2020年度事業報告書
○高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業
事 業 内 容

実施日時

実施場所

●その他の受託事業または自主事業
利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
支出額
（範囲・名）
(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
○高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの管理
■ 会議室や活動支援機器の貸し出し

○市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
■ 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
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽの支援を実施。

6,615 21,161
632
5

[開館日時]
高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
月～金 10:00～21:00
土
10:00～18:00
日・祝日・年末年始休館

来館者数
会議室利用件数
運営ｽﾀｯﾌ

2020年4月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、行政
運営ｽﾀｯﾌ

5

運営ｽﾀｯﾌ

1

●市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
■ 講師派遣
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。

-

市民、社協職員
教職員
県民

50
30
330

2020年11月26日（木）
2020年12月5日（土）
2020年12月15日（火）
2021年1月9日（土）
2021年2月

徳島県防災ｾﾝﾀｰ
上ノ加江小学校
四万十市、安芸市、香南市、
高知市
大分県玖珠町
香川県綾川町
神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ3階ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ
西宮上ケ原ｷｬﾝﾊﾟｽ
四万十市、安芸市、香南市

市民、社協職員
市民、社協職員
行政、社協、NPO等
学生、市民、NPO等
県民

120
30
180
200
80

通年

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ
市民
運営ｽﾀｯﾌ

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ講習会
災害と人権研修
高知県防災士養成講座（4回）

2020年9月5日（土）
2020年11月16日（月）
2020年11月～12月

九重町・玖珠町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修
綾川町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修
第3回大規模災害を想定した災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連携訓練
関西学院大学「復興減災ﾌｫｰﾗﾑ」
高知県自主防災組織人材育成研修（3回）

0

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
○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

通年

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

103
5
86
5

市民活動に関する広報・啓発事業
○ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ便り「ｻﾎﾟｾﾝ」の発行
■ 助成金情報、各NPOの催しやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集情報、
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業の告知および報告などを掲載。
(約400部発行)

毎月1日
年12回発行

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

○「えぬぴぃOh！」の発行
■ NPOの普及啓発、高知市市民活動ｻﾎﾟｰ ﾄｾ ﾝﾀｰの
利用促進を目的に、 市民活動を行っているさまざま
な団体や個人の取り組み、企業の社会貢献活動の
事例などを紹介。
（各700部発行）
・定例会（毎月第一木曜日）

年3回発行
・第75号 2020年7月
・第76号 2020年11月
・第77号 2021年3月

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

2020年4月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、NPO、
行政
運営ｽﾀｯﾌ

毎月

市民、NPO、
支援ｾﾝﾀｰ、
行政
運営ｽﾀｯﾌ

700

市民、学生
運営ｽﾀｯﾌ

○広報戦略に関する検討
■ ｳｪﾌﾞ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとFacebook）を活用した情報発信を
継続的に実施。

2020年4月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

■ 各種事業の開催告知記事や開催内容に関する記事を
新聞社へ依頼し、掲載。

2020年4月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
他

NPO、新聞各社

■ NPO高知市民会議の広報を検討する広報戦略会議を
開催。2020年度の広報戦略方針を決定。

2020年9月3日（木）
19:00～20:30

運営ｽﾀｯﾌ

●「わいわいくじら」の発行
■ 企業･団体･個人からの賛同金を募り、NPOの催しなど
を掲載した情報紙を小学校の長期休暇前に発行。
読者ｱﾝｹｰﾄの声を参考に、発行資金のための募金箱
を作製し、賛同企業の店舗などに設置している。
寄付金での発行を継続することができた。

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

年2回発行
高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
・なつやすみ号
2020年7月
・はるやすみ号
2021年3月

運営ｽﾀｯﾌ
市民

619

400
1

21

20
1
1

150

4

小学校（全戸配布）、 16,500
幼稚園、保育所に通う
こどものいる世帯
NPO 他
運営ｽﾀｯﾌ
1

565

※高知市内の小学校・幼稚園・保育所などに配布
（各号16,500部発行）
・高知市こども情報局 第1回運営協議会
・高知市こども情報局 第2回運営協議会
・高知市こども情報局 第3回運営協議会
○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
ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成
（250部発行）
●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
（250部発行）

