

事業協力

NPO法人ムラづくりＮＰＯ風の原っぱ

-

協議会
協議会
事業協力

NPO法人やまもりの会
NPO法人夢苞
NPO法人ゆめネットワーク

県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課

事業協力

NPO法人おおいたＮＰＯデザインセンタ
NPO法人おおいたＮＰＯデザインセンタ
NPO法人Teto Company

事業協力

ＡＰＵグローバルビジネスネットワーク

-

協議会

NPO法人リラクセーション桜

-

協議会

NPO法人いきいき安心おおいた

-

協議会

NPO法人ホビータイム

-

後援
事業協力

171 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業

おおいた共創基金を通じNPO活動を支援

補助金

172 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業
173 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業
174 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業

おおいた共創基金を通じNPO活動を支援
おおいた共創基金を通じNPO活動を支援
おおいた共創基金を通じNPO活動を支援

補助金
補助金
補助金
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ＮＰＯ法人宇佐市障がい者共同受注
協議会
ＮＰＯ法人地域の宝育成支援センター
ＮＰＯ法人まど
ＮＰＯ法人ちちんぷいぷいあけぼの

-

500
423
378
428

県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

協働の相手方

175 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業

おおいた共創基金を通じNPO活動を支援

補助金

ＮＰＯ法人おおいたNPOデザインセン
ター

176 ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業

おおいた共創基金を通じNPO活動を支援

補助金

ＮＰＯ法人さがのせき・彩彩カフェ

おおいたＮＰＯ情報バンク「おんぽ」更
委員
新準備委員会
おおいたＮＰＯ情報バンク「おんぽ」更
178
委員
新準備委員会
消費者団体間の連携と活性化を図るとともに、街頭にお
消費者行政推進費（消費者行政の推
179
ける広報チラシ等の配布や講演会の開催など、消費生活
進）
に関する効果的な啓発事業を実施
消費生活関係法令等習得講習及び指 県・市町村の消費生活相談員の資質向上及び資格取得
180
定消費生活相談員養成研修事業
に係る講座の実施
第３日曜日（休館日）を除く日曜の午後の「消費生活特別
181 消費生活特別相談事業
相談」窓口の相談対応
大分県民間シェルター運営事業費補 DV被害者等を一時保護するための施設を設置し運営す
182
助
るのに要する経費に対し補助
ＮＰＯとの協働によるＤＶ啓発研修委託 ＤＶ被害者の初期の支援に携わる可能性の高い職務関
183
事業
係者に対する研修を実施
働きたい女性のための託児サービス 女性が就職面接やハローワークへ行く際の託児サービス
184
事業
の実施
ＤＶ被害者が気軽に立ち寄り、相談や交流、情報交換が
185 ＤＶ被害者サポート事業
できるサポートルームの運営
女性の活躍に向け、女性自身の意識改革を目的とした研
186 地域女性リーダーセミナー
修を開催
アイネス男女共同参画フェスタ期間中にＮＰＯ等による
187 アイネス男女共同参画フェスタ
ワークショップを実施
アイネス男女共同参画フェスタ期間中にＮＰＯ等による
188 アイネス男女共同参画フェスタ
ワークショップを実施
アイネス男女共同参画フェスタ期間中にＮＰＯ等による
189 アイネス男女共同参画フェスタ
ワークショップを実施
アイネス男女共同参画フェスタ期間中にＮＰＯ等による
190 アイネス男女共同参画フェスタ
ワークショップを実施
177

協議会
協議会
委託
委託
事業協力

委託・補助額
（千円）

ＮＰＯ法人おおいたＮＰＯデザインセン
タＮＰＯ法人ジョブ・チャレンジ・サポ-トＯＩ
ＴＡ

県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
352
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課

大分県消費者団体連絡協議会

515

NPO法人大分県消費者問題ネットワー
ク
NPO法人大分県消費者問題ネットワー
ク

283

3,073
390

補助金

NPOえばの会

1,201

委託

NPOえばの会

335

事業協力

NPO法人パワーウェーブ日出

81

委託

ゆきわり草

194

共催

大分県女性団体連絡協議会

368

共催

ＮＰＯ傾聴セラピストすいーとぴー

-

共催

ＮＰＯ法人パワーウエーブ日出

-

共催

ＮＰＯ法人ドリームピエロ

-

共催

NPO法人ママの味方

-

191 デートDV防止セミナー

講師

事業協力

NPOえばの会

-

192 大分県男女共同参画審議会

委員

参画

NPOえばの会

-

193 大分県消費生活審議会

委員

参画

NPO法人大分県消費者問題ネットワー
ク

-

194 大分県消費生活審議会

委員

参画

NPO法人子育て応援ワクワクピース

-

195 大分県消費生活審議会

委員

参画

NPO法人アースデイ中津

-

196 青少年育成県民運動推進事業
197 青少年育成県民運動推進事業

ジュニアリーダーの育成と子どもの参加する交流事業を
実施。
少年団体（７団体）、青年団体（６団体）が交流を図り、少
年の船事業を県・県教委と実施。

担当窓口

県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課
県民生活・男女共同参画
課

補助金

大分県子ども会育成会連絡協議会

525 私学振興・青少年課

補助金

大分県青少年団体連絡協議会

170 私学振興・青少年課
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令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

