
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 7,194 20,929
■ 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 721

土　　　10:00～18:00 運営ｽﾀｯﾌ 5
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 2021年4月～2022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 5

●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養成研修 2021年9月8日(水) 徳島県防災ｾﾝﾀｰ 県民、社協職員 50
大月中学校防災授業 2021年12月9日(木) 大月中学校 中学生 40
土佐清水市人権講演会 2022年1月12日(水) 土佐清水市役所 市民 120
香南市まちづくりｾﾐﾅｰ 2022年1月15日(土) 香南市ふれあいｾﾝﾀｰ 市民 50
新潟県危機管理担当者研修 2022年2月3日(木) ｵﾝﾗｲﾝ 行政 30

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 135
運営ｽﾀｯﾌ 5

通年 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 85
運営ｽﾀｯﾌ 5

市民活動に関する広報・啓発事業

625
■ 助成金情報、各NPOの催しやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集情報、 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

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業の告知および報告などを掲載。 年12回発行 行政 400
 (約400部発行) 運営ｽﾀｯﾌ 1

■ NPOやNPOの活動について広く知ってもらうことを 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
目的に、市民活動団体の紹介をはじめ、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ・第78号 2021年7月 支援ｾﾝﾀｰ、

事業や市民活動団体が主催する催しなどを紹介。 ・第79号 2021年11月 行政

学生や社会人などで構成する広報部員が企画から ・第80号 2022年3月 運営ｽﾀｯﾌ 14
取材･執筆及び編集までを行っている。最新号では、

読みやすさを重視してﾃﾞｻﾞｲﾝのﾘﾆｭｰｱﾙを実施。

 （各700部発行）

　 　・定例会（毎月第一木曜日） 2021年4月～2022年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、学生 13
運営ｽﾀｯﾌ 1

55
■ ｳｪﾌﾞ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとFacebook）を活用した情報発信を 2021年4月～2022年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 多数

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 2021年4月～2022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

■ 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙを 2021年11月1日(月) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 運営ｽﾀｯﾌ 3

実施。ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ対応・SSL化対応を行った。

■ NPO高知市民会議の広報を検討する広報戦略会議 2021年6月～2022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
を開催。

●「わいわいくじら」の発行 541
■ 企業･団体･個人からの賛同金を募り、NPOの催しな 年2回発行 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 小学校（全戸配布）、 15,500

どを掲載した情報紙を小学校の長期休暇前に発行。  ・なつやすみ号 幼稚園、保育所に通う

読者ｱﾝｹｰﾄの声を参考に、発行資金のための募金箱 2021年7月 こどものいる世帯

を作製し、賛同企業の店舗などに設置している。  ・はるやすみ号 NPO 他

寄付金のみでの発行を継続することができた。 2022年3月 運営ｽﾀｯﾌ 1

※高知市内の小学校・幼稚園・保育所などに配布

 　（各号15,500部発行）

　　・高知市こども情報局　第1回運営協議会 2021年6月2日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政、他 10
　　・高知市こども情報局　第2回運営協議会 2021年10月29日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政、他 5
　　・高知市こども情報局　第3回運営協議会 2022年2月2日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NPO、行政、他 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 10

（250部発行）

（250部発行）

2021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　●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
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

○ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ便り「ｻﾎﾟｾﾝ」の発行

●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

○「えぬぴぃOh！」の発行

○広報戦略に関する検討

　ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成

○市民活動・まちづくり支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

○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

○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



支出額
(千円)

実施場所実施日時
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

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 44
■ NPO団体等のｽｷﾙ習得、向上を目的にｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

を開催。社会状況やNPOのﾆｰｽﾞに合わせ実施。

①相手に伝える｢広報｣のための広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ講座 2021年10月27日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO 7
　[講師]ﾈｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ株式会社　代表　坂上北斗さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 3

②zoom基礎講座　 初級編 2021年10月30日(土) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO 10
～ﾘﾓｰﾄ会議に参加、主催してみよう～ 10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 1