2020年6月2日（火）
2020年10月28日（水）
2021年1月28日（木）

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

NPO、行政
NPO、行政
NPO、行政

8
8
8

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

9

事 業 内 容

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

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
１．土佐志民大学の開催
■ 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
学生や社会人、担当理事で運営委員会を作り、土佐
志民大学の運営について検討を行った。
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により2020年9月より再開
2.土佐志民大学講義の開催
①地方公立高校の休校対策
～授業のｵﾝﾗｲﾝ化が与える
学びの影響・効果について～
[講師]
静岡県立掛川西高校 教諭 吉川牧人さん

94

2020年9月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
ｵﾝﾗｲﾝ

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

5
2

2020年12月23日（水）
19:00～21:00

市民、NPO
講師
運営ｽﾀｯﾌ

6

ｵﾝﾗｲﾝ

1

2

②社会を支える寄付や想いを繋げるﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ
～ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ高知×土佐志民大学～
[講師]
高知市社会福祉協議会
NPO高知市民会議 理事 東森歩
NPO高知市民会議 理事 浦井理恵

2021年3月7日（日）
13:30～15:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、NPO
講師
運営ｽﾀｯﾌ

5
3
2

③【中止】これからの育児と仕事の両立
［ﾊﾟﾈﾘｽﾄ］
高知県立大学 畠山唯衣さん
株式会社井上建築 井上将太さん
ＮPO高知市民会議 尾崎昭仁

2021年3月28日（日）
10:30～12:00

ｵﾝﾗｲﾝ

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

0
0

3.第6回ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ・ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞへの参加
全国のｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ運営者の情報交換と活動促進を
目的に開催される「ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ・ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞ」に
参加。柏まちなかｶﾚｯｼﾞとこすぎの大学、明治学院
大学が企画運営を行い、ｵﾝﾗｲﾝで開催。ｺﾛﾅ禍での
運営や開催のﾉｳﾊｳを交換した。

2020年11月28日（土）
10:00～17:00

ｵﾝﾗｲﾝ

市民、NPO
※全国の参加者
運営ｽﾀｯﾌ

36

4.第94回「こすぎの大学
～武蔵小杉で土佐志民大学～」への参加
神奈川県武蔵小杉市のｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ「こすぎの大学」
のｵﾝﾗｲﾝ講座に土佐志民大学が登壇。南国市後免町
を中心に活動する「ごめんなさいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の取り組み
についてご紹介。
［講師］ごめんなさいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会

2020年10月9日（金）
19:30～21:15

ｵﾝﾗｲﾝ

講師
市民、NPO
※全国の参加者

5
15

2020年10月17日（土）
14:00～16:00

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

8
3

2.第二回 zoom基礎講座
[講師]NPO高知市民会議 理事 藤島和典

2020年11月1日（日）
10:00～12:00

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

7
2

3.zoom実践講座
[講師]NPO高知市民会議 職員 尾崎昭仁

2021年3月13日（土）
10:30～12:00

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

2
1

２．ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座の開催
■ NPO団体 等の ｵﾝﾗｲ ﾝﾂ ｰﾙ 活用向上を目的に 市民
活動・NPO団体向けICT活用ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座「zoom講
座」を開催した。
1.第一回 zoom基礎講座
[講師]NPO高知市民会議 理事 藤島和典

2

○まちづくり関連
こどもが運営するまち「とさっ子ﾀｳﾝ2020」の開催
■ 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。
①実行委員会の開催
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
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
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやしくみの検討を行った。
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により2020年7月より再開
②【中止】「とさっ子ﾀｳﾝ2020」の開催
2020年8月22・23日の2日間に開催を予定していた「と
さっ子ﾀｳﾝ2020」は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により
開催を中止。

38

2020年7月～2021年3月 ｵﾝﾗｲﾝ（5回）
19:00～20:30
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ開催（1回）

市民、学生 他
運営ｽﾀｯﾌ

毎回

10～25
2

事 業 内 容

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

市民活動に関する人材育成事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）
③【中止】大橋通り商店街との協働ｲﾍﾞﾝﾄの開催
2020年9月に関連催しとして、「ﾄｽ」（とさっ子ﾀｳﾝ内
で使用する通貨）を大橋通り商店街で使えるｲﾍﾞﾝﾄを
2011～2018年度に続き、大橋通り商店街振興組合と
協働で開催を予定していたが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
症対策により開催を中止。同時開催の「とさっ子ﾀｳﾝ
写真展」についても同様。
④「こどものまち勉強会」の開催
ｺﾛﾅ禍におけるこどものまちの取り組みや日本こども
のまちの特徴、とさっ子ﾀｳﾝの性質・課題についてお話
いただいた。勉強会後に実行委員同士で感想を共有
し合った。
［講師］兵庫教育大学大学院 学校教育学研究科
助教 花輪由樹さん