協働の相手方

５市村１大学が加盟する団体会員の交流と県内青年の活
大分県連合青年団
補助金
性化のために事業を実施。
団員が海を訓練、成長の場として学ぶため、団体活動及
199 青少年育成県民運動推進事業
日本海洋少年団大分県連盟
補助金
び各種交流事業等を実施。
県内４市（大分・中津・日田・竹田）において、支援アドバイ
不登校・ひきこもりの「親の会」運営支
200
星の会（不登校を考える親の会）
ザーを派遣し、不登校・ひきこもりの子どもを持つ「親の
委託
援
会」の立ち上げ・運営の支援業務を委託。
青少年総合相談所・子ども・若者総合センター/ひきこもり
201 青少年等自立支援対策推進事業
おおいた子ども支援ネット
委託
地域支援センターの運営
202 地域の共食拡大事業
共食の場を活用した食育活動の実施
提案公募委託 おおいたOrganic Market
203 地域の共食拡大事業
共食の場を活用した食育活動の実施
提案公募委託 たけたの食べ方編集室
204 地域の共食拡大事業
共食の場を活用した食育活動の実施
提案公募委託 大分県食生活改善推進協議会
ＦＥＳ（フードエデュケーションサポー
205 地域の共食拡大事業
共食の場を活用した食育活動の実施
提案公募委託
ター）
水問題の実態把握と中長期整計画策定に係る事業採
小規模給水施設水源確保等支援事業
NPO法人おおいたの水と生活を考える
206
択市町村及び小規模給水施設整備に係る事業地区の決
協議会
審査会
会
定について意見してもらう。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
207 森と海をつなぐ環境保全推進事業
天津地域づくり協議会
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
208 森と海をつなぐ環境保全推進事業
大分県漁業協同組合臼杵支店
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
209 森と海をつなぐ環境保全推進事業
杵築市まちピカ運動推進委員会
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
210 森と海をつなぐ環境保全推進事業
地縁団体 梶ヶ浜区
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
NPO法人国東市手と手とまちづくり
211 森と海をつなぐ環境保全推進事業
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
たい
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
212 森と海をつなぐ環境保全推進事業
長洲アーバンデザイン会議
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
213 森と海をつなぐ環境保全推進事業
NPO法人水辺に遊ぶ会
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海岸に漂着した流木等について回収・撤去活動を行う
214 森と海をつなぐ環境保全推進事業
つな★ばんプロジェクト
NPO、自治会に対して、回収・撤去等の費用を上限３０万
補助金
円で補助するもの。
海ごみ被害の現状や発生抑制の必要性等を伝える学習
215 海岸漂着物地域対策推進事業
NPO法人水辺に遊ぶ会
委託
用冊子の作成委託
216 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関
NPO法人いのちきサポート
協議会
人権啓発マンガ冊子「りんごの色」増
217
増刷版に県内での活動団体として掲載
事業協力 APU Colors
刷
ＮＰＯ法人等が主体的に取り組む人権啓発、相談、人権
218 ＮＰＯ法人等人権相談活動支援事業
NPOえばの会
補助金
擁護に関する事業に補助するもの。
198 青少年育成県民運動推進事業
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委託・補助額
（千円）

担当窓口

136 私学振興・青少年課
165 私学振興・青少年課
1,000 私学振興・青少年課
39,174 私学振興・青少年課
10 食品・生活衛生課
9 食品・生活衛生課
10 食品・生活衛生課
10 食品・生活衛生課
- 環境保全課
300 循環社会推進課
275 循環社会推進課
129 循環社会推進課
271 循環社会推進課
276 循環社会推進課
300 循環社会推進課
300 循環社会推進課
201 循環社会推進課
300 循環社会推進課
- 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
100 人権・同和対策課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

219 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関
人権啓発マンガ冊子「りんごの色」増
220
増刷版に県内での活動団体として掲載
刷
221 県民講座
222
223
224
225
226
227

協議会

NPOえばの会

委託・補助額
担当窓口
（千円）
- 人権・同和対策課

事業協力

NPOえばの会

- 人権・同和対策課

形態

事業の概要

県民講座におけるパネルディスカッションに登壇

ヒューマンフェスタ２０１９おおいた
大分県隣保館連絡協議会事業費補助
大分県隣保館職員研修委託事業
ヒューマンフェスタ２０１９おおいた
おおいた人権相談ネットワーク協議会
おおいた人権相談ネットワーク協議会

ユニバーサルコーナーでボッチャ体験コーナーを運営
団体の運営費に対する補助
隣保館・集会所職員の研修会を委託
共催者として展示出展やステージ出演を実施
構成機関
構成機関
ＮＰＯ法人等が主体的に取り組む人権啓発、相談、人権
228 ＮＰＯ法人等人権相談活動支援事業
擁護に関する事業に補助するもの。
229 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関

事業協力
事業協力
補助金
委託
共催
協議会
協議会
補助金
協議会

230 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関

協議会

231 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関
人権啓発マンガ冊子「りんごの色」増
232
増刷版に県内での活動団体として掲載
刷
233 人権・同和対策推進員研修
講師依頼

