
支出額
(千円)

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの管理、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動に関する相談・ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ事業

[開館日時] 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 来館者数 10,812 20,791
■ 会議室や活動支援機器の貸し出し 月～金　10:00～21:00 会議室利用件数 916

土　　　　10:00～18:00 運営ｽﾀｯﾌ 6
日・祝日・年末年始休館

■ 市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

市民活動や まち づくり活 動に 関わ る方 々の 相談 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、行政 -
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽの支援を実施。 運営ｽﾀｯﾌ 6

●市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

■ 講師派遣 運営ｽﾀｯﾌ 1 0
市民活動やまちづくり活動の支援として、専門的ｽｷﾙ

を有する者を派遣した。

・徳島県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修 2018年9月8日（土） 徳島県防災ｾﾝﾀｰ 市民、社協職員 50
・日本福祉大学ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 2018年11月3日（土祝） 香川県社会福祉ｾﾝﾀｰ 通信制学生 100
・那賀町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの集い 2018年11月18日（日） 那賀町役場相生支所 市民、民生委員 50
・つるぎ町災害図上訓練 2019年1月27日（日） つるぎ町社会福祉ｾﾝﾀｰ 市民、社協職員 50
・４県合同防災交流会 2019年2月4日（月） 高知県立大学池ｷｬﾝﾊﾟｽ 市民 100
・日高村避難所運営研修会 2019年2月7日（木） 日高村社会福祉ｾﾝﾀｰ 市民、社協職員 40
・NPO法人いわて連携復興ｾﾝﾀｰ 勉強会 2019年2月25日（月） ｹﾞｽﾄﾊｳｽ3710 NPO、市民 6

市民活動に関する情報・資料の収集及び提供に関する事業

通年 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 88
運営ｽﾀｯﾌ 6

通年 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 87
運営ｽﾀｯﾌ 19

市民活動に関する広報・啓発事業

毎月1日 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO、 毎月 559
■ 助成金情報、各NPOのｲﾍﾞﾝﾄ情報、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの 年12回発行 行政 400

事業報告などを掲載。 運営ｽﾀｯﾌ 1
 (約400部発行)

年3回発行 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO、 700
■ NPOの普及啓発、高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの ・第69号　2018年7月 支援ｾﾝﾀｰ、

利用促進を目的に、 市民活動を行っているさまざま ・第70号　2018年11月 行政

な団体や個人の取り組み、企業の社会貢献活動の ・第71号　2019年3月 運営ｽﾀｯﾌ 19
事例などを紹介した。

 （各700部発行）

　 　・定例会（毎月第一木曜日） 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、学生 18
運営ｽﾀｯﾌ 1

運営ｽﾀｯﾌ 1 0
■ ｳｪﾌﾞ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとFacebook）を活用した情報発信を 2018年3月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民

継続的に実施。

■ 各種事業の開催告知記事や開催内容に関する記事を 2018年3月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、新聞各社
新聞社へ依頼し、掲載。 他

●「わいわいくじら」の発行 年2回発行 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 小学校、幼稚園、 32,000 845
■ NPOの催しなどを掲載し、小学校の長期休暇前に  ・なつやすみ号 保育所に通う

発行。企業･団体･個人からの賛同金も募った。 2018年7月 こどものいる世帯

読者ｱﾝｹｰﾄの声を参考に、発行資金のための募金箱  ・はるやすみ号 NPO 他

を作製し、賛同企業の店舗などに設置。 2019年3月 運営ｽﾀｯﾌ 1

※NPO高知市民会議自主事業　　 各号17,000部発行

 　（高知市内の小学校・幼稚園・保育所などに配布）

※高知県より受託　　なつやすみ号15,000部追加発行

 　（高知市以外の小学校・幼稚園・保育所配布分）

　　・高知市こども情報局　第1回運営協議会 2018年5月31日（木） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政 8
　　・高知市こども情報局　第2回運営協議会 2018年10月25日（木） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政 6
　　・高知市こども情報局　第3回運営協議会 2019年1月30日（水） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政 9

