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具体的実施内容

既存事業（H21も継
続）

センター等事業
（H21～）

当課事業
（H21～）

高知県ボランティア・ＮＰＯ
センターの機能、体制の充実

社会貢献活動を推進するための拠点
センターとして位置づけられてお
り、支援策等の実施にあたっては連
携が不可欠である。このため、セン
ターの体制・機能の充実を図る。

･非常勤職員の配置 （H21年度
１名配置）
（団体活動情報、助成金、活動
場所等の情報提供機能の充実）

１名予算計上 非常勤職員配置非常勤職員配置非常勤職員配置非常勤職員配置 非常勤職員雇用継続

活動団体の活動内容等の情報
提供

県内のＮＰＯ等の活動状況や助成金
等の活用状況を把握し、ホームペー
ジ等により広く県民に公開する。

・情報提供内容、方法等につい
ての検討
(ピッピネットのリニューア
ル、ＮＰＯヒロバへのリンク、
県ホームページとのリンク、情
報収集方法等）

ピッピネットの
リニューアル

ピッピネットリニューアル（Ｈ２２．ピッピネットリニューアル（Ｈ２２．ピッピネットリニューアル（Ｈ２２．ピッピネットリニューアル（Ｈ２２．
１～）１～）１～）１～）

・必要に応じて、活動
状況、助成金活用状況
把握のための書類調査

・データ更新（年１回
及び随時）

活動場所として活用できる公
共施設のデータ整備と情報提
供

団体の活動拠点や活動場所として使
用できる公共施設等の情報を整理
し、ホームページ等により情報提供
する。

・調査対象、内容の検討（公共
遊休施設、　民間遊休施設等）
・施設情報の収集、整理

・公共施設、公共
遊休施設、民間遊
休施設等の情報収
集、整理、ＨＰ掲
載
・施設情報の収
集、整理

・市町村ＮＰＯ担当課からの回答デー・市町村ＮＰＯ担当課からの回答デー・市町村ＮＰＯ担当課からの回答デー・市町村ＮＰＯ担当課からの回答デー
タを当課ＨＰに掲載。（公共施設、公タを当課ＨＰに掲載。（公共施設、公タを当課ＨＰに掲載。（公共施設、公タを当課ＨＰに掲載。（公共施設、公
共遊休施設、民間遊休施設等）共遊休施設、民間遊休施設等）共遊休施設、民間遊休施設等）共遊休施設、民間遊休施設等）
・企業からのデータ提供なし。・企業からのデータ提供なし。・企業からのデータ提供なし。・企業からのデータ提供なし。
・廃校・休校状況データ（教育委員会・廃校・休校状況データ（教育委員会・廃校・休校状況データ（教育委員会・廃校・休校状況データ（教育委員会
ＨＰへのリンク）ＨＰへのリンク）ＨＰへのリンク）ＨＰへのリンク）
・県有施設データ当課ＨＰ掲載。・県有施設データ当課ＨＰ掲載。・県有施設データ当課ＨＰ掲載。・県有施設データ当課ＨＰ掲載。

