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地域力の向上をめざして
～人と人とのつながりを活かす高知県～
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第３次社会貢献活動支援推進計画の概要

地域力の向上をめざして
 ～人と人とのつながりを活かす高知県～

営利を目的としない公益的な活動であって、その活動が県民の多様なニーズに対応し、豊かな社会生活の実現に寄与すること
を目的とした自主的な活動をいう。

様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体をいう。
※広義のＮＰＯは、社会貢献活動団体のことで、狭義のＮＰＯは、社会貢献活動を団体の主な活動としている特定営利活動法人（ＮＰＯ法人）と、市民活動団体・ボランティア団体を指します。
※本計画におけるＮＰＯの表記は、社会貢献活動の中心的な役割を担っている狭義のＮＰＯを意味することとします。

社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。

　県では、高知県社会貢献活動推進支援条例（平成11年3月制定。以下「条例」という。）及び高知県社会貢献活動支援推進
計画に基づき、社会貢献活動の活性化を図るため、県の社会貢献活動拠点センターと位置付けた高知県ボランティア・ＮＰＯセ
ンターと連携をして、ＮＰＯ法人をはじめとする社会貢献活動団体に対する情報提供や研修会の開催、団体間の交流促進など、
社会貢献活動の積極的な支援を進めてきました。
　こうした中、平成２１年3月に策定した第２次計画の計画期間が平成25年度末をもって終了することから、これまでの社会貢
献活動に対する支援の成果や課題を踏まえ、第３次計画を策定することとしました。
　この第３次計画では、「地域力の向上をめざして　～人と人とのつながりを活かす高知県～ 」をテーマに、県民自ら課題解決
に向かって行動したり、行動する社会貢献活動団体を支援することで、県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮ら
すことができる元気な地域社会の実現を目指します。

計画の趣旨

社会貢献活動団体
事業者
（企業）

企業のCSR
活動など

県民

社会貢献活動
への参加など

社会貢献活動を実施する主体

社会貢献活動とは

社会貢献活動団体とは

ＮＰＯとは

ＮＰＯ

特定非営利活動法人
（NPO法人）

市民活動団体・
ボランティア団体

地縁団体
（町内会・自治会など）

社会福祉法人

公益社団・財団法人

一般社団・財団法人

県、市町村、事業者、県民、社会貢献活動団体相互のパートナーシップが確立
された社会づくり

社会貢献活動団体が自立し、地域の主体となって活動する社会づくり1

2
計画の
目標



今後目指すべき取組のイメージ

　社会貢献活動を推進し、目標を達成するためには、県、高知県ボランティア・ＮＰＯセンター、市町村、
事業者、県民、社会貢献活動団体の各主体がそれぞれの立場や能力に応じて、必要な役割を果たすと
ともに、相互の連携によるパートナーシップを構築していくことが必要です。
　この計画において、県の役割と県以外の主体に期待する役割については次のとおりとします。

　社会貢献活動の量、質の充実を図るために実施してきた活動基盤、財政基盤及び人材育成等に関する支援を引き続き実施し、
社会貢献活動団体が活動しやすい環境づくりに努めるとともに、県、市町村、事業者、社会貢献活動団体相互の連携・協働を主導
し、地域づくりへの参画や災害時に機能を発揮できる社会貢献活動団体の育成および担い手の拡大のための支援を実施します。

　高知県ボランティア・ＮＰＯセンターでは、社会貢献活動を支援する拠点として、ＮＰＯの活動基盤の強化をはじめ、ＮＰＯのネット
ワークの構築、行政・企業との連携を推進することが求められます。

　住民にとって最も身近な行政機関として、地域における課題を解決するためには、協働の重要性を認識し、地域の社会貢献活
動団体との、さらなる連携が必要です。
　このため、地縁団体やＮＰＯとの関係づくりを積極的に行うとともに、地域のニーズに応じた連携や協働を進めることが求めら
れます。

　社会的責任の一環として社会貢献活動に参加し、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、県や市町村への協力を通じ
て、連携や協働に努めることが求められます。

　自ら社会貢献活動へ自主的・積極的に参加し、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、県や市町村の取組に対し、それぞ
れの能力に応じた連携や協働に努めることが求められます。

　行政とともに公共的サービスの新たな提供主体であることを認識し、積極的な情報公開と活動のアピールに努め、活動の資源
を自力で調達するなど、自立した主体として行動するとともに、他の主体との連携を推進することが求められます。

社会貢献活動
の推進

社会貢献活動
の推進

NPO

県民

地縁団体

中間支援
組織

市町村

大学

県

事業者

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

連携・協働

①社会貢献活動団体が自
　立し、地域の主体となっ
　て活動する社会づくり

②県・市町村・事業者・県民・
　社会貢献活動団体相互
　のパートナーシップが確
　立された社会づくり

●地域振興、活性化
●元気な子どもたち
●高齢者の生きがい
●福祉の充実
●豊かな自然環境
●防災力向上

課題解決

南海トラフ大地震

担い手不足

少子高齢
化
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高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