　[講師]NPO高知市民会議　職員　尾崎昭仁

③助成金をてこに成長するﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ 2021年12月8日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、NPO 2
　[講師]日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会　鴨崎貴泰さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 3

（動画教材）

249
■ 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 2021年4月～2021年8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 19:00～20:30 ｵﾝﾗｲﾝ 10～25
構成する実行委員会を毎月1回開催し、とさっ子ﾀｳﾝ 運営ｽﾀｯﾌ 2
のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやしくみの検討を行った。

※2021年8月より全体実行委員会を休止。　

　実行委員長含む有志少数ﾒﾝﾊﾞｰで検討を継続。

②有志実行委員会の開催 2021年10月～2022年3月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民、学生 他 6
有志のみで、中止となった｢とさっ子ﾀｳﾝ｣の代替企画 運営ｽﾀｯﾌ 2
として｢おでかけとさっ子ﾀｳﾝ｣のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやしくみの

検討を行った。

③【中止】「とさっ子ﾀｳﾝ2021」の開催

2021年8月21・22日の2日間に開催を予定していた

「とさっ子ﾀｳﾝ2021」は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策に

より開催を中止。

④【中止】大橋通り商店街との協働ｲﾍﾞﾝﾄの開催

2021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

大橋通り商店街振興組合と協働で予定していたが、

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により中止。同時開催の

「とさっ子ﾀｳﾝ写真展」についても同様。

⑤「おでかけとさっ子ﾀｳﾝ」の開催 2022年1月～2月 6企業･団体の店舗、事務所等 こども 15
分散型の職業体験企画を実施。高知市内11企業・ 専門家 11
団体に協力いただいた。15回の仕事に対し38名 運営ｽﾀｯﾌ 5
申込。6回の仕事に15名が参加。9回の仕事は新型

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大状況から中止。

⑥「ﾄｽが使える催し」の開催 2022年3月27日(土) 7企業･団体の店舗 こども 38
おでかけとさっ子ﾀｳﾝで得た給料（ﾄｽ）を現実の社会で 13:00～15:00 運営ｽﾀｯﾌ 2
使える消費体験をｵﾘｼﾞﾅﾙ企画。7店舗・施設に協力

いただき開催。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽの開催 2022年3月20日(日) 総合あんしんｾﾝﾀｰ 市民、NPO 76 60
■ 「自分にあったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を見つけたい人」と、 14:30～16:45 3F大会議室 運営ｽﾀｯﾌ 6

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集したい団体」との出会いの場。

＜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ“はじめの一歩”講座＞

［講師］

NPO法人NPO高知市民会議　理事　仙頭正輝

＜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＞

ｺﾛﾅ禍でもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集している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]

　1．高知県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPOｾﾝﾀｰ

　2．NPO法人井戸端わもん

　3．高知SGG善意通訳ｸﾗﾌﾞ

　4．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ ﾊｰﾄﾜﾝ

　5．NPO法人要約筆記 高知・やまもも

○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動参加機会の提供

○まちづくり関連

こどもが運営するまち「とさっ子ﾀｳﾝ2021」の開催



支出額
(千円)

実施場所実施日時
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
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．本格的傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 南国きく会

　7．高知おもちゃ病院

　8．NPO法人ｱﾆﾏﾙｻﾎﾟｰﾄ高知家

　9．NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭

 10．NPO高知市民会議 広報部会

※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 98
■ 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。

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策により8月・9月・2月・3月は
　 未開催、11月は2回開催（全9回開催）

①建物を通してまちをたのしもう！ 2021年4月23日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 10
　　～すてきなまち・赤岡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの取り組み～ 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 3

すてきなまち・赤岡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　浜田義隆さん

北山めぐみさん

福原愛理さん

楠瀬明葉さん

②ｺﾛﾅに負けない！こども食堂の未来をつくる 2021年5月26日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 13
こども応援団　上村優子さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