2021年2月20日（土）
13:30～15:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
ｵﾝﾗｲﾝ

⑤とさっ子ﾀｳﾝ「おさらい会」の開催
とさっ子ﾀｳﾝに参加した思い出やより良くするｱｲﾃﾞｱを
出し合う会を開催。次年度ｽﾀｯﾌとして参加する方法も
説明。とさっ子ﾀｳﾝに小学校、中学校どちらにも参加
経験のある中学3年生（25名）が対象で2名が参加。
次年度、実行委員として参加することとなった。

2021年3月27日（土）
13:00～15:00

高知市たかじょう庁舎6階会議室 市民、学生
運営ｽﾀｯﾌ

市民、学生、企業 他
※内、ｵﾝﾗｲﾝ参加
講師（ｵﾝﾗｲﾝ）
運営ｽﾀｯﾌ

17
10
1
2

5
1

○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動参加機会の提供

49

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2020
2020年11月8日（日）
■ ｢ 自分に あ ったﾎﾞ ﾗﾝﾃ ｨｱ活動を見つけ たい人 ｣ と 、
14:00～16:45
｢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。

高知市総合あんしんｾﾝﾀｰ
3階大会議室

市民、NPO
運営ｽﾀｯﾌ

66
5

＜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ“はじめの一歩”講座＞
［講師］
高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ 主事 鳴川真央さん
＜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＞
10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法人井戸端わもん
②高知SGG善意通訳ｸﾗﾌﾞ
③本格的傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 南国きく会
④NPO法人高知県生涯学習支援ｾﾝﾀｰ
⑤子ども食堂
⑥NPO法人要約筆記高知・やまもも
⑦NPO法人にんにん
⑧ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙﾊｰﾄﾜﾝ
⑨NPO法人NPO高知市民会議 広報部会
⑩高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPOｾﾝﾀｰ
※共催：高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ
○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
て自由に語り合う場の提供を目的に、毎月開催。

88

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策により4月・5月・6月は中止
①地域見守り訪問から始まる、町づくり
・土佐市生活支援体制整備事業 第１層協議体 会長
高知新聞高岡西販売所 所長 大﨑健さん

2020年7月15日（水）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

17
2

②高知発！地域課題に挑戦する
ﾐﾚﾆｱﾙ世代の新ｺﾐｭﾆﾃｨ
経済産業省中心市街地活性化室係長(高知市から出向)
まんまる高知共同代表 山本美咲さん

2020年8月26日（水）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

16
2

③～「より良く生きる」を一緒に進もう！～
脱・支援者目線のｽｽﾒ
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 石川智さん
作業療法士 公文順子さん

2020年9月15日（火）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

13
2

④土佐備長炭と障がい者雇用
～働く場所から居たい場所への変化～
土佐備長炭 一 -ichi-代表 近藤寿幸さん

2020年10月29日（木）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

7
2

⑤100年時代をどう生きるか！！
～人生をよりよく充実させる為の
ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ活動のｽｽﾒ～
(一社)終活ｶｳﾝｾﾗｰ協会/上級ｶｳﾝｾﾗｰ 浦井理恵さん

2020年11月13日（金）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

8
2

事 業 内 容
市民活動に関する人材育成事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）
⑥大学生を応援する交流ｶﾌｪ「学生空間One step」
ｵﾌｨｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表 田村勝介さん
高知大学 学生 立野雄二郎さん

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

2020年12月8日（火）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

10
2

⑦4000人のまちづくりで考えること
土佐町役場職員 尾崎康隆さん
土佐町役場職員 町田健太さん

2021年1月20日（水）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

17
2

⑧表情豊かなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
～心に届く声の秘密について～
ﾌﾗﾝｽ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰ大学認知科学研究所 准教授
昇地崇明さん