・情報更新のための調
査、整理

＊１

ＮＰＯ法人に対する県税の優
遇措置の実施

既存の県税の優遇措置を、引き続き
実施する。

財政基盤
の整備

国、県、民間等の助成金の情
報提供

社会貢献活動団体が活動資金を確保
するため、国、県、民間等の助成金
の情報を整理し、ホームページ等に
より情報提供する。

・助成金情報の収集、整理
・ピッピネット等により情報提
供（（財）助成財団センター、
シーズへのリンク検討）

・ピッピネット
等により情報提
供
・ピッピネット
から、ＮＰＯ法
人シーズ､助成財
団センターへの
リンク
・当課とのリン
ク

・各市町村助成金
情報調査、ＨＰ掲
載
・県庁内助成金と
りまとめHP掲載

・ピッピネット助成金情報掲載・ピッピネット助成金情報掲載・ピッピネット助成金情報掲載・ピッピネット助成金情報掲載
・ピッピネットから助成金情報ＨＰ・ピッピネットから助成金情報ＨＰ・ピッピネットから助成金情報ＨＰ・ピッピネットから助成金情報ＨＰ
（シーズ、助成財団センター）にリン（シーズ、助成財団センター）にリン（シーズ、助成財団センター）にリン（シーズ、助成財団センター）にリン
クククク
・各市町村助成金情報を当課ＨＰ掲載・各市町村助成金情報を当課ＨＰ掲載・各市町村助成金情報を当課ＨＰ掲載・各市町村助成金情報を当課ＨＰ掲載
・県庁内助成金とりまとめHP掲載・県庁内助成金とりまとめHP掲載・県庁内助成金とりまとめHP掲載・県庁内助成金とりまとめHP掲載

・助成金情報ＨＰ随時
掲載

・市町村助成金情報、
県庁内助成金情報のＨ
Ｐ掲載内容の更新

＊２

地域活動の担い手となる人材
の発掘、育成

地域活動の担い手の確保や後継者の
育成のため、若い世代や団塊世代、
地域のボランティア活動者などの人
材の発掘、育成を行う。

・ボランティアガイダンスの実
施
・地域づくり仕掛け人市の実施
・市町村社会福祉協議会との連
携（ボランティア募集業者との
連携）

・センター事業
（ボランティア
ガイダンス、地
域づくり仕掛け
人市）の実施

・センター事業（ボランティアガイダ・センター事業（ボランティアガイダ・センター事業（ボランティアガイダ・センター事業（ボランティアガイダ
ンス、地域づくり仕掛け人市）の実施ンス、地域づくり仕掛け人市）の実施ンス、地域づくり仕掛け人市）の実施ンス、地域づくり仕掛け人市）の実施

・引き続き実施

・市町村社会福祉協議
会におけるボランティ
ア募集事業等との連携

ＮＰＯ運営関係の各種講座の
実施

ＮＰＯ法人の運営に必要な知識等を
学ぶ機会として各種講座を開催す
る。

・NPO実務講座、ＮＰＯ経営塾
等の開催

センター事業
（ＮＰＯ実務講
座、ＮＰＯ経営
塾等の開催）

センター事業（ＮＰＯ実務講座、ＮＰセンター事業（ＮＰＯ実務講座、ＮＰセンター事業（ＮＰＯ実務講座、ＮＰセンター事業（ＮＰＯ実務講座、ＮＰ
Ｏ経営塾等の開催）実施Ｏ経営塾等の開催）実施Ｏ経営塾等の開催）実施Ｏ経営塾等の開催）実施

引き続き、実施。

高知県ボランティア・ＮＰＯ
センターの情報システム
「ピッピネット」等による情
報交換

こうちボランティア・ＮＰＯ情報シ
ステム「ピッピネット」を介した情
報交換の場を設ける。

・ピッピネットの運用 ピッピネットの
運用

ピッピネットの運用ピッピネットの運用ピッピネットの運用ピッピネットの運用 引き続き、ピッピネッ
トの運用

社会貢献活動団体同士の交流
の場づくり

社会貢献活動団体同士のつながりや
連携を深めるための交流の場を設け
る。

・ＮＰＯフォーラムの開催など センター事業
（ＮＰＯフォー
ラムの開催）等

センター事業（ＮＰＯフォーラムの開センター事業（ＮＰＯフォーラムの開センター事業（ＮＰＯフォーラムの開センター事業（ＮＰＯフォーラムの開
催）等実施催）等実施催）等実施催）等実施