県

市町村

事業者

県　民

社会貢献活動団体

各主体の役割



これまでの取組み
（平成11年度～平成25年度）

県内のＮＰＯ法人数は、３００団体を超え、認定ＮＰＯ法人も、５団体誕生
（平成26年2月末現在）しました。高知県ボランティア・ＮＰＯセンターが
運営する「こうちボランティア・ＮＰＯ情報システム」（ピッピネット）に登
録している社会貢献活動団体数も増加傾向にあるなど、社会貢献活動
の広がりが見られる。

ＮＰＯ法人の財政規模を平成２３年度決算の支出額で見ると、１，０００万
円を超える法人が３０．５％存在する一方で、１００万円未満の法人も４
７．５％存在するなど、社会貢献活動団体の活動基盤は未だに不安定で
ある。

社会貢献活動の広がり

ＮＰＯ法人の財政状況

ＮＰＯとのパートナーシップづくり事業

ＮＰＯと市町村との協働モデル事業

●ＮＰＯと行政との協働を進めるための支援

ＮＰＯステップアップ支援事業

ＮＰＯ活動強化支援事業

ＮＰＯ寄附募集支援事業

●社会貢献活動の質を高めるための支援

●社会貢献活動を活発にするための支援

●ＮＰＯ普及啓発事業　　　　　

▲

センターパンフレット作成
●ＮＰＯ活動基盤強化事業　　　

▲

こうちＮＰＯフォーラム開催　
　　　　　　　　　　　　　    

▲

ボランティアガイダンスの開催
●他セクターとの協働推進事業　

▲

企業市民セミナーの開催

●助成実績（H11～H24）　延べ201団体

　平成２４年度
●集合型セミナー　１７回開催

平成２３・２４年度
●「ファンドレイジング・ジャパンｉｎこうち」の開催

平成２３・２４年度
●集合型セミナー　２４回
●専門家派遣　（述べ）１０９回

●意見交換会「こらぼ・で・とーく」の開催
(最近のﾃｰﾏ)
「空き家を活用した地域の活性化」
「地域ならではの資源を活用した交流人口の拡大」
「公共交通の維持と県民参加～中村・宿毛線の活性化」

平成１８年度～２５年度　

●こどもの文化の森～中山間地域に子どもを主人公とした文化拠点（コミュニ
　ティスペース）を～
●リハビリキッチンモデル試行事業
●人のつながり復活から再起する矢井賀プロジェクト　他

平成２４年度

●考えで拓く～地域産業の振興・地域と世界をつなぐ地域資源活用ネットワークの創造～
●移住定住促進プログラム実施事業

平成２３年度

●現状

高知県ボランティア・ＮＰＯ
センターによる各種支援

公益信託「こうちＮＰＯ地域社会
づくりファンド」での助成



第３次高知県社会貢献活動支援推進計画の体系

～新しい動き～

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

●高知県ボランティア・NPOセンターの機能の拡充
●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
●ＮＰＯ法人に対する県税の優遇措置の実施
●ＮＰＯ法人会計基準の普及
●中間支援組織の機能及びネットワークの強化（東部・西部）

●「地縁型ＮＰＯ」と「事業型ＮＰＯ」との相互理解の促進
●様々な主体が連携して関わる新たな地域コミュニティの
　拠点づくり

●ＮＰＯのコミュニティビジネスへの参入支援
●ＮＰＯによるコミュニティビジネスの活動支援

●災害ボランティアと連携できるＮＰＯの育成

県民への普及啓発

団体相互の交流連携

学習機会の創出

寄附の促進

市町村との連携

事業者との連携

中間支援組織との連携

ネットワークの構築

災害時に機能を発揮
できる団体の育成

協働に関する情報提供

人材育成

財政基盤の整備

大学等教育機関との連携

コミュニティビジネスの
基盤創出

地域コミュニティとの
連携

相互理解による協働
の促進

職員の協働に対する
理解の促進

課　題 ●高知県社会貢献活動拠点センターの機能の拡充

●ピッピネットの運営・情報提供

●県のＨＰでの情報提供

●会計基準の研修会の実施

●認定取得セミナー等の実施

●ＮＰＯ実務講座の開催

●関係機関にシニア向け活動事例のパンフレットを配布

●ＮＰＯフォーラムの開催

●東部、西部での研修会・交流プログラムの実施

●マスコミを活用した情報発信のルール策定
●ボランティアガイダンス等
●大学（地域連携センター）との継続協議
●情報発信の研修会の開催
●寄附募集支援事業の実施

●市町村とＮＰＯとの意見交換会の開催
●地域支援企画員への情報提供
●ＮＰＯ・企業パートナーシップ委員会の開催
●企業へ社会貢献活動事例のパンフレットを配布
●大学との連携・協力体制の拡充
●経営研究会による質的評価検討の実施
●ＮＰＯサポートチームの定例会の開催