2021年2月26日（金）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

21
2

⑨地域に出会うお手伝い
～まちの新聞販売書の「できること」～
高知新聞堀内販売所 所長 堀内美登利さん

2021年3月26日（金）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民
運営ｽﾀｯﾌ

11
2

2020年10月24日（土）
13:00～16:30

高知県立ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ

市民、行政、
企業、NPO 他
※内、ｵﾝﾗｲﾝ参加
運営ｽﾀｯﾌ

85

市民活動に関する調査・研究事業

市民活動組織のあり方に関する調査・研究事業
○こうちNPOﾌｫｰﾗﾑ2020
■ 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。
ｵﾝﾗｲﾝ配信で全国にて視聴あり。
※共催：こうちNPOﾌｫｰﾗﾑ2020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
NPO法人環境の杜こうち
※協賛：四国労働金庫
「変わるにかわらん !!新たな高知のﾂｸﾘｶﾀ」
＜ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ＞
＜ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ＞
高知県内各地で活動している11団体がｺﾛﾅ禍での
活動をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ。
[出演団体]
・NPO法人Global Education Lab 高知
・神谷北耕作放棄地再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ
・ﾐｰﾑclub実行委員会
・林業女子会＠高知
・NPO法人大月地域資源活用協議会
・RunDo！
・NPO法人日高わのわ会
・立野雄二郎さん（高知大学地域協働学部）
・NPO法人こうち音の文化振興会
・NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭
・さんすい防災研究所
＜ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸ（おやつ村）＞
県内各地の食を扱う団体が、お菓子や飲み物を用意。
[出店団体]
・高知大学教育学部附属特別支援学校
菓子工房hocco sweets
・NPO法人うーたん
・NPO法人まあるい心ちゃれんじどの応援団
・高知大学国際協力団体すきっぷ
＜ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ＞
団体のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを聞いて、参加者が質問したい
と思った団体へ質問票を添付。数が多い上位3団体に
登壇してもらい、団体が行っている活動を深掘りした。
[出演団体]
・NPO法人Global Education Lab 高知
・RunDo！
・立野雄二郎さん（高知大学地域協働学部）
[ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ]
実行委員長 井上将太

21
16

130

事 業 内 容

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

活動資金確保のしくみづくりに関する調査・研究事業
○ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
■ 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
かたち「寄付ぎふと」を提案。

38
2020年4月～2021年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

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。
2020年度の実績はなし。
寄付先：2020年度寄付先団体（6団体）

通年

寺村葬儀社

②寄付つき飲食ﾒﾆｭｰ
「飲みもって 食べもって 寄付ぎふと」
寄付つき飲食ﾒﾆｭｰを10店舗で通年実施。
2020年度の寄付金は177,200円（2021年4月16日現在）
寄付先：
2020年度寄付先団体（6団体）又は、とさっ子ﾀｳﾝ

通年

bar baffone、八金、草や、
TeppanDining ﾐﾔﾀﾔ、もんちゅう
菊寿し本店、菊の和、
ひょっとこ寿し、ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪｰﾙ
da yoshi sushibar

③土佐の「おきゃく」2021とのﾀｲｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄ
飲みもって食べもって「寄付ぎふと」
例年は期間限定で拡大版を実施していたが、2020年
度は通年協力飲食店のみで実施。
寄付先：
2020年度寄付先団体（6団体）又は、とさっ子ﾀｳﾝ

2021年3月

bar baffone、八金、草や、
TeppanDining ﾐﾔﾀﾔ、もんちゅう
菊寿し本店、菊の和、
ひょっとこ寿し、ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪｰﾙ
da yoshi sushibar

④お取り寄せで「寄付ぎふと」
まるごと高知Online Shopで購入する毎に期間限定の
ｼｮｯﾌﾟｸｰﾎﾟﾝを利用することにより、購入者は利用代金
の5%が割引、さらに購入代金の5%が高知県のNPOへ
寄付される仕組みを(株)Doragoとの協働で実施。
寄付先：2020年度寄付先団体（6団体）

2021年2月～4月

まるごと高知Online Shop

運営ｽﾀｯﾌ

12

［2020年度寄付先団体]
①NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭
②NPO法人こうちｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄｳｨﾝ
③三嶺の森をまもるみんなの会
④香美市こどもｴｺｸﾗﾌﾞ
⑤NPO法人ｱﾆﾏﾙｻﾎﾟｰﾄ高知家
⑥認定NPO法人NPO高知市民会議

行政とNPOとの協働に関する調査・研究事業

0

○高知市各課との意見交換会
■ 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。
＊森林環境税及び森林環境譲与税の使用について
高知市鏡地域振興課