③地域と旅人を繋ぐｺﾐｭﾆﾃｨﾎｽﾃﾙを目指して 2021年6月23日(水) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 12
Hostel東風ノ家　仙頭杏美さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

④南国ｶﾗﾌﾙ野菜で食卓もｶﾗﾌﾙにﾊｯﾋﾟｰに 2021年7月27日(火) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 10
畑の食堂Copan　ｵｰﾅｰ　岡林理佳さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

岡林雅人さん

⑤まちづくりは人づくりみんな集まれ未来塾へ 2021年10月22日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 6
高知市まちづくり未来塾　代表　笠井博文さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 3

高知市まちづくり未来塾　事務局長　片岡達哉さん

⑥ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞを考える 2021年11月5日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 20
　　～みんなで支え合うまちづくりに向けて～ 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

こうちこどもﾌｧﾝﾄﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　畠中洋行さん

こうちｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ(仮称)ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　田畑勇太

高知大学地域協働学部　高橋萌詠さん

⑦高知市の森林のこれから 2021年11月15日(月) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 8
こうち森林救援隊　事務局長　中川睦雄さん 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

⑧一人旅40カ国から見えてくる日本と私たち 2021年12月10日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 12
　（講演）＆私の心のﾚﾝﾄｹﾞﾝ（自己分析ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

　 HRｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　坂本ひとみさん

⑨若者たちと歩む日々 2022年1月14日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 市民 9
　　～つながるねっとの取り組みから考える～ 18:30～20:30 運営ｽﾀｯﾌ 2

NPO法人若者就労支援ｾﾝﾀｰつながるねっと

代表理事　小笠原悠さん

市民活動に関する調査・研究事業

○こうちNPOﾌｫｰﾗﾑ2021 2021年12月18日(土) こうち男女共同参画ｾﾝﾀｰ ｿｰﾚ 市民、行政、 91 142
■ NPO関係者や関心のある方たちが、活動分野や 13:00～16:30 ｵﾝﾗｲﾝ 企業、NPO 他

世代、立場の違いを越えて一堂に会し、NPOの社会 ※内、ｵﾝﾗｲﾝ参加 10
的役割を再確認し、NPOの組織や活動の課題解決を 運営ｽﾀｯﾌ 27
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2021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

「ﾐﾗｲにつながる気づきと築き

～歩みを止めないNPO～」

＜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10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法人ｱﾃﾗｰﾉ旭

・学生団体DESTINY（高知大学）

・NPO法人高知市こども劇場

・NPO法人こうちｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄｳｨﾝ

・松葉川青年団

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
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

・NPO法人いなかみ

・NPO法人すてきなまち・赤岡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

・あだたん!!!!（高知大学）

・NPO法人ゆめ・ｽﾏｲﾙ

・高知工科大学商品開発部

＜ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸ（おやつ村）＞

｢食｣を通じて地域や人を元気にしている団体が出店。

[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

・ふわふわﾊﾟﾝ工房 奏

・高知工科大学商品開発部

・高知大学国際協力団体すきっぷ

＜ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ＞

「ｺﾛﾅの影響への対応と工夫」と「ｱﾌﾀｰｺﾛﾅに向けて」

の2ﾃｰﾏでｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行った。

[進行]

実行委員長　　川竹大輔

○ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 0
■ 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 2021年4月～2022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

のかたち「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」 通年 寺村葬儀社

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。

2021年度の実績はなし。

寄付先：2021年度寄付先団体（6団体）

②寄付つき飲食ﾒﾆｭｰ 通年 bar baffone、八金、草や、

「飲みもって 食べもって 寄付ぎふと」 TeppanDining ﾐﾔﾀﾔ、

寄付つき飲食ﾒﾆｭｰを9店舗で通年実施。 もんちゅう、菊寿し本店、

2021年度の寄付金は65,000円（2022年4月現在） 菊の和、ひょっとこ寿し、

寄付先： ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪｰﾙ

2021年度寄付先団体（6団体）又は、とさっ子ﾀｳﾝ

③お取り寄せで「寄付ぎふと」 2021年4月～12月 まるごと高知Online Shop

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㈱Doragoとの協働で

実施。2021年度の利用は7件、寄付金は2,033円。

寄付先：2021年度寄付先団体（6団体）

［2021年度寄付先団体]