協議会
事業協力

234 県民講座

県民講座におけるパネルディスカッションに登壇

事業協力

235 県民講座

県民講座における講演及びパネルディスカッションに登壇
ＮＰＯ法人等が主体的に取り組む人権啓発、相談、人権
擁護に関する事業に補助するもの。
構成機関
構成機関
構成機関
ユニバーサルコーナーで発達障がい相談ブースを運営
構成機関
構成機関
ＮＰＯ法人等が主体的に取り組む人権啓発、相談、人権
擁護に関する事業に補助するもの。
構成機関
精神疾患・メンタルヘルス不調者等への対応について学
ぶもの
防災士の養成・育成に関する研修会の開催や、自主防災
組織等が行う学習会及び避難訓練の支援を行う。
飼い主とペットの終活を考える、猫の飼育相談
猫の写真展・コンテスト
猫の里親募集等活動紹介

事業協力

236 ＮＰＯ法人等人権相談活動支援事業
237
238
239
240
241
242

おおいた人権相談ネットワーク協議会
おおいた人権相談ネットワーク協議会
おおいた人権相談ネットワーク協議会
ヒューマンフェスタ２０１９おおいた
おおいた人権相談ネットワーク協議会
おおいた人権相談ネットワーク協議会

243 ＮＰＯ法人等人権相談活動支援事業
244 おおいた人権相談ネットワーク協議会
245 こころをつなぐシンポジウム
自主防災組織活性化支援センター運
営委託事業
247 LOVE CAT 1DAYイベント
248 うちの猫！写真コンテスト
249 親子ふれあい動物フェスタ
246

事業協力

補助金
協議会
協議会
協議会
事業協力
協議会
協議会

協働の相手方

NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ
会
大分県ボッチャ協会
大分県隣保館連絡協議会
大分県隣保館連絡協議会
大分県隣保館連絡協議会
NPO法人大分ＤＡＲＣ
NPO法人心の支援センター
NPO法人しげまさ子ども食堂～げんき
広場～
NPO法人市民後見ささえあい
NPO法人成年後見・権利擁護大分ネッ
ト
SOGIE(ＬＧＢＴ)サポートチームココカ
ラ！
SOGIE(ＬＧＢＴ)サポートチームココカ
ラ！
SOGIE(ＬＧＢＴ)サポートチームココカ
ラ！
SOGIE(ＬＧＢＴ)サポートチームココカ
ラ！
Diveinnon
NPO法人地域ひとネット
NPO法人地域ひとネット
チャイルドラインおおいた
NPO法人共に生きる
NPO法人共に生きる
ぱすたの会
星の会（不登校を考える親の会）

111 人権・同和対策課
297
550
-

人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課

44 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
14 人権・同和対策課
28 人権・同和対策課
- 人権・同和対策課
100 人権・同和対策課
-

人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課
人権・同和対策課

補助金

NPO法人リラクセーション桜

100 人権・同和対策課

協議会

NPO法人リラクセーション桜

- 人権・同和対策課

後援

NPO法人リラクセーション桜

- 人権・同和対策課
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委託
共催
共催
共催

NPO法人大分県防災活動支援セン
ター
NPO法人ねこの糸
NPO法人ねこの糸
NPO法人ねこの糸

21,853 防災対策企画課
おおいた動物愛護セン
ター
おおいた動物愛護セン
ター
おおいた動物愛護セン
ター

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

協働の相手方

クリエイティブの力で新しい価値を創造していく「クリエイ
ティブ産業」の創出を図るため、企業等とクリエイターなど
250 クリエイティブ産業創出事業
との融合の場づくりを行うとともに、企業からのクリエイ
提案公募委託 NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ
ティブ活用に関する相談に応じ、高付加価値な商品・サー
ビスの創出や、新規マーケットの開拓等につなげる。
（１）県内の環境関連企業を対象に、環境ビジネス支援セ
ミナーを開催
NPO法人技術サポートネットワーク大
251 循環型環境産業創出事業
（２）（１）のセミナー参加者のうち、希望のあった企業へア
委託
分
ドバイザーを派遣し、各社のニーズに合わせた情報提供
や、業務改善のための技術指導を実施
県内中小製造業の若手技術者を対象に、ものづくり研修
NPO法人技術サポートネットワーク大
252 科学技術振興事業
事業協力
「大分ものづくり未来塾」を開催
分
(1) 発電事業者への啓発、広報
太陽光発電３Ｒ地域サポート体制構築 (2) 保守点検事業者の技術向上
ＮＰＯ法人大分県地球温暖化対策協
253
委託
事業
会
(3) 業界全体のレベルアップ及び事業後の有効活用・適
正処理に向けた体制づくり
エコエネルギー導入活動を行う団体に設備導入計画策定
NPO法人九州・自然エネルギー推進
254 県民共同発電所事業化支援事業
補助金
費等を補助
ネットワーク
大分県新エネルギービジョンの実現に向けた検討等を行
255 大分県新エネルギービジョン推進会議
NPO法人地域環境ネットワーク
参画
う
中小企業向けにＩＴ活用業務効率化セミナーを開催（委託
提案公募委託 NPO法人大分IT経営推進センター
事業）
大分県アプリケーション等開発人材育 実際にＩＴ関連の業務を行っているプロによるＩＴ人材育成
NPO法人おおいたWEBクリエイティブ
257
補助金
成支援事業
事業「おおいたクリエイティブアカデミー」の支援
ボックス
障がい者職業能力開発事業（パソコン
258
障がい者を対象とした、パソコン技能習得訓練
NPO法人障害者UP大分プロジェクト
委託
チャレンジ）
国東半島宇佐地域世界農業遺産PR及びくにさき七島藺
259 大分県農林水産祭
事業協力 くにさき七島藺振興会
表の製織デモンストレーション
世界農業遺産の認定の意義やその価値を学ぶとともに、
260 世界農業遺産モニターツアー
田染荘やため池散策など地域の魅力を体験するバスツ
事業協力 荘園の里推進委員会
アーを実施
世界農業遺産の認定の意義やその価値を学ぶとともに、
261 世界農業遺産モニターツアー
田染荘やため池散策など地域の魅力を体験するバスツ
事業協力 世界農業遺産旭日プロジェクト
アーを実施
国東半島宇佐地域世界農業遺産認定地域内の水田にお
262 ほ場生物多様性調査モデル事業
NPO法人おおいた有機農業研究会
委託
ける生物多様性評価測定を実施
GAP関連認証制度指導・検査業務委 大分県GAP認証制度における申請農場の現地検査や改
263
NPO法人おおいた有機農業研究会
委託
託
善指導の実施等
有機生産者、加工業者等出展、ステージイベント、ワーク
264 おおいたオーガニックフェスタ2-19
NPO法人おおいた有機農業研究会
共催
ショップ等
有機野菜広域出荷体制づくり支援事 県域での有機野菜生産者組織の設立業務、有機野菜の
265
NPO法人おおいた有機農業研究会
委託
業
経営資料の作成等
オーガニック・サポーターSNS情報発 オーガニック・サポーターのSNSによる情報発信のサポー
266
大分IT経営推進センター
委託
信事業
ト及び数値管理等
おんせん県おおいた味力おもてなし商 求評会や個別相談のアドバザーとして、また、コンクール
267 品求評会、個別相談対応及び認定審 の審査員として生産者に対して商品開発のアドバイスを
事業協力 NPO法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ
査会
行った。
256 業務効率化セミナー開催委託業務
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委託・補助額
（千円）