引き続き、センター事
業（ＮＰＯフォーラム
の開催）等実施

人材育成

支援策

活動基盤
の整備

団体相互
の交流連
携

具体的な実施内容（Ｈ２１年度）

（22年度以降）

既存の県税の優遇措置を、引き続き実施する。

実施経過実施経過実施経過実施経過

＊については、説明資料別添Ｈ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策について

行動計画 実施内容（計画上の記載） 具体案



具体的実施内容

既存事業（H21も継
続）

センター等事業
（H21～）

当課事業
（H21～）

支援策

具体的な実施内容（Ｈ２１年度）

（22年度以降）
実施経過実施経過実施経過実施経過

＊については、説明資料別添Ｈ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策についてＨ２１年度支援策について

行動計画 実施内容（計画上の記載） 具体案

県民向けの効果的・戦略的な
情報発信

ホームページや各種情報誌、マスメ
ディア等を利用し、若い世代や団塊
の世代など幅広い年齢層の県民に対
し、社会貢献活動についての理解を
深めるための普及啓発を行う。

高知新聞社への掲載事業の実施 ・センター事業
（高知新聞社へ
の掲載事業の実
施）等

県ＨＰの充実（事
業実施内容等）に
よる積極的なＰ
Ｒ。積極的なマス
コミの巻き込み。

・高知新聞ＮＰＯ紹介随時掲載予定・高知新聞ＮＰＯ紹介随時掲載予定・高知新聞ＮＰＯ紹介随時掲載予定・高知新聞ＮＰＯ紹介随時掲載予定
・ＲＫＣラジオ　１回/週「がんばれ！・ＲＫＣラジオ　１回/週「がんばれ！・ＲＫＣラジオ　１回/週「がんばれ！・ＲＫＣラジオ　１回/週「がんばれ！
高知のＮＰＯ」放送中（センター）高知のＮＰＯ」放送中（センター）高知のＮＰＯ」放送中（センター）高知のＮＰＯ」放送中（センター）
・県ＨＰの充実（事業実施内容等）に・県ＨＰの充実（事業実施内容等）に・県ＨＰの充実（事業実施内容等）に・県ＨＰの充実（事業実施内容等）に
よる積極的なＰＲ。積極的なマスコミよる積極的なＰＲ。積極的なマスコミよる積極的なＰＲ。積極的なマスコミよる積極的なＰＲ。積極的なマスコミ
の巻き込み。の巻き込み。の巻き込み。の巻き込み。

・県ＨＰの充実（事業
実施内容等）による積
極的なＰＲ。積極的な
マスコミの巻き込み。

セミナー、シンポジウム、体
験学習等の実施

県民対象のセミナー、シンポジウ
ム、体験学習の機会などを設け、県
民の社会貢献活動についての理解を
深める。

こうちＮＰＯフォーラム、地域
づくり仕掛け人市、ボランティ
アフェスティバル、ボランティ
アガイダンス等の実施

・センター事業
において実施
（こうちNPO
フォーラム、地
域づくり仕掛け
人市、ボラン
ティアフェス
ティバル、ボラ
ンティアガイダ
ンス等）

・センター事業(こうちＮＰＯフォーラ・センター事業(こうちＮＰＯフォーラ・センター事業(こうちＮＰＯフォーラ・センター事業(こうちＮＰＯフォーラ
ム、地域づくり仕掛け人市、ボランム、地域づくり仕掛け人市、ボランム、地域づくり仕掛け人市、ボランム、地域づくり仕掛け人市、ボラン
ティアフェスティバル、ボランティアティアフェスティバル、ボランティアティアフェスティバル、ボランティアティアフェスティバル、ボランティア
ガイダンス)等実施ガイダンス)等実施ガイダンス)等実施ガイダンス)等実施

・引き続き、センター
事業において実施（こ
うちＮＰＯフォーラ
ム、地域づくり仕掛け
人市、ボランティア
フェスティバル、ボラ
ンティアガイダンス
等）

事業者
（企業）と
の連携

事業者（企業）と社会貢献活
動団体との交流の場づくり

事業者（企業）と社会貢献活動団体
との交流を進めるため、高知県ボラ
ンティア・ＮＰＯセンターが中心に
なって行ってきた「企業・ＮＰＯ
パートナーシップ委員会」を継続実
施し、双方交流の場を定期的に開催
する。

