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平成２１年度	 事業報告	 

2009 年 4 月 1 日～2010 年 3 月 31 日	 

特定非営利活動法人	 あおもり NPO サポートセンター	 

１.あおもり NPO プラットフォーム構想の具体化	 

	 ＊「あおもりＮＰＯプラットフォーム構想」は、東奥日報社・プランニングネットワーク東北・あおもりＮ

ＰＯサポートセンターが中心となり、県内外の市民活動団体と緩やかなネットワークを構築し、情報の共有を

行うとともに、事業の協力を行ないながら、自立した市民社会を構築することを目指しています。 
（1）	 青森市新町奈良屋ビル２階及び旧王余魚沢小学校の「あおもり NPO プラットフォーム」の活動ス

ペースを以下の NPO 法人及び団体の事務所に提供しました。	 

・ NPO 法人	 生涯楽習ネットあおもり	 

・ あおもり藍工房	 

・ （有）ＮＰＯ	 

・ am	 COLLABORATION	 

・ 素雪書院	 

・ 青森県ふるさとづくりプラットホーム機構	 

・ ういむい未来の里協議会	 

・ 合同会社 teco	 LLC	 

・ 鈴木正治と「わ」の会	 

（2）	 「あおもり NPO プラットフォーム」の活動に以下の NPO 法人及び団体が参加しました。	 

・ NPO 法人	 IT 支援ネットあおもり	 

・ NPO 法人	 青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構	 

・ NPO 法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる	 

・ NPO 法人ＩＴ事業センターはちのへ	 

・ NPO 法人	 アート	 コア	 あおもり	 

・ NPO 法人	 アートＮＰＯリンク	 

・ NPO 法人	 青森県環境パートナーシップセンター	 

・ NPO 法人	 活き粋あさむし	 

・ NPO 法人	 SanNet 青森	 

・ NPO 法人	 おいでよあぶらかわ会	 

・ NPO 法人	 ふうあの会	 

・ NPO 法人	 ピアネット	 

・ NPO 法人	 ごしょがわら恵鈴会	 

・ NPO 法人	 NPO 推進青森会議	 

・ NPO 法人	 プロ・ワークス十和田	 

・ NPO 法人	 harappa	 	 

・ NPO 法人	 レスパイトハウス	 WA	 

・ NPO 法人	 アニマルサポート青森	 

・ NPO 法人	 青森県日本文化を伝承する会	 
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・ NPO 法人	 あおもり男女共同参画をすすめる会	 

・ NPO 法人	 夢アジア	 

・ NPO 法人	 ＮＰＯサポートセンター	 

・ NPO 法人	 日本ＮＰＯセンター	 

・ 会計基準制定協議会	 

・ ＮＰＯ＆ＮＧＯ連絡協議会	 

・ ＮＰＯ政策いちば	 

・	 日専連ホールディングス	 

・	 どあどあラウンド	 

２.行政との協働	 

行政からの事業受託を通じて、行政との協働を進めました。	 

相手先	 事	 業	 名	 内	 容	 備	 考	 

厚生労働省	 地域貢献活動法人支援事業	 

地域貢献活動分野を新たな雇用

の場として開拓する事業。	 

8 月より開始し、実態把握アンケ

ートを行い、選定委員の協力を得

て、11 法人を選定。運営・会計・

ホームページ設置・相談支援を行

い 3 月末で 7 名の雇用を確保。5

月末では計 18 名の雇用を確保。	 

委託事業：厚生労働省	 

青森市	 稲わらひろい事業	 

稲わら焼き防止キャンペーン	 

11 月にサンネット青森及び青森

市役所職員の協力を得て実施。	 

青森朝日放送より、ＡＢＡグリー

ン賞奨励賞を受賞した。	 

委託事業：青森市	 

３.企業との協働	 

(1)	 (協)日専連ホールディングスとの協働による、クレジットカードでの買い物額の一定割合を指定した

NPO に寄付できる「NPO 応援団カード」の普及につとめました。	 

・ 登録 NPO：43 団体	 (青森県認証 NPO 法人 42，内閣府認証 0,ANPOS 団体会員 1)	 

・ カード成約者：695 人	 (10/3/31 現在)	 

・ ANPOS への寄付金 91,369 円（21 年度）	 

（2）昨年に引き続き、（株）鹿内組、青森市との協働による、横内に市民ファミリー農園を開園・運営してい

ます。今年度は 48 区画を提供いたしました。	 

（3）東北労働金庫との協働による、シニア＆団塊の世代等の地域デビュー応援プログラムとして「パートナ

ーシップ制度」に取り組みました。青森では 8法人が参加し、12 名のボランティア参加者があった。	 
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４.その他	 