担当窓口

25,033 経営創造・金融課

934 工業振興課

1,497 工業振興課
2,856 工業振興課
190 新産業振興室
- 新産業振興室
1,905 先端技術挑戦室
3,000 先端技術挑戦室
2,510 雇用労働政策課
85 農林水産企画課
- 農林水産企画課
- 農林水産企画課
2,000 農林水産企画課
918 地域農業振興課
- 地域農業振興課
963 地域農業振興課
1,320 地域農業振興課
42 新規就業・経営体支援課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

協働の相手方

大分県が主催する新規就農相談会において、有機農業
研究会の相談ブースを設け、有機農業で就農を希望する
事業協力 NPO法人おおいた有機農業研究会
相談者に対して、就農相談を行った。
子供たちが花に触れ花の美しさ、潤いのある心を育て、花
269 夢一輪運動
NPO法人夢一輪の会
協議会
と心のふるさとづくりをする。
森林づくりボランティア支援センター事 森林ボランティア情報の収集・発信、ボランティア団体に
NPO法人グリーンインストラクターおお
270
委託
業
対する安全研修会等を行う。
いた
子ども達を対象とした森林環境学習活動に「森の先生」を
NPO法人グリーンインストラクターおお
271 森の先生派遣事業
委託
派遣する。併せて、教育関係者に研修会を開催する。
いた
・津久見市、中津市、日田市をモデル地区として、土砂災
・土砂災害避難促進アクションプログラ 害からの避難を促進するための防災講座やマップ作成等
272 ム
を行う。
NPO法人大分県砂防ボランティア協会
委託
・親子ふれあい砂防教室 等
・別府市立境川小学校に対し、土砂災害等に関する授業
及び現場見学を行う。
自然体験（自然観察会・キノコのコマ打ち体験等）や環境
学習（水生生物の学習会・バードウォッチング等）、里山保
273 里山利活用推進事業
全活動（オオイタサンショウウオ保護池の清掃）を全４回 提案公募委託 NPO法人大分環境カウンセラー
行った。（一般財団法人日本造園修景協会大分県支部と
共同実施）
274 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
ＮＰＯと協働した砂防啓発活動
NPO法人大分県砂防ボランティア協会
共催
小学校・自治会と協同した春木川の清掃活動を通じた河
275 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
事業協力 春木自治会
川環境教育
小学校・自治会と協同した春木川の清掃活動を通じた河
276 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
事業協力 春木小学校
川環境教育
277 クリーンロード支援事業
国道500号における美化活動（花植え）
NPO法人わらべ
補助金
湯布院の田園地帯を流れる宮川で大量繁茂している外来
地域との連携による宮川再生・活性化
278
豊かな水環境創出ゆふいん会議
水草（オオセキショウモ）を駆除することで、宮川の水環境
委託
事業
の再生及び湯布院観光の活性化を図る。
279 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
県管理河川堤防の草刈り及び清掃活動の支援
柴北川を愛する会
共催
280 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
県管理河川堤防の草刈り及び清掃活動の支援
玉田川を愛する会
共催
281 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
県管理河川堤防の草刈り及び清掃活動の支援
三重川を守る会
共催
地元住民と協働した県道玖珠山国線沿線上の交通支障
282 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
古後地区道路委員会
共催
木の撤去作業
地元住民と協働した県道菅原山浦線沿線上の交通支障
283 土木未来（ときめき）チャレンジ事業
山浦地区
共催
木の撤去作業
車椅子利用者や介護者に社会実験中の横断歩道を通行
安心院支所前の交差点におけるラウ してもらい、歩道と車道の段差、車との距離感や移動の困
284
意見交換 NPO法人自立支援センターおおいた
ンドアバウト社会実験
難さなど、車椅子を利用してみないと分からないことなど
について、具体的な意見を頂いた
大南地区の竹林整備、整備した里山林を活用した自然環
285 森林づくり提案事業
NPO法人碧い海の会
補助金
境教育等を実施。
大分市横尾地区の里山林整備や、ビオトープを活用した
286 森林づくり提案事業
うーたの会
補助金
自然観察会等を実施。
287 森林づくり提案事業
地元ボランティアにより植樹された桜の保育活動
永慶寺山登83戸組合
補助金
大分市河原内の里山林を整備し、幼児を対象とした里山
288 森林づくり提案事業
河原内自然環境保全くらぶ
補助金
体験活動を実施。
289 小規模集落支援事業費補助金
特産品開発・製造の機械導入
大津留まちづくり協議会
補助金
268