・企業、ＮＰＯパートナーシッ
プ委員会の継続実施

センター事業
（企業・ＮＰＯ
パートナーシッ
プ委員会の実
施）等

センター事業（企業・ＮＰＯパートセンター事業（企業・ＮＰＯパートセンター事業（企業・ＮＰＯパートセンター事業（企業・ＮＰＯパート
ナーシップ委員会の実施）等実施ナーシップ委員会の実施）等実施ナーシップ委員会の実施）等実施ナーシップ委員会の実施）等実施

センター事業（企業・
ＮＰＯパートナーシッ
プ委員会の実施）等

中間支援
組織との
連携

県民への普及啓発、情報提供
等における連携

社会貢献活動に対する支援を効果的
に推進するため、中間支援組織（高
知県ボランティア・ＮＰＯセン
ター、特定非営利活動法人ＮＰＯ高
知市民会議など）と連携する。

・支援策の推進に当たっての日
常的な連携

・支援策の推進
に当たっての日
常的な連携

支援策の推進に当たっての日常的な連支援策の推進に当たっての日常的な連支援策の推進に当たっての日常的な連支援策の推進に当たっての日常的な連
携携携携

引き続き、連携を強
化。

社会貢献活動団体と各主体と
のパートナーシップづくり

県、市町村、事業者（企業）、県
民、社会貢献活動団体などさまざま
な主体が、課題解決のために連携
し、協議等を行う場（プラット
フォーム）を設ける。

＊３

社会貢献活動団体と各主体と
の協働事例の創出

①の「プラットフォーム」における
協議検討を踏まえて、さまざまな主
体が役割を担う協働事例を創出す
る。

相互理解
による協
働の促進

県民への
普及啓発

・ＮＰＯとのパート
ナーシップ事業の実施
により、協働事例創
出。
・公益信託こうちＮＰ
Ｏ地域社会づくりファ
ンドの「行政との協働
助成」実施により、市
町村とＮＰＯの協働事
業実施。

・ＮＰＯとのパートナーシップ事業の・ＮＰＯとのパートナーシップ事業の・ＮＰＯとのパートナーシップ事業の・ＮＰＯとのパートナーシップ事業の
実施により、協働事例創出実施中実施により、協働事例創出実施中実施により、協働事例創出実施中実施により、協働事例創出実施中
・公益信託こうちＮＰＯ地域社会づく・公益信託こうちＮＰＯ地域社会づく・公益信託こうちＮＰＯ地域社会づく・公益信託こうちＮＰＯ地域社会づく
りファンドの「行政との協働助成」実りファンドの「行政との協働助成」実りファンドの「行政との協働助成」実りファンドの「行政との協働助成」実
施により、市町村とＮＰＯの協働事業施により、市町村とＮＰＯの協働事業施により、市町村とＮＰＯの協働事業施により、市町村とＮＰＯの協働事業
実施中実施中実施中実施中

・NPOとのパート
ナーシップ事業の
実施により、協働
事例創出
・公益信託こうち
ＮＰＯ地域社会づ
くりファンドの
「行政との協働助
成」実施により、
市町村とＮＰＯの
協働を推進する。

・NPOとのパートナーシップ事
業の実施により、協働事例創出
・公益信託こうちＮＰＯ地域社
会づくりファンドの「行政との
協働助成」実施により、市町村
とＮＰＯの協働を推進する。
・他課が実施する事業に対する
協力



                                                                                                                                                

Ｈ２１年度支援策実施状況説明資料Ｈ２１年度支援策実施状況説明資料Ｈ２１年度支援策実施状況説明資料Ｈ２１年度支援策実施状況説明資料    

    