　 年1回 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 運営ｽﾀｯﾌ 1 12

（200部発行）

（300部発行）

○ﾋﾟｯﾋﾟﾈｯﾄによる情報提供

○HP・書籍等による情報収集・提供

　　ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成

2018年度事業報告
○高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業　●その他の受託事業または自主事業

○高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの管理

実施場所実施日時

○市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

（範囲・名）

○ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ便り「ｻﾎﾟｾﾝ」の発行

○「えぬぴぃOh！」の発行

○広報戦略に関する検討

○高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ1年間の取り組み紹介

●NPO高知市民会議1年間の取り組み紹介ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する人材育成事業

○活動基盤強化につながるｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

228
■ 社会を変える市民の学び舎と題し、市民大学「土佐

志民大学」を開催した。

1.運営委員会の開催 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO 6
学生や社会人、担当理事で運営委員会を作り、土佐 他 運営ｽﾀｯﾌ 1
志民大学の運営について検討を行った。

2.土佐志民大学講義の開催

①土佐酒づくりを学ぼう　座学編 2018年11月25日（日） ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽﾃﾗﾑﾗ「こころの森」 市民、NPO 3
　[講師] 10：00～12：00 運営ｽﾀｯﾌ 6
松尾酒造株式会社　松尾禎之さん

②土佐酒づくりを学ぼう　実技・こうじ編 2019年2月2日（土） 松尾酒造 市民、NPO 2
　[講師] 10：00～12：00 運営ｽﾀｯﾌ 4
松尾酒造株式会社　松尾禎之さん

③土佐酒づくりを学ぼう　実技・もろみ編 2019年2月16日（土） 松尾酒造 市民、NPO 7
　[講師] 10：00～12：00 運営ｽﾀｯﾌ 3
松尾酒造株式会社　松尾禎之さん

③土佐酒づくりを学ぼう　実技・ﾗﾍﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ編 2019年3月24日（日） ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽﾃﾗﾑﾗ「こころの森」 市民 3
運営ｽﾀｯﾌ 5

3.ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座「やってみよう！ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ」の開催 2019年3月15日（金） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO 3
NPO団体等のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙの向上を目的に 運営ｽﾀｯﾌ 6
「ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ講座」を開催。NPO団体ﾒﾝﾊﾞｰや市民

　活動に取り組む市民が参加。

　[講師]ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ　池澤良子さん

こどもが運営するまち「とさっ子ﾀｳﾝ2018」の開催 1,512
■ 将来の社会を担うこどもたちが、とさっ子ﾀｳﾝという

「仮想のまち」で、さまざまな職業やまちをつくっている

多様なしくみを楽しく体験する中か ら、現実の「まちの

運営」「社会のしくみ」に関心を持ってもらうことにつな

がればという試み。こどもから大人まで幅広い階層の

人たちが参加できる事業を企画しようという想いと、

高校生や大学生とに気軽にｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰに出入りして

欲しいという想いをふまえて、下記のような取り組みを

行った。

※共催：高知市民憲章推進協議会

　　　　   高知市文化ﾌﾟﾗｻﾞ共同企業体

①実行委員会の開催 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、学生 他 毎回

学生や社会人、さまざまな市民活動団体のﾒﾝﾊﾞｰ等で 18:30～20:30 高知市たかじょう庁舎 30～
構成する実行委員会を毎月1回開催し、とさっ子ﾀｳﾝの 6F大会議室 50
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやしくみの検討を行った。 高知市文化ﾌﾟﾗｻﾞかるぽーと 運営ｽﾀｯﾌ 2

②U-19こどものまち全国ｻﾐｯﾄin高砂への参加 2019年2月16日（土） 高砂市青年の家 大学生 3
高砂市で開催された「U-19こどものまち全国ｻﾐｯﾄ」に ～2月17日（日） 運営ｽﾀｯﾌ 1
とさっ子ﾀｳﾝ実行委員を3名派遣。こどものまちに関わ