4-1.普及啓発	 

県内２～３ヶ所で「ふるさと納税と資金調達」の講座を予定していましたが、今年度は出来ませんでした。	 

4-2.情報収集および発信	 

ホームページの運用を通じて、ANPOS からのお知らせや NPO 団体等のイベント情報、活動支援情報などを

発信しました。ホームページに Twitter を試験的に導入し「事務局長のつぶやき」を始めました。	 

4-3.NPO、一般社団法人設立・運営支援	 

NPO、一般社団法人の設立相談・運営相談を行いました。	 (ミッションとゴールの確定、事業計画の作成、

定款その他提出書類の作成、登記作業、事業運営などを支援)。	 

	 	 一般社団法人日々木の森設立支援	 

	 	 ＮＰＯ法人青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構設立支援	 

	 	 NPO 法人テイクオフみさわの運営支援	 

	 	 NPO 法人サンネット青森の運営支援	 

	 	 NPO 法人かなぎ元気倶楽部の運営支援	 

	 	 NPO 法人夢の運営支援	 

	 	 NPO 法人マンパワーの運営支援	 

	 	 抱民舎あうんの家の運営支援	 

	 	 合同会社 tecoLLC の運営支援	 

	 	 	 

	 	 団体及び個人	 	 	 	 	 	 	 1 ヶ月平均	 	 ２件	 

	 	 電話相談問い合わせ	 	 	 	 1 ヶ月平均３００件以上	 

	 	 郵便・FAX・DM	 	 	 	 	 	 	 1 ヶ月平均１５０件	 

	 

4-4.調査研究・政策提言	 

地域貢献活動支援事業の一環として、県内のＮＰＯ法人及び社会福祉法人４００団体のアンケート調査を

行いました。	 

4-5.その他の自主事業	 

 
事	 業	 名	 内	 容	 備	 考	 

インターンシップ事業	 県内の大学生のインターシップの受入

（青森県経営者協会との協働）	 

	 

ＮＰＯ農園運営	 青森市馬屋尻地区２１区画２２名参加	 	 

ＮＰＯリンゴ園	 五所川原市梅田のリンゴ園（３３本）を

無償で借り受け、市民リンゴ園として開

園。樹のオーナー20 名、果実のオーナー

15 名が参加しリンゴ園を共同で運営し

た。	 
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廃校活用プロジェクト

運営	 

世代間地域間交流事業	 	 

各種講座・コンサート・会食会等	 

	 

助成金事業：（財）むつ小

川原地域・産業振興財団	 

助成金事業：（財）青森県

市町村振興協会	 

助成事業：（財）文化・芸

術による福武地域振興財

団	 

ＩＴ元気講座	 市民団体・ＮＰＯを対象とした情報発信

等のパソコン講習会の実施。パソコンの

貸し出し等	 

	 

4-6.交流（含む講座・セミナーの企画運営、プログラムの提供、講師派遣）	 

	 	 「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとおし、他の団体との交流を図るとともに、県内外を問わず、	 

他団体及び企業との情報の交換を進めました。	 

・ＮＰＯ/ＮＧＯ連絡会議に参加しました。	 

・全国アートＮＰＯフォーラムに参加しました。	 

・アサヒアートフェスティバル 2009 の選考委員会及び検証委員会に参加し、委員を務めました。	 

・ＮＰＯ	 Ｄａｙで事例発表を行いました。	 

・会計基準策定協議会に協議委員として参加しました。	 

・ＮＰＯ政策いちばに運営団体として参加しました。	 

・国際子ども文化芸術交流実行委員会理事として韓国果川市清渓初等学校児童 10 名招聘のコーディネー	 

	 トを務めました。	 

	 	 ・青森県生涯学習審議会委員務めました。	 

	 	 ・青森県総合社会教育センター公民館職員研修講師を務めました。	 

・三沢市「まち・きらきらセミナー」6月～12 月まで毎月 1回講師を務めました。	 

・セミナー・ハンサムーマン主催「ようこそつながれっとサロン」7月～翌年 2月まで	 月 1回セミナー	 

	 主宰しました。	 

・特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会市民活動支援委員会・青森県ソーシャルワーカー協会	 

	 主催「第 3回ソーシャルワークセミナー」10 月開催に協力いたしました。	 

・国立女性教育会館ワークショップ参加	 

・国立女性教育会館ワークショップ学習交流会で講師を務めました。	 

	 	 ・第 28 回地域づくり団体全国研修交流会竿森大会実行委員弘前分科会を担当いたしました。	 

4-7.総務関係	 

(1) 2010 年 4 月 30 日現在の会員数は以下の通りです。会員のプライバシーを守るために、名簿の管理を厳重

に行いました。	 

・ 正会員…個人 33 人，団体 5団体	 ・準会員…個人 4人	 	 

(2) 定例総会を開催しました	 (6/26)。	 

(3) 理事会を 2回開催しました	 (5/20、6/26)。	 
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4-8.会計関係	 

	 (1)会計処理を容易かつ迅速に行うため、コンピュータ処理を行いました。	 

	 (2)経理の透明性を図り円滑に事業を行うために、事業会計については各事業の会計担当を決め、処理を行	 

	 	 いました。	 