2021年2月22日（月）
14:00～17:00

鏡庁舎

行政
運営ｽﾀｯﾌ

2
3

運営ｽﾀｯﾌ

6

学生、NPO、企業他
運営ｽﾀｯﾌ

7
6

企業とNPOとの協働に関する調査・研究事業
○企業・NPO検討会＆企業市民ｾﾐﾅｰ
■ 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・NPO検討会を開催。「企業市民ｾﾐﾅｰ」の企画・
検討を行った。
※共催：高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOｾﾝﾀｰ
●第38回企業市民ｾﾐﾅｰ
「ｺﾛﾅ禍での企業・市民情報交換会」
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連のNPO団体や企業等の実情につ
いて情報交換を行う情報交換会を開催。

2021年3月29日（月）
18:30～20:30

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

10

事 業 内 容

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

市民活動の支援をめざす調査・研究事業
○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ運営
■ 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。
①三者会
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により2019年度最終発表
会及び2020年度A～Dｺｰｽ募集の中止を決定。

2

5
2
3

2020年4月22日（水）
13:00～14:50

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

高知市
四国銀行
NPO高知市民会議

2020年7月22日（水）
18:00～20:00
2020年10月23日（金）
18:00～20:00

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

運営委員
運営ｽﾀｯﾌ
運営委員
運営ｽﾀｯﾌ

7
12
7
8

運営ｽﾀｯﾌ

2

助成先団体
運営委員（ｵﾝﾗｲﾝ）
運営ｽﾀｯﾌ

6
3
2

②【中止】2019年度最終発表会
③【中止】2020年度公開審査会
④【中止】2020年度中間発表会
⑤運営委員会

⑥2020年度たまごｺｰｽ（書類審査）
「まちづくりたまごｺｰｽ」応募団体：3団体

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

2020年8月1日（土）
～12月19日（土）

⑦まちづくりﾌｧﾝﾄﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設
広報活動の充実をはかるため新しく開設。
まちづくりﾌｧﾝﾄﾞの概要、過去の助成事業実績、
これまでに発行した広報誌まちﾌｧﾝ、運営委員紹介、
ﾌｧﾝﾄﾞからのお知らせ及び助成団体からのお知らせ
などを掲載。
⑧意見交換会

○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞﾆｭｰｽ「まちﾌｧﾝ」の発行
■ 2019年度助成事業報告、2020年度たまごｺｰｽ事業
報告、運営委員紹介などを掲載。
こどもﾌｧﾝﾄﾞ助成団体Village Jamboreeとのｺﾗﾎﾞ企画
でｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰも紹介した。
（3,500部発行）

2021年1月24日（日）
13:00～14:15

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

309
2021年3月
※35・36合併号

助成先団体、
運営委員、
市民 他
Village Jamboree
運営ｽﾀｯﾌ

3500

4
2

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
○市民とともに防災・減災のことを考える場の提供
～災害をきっかけに、未来のまちのあり方を考える～
■ ｺﾛﾅ禍で災害が発生した場合どのような状況におちい
るのか？2020年7月に発生した九州豪雨災害を例に、
実際に被災地で活動を行った2名の講師からﾀｲﾑﾘｰ
な事例報告を行う。

48
2020年10月10日（土）
13:00～16:00

高知県ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ
研修室A

市民
運営ｽﾀｯﾌ

22
4

①災害支援について
②避難所状況について
③避難所生活における車中泊支援について
※講演終了後、ﾃｰﾏ別に分科会開催。

公共交通利用促進に関する調査・研究事業
○交通まちづくり事業
■ 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。
「電車とﾊﾞｽで土佐さんぽ」
四国まるごと公共交通利用促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・高知2020
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により、家族や友達、一人
でも参加できる非集中型ｲﾍﾞﾝﾄとして開催。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで指定した10ｴﾘｱ（本山・安芸・後免・
赤 岡 ・ 伊 野 ・ 高 知 市 中 心 部 ・ 高 知 駅 周辺 ・ 朝 倉・
桂浜・浦戸湾一周）に参加者がそれぞれﾊﾞｽと路面
電車を利用して向かい、定められた指令を解く。

0

実施期間：
2020年9月19日（土）
～10月18日（日）
参加ﾚﾎﾟｰﾄ応募締切：
2020年10月30日（金）

応募者
運営ｽﾀｯﾌ

4
9

事 業 内 容

実施日時

実施場所

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
（範囲・名）

支出額
(千円)