る若者らと交流を行った。

③「とさっ子ﾀｳﾝ2018」の開催 2018年8月22日(水)、 高知市文化ﾌﾟﾗｻﾞかるぽーと こども 340
2018年8月25日・26日の2日間、小学4年～中学3年生 8月24日(金)設営・準備 専門家 150
のこども340人、実行委員・学生ｻﾎﾟｰﾀｰ・専門家305人 （企業、行政 他）

が参画した。2018年度は市長選挙が実施され、現職 2018年8月25日（土）、 運営ｽﾀｯﾌ 157
市長が再選した。当日、高知市市民協働部部長が 8月26日（日）本番開催

とさっ子ﾀｳﾝを訪問し、市長・議員と対談を行った。 11:00～17:30

④大橋通りとの協働の試みの開催 2018年9月23日（日） 大橋通商店街 こども 160
2018年9月23日には関連催しとして、「ﾄｽ」（とさっ子 保護者 500
ﾀｳﾝ内で使用する通貨）を大橋通り商店街で使えるよう 運営ｽﾀｯﾌ 15
にする試みを、2011～2017年度に続き、大橋通り商店

街振興組合と協働して行った。また、「とさっ子ﾀｳﾝ

2018」の様子を紹介する写真展も合わせて行った。

○まちづくり関連

土佐志民大学の開催



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する人材育成事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

2018年10月14日（日） 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 市民、NPO 65 50
■ ｢自分にあったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を見つけたい人｣と、 10:00～12:00 3F大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 7

｢ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集したい団体｣との出会いの場として開催。

＜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ“はじめの一歩”講座＞

［講師］

認定NPO法人NPO高知市民会議　理事　市川真千

＜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ＆個別相談＞

12団体がともに活動する仲間を獲得するため、魅力的

なﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝと対話形式での活動紹介を行い、

団体ﾌﾞｰｽごとに個別相談を行った。

[出展団体]

①NPO法人要約筆記高知・やまもも

②本格的傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 南国きく会

③棚田再生ｸﾗﾌﾞ＆ｱﾗｷﾓﾁを再生する会

④NPO法人ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・高知

⑤高知聖園天使園

⑥高知ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会

⑦高知SGG善意通訳ｸﾗﾌﾞ

⑧NPO法人高知県生涯学習支援ｾﾝﾀｰ

｢学び場人材ﾊﾞﾝｸ｣部門

⑨高知県ﾌｪﾆｯｸｽ親の会

⑩公益信託｢高知市まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ」

⑪切手の整理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

⑫高知市社会福祉協議会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

※共催：高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ

・2017年度公益信託高知市まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ 2018年7月21日(土) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 市民 1
最終発表会 12:00～17:00 1F検診講習室 運営ｽﾀｯﾌ 7

・2018年度公益信託高知市まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ 2018年7月22日(日) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 市民 1
公開審査会 12:00～17:00 1F検診講習室 運営ｽﾀｯﾌ 6

・2018年度公益信託高知市まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ 2019年1月20日(日) 高知市たかじょう庁舎 市民 2
中間発表会 12:00～17:00 6F大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 4

・こどもが運営するまち「とさっ子ﾀｳﾝ2018」の開催 2018年8月23日(木) 高知市文化ﾌﾟﾗｻﾞかるぽーと 高校生、大学生、市民 95
～8月26日（日） 運営ｽﾀｯﾌ 2

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2018 2018年10月14日（日） 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 専門学校生 1
10:00～12:00 3F大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

○まちづくりﾄｰｸcafé

■ 市民との連携を深めながら、高知のまちづくりについ 127
て自由に語り合う場の提供を目的に、毎月開催した。

①地域を担うｶｸｺﾞ・楽しむﾁｶﾗ 2018年4月24日（火） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 14
　 ・地域交流施設「ほっと平山」　門田隆稔さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

②地域密着型ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰのこれまでとこれから 2018年5月16日（水） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 9
　 ・YouTuber「ちゃがまらん」　ちゅんさん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

③大人のためのNPO論 2018年6月29日（金） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 16
   ・認定NPO法人NPO高知市民会議　東森歩さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

