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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）青森市安方やまげんビル２階及び青森市新町和田ビル２階と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。

●あおもり藍工房

● NPO 推進青森会議

●プランニングネットワーク東北

●青森市市民生活部市民協働推進課

●地域センターあおもり

●（有）ＮＰＯ

●素雪書院

●青森県ふるさとづくりプラットホーム機構

●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

●青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構

●弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる

●ＩＴ事業センターはちのへ

●アートコアあおもり

●アートＮＰＯリンク

●青森県環境パートナーシップセンター

●活き粋あさむし

● SanNet 青森

●おいでよあぶらかわ会

●ふうあの会

●ピアネット

●ごしょがわら恵鈴会

● NPO 推進青森会議

●プロ・ワークス十和田

● harappa 

●レスパイトハウス WA

●アニマルサポート青森

●青森県日本文化を伝承する会

●あおもり男女共同参画をすすめる会

●どあどあラウンド

●循環型社会創造ネットワーク CROSS

●十和田 NPO 子どもセンター・ハピたの

●子どもネットワーク・すてっぷ

●むつ下北子育て支援ネットワークひろば

●夢

●あおもりラジオくらぶ

●ＮＰＯサポートセンター

●日本ＮＰＯセンター

●シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

団体、企業

●会計基準制定協議会

●ＮＰＯ＆ＮＧＯ連絡協議会

●日専連ホールディングス

平成２３年度事業報告
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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。

一般財団法人設立における寄付募集チラシ

コミュニティカフェ

(森と廃校活用によるモデルコミュニティビ
ジネス実証事業業務 )

（あおもり新しい公共支援事業委託業務）

相手先 事　業　名 内　容 備　考

青森県 東青地域未来づくり人財育成事業
地域づくりを中核的に担う人財、起業
化意欲にあふれた人財の育成を目指し
ました。

委託事業：青森県

青森県
森と廃校活用によるモデルコミュ
ニティビジネス実証事業業務

旧王余魚沢小学校を中心にコミュニ
ティカフェ・ショップの開設運営及び
森林を活用した公園の整備運営を行い
ました。

委託事業：青森県

青森県
平成２３年度あおもり新しい公共
支援事業運営委員会運営等事業

新しい公共支援事業を円滑に行うため
に設置された運営委員会の運営等業務
を行いました。

委託事業：青森県

青森県
平成２３年度あおもり新しい公共
支援事業委託業務

新しい公共支援事業委託業務として、
NPO 等の活動基盤のための支援事業、
寄付募集支援事業、融資利用円滑化の
ための支援事業を行いました。

委託事業：青森県

青森県
復興支援コミュニティビジネスモ
デル事業業務

東日本大震災の影響による失業者を新
たに雇用し、コミュニティビジネスの
支援を実施できる人財の育成を目的に
被災地調査、ビジネスモデルの企画及
び準備等を行いました。

委託事業：青森県

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しました。

委託事業：青森市
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平成２３年度 事業報告

あおもり NPO サポートセンターの活動がメディアに取り上げられました。

読売新聞　2011 年 10 月 16 日

毎日新聞　2012 年 1月 31 日

日本経済新聞（東北版）　2012 年 1月 11 日

陸奥新報　2012 年 12 月 5日

毎日新聞 2012年1月31日（火曜日） 朝刊 
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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 

　　カード成約者：737 人 (12/3/31 現在 )

　　ANPOS への寄付金 98,967 円

（2）昨年に引き続き、株式会社鹿内組、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、36 名のボランティアが参加しました。

3

陸奥新報　2012 年 12 月 5日
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その他 NPO 法人会計基準及び認定 NPO 法人制度の普及講習会を行いました。

URL:http://www.a-nponet.jp/ トップページ

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。また、Facebook と Twitter の利用も進めました。

4 ４−１　普及啓発

４−２　情報収集および発信
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東日本大震災の支援金や情報発信等の後方支援に努めました。