　１．NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭

　2．NPO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

　5．NPO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

○高知市各課との意見交換会 0
■ 市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業運営について、新たに

5年間の指定管理者になるにあたり、現在の課題や

今後の協働のあり方について議論を行った。

　　　高知市地域ｺﾐｭﾆﾃｨ推進課 2022年2月17日(木)　 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 行政 3
16:00～17:00 運営ｽﾀｯﾌ 3

■ 企業の社会貢献活動やNPOとの連携のあり方を 40
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39回企業市民ｾﾐﾅｰ 2022年3月11日(金) たかじょう庁舎6F大会議室 企業、NPO、行政 他 10
「ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟでつくるSDGsの可能性」 13:30～16:30 運営ｽﾀｯﾌ 6

講演や事例発表、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸを通し、「SDGs」の達成

に向けた企業とNPOがﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを組む意義や

可能性について考えるｾﾐﾅｰを開催。

【講演】ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟでつくるSDGsの可能性

　[講師]ﾌｭｰﾁｬｰ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所　所長　西條辰義さん

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
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

【事例発表】企業とNPOによるSDGs事例

　[情報提供者]

NPO法人環境の杜こうち　塚崎由子さん

　　　　　　　　認定NPO法人NPO高知市民会議

事務局長　池田剛

職員　田畑勇太

0
■ 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 2021年4月1日(木) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 応募団体 15
～2021年6月12日(土) 運営ｽﾀｯﾌ 4

②運営委員会・書類審査会 2021年7月18日(日) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 運営委員 6
10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 8

③2020年度最終発表会 2021年7月18日(日) たかじょう庁舎6F大会議室 助成先団体、 12
 　 「まちづくりたまご」ｺｰｽ助成先団体：2団体 13:30～14:00 運営委員、

市民 他

運営ｽﾀｯﾌ 9

④2021年度　第19回 公開審査会 2021年7月18日(日) たかじょう庁舎6F大会議室 応募団体、 26
　　「学生まちづくり」ｺｰｽ応募団体：1団体 14:00～16:00 運営委員、

　　「まちづくりはじめの一歩」ｺｰｽ応募団体：3団体 市民 他 　
 　 「まちづくり一歩前へ」ｺｰｽ応募団体：4団体 運営ｽﾀｯﾌ 9
 　 「まちづくり拠点整備」ｺｰｽ応募団体：1団体

⑤運営委員会 2022年1月23日(日) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 運営委員 7
10:00～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 8

⑥2021年度中間発表会 2022年1月23日(日) 高知市役所本庁舎2F 助成先団体、 30
　　「学生まちづくり」ｺｰｽ助成先団体：1団体 13:30～15:15 せんだんの木 運営委員、

　　「まちづくりはじめの一歩」ｺｰｽ助成先団体：2団体 市民 他

 　 「まちづくり一歩前へ」ｺｰｽ助成先団体：4団体 運営ｽﾀｯﾌ 8
 　 「まちづくり拠点整備」ｺｰｽ助成先団体：1団体

○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞﾆｭｰｽ「まちﾌｧﾝ」の発行 148
■ 公開審査会、中間発表会、最終発表会における 年2回発行 助成先団体、 1,600

各団体の発表内容や運営委員の講評など、ﾌｧﾝﾄﾞ ・37号　2021年10月 運営委員、

運営の模様を掲載。 ・38号　2022年3月 市民 他

 （1,600部発行） 運営ｽﾀｯﾌ 2

45
■ 災害発生後の避難所生活において「要配慮者とのか 2022年2月5日(土) たかじょう庁舎6F大会議室 市民 16

かわりをどのように持てばよいか？」基礎的な知識を 9:30～12:00 運営ｽﾀｯﾌ 4
講演で学び、各地域の現状をﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通じ