④南海ﾄﾗﾌと戦う覚悟はあるか 2018年7月11日（水） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 11
　～三方良し経営で地域の人命と財産を守る～ 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2
　 ・高知県消火栓標識株式会社　甲藤雄司さん

⑤NPO法20年　～高知のNPOの歩みと今後を語ろう～ 2018年8月30日（木） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 16
   ・認定NPO法人NPO高知市民会議　半田雅典さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 1

⑥最後まで聞く。責めない相手も自分も。 2018年9月6日（木） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 15
　　　　聞き方のｺﾂを日本へ世界へ届けます。 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2
 　・NPO法人井戸端わもん　川窪財さん

⑦今、ひきこもりについて 2018年10月26日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 15
　 ・全国ひきこもりKHJ親の会高知県支部　 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

やいろ鳥の会　坂本勲さん

○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動参加機会の提供

１．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2018

２．ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰやNPO高知市民会議が実施するさま

ざまな事業に運営ｽﾀｯﾌとして参加する機会を提供。



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する人材育成事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

⑧あなたのための人生・仕事応援団 2018年11月29日(木) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 11
 　・NPO法人ｷｬﾘｱ・ﾗｲﾌ高知　影山淳子さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

⑨香北にｱｰﾄを。移住者からみた今地域に必要なもの。 2018年12月12日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 10
　 ・AirLite Kochi（ｴｱﾗｲﾄ高知）　西奥栄利子さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

⑩‟家”も‟心”もｽｯｷﾘ♪生前整理・お片づけｾﾐﾅｰ 2019年1月15日(火) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 11
 　・NPO法人GIFT　山根幸さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 2

⑪笑う門には福きたる（人を引き寄せるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 2019年2月26日(火) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 20
　 ・整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　西野ﾅﾐさん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 1
　 ・塩の道保存会　近藤かおりさん

　 ・災害支援　山﨑水紀夫さん

⑫未来のために今はじめよう！SDGs入門編 2019年3月19日(火) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 21
　 ・ﾐｾｽｼﾞｬﾊﾟﾝ2018日本代表　元吉望さん 18:30～20:30 大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 1

市民活動に関する調査・研究事業

○こうちNPOﾌｫｰﾗﾑ2018 293
■ NPO関係者や関心のある方たちが、活動分野や

世代、立場の違いを越えて一堂に会し、NPOの社会

的役割を再確認し、NPOの組織や活動の課題解決を

行うとともに、団体相互の交流を深め合うことで、より

一層ﾈｯﾄﾜｰｸを広げていくことを目的に開催。

※共催：こうちNPOﾌｫｰﾗﾑ2018実行委員会

　　　　   高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ

　　　　　  NPO法人高知県西部NPO支援ﾈｯﾄﾜｰｸ

　　　　　  認定NPO法人環境の杜こうち

※協賛：四国労働金庫

「20年の歩みとこれから 2018年12月1日（土） 高知市南部健康福祉ｾﾝﾀｰ 市民、行政、 84
～次の扉を開けてみよう！～」 10:00～16:30 企業、NPO 他

＜ﾌﾘｯﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ＞ 運営ｽﾀｯﾌ 22
「20年の歩みとこれから

　～次の扉を開けてみよう！～」

高知県内で長年活動を続けている団体や、20年前に

はなかった新たな取り組みを始めた団体に登壇して

もらい、NPOの過去・現在・未来について語った。また

20年の歩みとこれからについても情報を共有した。

[出演者]

認定NPO法人高知こどもの図書館

NPO法人GIFT

高知商業生徒会

[ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ]

認定NPO法人日本NPOｾﾝﾀｰ

特別研究員　新田英理子さん

[ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ]

認定NPO法人NPO高知市民会議　理事　山﨑水紀夫

＜昼食交流会＞

高知県内各地の食を扱う団体が屋台村として出店し、

試食をご用意。食事をしながら自由に交流した。

[発表団体]