[[[[活動場所として活用できる公共施設のデータ整備と情報提供活動場所として活用できる公共施設のデータ整備と情報提供活動場所として活用できる公共施設のデータ整備と情報提供活動場所として活用できる公共施設のデータ整備と情報提供]]]]    ＊１＊１＊１＊１    

 ・休校・廃校状況（教育委員会ＨＰ掲載分）…調査のうえ、当課ＨＰにアップ済み。（別添①） 

・公共施設、民間遊休施設、県有施設等 …調査のうえ、当課ＨＰにアップ済み。（別添②） 

[[[[助成金情報助成金情報助成金情報助成金情報]]]]    ＊２＊２＊２＊２    

 ・各市町村助成金情報 … 調査のうえ、当課ＨＰにアップ済み。（別添③） 

 ・県庁内助成金情報 … 毎年度当初県庁各課に照会、当課ＨＰにアップ済み。（別添⑤） 

 

[[[[ＮＰＯとのパートナーシップ事業ＮＰＯとのパートナーシップ事業ＮＰＯとのパートナーシップ事業ＮＰＯとのパートナーシップ事業]]]]    ＊３＊３＊３＊３（別添④）        

    [２１年度実施内容] 

① （テーマ）「土佐・龍馬であい博」をきっかけにした「おもてなし」 

   （関係者）おもてなし課、土佐・龍馬であい博推進課、公共交通課、地域支援企画員、高知市、

佐川町、一俵入魂百勝の会 外 

   （内容） 

    観光客等を高知空港、高知駅で高知の産品サプライズプレゼントでもてなし、今年度開催の

「土佐・龍馬であい博」の観光客もてなしにつなげることを目的に、５回会議開催。 

    空港、駅での実施方法やＮＰＯと行政との役割分担を話し合い、ＮＰＯと行政との協働事例

創出につなげた。来年度以降も実施予定。 

     〈役割分担〉  

行政…空港整備事務所やＡＮＡ、ＪＡＬとの連絡調整。提出書類準備。イベント当日スタッフ 

      ＮＰＯ…毎回の配布産品等の計画、準備。イベント当日スタッフ         

② （テーマ）障害者就労支援を進めるうえでの事業主等の理解促進 

    （関係者）障害保健福祉課、企業（障害者を雇用している企業、雇用していない企業）、消費

者、環境系ＮＰＯ、障害者の就労支援サポートＮＰＯ 

   （内容） 企業の障害者就労を進めるためにはどうしたらよいかを話し合った。 

現代企業は、積極的に環境問題に取り組んでおり、消費者が企業を評価する際の指

標的なものとなっている。障害者雇用も企業を評価する際の指標的な位置づけにす

るような取り組みを進めていく必要があるのではないかとの視点で話し合い、具体

的な取り組み事例について意見を出し合った。 

来年度以降､障害保健福祉課において､ここでの意見を基にした取り組みを実施予

定。     

③ （テーマ）道路空間を活用した地域の活性化・まちづくり 

   （関係者）都市計画課、経営支援課、大橋通商店街振興組合、おびさんマルシェ実行委員会等 

  （内容） アーケードの有効活用で、商店街活性化をめざし、話し合った。 

ア－ケードへの各店舗せり出しによる商店街の賑わい、軽トラでの乗り入れによる

市町村産品販売店等の意見が出、また、県からは規制に関する法律や助成金情報提

供等があり、それらを参考に商店街で実施案を考えてみるとのこと。 

   

＊＊＊＊今後も、「第２次高知県社会貢献活動支援推進計画」で目指す、地域課題に関係する様々な今後も、「第２次高知県社会貢献活動支援推進計画」で目指す、地域課題に関係する様々な今後も、「第２次高知県社会貢献活動支援推進計画」で目指す、地域課題に関係する様々な今後も、「第２次高知県社会貢献活動支援推進計画」で目指す、地域課題に関係する様々な