おんせん県おおいた就農応援フェア
（大分会場）
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委託・補助額
（千円）

担当窓口

- 新規就業・経営体支援課
2,466 園芸振興課
2,740 森との共生推進室
5,198 森との共生推進室

1,301 砂防課

1,900 公園・生活排水課
94 別府土木事務所
- 別府土木事務所
40 別府土木事務所
100 別府土木事務所
2,000 大分土木事務所
55 豊後大野土木事務所
25 豊後大野土木事務所
33 豊後大野土木事務所
37 玖珠土木事務所
35 玖珠土木事務所
- 宇佐土木事務所
485 中部振興局
152 中部振興局
339 中部振興局
500 中部振興局
2,243 中部振興局

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

290
291

事業名
地域活力づくり地域創生事業費補助
金
地域活力づくり地域創生事業費補助
金
ネットワーク・コミュニティ推進モデル委
託事業
森林づくり提案事業
森林づくり提案事業
小規模集落等支援事業費補助金

委託・補助額
（千円）

事業の概要

形態

タイ王国総領事館との共催により中心市街地でイベントを
開催。県民にタイ王国の文化を感じてもらうとともに商店
街等との連携により回遊性向上や来店客増加にも貢献で
きた。

補助金

NPO法人Ｓａ-Na・エンタープライズ

イルミネーションフェスティバルで使用する備品購入

補助金

上浦・深江振興協議会

1,205 中部振興局

協働の相手方

担当窓口

800 中部振興局

ワークショップ開催、谷地域見守り隊、小学校との連携事
業の実施、地域ビジョン策定
樅の木山登山道の整備、登山イベントの開催
妙音山森林公園の整備
加工所及び販売所の備品購入に補助
白浜海岸整備やオルレコースのベンチ等の備品購入に補
助

委託

谷まちづくり設立準備会

1,446 中部振興局

補助金
補助金
補助金

もみの木のぼろう会
妙音山を守る会
西上浦地域振興協議会

250 中部振興局
500 中部振興局
1,511 南部振興局

補助金

佐伯市大入島地域創生支援協議会

1,866 南部振興局

297 小規模集落等支援事業費補助金

販促備品の購入に補助

補助金

298 小規模集落等支援事業費補助金
299 小規模集落等支援事業費補助金
大分県地域活力づくり地域創生事業
300
費補助金
301 県民ボランティアによる森林づくり事業

耕作地整備や花・野菜苗購入に補助
衣装や太鼓購入に補助

補助金
補助金

宇目農林産物生産組合研究会ひよこ
の会
にいなめファーム推進協議会
志賀流上津小野獅子保存会

牡蠣養殖に必要な機材購入に補助

補助金

佐伯市シングルシード養殖協議会

補助金

なつきくらぶ
あかい屋根の郷（旧南小学校跡地利
用推進協議会）

292
293
294
295

296 小規模集落等支援事業費補助金

森林環境教育、ボランティアによる森林整備を実施
都市部住民や市内小学生を対象とした里山体験（炭焼
302 森林づくり提案事業
き、駒打ち、椎茸収穫、竹飯炊飯等）を実施する。
グリーンツーリズム宿泊施設環境整備 外国人客が快適に宿泊できる環境整備の一環として、宿
303
事業
泊所の案内表示の多言語化とタブレットの設置を実施。
供達を対象に自然素材を使った遊びや森林体験活動等
304 森林づくり提案事業
を実施するとともに、地元住民との交流を通じ、環境保
全・地域学を学んでもらう。
305 森林づくり提案事業
しだれ桜の植栽
スギ伐採跡地において、地域住民と協働して雑木等を伐
306 森林づくり提案事業
採し、モミジ･ヤマボウシ・シャクナゲ等を植栽し、渓谷周
辺の緑化を行う。
307 森林づくり提案事業
尺間山の登山道整備（植栽・下草刈り等）
集会所のバリアフリー改修
308 小規模集落等支援事業費補助金
（トイレ簡易水洗化）
集会所のトイレ改修（簡易水洗化）及び玄関のバリアフ
309 小規模集落等支援事業費補助金
リー工事
集会所のバリアフリー改修
310 小規模集落等支援事業費補助金
（トイレ簡易水洗化）
311 小規模集落等支援事業費補助金
公民館の屋外進入路改修及び玄関バリアフリー工事
312 小規模集落支援事業
外部コーディネーターの導入、住民アンケート調査等
313