（1）NPO法人佐川くろがねの会

（2）企業組合ごめんｼｬﾓ研究会

（3）高知大学教育学部附属特別支援学校

　　　　　　菓子工房hocco sweets

（4）郷地区活性化委員会

（5）大豊地区農漁村女性ｸﾞﾙｰﾌﾟ研究会

（6）汗見川ふれあいの郷清流館

（汗見川活性化推進委員会）

（7）国際協力団体すきっぷ

＜ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ＞

「高知をもっと良くしたい！」

「高知をもり上げたい」「高知の困ったを何とかしたい」

「高知で今から始めたい」について、みんなで話し合い

たいﾃｰﾏでｸﾞﾙｰﾌﾟを作り、一定時間が過ぎれば、

参加者がｸﾞﾙｰﾌﾟを移動しながら議論を深めていった。

[ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ]

古瀬ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所　代表　古瀬正也さん

●交流会 18:30～20:30 四季和想食　かこいのくら

市民活動組織のあり方に関する調査・研究事業 



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

○ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 68
■ 実践的なﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞの仕組みとして、新しい寄付の 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 運営ｽﾀｯﾌ 11

かたち「寄付ぎふと」を提案。

①お香典を社会に生かす「天国からの寄付ぎふと」

葬儀の時の香典返しを故人や遺族の遺志に従って、

NPO等の社会貢献団体に寄付をする、「天国からの

寄付ぎふと」の運用のための企画会議や寄付先団体

選定委員会を開催。寺村葬儀社との協働で運用。

2018年度の実績は1件。5万円の寄付金が2018年度

寄付先団体6団体へ贈られた。

②寄付つき飲食ﾒﾆｭｰ 通年 bar　baffone、八金、草や、 寄付つきﾒﾆｭｰ注文数 3,620
「飲みもって 食べもって 寄付ぎふと」他 TeppanDining ﾐﾔﾀﾔ、もんちゅう

寄 付 つ き 飲 食 ﾒ ﾆ ｭ ｰ を 「 bar baffone 」 、 「 八 金 」 、 菊寿し、ひょっとこ寿し

「 草 や 」 、 「 TeppanDining ﾐ ﾔ ﾀ ﾔ 」 、 「 も ん ち ゅ う 」 、

「菊寿し」、「ひょっとこ寿し」で通年実施。とさっ子ﾀｳﾝ

へ140,800円、寄付先6団体へ75,976円が寄付された。

③土佐の「おきゃく」とのﾀｲｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄ 2019年3月1日～31日 25企業（34店舗）の飲食店

　 期間限定「飲みもって　食べもって　寄付ぎふと」 ＊土佐の「おきゃく」

事業の趣旨を理解した25企業（34飲食店）が「寄付 　 2日～10日

つきﾒﾆｭｰ」で寄付を集め、寄付先6団体へ寄付金

を贈呈。

[寄付つきﾒﾆｭｰ協賛店・ｲﾍﾞﾝﾄ］

上町食堂、菊寿し、ひょっとこ寿し、草や、ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ

高知駅前店、ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙはるの店、湖月、咲くら、

cafe&bar SHELTER、軍鶏伝、寿し一 貫、 でべ そ、

魚魚（とと）、bar baffone、HONEY.、はまだ、春花、

ﾌﾟﾃｨ・ﾍﾞｰﾙ、文蔵、べんべん、ﾐﾔﾀﾔ、ﾓﾝｼｪﾙ･ﾄﾝﾄﾝ、

もんちゅう、八金、八千萬ず、ゆうゆう、藁屋

［2018年度寄付先団体]

①NPO法人にんにん

②NPO法人まあるい心ちゃれんじどの応援団

③高知おもちゃ病院

④高知工科大学防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体KPAD

⑤こども食堂まぁる

⑥認定NPO法人NPO高知市民会議

○高知市各課との意見交換会 0
■ 高知市及びNPO高知市民会議の取り組みに関して

現状・課題を聞くとともに意見交換を行った。

＊高知市地域福祉活動計画について 2018年8月22日（水） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 行政 3
　　　高知市健康福祉総務課 運営ｽﾀｯﾌ 1
＊高知市生涯活躍のまち基本計画について 2019年1月8日（火）　 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 行政 3
　　　高知市政策企画課 運営ｽﾀｯﾌ 2