主体（県、市町村、企業、県民、ＮＰＯ等）が課題解決のために連携し、協働等を行う場主体（県、市町村、企業、県民、ＮＰＯ等）が課題解決のために連携し、協働等を行う場主体（県、市町村、企業、県民、ＮＰＯ等）が課題解決のために連携し、協働等を行う場主体（県、市町村、企業、県民、ＮＰＯ等）が課題解決のために連携し、協働等を行う場

（プ（プ（プ（プラットフォーム）を設け、具体的事例の創出をしていく。ラットフォーム）を設け、具体的事例の創出をしていく。ラットフォーム）を設け、具体的事例の創出をしていく。ラットフォーム）を設け、具体的事例の創出をしていく。        
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平成21年度　市町村（学校組合）別公立小中学校数一覧表
小中学校課（平成２1年４月１日現在）

市町村（学校組合）別公立小中・養護学校・幼稚園数　　※（　）は分校数で外数
東部教育事務所管内 中部教育事務所管内 西部教育事務所管内 高知市教育委員会

市町村・学校組合 小学校 中学校 計 幼稚園 市町村・学校組合 小学校 中学校 計 幼稚園 市町村 小学校 中学校 計 幼稚園
小学校 中学校 計 特別支援学校 幼稚園

11 44 26 70 8 18 92 (1) 42 (1) 134 (2) 17 6 51 26 77 0
室戸市 8 7 15 南国市 13 (1) 4 (1) 17 (2) 1 四万十市 21 11 32 高知市 43 19 62 1 1
安芸市 9 2 11 大豊町 3 1 4 土佐清水市 8 5 13
東洋町 2 2 4 本山町 2 2 宿毛市 11 6 17
奈半利町 2 1 3 1 土佐町 1 1 2 黒潮町 9 2 11
北川村 1 1 2 大川村 1 1 2 三原村 1 1 2
田野町 1 1 2 1 いの町 10 5 15 6 大月町 1 1 2
安田町 1 1 2 1 仁淀川町 5 3 8 1
馬路村 2 2 4 土佐市 9 3 12
芸西村 1 1 2 1 須崎市 9 5 14
香南市 8 4 12 4 日高村 2 1 3
香美市 9 4 13 佐川町 4 3 7 休校の学校（小：４５、中：１３校、計５８校）

越知町 1 1 2 1 ○昭和６２年度から 安芸市立上尾川小学校
津野町 6 2 8 4 ○昭和６３年度から いの町立中追中学校

（　）は休園数で外数 梼原町 3 1 4 3 ○平成２年度から 安芸市立上尾川中学校
地教委数 幼稚園 中土佐町 4 3 7 ○平成３年度から
市町村 34 国立 1 四万十町 18 6 24 1 ○平成５年度から 大豊町立立川小学校
学校組合 2 公立 26 (5) 日佐学校組合 1 1 2 ○平成７年度から いの町立清水第二小学校
計 36 私立 32 (1) 本土中学校組合 1 1 ○平成８年度から 土佐清水市立立石小学校

計 59 (6) ○平成９年度から 四万十町立下津井小学校
○平成１０年度から 越知町立桐見川小学校

（　）は分校数で外数 （　）は休校数で外数 ○平成１１年度から いの町立出来地小学校
市町村立小中学校数 国・私立学校数 ○平成１２年度から 大豊町立穴内小学校、大豊町立西峰小学校、四万十市立奥屋内小学校

大豊町立西峰中学校小学校 中学校 計 国立 私立

 230 (1) 113 (1) 343 (2) 小学校 1 1 ○平成１３年度から 安芸市立古井小学校
いの町立上東小学校、いの町立三水小学校
越知町立片岡小学校、安芸市立古井中学校
安芸市立東川中学校、いの町立三瀬中学校