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

活動資金の新たな支援の仕組みづくりに関する調査・研究事業
●「こうちNPOｱﾜｰﾄﾞ」の実施に向けた検討
■ 高知のNPO活動を活性化するための助成を目的とした
新 し い 表 彰ｼ ｽﾃ ﾑを 2021 年 度か ら 実 施す るた めの
検討を行った。

0
2020年4月～2021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

3

2020年4月～2021年3月

運営ｽﾀｯﾌ
市民

6
多数

運営ｽﾀｯﾌ
大学生
市民

2

その他の受託事業等
●SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
■ 全国の環境系NPOと地域の皆さま、損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ(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。

808

※認定NPO法人日本NPOｾﾝﾀｰより助成金
環境動画の制作・公開
「ｳﾐｶﾞﾒがやってくるﾋﾞｰﾁを守ろう
ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦！」
対面ｲﾍﾞﾝﾄが新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で実施できなかっ
た
ため、参加者の皆さんと一緒に実施する予定であった
「ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ」について動画にまとめ紹介した。
海洋ごみの現状や、海の生きものへの影響、そして私
た
ち
に
にできることなどをまとめてYouTubeで公開した。

2020年8月31日（月）
2020年9月4日（金）
10月3日（土）
2020年10月5日（月）

撮影：黒潮町入野海岸
撮影：室戸市
室戸ｼﾞｵﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ前海岸
撮影：高知市種崎海岸

https://youtu.be/VX5udDFWAFo
※協働：NPO法人環境の杜こうち
●高知市地域防災活動担い手支援事業
■ 防災活動の担い手が不足する地域へ高知大学、
高知県立大学、高知工科大学の大学生を派遣し、
当該地域において防災活動の企画・運営補助等を
行い、地域防災活動の活性化及び当該活動の新たな
担い手の育成を図る事業。2020年度は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
の影響で地域防災活動は中止が相次ぎ、地域への
派遣が困難となった。代わりに各大学では、今後地域
で活用できる防災資機材の作成を行った。

462
2020年11月
高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
～2021年3月 高知市弥右衛門公園
小高坂小学校区
高知大学
高知県立大学
高知工科大学

多数
多数

※高知市より補助金
●令和2年度学校安全の取組状況調査委託業務
■ 防災を中心とした学校安全の推進にあたり、取組状況
の把握・分析を踏まえた今後の効果的な施策に取り組
むために、高知県内の学校（園）における当該年度の
学校安全の取組状況に関する調査資料の回収業務を
行い、集計結果を作成する業務を実施。

15

※高知県教育委員会より受託
１．回収業務
｢学校安全の取組状況に関するｱﾝｹｰﾄ」 に係る回答
の回収、回答内容の不備のﾁｪｯｸ、県教委が示す
回答確認事項の問い合わせ、回答情報の確定
２．集計業務
質問項目への回答情報のﾃﾞｰﾀ入力及び割合集計
などを反映した一覧表へのとりまとめ業務
「ｱﾝｹｰト一覧表」及び
「集計表①(公立学校)各校種別」(速報値)
照会事項を反映させた「ｱﾝｹｰﾄ一覧表」、
「集計表①(公立学校)各校種別」(確定版) 及び
「集計表②(県内全体)校種別：公立･国立･私学全て」

2021年2月～3月

高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

運営ｽﾀｯﾌ
※ｱﾝｹｰﾄ対象
幼稚園、小学校、
中学校、高等学校、
特別支援学校

2
405校

●高知県多機能型保育支援事業
■ 保育所等を中心とした地域の高齢者や子育て世代
などの交流の場づくりを進めるとともに、地域の人材
を活用して子育て支援を行う 仕組みをつく るこ と を
目的に実施。

2,751

※高知県教育委員会より受託
・小規模保育所4園と保育所16園で実施
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやSNS等を活用した情報発信
・ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ及び子育て電話相談ﾁﾗｼ作成、配布
・高知新聞堀内販売所ﾆｭｰｽﾚﾀｰ配布
・「らいーな通信」作成、配布（3月）
・交流事業への支援
・交流相手先への支援、協力依頼、意見交換会開催

2020年4月～2021年3月 高知市（11園）
室戸市（1園）
香南市（1園）
南国市（1園）
四万十市（6園）

運営ｽﾀｯﾌ
保育事業者、市民 他

10
1200