運営ｽﾀｯﾌ 10 29
■ 企業、行政、大学、NPO関係者で構成する「企業・

NPOﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ委員会」を定期的に開催し、企業の

社 会 貢 献 活 動 や NPO と の 連 携 のあ り方 を考 える

「企業市民ｾﾐﾅｰ」の企画・運営を行った。

※共催：企業・NPOﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ委員会

　　　　　 高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ

●第37回企業市民ｾﾐﾅｰ「高知×SDGs」 2019年2月4日(月) 高知市たかじょう庁舎 企業、NPO、 50
国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）を 18:00～20:30 6F大会議室 行政、大学 他

地域の中で展開していくために企業やNPO、行政 運営ｽﾀｯﾌ 7
など、それぞれの立場で何が出来るのか、どのよう

なことが必要になるのか、先進的な取り組みを行う

団体に基調講演いただき学んだ。

　[講師]

（公社）ｾｰﾌﾞ・ｻﾞ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ　堀江由美子さん

（一社）環境ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとやま

常務理事・副事務局長　堺勇人さん

○企業・NPOﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ委員会＆企業市民ｾﾐﾅｰ

企業とNPOとの協働に関する調査・研究事業 

行政とNPOとの協働に関する調査・研究事業 

活動資金確保のしくみづくりに関する調査・研究事業 



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

-
■ 2003年に施行された「市民と行政のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの

まちづくり条例」に基づき、公益的なまちづくり活動を

行う市民団体への助成を目的に、高知市が四国銀行

に3,000万円を出捐して、公益信託高知市まちづくり

ﾌｧﾝﾄﾞを創設。2006年、財団法人民間都市開発推進

機構より、1,000万円の拠出を受け、整備ｺｰｽを新設。

第1期（10年）を終えた2013年、高知市より3,000万円の

追加出捐を受け、助成支援を継続。その企画・運営、

支援を担った。

①事前相談・応募受付期間 2018年４月2日（月） 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 応募団体 15
～2018年6月22日（金） 運営ｽﾀｯﾌ 4

②運営委員会（書類審査会） 2018年7月21日(土) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 運営委員 9
11:30～12:30 3F中会議室B 運営ｽﾀｯﾌ 7

③2017年度最終発表会 2018年7月21日(土) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 助成先団体、 46
　　「学生まちづくり」ｺｰｽ助成先団体：2団体 13:30～17:30 1F検診講習室 運営委員、

 　 「まちづくり一歩前へ」ｺｰｽ助成先団体：9団体 市民 他

 　 「まちづくりたまご」ｺｰｽ助成先団体：3団体 運営ｽﾀｯﾌ 8

④運営委員会 2018年7月22日(日) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 運営委員 9
10:30～12:30 3F中会議室B 運営ｽﾀｯﾌ 7

⑤2018年度　第16回 公開審査会 2018年7月22日(日) 高知市保健福祉ｾﾝﾀｰ 応募団体、 47
　　「まちづくりはじめの一歩」ｺｰｽ助成先団体：3団体 13:30～16:20 1F検診講習室 運営委員、

 　 「まちづくり一歩前へ」ｺｰｽ応募団体：9団体 市民 他 　
 　 「まちづくり拠点整備」ｺｰｽ応募団体：1団体 運営ｽﾀｯﾌ 8

⑥2018年度中間発表会・運営委員会 2019年1月20日(日) 高知市たかじょう庁舎 助成先団体、 36
　　「まちづくりはじめの一歩」ｺｰｽ助成先団体：3団体 10:30～12:30 2Fｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ大会議室 運営委員、

 　 「まちづくり一歩前へ」ｺｰｽ応募団体：9団体 13:30～16:40 6F大会議室 市民 他

運営ｽﾀｯﾌ 6

⑦交流会 2019年1月20日(日) 高知市たかじょう庁舎 助成先団体、 28
　　 17:00～18:30 6F大会議室 運営委員

運営ｽﾀｯﾌ 4

○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞﾆｭｰｽ「まちﾌｧﾝ」の発行 助成先団体、 267
■ 公開審査会、中間発表会、最終発表会における 年2回発行 運営委員、