●県職員のＮＰＯ短期派遣研修の実施

●市町村新採職員への研修の実施

●様々な主体と県職員とで県政の課題について検討

　する会議の実施（こらぼ・で・とーく）

●市町村職員の研修会における、モデル事業の報告

●コーディネーターの派遣
●集落活動センターの設置・立上支援
●結プロジェクト推進事業の実施
●起業に関する講座等の開催（土佐まるごとビジネスアカデミー等）
●中山間地域の小さなビジネスへの支援

●災害時の活動に関する意識啓発・研修の実施

●災害ボランティアセンターネットワーク会議の開催

●コーディネーターの育成講座の開催

■ＮＰＯ自身が県民に対して積極的に活動の
　理解を求めていく必要がある。

■ＮＰＯ構成メンバーの高齢化への支援、新
　しい担い手の人材育成が必要である。

■県民が社会貢献活動を通じて、地縁団体、
　ＮＰＯ、行政と関わる機会が必要である。

■県民への社会貢献活動の普及や寄附意識
　醸成のための啓発が必要である。

■ＮＰＯと市町村との協働モデル事業の継続
　や、他の地域への広がりが必要である。

■ＮＰＯと行政との協働において、災害支援等
　での連携が必要である。

※食を通した介護予防の取組（本山町） 

※カフェや居酒屋等の運営による居場所づくりや世代間

　交流の取組（中土佐町）　 

※有償運送による住民の移動手段の確保（檮原町） 

※あったかふれあいセンターの運営（四万十市） 

※自然環境の研究、保全活動や環境教育（大月町）

ＮＰＯへの期待
◆経済的な自立 
（寄附金等の資金調達） 

◆市町村、中山間地域と連携した活動 

◆災害時での活動
（専門性の発揮）

具体的な取組基本方針 実施項目 行動計画

活動基盤の整備1

2

3

4

拡充

新規

新規

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

社会貢献活動団体の
育成、活動の拡大

社会貢献活動に
対する県民の理
解と参加の促進

市町村、事業者、
大学等との連携

社会貢献活動団体
と各主体との協働
の促進

社会貢献活動団体
による地域づくり
への参画

災害時における
社会貢献活動団
体の機能発揮

●社会貢献活動団体に対する補助、助成等の機会の確保
●国、県、民間等の助成金の情報提供
●認定ＮＰＯ法人への移行促進

●学校教育、社会教育での取組
●ＮＰＯ運営関係の各種講座の実施
●地域活動の担い手となる人材の発掘、育成

●インターネット掲示板を活用した情報交換
●NPO同士の交流の場づくり

●県民向けの効果的・戦略的な情報発信
●セミナー、シンポジウム、体験学習等の実施

●ＮＰＯによる寄附募集の取組の強化
●寄附に対する県民の意識啓発

●大学等のNPO関係講座の活用

●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）の社会貢献活動推進のための仕組みづくりの検討

●中間支援組織との意見交換等の実施

●大学との連携
●社会貢献活動の質的評価についての研究

●市町村と社会貢献活動団体との協働推進のための支援
●地域支援企画員を中心とした連携

●県職員のための研修等の実施
●市町村職員のための研修等の実施

●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
●社会貢献活動団体と各主体との協働事例の創出
●政策等検討段階での参画機会の創出

●地域力向上につながる先進事例の情報提供

●行政・ＮＰＯ・事業者（企業）など関係機関による
　ネットワークづくり
●災害時における活動拠点の確保

新規



高知県内の社会貢献活動団体の活動を紹介します！

ルカと人をつなぐボランティア！
特定非営利活動法人 室戸ドルフィンプロジェクト

　室戸ドルフィンプロジェクトは「人
とイルカとが触れ合い、コミュニ
ケーションをとりながら一緒に楽し
むこと」を目指して活動していま
す。施設内では、イルカとの触れ合
いプログラムや発達障害児対象の
イルカ介在活動の特別プログラム
などを実施しております。

際交流っておもしろい！
高知ＳＧＧ善意通訳クラブ

知の“まごころ観光”の担い手
特定非営利活動法人 土佐観光ガイドボランティア協会

域とつながる“森の活動”
特定非営利活動法人 土佐の森・救援隊

　高知県内には山がたくさん
ありますが、その多くが、間伐な
ど整備ができていない状況で
す。土佐の森・救援隊は、その
ような山々の整備・環境保全を
目的とする“森林ボランティア”
です。