豊肥地域ソフトクリームイベント実行委
ソフトクリームスタンプラリーの実施
員会

314 瀧廉太郎生誕140年記念事業

ピアノ講演、展示イベント

補助金

396 南部振興局
4,544 南部振興局
469 南部振興局
19,744 南部振興局
500 南部振興局
293 豊肥振興局

補助金

来ちょくれ竹田研究会

補助金

NPO法人里山竹保全活用百人会

130 豊肥振興局

補助金

NPO法人しだれの里を創る会

500 豊肥振興局

補助金

神角寺渓谷緑化推進会

203 豊肥振興局

補助金

森の文化を伝える会

188 豊肥振興局

補助金

九重野小川自治会

829 豊肥振興局

補助金

岩瀬自治会

548 豊肥振興局

補助金

橋宇津自治会

731 豊肥振興局

補助金
委託

塩手自治会
明治地区組織見直し検討委員会

補助金

豊肥地域ソフトクリームイベント実行委
員会

418 豊肥振興局

補助金

瀧廉太郎生誕140年記念事業実行委
員会

572 豊肥振興局
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87 豊肥振興局

2,750 豊肥振興局
1,445 豊肥振興局

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

全国あきんどサミット竹田大会開催事
業
Googleマップを活用した長湯地域活性
316
化事業
小規模集落等支援事業（日田市大鶴
317
地区）
315

委託・補助額
（千円）

形態

協働の相手方

あきんどサミット開催予定であったが、新型コロナウイル
スの影響により実施を取り止め

補助金

全国あきんどサミット竹田大会実行委
員会

30 豊肥振興局

Googleマップ活用講座の開催

補助金

長湯温泉飲食組合

77 豊肥振興局

補助金

大鶴まちづくり協議会

687 西部振興局

補助金

（一財）中津江村地球財団→200海里
の森づくり実行委員会

500 西部振興局

補助金

野倉地区活性化協議会

補助金

NPO法人初島森林植物園ネットワーク

193 西部振興局

補助金

豊後自然塾

360 西部振興局

補助金

大山ダム水源地域上下流交流事業実
行委員会

170 西部振興局

事業の概要

地域住民の困りごとを解決する生活サポート組織の活動
に使用する車両を整備
水源地域の森林の大切さを周知し、森林整備に対する意
318 森林づくり提案事業
識の高揚を図るため、筑後川上流の森づくりを下流域住
民と共に行っている。
地域の里山環境を今後も持続していくため、地域農産品
小規模集落等支援事業（九重町【野
319
を加工するための備品整備や、里山環境を体験してもらう
倉・田尻・竜門・中須・後辻地区】）
ためのワークショップ等を実施。
森林・林業に関心のある人、農林業に従事している人、自
320 森林づくり提案事業
然や植物を愛する人たちを対象に自然林の保護や広葉
樹林の造成、森林教室などに取り組んでいる。
自然体験の少ない子供達を対象に、森林体験活動や森
321 森林づくり提案事業
林環境保全学習を実施している。
下流地域の住民ボランティアによる育林活動を行い水源
322 森林づくり提案事業
の涵養に努める。
ネットワーク・コミュニティ推進モデル委 前津江町において、空き家調査、防災調査、移住お試し
323
託事業
体験を実施
子どもたちを対象に、木育による体験活動などを通じて、
324 森林づくり提案事業
人々の生活や環境、森と海・川との関係について学ぶ学
習会を開催する。
里山林の整備や、地域の小中学生に対する森林環境教
325 森林づくり提案事業
育を行う。
山国川流域に山桜・もみじ・銀杏・ケヤキ等を植栽し、「新
326 森林づくり提案事業
中津市」を日本有数の桜ともみじの里(名所)として創造す
る。
森林体験学習（クヌギの植栽、保育作業）、防災学習、源
327 森林づくり提案事業
流森林体験活動、干潟の体験活動等を実施。
北九州市をはじめ４市５町の地域住民参加による植樹等
328 森林づくり提案事業
の活動を行い、森林が持つ公益的機能について理解して
いただく。
皮むき間伐、森林づくりに関するワークショップの開催、
329 森林づくり提案事業
チェーンソーを使用した伐採研修を行った。
330 河川清掃活動
北川水系の河川清掃
河川美化活動
331
大野川水系での環境意識啓発活動、河川清掃、植栽 等
環境学習 他
河川美化活動
332
大野川水系での環境意識啓発活動、河川清掃、植栽 等
環境学習 他
不登校の子どものための高校進学セミ
333
高校進学相談
ナー
教育機会確保法について様々な立場で意見を交わし、子
334 不登校シンポジウム
どもの社会的自立を考える。
地域がHOKORIひろがる子どもプレゼ 問題に対して能動的にかかわり、解決しようとする姿勢や
335
ンテーション
スキルを子どもたちと考え表現する機会をつくる
石井志昇さんに聞く
不登校やひきこもりをする子どもの理解を深め、社会的自
336
不登校・ひきここもりの世界
立のための支援の在り方を研修