休校の学校 45 13 58 中学校 1 7(1)
特別支援学校 1 1

（  　）は分校数で外数　　※課程別学校数は、一部重複あり ○平成１４年度から 大豊町立天坪小学校
いの町立本川小学校、いの町立越裏門小学校
いの町立柳瀬小学校、四万十市立勝間小学校、四万十市立下家地小学校

県立中学校・公立高等学校・公立特別支援学校数
（高知商業高校・高知市立養護学校を含む）

学校数 全日制 定時制 通信制

中学校 3
高等学校 37 (3) 34 (3) 14 2 ○平成１５年度から 越知町立横畠小学校、四万十市立竹屋敷小学校、四万十市立常六小学校

四万十市片魚小学校、四万十市立藤ノ川小学校、四万十市立竹屋敷中学校
四万十市立片魚中学校

特別支援学校 8 (4) 8 (4)

平成20年度名称変更（１校） ○平成１６年度から 大豊町立東豊永小学校、仁淀川町立寺村小学校
越知町立野老山小学校、土佐清水市立松尾小学校
黒潮町立北郷小学校、四万十町立打井川小学校

変更前 変更後
大豊町立大杉中学校 大豊町立大豊町中学校

○平成１７年度から 黒潮町立鈴小学校、土佐清水市立布中学校
四万十町立大奈路中学校平成１９年度限りで廃校（７校） 平成２０年度限りで廃校（２２校）

東洋町立名留川小学校
室戸市立佐喜浜小学校入木分校
梼原町立松原小学校
本山町立沢ヶ内小学校
宿毛市立鵜来島小学校
宿毛市立鵜来島中学校
大豊町立久寿軒小学校

いの町立中央小学校、土佐町立和田小学校、土佐町立平石小学校
土佐町立瀬戸小学校、土佐町立森小学校、土佐町立相川小学校
土佐町立石原小学校、土佐町立田井小学校、土佐町立名高山小学校
大月町立小才角小学校、大月町立春遠小学校、大月町立安満地小学校
大月町立芳ノ沢小学校、大月町立樫西小学校、大月町立周防形小学校
大月町立月灘小学校、大月町立姫ノ井小学校、大月町立中央小学校
大月町立柏島小学校、大月町立一切小学校、大月町立橘浦小学校
大月町立弘見小学校

○平成１８年度から 黒潮町立馬荷小学校、土佐清水市立貝ノ川中学校、越知町立黒石小学校

○平成１９年度から いの町立中追小学校、四万十町立広井小学校
越知町立明治中学校

○平成２０年度から いの町立勝賀瀬小学校 

○平成２１年度から 中土佐町立矢井賀小学校、中土佐町立大野見北小学校、土佐清水市立布小学校
土佐市立北原小学校谷地分校、土佐清水市立益野小学校、土佐清水市立宗呂小
学校、土佐清水市立貝ノ川小学校、安芸市立川北小学校奈比賀分校、大豊町立
大豊中学校



 

各々の施設をクリック

すると詳細頁へ 

② 



 

 



調査様式②調査様式②調査様式②調査様式②    

各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業補助・委託事業補助・委託事業補助・委託事業情報情報情報情報    

 

事業名 中小企業組織化事業 

事業種別 補助事業 

事業の目的 

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び進行を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。 

※南国市中小企業振興条例 

補助(委託等) 

対象事業の 

概要 

中小企業団体を組織化する事業 

補助(委託等)

対象事業者の

種類 

中小企業者、中小企業団体、中小企業者もしくは中小企業団体で組織するグ

ループ、特定非営利活動法人、商工会 

補助率・補助

額・補助対象

経費 

(委託金額・委

託料対象経費) 

補助率：５０／１００ 

限度額：２０万円 

対象経費：創立経費 

申請手続き・ 

申請時期 

申請手続き：商工水産課 

申 請 時 期：事業着手前 

その他 

留意事項 

 

問い合わせ先 

 南国市役所 商工水産課    

 電話 088－880－6560            ＦＡＸ 088－863－1167 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shoukou@city.nankoku.kochi.jp 