各団体の発表内容や運営委員の講評など、ﾌｧﾝﾄﾞ ・31号　2018年10月 市民 他

運営の模様を掲載。 ・32号　2019年3月 運営ｽﾀｯﾌ 2
 （1,800部発行）

112
98'高知豪雨から20年。近年の豪雨被害の特徴や 2018年9月23日(日) 高知ぢばさんｾﾝﾀｰ 市民 78
当時の状況とその後の地域やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの歩みを振り 9:00～12:00 ２F大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 5
返るとともに、今後の地域のつながりや災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｾﾝﾀｰの果たす役割を学ぶ。

＜ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝと会場討論＞

　［登壇者］

98年度高知青年会議所理事長　吉村文次さん

高知新聞論説委員　高橋誠さん

大津地区民生委員児童委員協議会会長　田所稔さん

ほか

2
■ 2001年度に結成。公共交通の利便性向上と利用促進

によるまちづくりを目的として、行政、交通事業者、

中心商店街、NPO等と連携しながら、公共交通の啓発

を実施。

①公共交通体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2018年6月3日（日） いの町、高知市内の各地 小学生とその保護者 196
　「電車とﾊﾞｽで高知をうろちょろ！」 9：00～16：30 運営ｽﾀｯﾌ 21

②第28回交通安全ひろば 2018年9月22日（土） 高知市中央公園 一般の方々 350
10：00～16：00 運営ｽﾀｯﾌ 2

③土佐自治研第6分科会 2018年10月6日（土） 高知ｻﾝﾗｲｽﾞﾎﾃﾙ 自治体 20
「みんなにやさしい公共交通」 9：00～16：00 ２F「向陽の間」 公共交通組合 5

NPO団体、自治会等
の

30
地域団体 50
運営ｽﾀｯﾌ 2

○市民とともに防災・減災のことを考える場の提供

○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ運営

○交通まちづくり部会

～98’高知豪雨から20年～

防災の視点からｺﾐｭﾆﾃｨ形成をめざす調査・研究事業 

市民活動の支援をめざす調査・研究事業 

公共交通利用促進に関する調査・研究事業 



支出額
(千円)

実施場所実施日時
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ

事　業　内　容
（範囲・名）

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

④公共交通出前授業 2018年8月24日（金） 高知市立第四小学校 放課後児童ｸﾗﾌﾞ 65
高知市内の小学校において、地球温暖化の防止と 9:20～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 11
公共交通についての座学ならびに実際の路線ﾊﾞｽ 2018年9月14日（金） 高知市立介良小学校 4年生2ｸﾗｽ 76
車両を用いたICｶｰﾄﾞですかでの乗車方法や車いす 13：55～14：50 運営ｽﾀｯﾌ 7
乗車体験などを行う。 2018年10月19日（金） 高知市立介良潮見台小学校 5年生2ｸﾗｽ 45

12:30～14:45 運営ｽﾀｯﾌ 9
2018年10月20日（土） 高知市立朝倉小学校 4年生2ｸﾗｽ 70
9:40～11:20 運営ｽﾀｯﾌ 7
2018年11月13日（火） 高知市立潮江南小学校 4年生 45
9:30～16:30 運営ｽﾀｯﾌ 9
2019年2月6日（水） 高知市立潮江東小学校 5年生 61
9:50～12:25 運営ｽﾀｯﾌ 8
2019年2月12日(火) 高知市立春野東小学校 5年生3ｸﾗｽ 105
12:50～15:30 運営ｽﾀｯﾌ 8

⑤定例部会 2018年4月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、行政、 15
　・ｲﾍﾞﾝﾄ企画、準備。 交通事業者 他 5

運営ｽﾀｯﾌ 3

2018年4月～2018年9月 運営ｽﾀｯﾌ 5 587
■ 全国の環境系NPOと地域の皆さま、損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本