委託

ＮＰＯ法人リエラ

担当窓口

2,404 西部振興局

1,998 西部振興局

補助金

宇佐市の森と海の共生を推進する
会

298 北部振興局

補助金

下毛の里自伐型林業研究会

482 北部振興局

補助金

中津･桜ともみじの会実行委員会

500 北部振興局

補助金

三郷小学校みどりの少年団

157 北部振興局

補助金

「耶馬の森林」育成協議会

229 北部振興局

補助金

きこり組みんなあつまれ～

231 北部振興局

補助金

NPO法人宇目まちづくり協議会

410 企業局

補助金

柴北川を愛する会

136 企業局

補助金

稲葉川を豊かできれいにする会

16 / 20 ページ

67 企業局

後援

星の会

- 学校安全･安心支援課

後援

星の会

- 学校安全･安心支援課

後援

NPOしげまさ子ども食堂-げんき食堂-

- 学校安全･安心支援課

後援

星の会

- 学校安全･安心支援課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

形態

事業の概要

リトミックを正しく理解した幼児教育のエキスパートの輩出
を目的とした講習
小学生に花にを選んでもらい感想文やｽｹｯﾁをしてもらい
子どもの未来に夢を託す・夢一輪運動
感動の心を育む土壌をつくる
第2回全国小中学生書道チャンピオン
書道大会決勝大会
大会
リトミックの有効性を体験し学び知ることを目的とした指導
リトミック春季特別講習会
法実習
親子謎解きウォーキング
市内の公園などで開催する親子謎解きウォークイベント
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
地域スポーツ活性化推進
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
地域スポーツ活性化推進
トにおける参加者へのプログラム指導
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
地域スポーツ活性化推進
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
県立学校の体育施設を一般県民のスポーツ活動に供す
県立学校体育施設開放事業
るに当たり必要な事務を地域団体に委託するもの
総合型地域スポーツクラブ『クラブマネ クラブ経営に携わる高度な知識を持った人材育成のため
ジャー養成講習会』
の講習会における会場・講師の提供
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
地域スポーツ活性化推進
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
地域スポーツ活性化推進
トにおける参加者へのプログラム指導
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

担当窓口

337 リトミック夏季特別講習会

後援

NPO法人リトミック研究センター

338

後援

NPO法人夢一輪の会

3,184 義務教育課

後援

NPO法人大分県書写書道指導者連合
会

5,435 義務教育課

後援

NPO法人リトミック研究センター

後援

NPOネオギャラクシー

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

75 義務教育課

71 義務教育課
1,255 義務教育課

意見交換

NPO法人エンジョイつくみ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人エンジョイつくみ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人エンジョイつくみ

10 体育保健課

事業協力

NPO法人ＯＫＹさわやかスポーツクラブ

- 体育保健課

意見交換

NPO法人ＯＫＹさわやかスポーツクラブ

- 体育保健課

意見交換

NPO法人おおみちふれあいクラブ

- 体育保健課

委託

NPO法人おおみちふれあいクラブ

440 体育保健課

事業協力

NPO法人賀来衆倶楽部

100 体育保健課

意見交換

NPO法人賀来衆倶楽部

- 体育保健課

事業協力

NPO法人賀来衆倶楽部

- 体育保健課

意見交換

NPO法人川添なのはなクラブ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人川添なのはなクラブ

10 体育保健課

意見交換

NPO法人滝尾百穴クラブ

- 体育保健課

意見交換

NPO法人七瀬の里Ｎクラブ

- 体育保健課
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令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

356 地域スポーツ活性化推進
357 地域スポーツ活性化推進
358

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

359 地域スポーツ活性化推進
360 地域スポーツ活性化推進
361

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

362 働く世代のスポーツ環境創出事業
363

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

364

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

365

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

366

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

367

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

368

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

369

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

370

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

371 県立学校体育施設開放事業
372

総合型地域スポーツクラブの未来を考
える研究会

形態

事業の概要
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
トにおける参加者への総合型クラブの紹介・プログラム指
導
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
トにおける参加者へのプログラム指導
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
スポーツ実施率の低い働く世代に対し魅力ある運動プロ
グラムを提供し実施率の向上を図る
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する
県立学校の体育施設を一般県民のスポーツ活動に供す
るに当たり必要な事務を地域団体に委託するもの
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
討する

協働の相手方

委託・補助額
（千円）

担当窓口

事業協力

NPO法人七瀬の里Ｎクラブ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人七瀬の里Ｎクラブ

14 体育保健課

意見交換

NPO法人MAKK笑人クラブ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人MAKK笑人クラブ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人MAKK笑人クラブ

20 体育保健課

意見交換

NPO法人わいわい夢クラブ

- 体育保健課

事業協力

NPO法人わいわい夢クラブ

65 体育保健課

意見交換

NPO法人朝地フレンドクラブ

- 体育保健課

意見交換

ＯＺＡＩ元気クラブ

- 体育保健課

意見交換

スポーツクラブＨＡＳＡＭＡ

- 体育保健課

総合型クラブおおいたネットワーク

- 体育保健課

意見交換

竹田スポーツ・レクリエーションクラブ

- 体育保健課

意見交換

西の台あいあい倶楽部

- 体育保健課

意見交換

にこしんクラブ

- 体育保健課

意見交換

判田すこやか倶楽部

- 体育保健課

共催

委託
意見交換
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ひしのみクラブ
日出町総合型地域スポーツクラブひま
わりのたね