たたかく支えあうボランティア
特定非営利活動法人 安芸老人問題研究会

暦すぎたら“いき百”を！
特定非営利活動法人 いきいき百歳応援団

きです とかの！」が合言葉
特定非営利活動法人 とかの元気村

どもも大人も成長できるあそび場
特定非営利活動法人 高知市こども劇場

　高知市こども劇場は、子どもと
大人が一緒に舞台芸術や自然
体験を楽しむ活動をしています。
親子、そして、お兄さんやお姉さ
ん、地域の大人たちなど、家族以
外の大人との関わりを通して、こ
ころ豊かに育ち合える地域社会
を目指しています。

　いきいき百歳応援団は、「いき
いき百歳体操」と食べる力や飲
みこむ力をつける「かみかみ百
歳体操」の啓発活動を行ってい
ます。高齢者が百歳まで住みな
れた地域でいきいきと暮らせる
環境づくりや地域コミュニティの
活性化を活動目的としています。

　佐川町斗賀野地区の活性化
のために、地域が団結してでき
た団体です。
　「斗賀野流のスローライフを
楽しもう」「のんびり・ゆったり・元
気よく生きよう」「農業を中心とし
た活力のある地域をつくろう」
「斗賀野のよさを守り、より良くしていこう」をコンセプトに、みんなで
大好きな地域を育てようとしています。

　高知SGG善意通訳クラブは、
1988年善意通訳者の有志によって
設立されました。
　一般の外国人観光客のガイドか
ら、国際会議における通訳まで、数
多くの実績があります。観光客が安
心して楽しく観光できるように、また、
高知や日本の素晴らしさを体感できるように、温かいおもてなしの心
を持って活動をしています。

　昭和63年、高知県観光課が主催
の“第一回土佐観光大学”の修了
有志47人が、このまま終わってしまう
のはもったいないと、平成元年４月
に協会を発足しました。観光大学卒
業修了者のみを会員とし、現在まで
25年の実績があります。
　お客さまとのコミュニケーションを大切にし、まごころのこもった、
質の高いガイドを目指しています。

　安芸老人問題研究会は、1986
年、認知症になった高齢者とそ
の家族の援助と福祉の向上を
はかることを目的に結成されまし
た。当時、認知症への理解は低
く、その家族が抱える苦悩は深
刻なものでした。
　自分たちの力でできるところか
ら始めようと、ボランティアによる託老所として活動を始めました。

子イ

あ国

還高

「好地



社会貢献活動を行っている団体や社会貢献活動に興味の
ある人たちに対する支援（情報提供・相談等）を行っています

高知県ボランティア・ＮＰＯセンター
（設置運営：社会福祉法人高知県社会福祉協議会）

県域の社会貢献活動拠点センターとして、県全域の
社会貢献活動に対する支援のため、広報啓発や情報
提供、学習会の開催や相談・仲介業務、ネットワーキ
ング支援などを行っています。

●所在地：高知市朝倉戊375－1

　県立ふくし交流プラザ4階

●TEL　０８８－８５０－９１００

●FAX　０８８－８４４－３８５２

●E-Mail　kvnc@pippikochi.or.jp

●URL　http://www.pippikochi.or.jp/

特定非営利活動法人
高知県西部ＮＰＯ支援ネットワーク

主に県西部地域における社会貢献活動を推進するた
め、学習会や交流会の開催、情報誌の発行等の支援
活動を行っています。

●所在地：四万十市中村小姓町31

●TEL＆FAX

　0880-22-1061

高知市市民活動サポートセンター
（運営：特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議）

高知市を中心とした社会貢献活動を支援するため、
相談・アドバイスや情報発信、まちづくりに関する各
種事業などを行っています。

●所在地：高知市鷹匠町2丁目1－43

　高知市たかじょう庁舎2階

●TEL　０８８－８２０－１５４０

●FAX　０８８－８２０－１６６５

●E-mail　npokochi@siminkaigi.com

●URL　http://www.siminkaigi.com/

環境活動支援センターえこらぼ
（運営：特定非営利活動法人環境の杜こうち）

環境分野における社会貢献活動を推進するための
支援活動として、情報発信や団体等への活動支援、
環境学習推進のための事業を行っています。

●所在地：高知市旭町3丁目115

　こうち男女共同参画センター

　「ソーレ」3階

●TEL　０８８－８０２－２２０１

●FAX　０８８－８０２－２２０５

●E-mail　center@ecolabo-kochi.jp

●URL　http://ecolabo-kochi.jp/

第3次高知県社会貢献活動支援推進計画
[ダイジェスト版]

高知県文化環境部県民生活・男女共同参画課
〒780-8570　高知市丸ノ内1丁目2-20
TEL 088-823-9769　FAX 088-823-9879
E-mail 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-index.html

平成 24年7月認定

平成 25年9月認定

「社会を変える市民のチカラ」
を応援します!