NPO 法人会計基準協議会に参加し、NPO 法人会計基準の普及に参加しました。

「新しい公共支援事業」について、全国の支援センターとともに事業の詳細やガイドラインに関する意見

交換を内閣府と行い事業に反映させました。

NPO/NGO 連絡会議に参加し、昨年 6 月の NPO 法の改正及び税制改革に貢献しました。

知事トークを通し、青森県財務規約の運用の一部を改正させ、NPO 法人の契約保証金を免除できるよう

にしました。

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しました。

運営相談

●一般社団法人日々木の森運営支援

● NPO 法人青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構運営支援

● NPO 法人サンネット青森の運営支援

　　団体及び個人　　　　　　　1 ヶ月平均         2 件以上

　　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

　　メール　　　　　　　　　　1 ヶ月平均 1,000 件以上

４− 3　NPO、一般社団法人設立・運営

４− 4　調査研究・政策提言

４− 5　その他の自主事業

事　業　名 内　容 備　考
人材育成事業 ３月より、人材育成事業として基金訓練事業及び社会

的地域課題解決に取り組む NPO 活動理解のための人
材育成を行いました。

ＮＰＯ農園運営 青森市馬屋尻地区２１区画２２名が参加しました。

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
しました。

廃校活用プロジェクト運営 ９ 月 １ ０ 日 か ら ２ ０ 日 ま で、 か れ い ざ わ ア ー ト
ICHIBA を開催し、りんご箱市場、カレー大会、カフェ、
アート作品の展示、演劇等、廃校活用の実証実験に取
り組み 1,600 名以上の方が来場しました。また、一昨
年、昨年に引き続き、全国藍工房展を行い、800 名を
超える方々が来場しました。

助成事業：公益財団
法人文化・芸術によ
る 福 武 地 域 振 興 財
団、財団法人アサヒ
ビール芸術文化財団

第４回全国藍染め工房展のDM

りんご箱市場の様子
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以下の事業、セミナーに講師として参加しました。

●東青地域づくり人材育成事業

●基金訓練　新しい公共担い手育成講座

●八戸鴎盟大学「市民参加のまちづくり活動の事例と実際について」

●八戸市市民活動サポートセンター「平成 23 年度ＮＰＯ入門講座（基礎編）」

●三戸町子育て支援団体ゆりかご主催「ＮＰＯとは」

●青森県社会教育センター主催「家庭教育次世代応援セミナー」　

●青森県環境生活部青少年・男女共同参画課主催「組織・活動の活性化」

●八戸市・はちのへ男女共同参画推進ネットワーク主催

●黒石人材育成塾主催「学ぶ力、行動する力」

●青森県社会福祉協議会主催「企業とＮＰＯの協働推進セミナー」　

　「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。

以下の事業、団体に参加しました。

● NPO/NGO に関する税・法人制度改革連絡会

●全国アートＮＰＯフォーラム

●アサヒアートフェスティバル 2011

●社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワーク

●全国 NPO 法人 CEO 会議

●会計基準策定協議会に協議委員

●弘前市市民参加型まちづくり１％システム審査委員会委員

●あおもり新しい公共支援事業運営委員会委員

●社会福祉法人抱民舎理事長

●弘前市社会福祉協議会理事

●日本ソーシャルワーカー協会理事

●ＮＰＯ法人青森県男女共同参画研究所理事

●弘南鉄道大鰐線活性化推進事業実行委員会委員

●青森県総合計画審議会委員会委員

●あおもりコミュニティビジネス表彰審査委員会委員　

●復興支援

１．盛岡市立中央公民館「絵本プロジェクトいわて」と被災された八戸保育園をつなぐ　

２．遠野まごころネットへ弘前実業高校生制作の枕を 2 回配達　

３．兵庫県立人と自然の博物館ひとはくキャラバンと八戸児童科学館をつなぐ

４．郡山市「おだがいさまセンター」へ弘前公園のさくらの枝を配達

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）
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(1)2012 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３５人、準会員…個人８人

(2) 定例総会を開催しました (6/26)。

(3) 理事会を 3 回開催しました (4/18、6/26、12/26)。

(4) 労務関係を社労士に外注し、加入・退会処理を迅速に行えるようにするとともに、事務作業の軽

減化をはかりました。

(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。また、税理士に経理業務を外注し、一層の透明性に努めました。

●活動計算書
●貸借対照表
●財務諸表の注記
●財産目録

監査報告書は別紙を参照願います。

４− 7　総務関係

４− 8　会計関係