27 体育保健課
- 体育保健課

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

スポーツ実施率の低い働く世代に対し魅力ある運動プロ
グラムを提供し実施率の向上を図る
一般県民を対象とした体力・運動能力測定を実施し、健康
374 地域スポーツ活性化推進
課題改善に向け、総合型クラブが実施する運動プログラ
ムとマッチングする。
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
375 地域スポーツ活性化推進
トにおける参加者への体力分析・運動処方
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
376
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
377
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
378
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
373 働く世代のスポーツ環境創出事業

379 地域スポーツ活性化推進

スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
トにおける参加者への総合型クラブ紹介

『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
381
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
380

382 県立学校体育施設開放事業

『登録・認証制度』の導入を見据え、総合型クラブの設立
総合型地域スポーツクラブの未来を考
意義、設立後の成果・課題を検証し、今後の方向性を検
える研究会
討する
スポーツ実施率向上に向けたスポーツ医科学活用イベン
384 地域スポーツ活性化推進
トにおける参加者への総合型クラブ紹介
スポーツ実施率向上に向けた総合型クラブにおける魅力
385 スクエアステップ指導者養成講習会
あるプログラム提供の一環としての指導者養成講習会
スポーツ実施率向上に向けた総合型クラブにおける魅力
386 スクエアステップ指導者養成講習会
あるプログラム提供の一環としての指導者養成講習会
387 中学校部活動との連携
388
389
390
391
392
393

おはなし会
おはなし会
県民読書活動推進事業
県民読書活動推進事業
おはなし会
おはなし会

394 政策検討協議会

協働の相手方

事業協力

日出町総合型地域スポーツクラブひま
わりのたね

65 体育保健課

事業協力

ヘルス・フィットネス・フォーラム

96 体育保健課

事業協力

ヘルス・フィットネス・フォーラム

54 体育保健課

意見交換

みえスポーツクラブ

- 体育保健課

意見交換

みことスマイルインクラブ

- 体育保健課

意見交換

みんなの明治クラブ

- 体育保健課

事業協力

みんなの明治クラブ

4 体育保健課

意見交換

明ゆうクラブ

- 体育保健課

意見交換

わさだ夢クラブ

- 体育保健課

委託

わさだ夢クラブ

151 体育保健課

県立学校の体育施設を一般県民のスポーツ活動に供す
るに当たり必要な事務を地域団体に委託するもの

383

担当窓口

意見交換

東稙田クローバークラブ

- 体育保健課

事業協力

東稙田クローバークラブ

4 体育保健課

委託

NPO法人スクエアステップ協会

1,204 体育保健課

委託

NPO法人スクエアステップ協会

1,543 体育保健課

委託

わっしょいＵＳＡクラブ

407 体育保健課

事業協力
事業協力
事業協力
事業協力
事業協力
事業協力

おおいた語りべの会
大分子どもの本研究会
紙芝居文化の会おおいた
児童文学と科学読物の会
ストーリーテリングの会
小さい波子どもの本読書会

337
337
-

意見交換

大分県難病・疾病団体協議会

生徒にとって望ましいスポーツ環境の構築に向けた中学
校と総合型地域スポーツクラブとの連携のあり方に関する
調査を行う。
県立図書館における定例おはなし会での読み聞かせ等
県立図書館における定例おはなし会での読み聞かせ等
読書週間行事「紙芝居のひろば」
読書週間行事「科学遊びのひろば」
県立図書館における定例おはなし会での読み聞かせ等
県立図書館における定例おはなし会での読み聞かせ等
「人生会議」に係る議員提案条例の制定に関する意見交
換

委託・補助額
（千円）

形態

事業の概要
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県立図書館
県立図書館
県立図書館
県立図書館
県立図書館
県立図書館

- 議会事務局

令和元年度県とＮＰＯとの協働施策一覧
No.

事業名

395 出前県議会
396 福祉保健生活環境委員会

形態

協働の相手方

意見交換
意見交換

別府八湯温泉道名人会
レインボーネットワークおおいた
おおいた障がい者芸術文化支援セン
ター
学生サイバー防犯ボランティア「めじろ
んおおいた見守り隊」

事業の概要

地域振興について意見聴取
性的少数者の現状及び支援施策について意見聴取
おおいた障がい者芸術文化支援センターの取組と今後の
397 福祉保健生活環境委員会
展望について意見聴取
サイバー防犯ボランティア活動支援事 サイバー防犯ボランティアに必要な知識の修得、広報活
398
業
動機会の紹介等により、活動の活性化を支援

意見交換
事業協力

委託・補助額
担当窓口
（千円）
- 議会事務局
- 議会事務局
- 議会事務局
- 警察本部

委託

66件

217,871

提案公募委託

30件

42,136

補助金

96件

98,494

後援

23件

10,020

協議会

32件

102,466

共催

17件

647

参画

29件

0

アダプト

0件

0

事業協力

75件

3,686

意見交換

30件

0

施設提供
指定管理

0件
0件
398件

0
0
475,320
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