て共有。

【講演】避難所生活における要配慮者支援について

　高知県社会福祉協議会　　仙頭正輝さん

【ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】

　初月地区防災連合会　　松下潤一さん

　土佐町社会福祉協議会　　山首尚子さん

　さんすい防災研究所　　山﨑水紀夫さん

0
■ 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。

四国まるごと公共交通利用促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・高知2021 2021年11月3日(水祝) 高知市内及び周辺ｴﾘｱ 応募者 4
｢電車とﾊﾞｽで土佐さんぽ｣ ～2022年1月31日(日) 運営ｽﾀｯﾌ 9
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。

高知市を中心に複数の指令を設定。参加者は路面電

車とﾊﾞｽを使用し、目的地へ向かい指令を解いて応募。

○市民とともに防災・減災のことを考える場の提供

○交通まちづくり事業

「避難所生活における要配慮者支援について考える」

○まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ運営

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
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

●「こうちNPOｱﾜｰﾄﾞ2021」 631
■ NPO高知市民会議20周年記念事業の一環として 2022年2月26日(土) 高知県民文化ﾎｰﾙ 運営ｽﾀｯﾌ 9

実施。高知県内で活動する社会貢献団体の活動を 13:00～17:00

資金面から支援することを目的とした基金を創設。

【こうちNPOアワード】

2021年度のﾃｰﾏは「つながるﾁｶﾗ」。ﾃｰﾏに沿った

これまでの実績を顕彰。賞金総額40万円。

＊受賞団体（応募総数：10団体）

　　大賞：高知地域猫の会

　　準大賞：NPO法人YASU海の駅ｸﾗﾌﾞ

　　　　　　　 NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭

　　奨励賞：NPO法人高知市こども劇場

【ワカモノ未来賞】

29歳以下の若者が中心となり活動し、1年以内に

実施しようと考えている企画を応援。賞金総額10万円。

＊受賞団体（応募総数：4団体・1個人）

　　ﾛｼﾞｶﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ（大学生）

　　Moon Ray（高校生）

市民、NPO 他 多数 1,638
■ 休眠預金制度の助成金を活用し、ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞの 2021年7月 運営ｽﾀｯﾌ 13

設立を目標にして、専門家へのﾋｱﾘﾝｸﾞやﾒﾝﾊﾞｰ内の ～2022年3月

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝによって、2024年度までの計画を作成。

※(一社)全国ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ財団協会より助成金

①ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞをﾃｰﾏとしたまちづくりﾄｰｸcaféの実施 2021年11月5日(金) 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

②古本基金の設置

③こうちｺﾛﾅ基金の設置 2022年1月～

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響によって減収したNPO法人を ※4月末まで延長

支援するため「こうちｺﾛﾅ基金」を立ち上げた。

11の寄付先団体に学生ﾗｲﾀｰと共にｲﾝﾀﾋﾞｭｰを行い、

記事を作成し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを主として寄付金を募った。

[寄付先団体]

・NPO法人ｱﾃﾗｰﾉ旭

・NPO法人大月地域資源活用協議会

・NPO法人元気おおとよ

・NPO法人こうち音の文化振興会

・NPO法人高知県生涯学習支援ｾﾝﾀｰ

・NPO法人こうちｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄｳｨﾝ

・NPO法人地域ｻﾎﾟｰﾄの会さわやか高知

・NPO法人ちびっと

・NPO法人ひとまき

・NPO法人福祉住環境ﾈｯﾄﾜｰｸこうち

・NPO法人YASU海の駅ｸﾗﾌﾞ

2021年10月 市民 多数 215
■ 全国の環境系NPOと地域の皆さま、損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱、 ～2022年3月 運営ｽﾀｯﾌ 4

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「ｳﾐｶﾞﾒがやってくるﾋﾞｰﾁを守ろう 2021年11月27日(土) 新居海岸 大人 22
ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦！in土佐市」 10:00～12:10 こども 19