※ 補助事業、委託事業等により様式を適宜変更してください。 

＜抜粋＞ ③ 



調調調調査様式②査様式②査様式②査様式②    

各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業補助・委託事業補助・委託事業補助・委託事業情報情報情報情報    

 

事業名 仁淀川町社会教育団体等活動費補助金 

事業種別 補助事業   

事業の目的 

仁淀川町の社会教育又は学校教育(以下「社会教育等」という。)の振興

を図る 

補助(委託等) 

対象事業の 

概要 

仁淀川町の社会教育又は学校教育(以下「社会教育等」という。)の振興

を図るため仁淀川町の社会教育団体等(以下「団体」という。)が行う事

業及び運営に要する経費に対し毎年度予算の範囲内で補助金の交付する

もの 

補助(委託等)

対象事業者の

種類 

１ 青少年教育に関する団体 

２ 成人教育に関する団体 

３ 芸術文化に関する団体  

４ その他主として社会教育等の向上に関する事業を行う団体 

 

補助率・補助

額・補助対象

経費 

(委託金額・委

託料対象経費) 

(  1) 研修会等の講師謝礼  

2) 講師、役員、会員等の活動にかかる旅費  

 3) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、光熱水費  

 4) 通信運搬費、傷害等保険料、手数料  

 5) 会場使用料及び賃借料  

 6) 上部団体への負担金及び研修会等への参加費  

 7) その他特に必要と認める経費  

申請手続き・ 

申請時期 

補助金の交付を受けようとする団体は、社会教育団体等活動費補助金

申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない 

(1) 事業計画書(2) 予算書 (3) その他必要と認める書類 

その他 

留意事項 

 

問い合わせ先 

仁淀川町教育委員会   担当 生涯学習係 

  

電話 0889-35-0019    ＦＡＸ 0889-35-0010 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@town.niyodogawa.kochi.jp 

 



 

④ 



 



ＮＮＮＮＮＮＮＮＰＰＰＰＰＰＰＰＯＯＯＯＯＯＯＯをををををををを対対対対対対対対象象象象象象象象ととととととととししししししししたたたたたたたた補補補補補補補補助助助助助助助助事事事事事事事事業業業業業業業業等等等等等等等等のののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要ををををををををままままままままととととととととめめめめめめめめ

ままままままままししししししししたたたたたたたた。。。。。。。。ぜぜぜぜぜぜぜぜひひひひひひひひごごごごごごごご活活活活活活活活用用用用用用用用くくくくくくくくだだだだだだだだささささささささいいいいいいいい。。。。。。。。         

 

（平成 21 年度版） 

 

 

 

高知県「絆の森」環境活動応援事業             １ 

高知県豊かな環境づくり総合支援事業            ３ 

生き活きこうちの森推進事業                ５ 

森林保全ボランティア活動推進事業             ６ 

山の一日先生派遣事業                   ７ 

こうち山の日推進事業                   ８ 

移住促進事業（高知県移住促進事業費補助金）        ９ 

高知県人権ふれあい支援事業               １０ 

こうち商業振興支援事業                 １１ 

商店街にぎわい再生推進事業               １２ 

家庭教育支援基盤形成事業                １３ 

幼少期における感動体験モデル事業            １４ 

教職員宿舎等の空き住宅・部屋の貸付           １５ 

こうち出会いのきっかけ応援事業             １６ 

平成２１年度高知県地域ケア体制整備推進事業         １７ 

２１年度ソーレ・えいど事業               １９ 

お問合せ先等について  

 

 この資料は、高知県が行っている事業のうち、ＮＰＯ等を対象とし

た事業について、関係課から県民生活・男女共同参画課に情報提供さ

れたものをまとめたものです。  

 事業の詳細については、各事業調書の下欄に記載していますお問合

せ先へお願いします。  

          高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課  

⑤ 