興亜（株）、認定NPO法人日本NPOｾﾝﾀｰと各県の

中間支援ｾﾝﾀｰが協働し、全国各地の「いきものが

住みやすい環境づくり」を行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。

※認定NPO法人日本NPOｾﾝﾀｰより助成金

①田んぼの生きもの探し 2018年7月14日(土) 香美市土佐山田町の田んぼ 市民 32
田植えをした田んぼで生きもの探しと調査を3回 10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 9
実施した。生態系のことを楽しく知る学習につなげる 2018年7月28日（土） 香美市土佐山田町の田んぼ 市民 31

　ことができた。 10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 10
2018年8月19日（日） 香美市土佐山田町の田んぼ 市民 32
10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 8

②田んぼをまるごと食べてみよう！ 2018年9月8日(土) 土佐山田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 市民 9
食べることと地域の生態系がどう繋がっているのか 10:00～12:00 ﾊﾞﾘｭｰｸｯｸｽ 運営ｽﾀｯﾌ 4

　考えることを目的に料理教室を実施した。

※協働：農と生きもの研究所

運営ｽﾀｯﾌ 3 297
■ 地域で活動している自主防災組織のﾒﾝﾊﾞｰや市町村 2018年10月13日（土） 四万十市本庁防災ｾﾝﾀｰ 市民、行政 他 42

職員等を対象に、防災に関する知識や技能等を 2019年1月26日(土） 高知市春野文化ﾎｰﾙﾋﾟｱｽﾃｰｼﾞ 市民、行政 他 33
習得する機会を提供し、災害対応能力の向上を 2019年2月2日（土） 安芸市消防防災ｾﾝﾀｰ 市民、行政 他 17
図ることを目的に高知県内3箇所で実施。

※高知県より受託

●平成30年度避難所運営訓練（HUG）実施委託事業 379
■ 県立学校の教職員等を対象とし、避難所運営を模擬 2018年12月17日（月） 高知県教育ｾﾝﾀｰ 学校事務職員 55

訓練する機会を提供することにより、防災に関する 運営ｽﾀｯﾌ 10
知識や技能等を習得し、災害対応能力の向上を図る 2018年12月22日（土） 高知県立高知国際中学校 学校教員、生徒、 90
ことを目的に高知県内2箇所で実施。 保護者

※高知県教育委員会より受託

運営ｽﾀｯﾌ 10 3,395
■ 保育所等を中心に地域で小規模なｺﾐｭﾆﾃｨを作り身近 2018年4月1日（日） さくらんぼ園 保育事業者、市民 他 30

な地域で子育て相 談等 保護 者の ﾆｰ ｽ ﾞ に合 った ～2019年3月29日（金） Azonoにこにこ駅 保育事業者、市民 他 150
子育て支援を充実させることを目的に、多機能型 ﾆﾁｲｷｯｽﾞ愛宕保育園 保育事業者、市民 他 300
保育支援事業を実施。 ｳｼｵﾅｰｻﾘｰ 保育事業者、市民 他 150
（小規模保育所4園と保育所3園で実施） 江ノ口保育園 保育事業者、市民 他 230

高知愛児園 保育事業者、市民 他 280
※高知県教育委員会より受託 元保育所 保育事業者、市民 他 100
　

運営ｽﾀｯﾌ 2 679
■ 防災活動の担い手が不足する地域へ高知大学、 2018年5月～2019年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 大学生 122

高知県立大学、高知工科大学の大学生を派遣し、 高知市内の地域防災活動 市民 多数

当該地域において防災活動の企画、運営補助等 実施場所

を行うことにより、地域防災活動の活性化及び当該

活動の新たな担い手の育成を図った。

※高知市地域防災推進課より補助金
　

●平成30年度自主防災組織人材育成研修実施委託事業

●平成30度高知県多機能型保育支援事業

●SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

●高知市地域防災活動担い手支援事業

運営ｽﾀｯﾌ 13

その他の受託事業等 