流れついたごみの種類や数量を調べるﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ 運営ｽﾀｯﾌ 8
活動を通じて、海洋流出したﾌﾟﾗごみがｳﾐｶﾞﾒなどの
生 きものへ与える影響などについて、参加者自身ができる
こ とを考えてもらう機会となった。

②「こうち環境博」への出展 2022年3月19日(土) こうち男女共同参画ｾﾝﾀｰ ｿｰﾚ 市民 多数
「SAVE JAPANﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄinこうち」で2020年度作

成
2022年2月11(金) 動画配信

した動画を1ヶ月間配信。また会場では動画上映と同
時

～3月19日(土)
に11月に実施したﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟの実施報告も行った。

※協働：NPO法人環境の杜こうち

　

●こうち未来基金

●SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

その他の受託事業等 

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  



支出額
(千円)

実施場所実施日時
（範囲・名）

利用・参加者・ｽﾀｯﾌ
事　業　内　容

市民活動に関する調査・研究事業（前ﾍﾟｰｼﾞの続き）

97
■ 防災活動の担い手が不足する地域へ高知大学、 2021年11月 高知市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 大学生 17

高知県立大学、高知工科大学の大学生を派遣し、 ～2021年12月 秦ふれあいｾﾝﾀｰ 市民 多数

当該地域において防災活動の企画・運営補助等を 南海中学校 運営ｽﾀｯﾌ 2
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。2021年度も新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ

の影響で地域防災活動は縮小傾向にあり、2地域へ

の派遣となった。

※高知市より補助金
　

3,167
■ 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、地域ぐるみの

子育て支援を行うことが可能な多機能型の保育事業

の推進。

※高知県教育委員会より受託

　・小規模保育所4園と保育所15園で実施 2021年4月～2022年3月 高知市（11園） 保育事業者、 900
　・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやSNS等を活用した情報発信 室戸市（1園） 市民 他

　・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 香南市（1園） 運営ｽﾀｯﾌ 8
　・LINEによるｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ　配信 南国市（1園）

　・県子育てｻｲﾄ「こうちﾌﾟﾚﾏnet」への掲載 四万十市（5園）

　・高知新聞堀内販売所ﾆｭｰｽﾚﾀｰ配布（2500部）

　・「らいーな通信6」作成、配布（800部）

　・高知市子育てｶﾞｲﾄﾞぱむへの掲載

　・高知新聞子育て応援ﾒﾃﾞｨｱ「ｺｺﾊﾚ」での投稿

　・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
　

4,135
■ 子育て家庭の孤立化を防ぎ子育てできる環境づくり 2021年4月～2022年3月 子育てｻｰｸﾙ、 500

を進めるために子育てｻｰｸﾙなどの地域資源を活用 NPO、行政、社協、

して子育て支援のﾈｯﾄﾜｰｸ化を図り、地域で気軽に 市民 他

不安や悩みを相談できる支援者の育成や交流の場 運営ｽﾀｯﾌ 10
づくりの推進など地域住民の子育て支援ｻｰﾋﾞｽを

充実させるため実施。

※高知県より受託

①地域における子育て支援活動の担い手の育成 2021年12月3日(金) こうち男女共同参画ｾﾝﾀｰ ｿｰﾚ

子育て交流会の開催（2回） 2022年2月25日(金) ｵﾝﾗｲﾝ

②子育て講座や子育て家庭の交流の場の提供

「つむｻﾎﾟ講座」の開催（8団体39講座）

※46講座を予定していたが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策

により一部中止。

③子育て活動の情報発信

つむｻﾎﾟInstagram投稿

高知新聞子育て応援ﾒﾃﾞｨｱ「ｺｺﾊﾚ」に掲載

「つむｻﾎﾟｺﾐｭNo.１」（800部発行）

「子育て交流会」YouTube配信
　

●子育て講座等実施事業

●高知県多機能型保育支援事業

●高知市地域防災活動担い手支援事業


