■発 行 日 2022.10.1
■発
行 高知市市民活動サポートセンター
■企画・編集 認定特定非営利活動法人 NPO 高知市民会議
〒780-0862 高知市鷹匠町 2 丁目 1-43 号
高知市たかじょう庁舎 2 階
高知市市民活動サポートセンター
月～金/10：00～21：00 土/10：00～18：00
日・祝・年末年始/休み
TEL：088-820-1540／FAX：088-820-1665
E-mail：info@shiminkaigi.org
https://kochi-saposen.net/

今月の内容
□お知らせ
□助成金情報
□イベント情報
□サポセンアルバム

◆10 月のまちづくりトーク café◆
『関わりたくない（⁈）わけではない（⁈）若者と地域活動』
地域に関わる若者が少なくなっている中、「なぜ青年団は参加するのか?」「若者を地域活動に繋
ごうとするのか?」活動を通して感じることや大事にしたいことなど、お話しさせていただきま
す！若者はもちろん、地域・町内会の皆さん、楽しく語らい合いましょう♪

★ゲストスピーカー
西村 ひかるさん（高知県青年団協議会・会長）
森岡 千晴さん（高知県青年団協議会・監事）
★日時・場所
10 月 31 日（月）18 時 30 分～20 時 30 分
高知市市民活動サポートセンター大会議室

★定員 15 名（要予約）
★参加費 無料

多様な避難生活について～車中避難の可能性について考える～
★2022 市民と共に防災・減災のことを考える場の提供事業★
近年、ライフスタイルの多様化や新型コロナウイルスの感染拡大によって、災害発生後の
避難所として「車中泊」を選択される方も増加しています。
体育館などの避難所との特徴の違いや、安心、安全に過ごすための基礎知識を講演と実演
を通じて学ぶことで災害発生時への備えとします。
プログラム
①講演
講師：山﨑 水紀夫氏 （さんすい防災研究所 代表）
②車中避難について実演（たかじょう西庁舎跡地）
※悪天候はプログラム変更
③ワークショップ
日
時：2022 年 11 月 26 日（土） ９時 30 分～12 時 30 分（受付 9 時～）
場
所：高知市たかじょう庁舎 6 階 大会議室（高知市鷹匠町 2-1-43）
申込締切：2022 年 11 月 22 日（火）
参 加 費：無料
定 員：30 名程度
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★紙面の都合により、必要最低限な情報のみを抜粋しています。詳細につきましては各団体の、ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合せ下さい。

ふるさとのいのちをつなぐ
生物多様性こうちプラン大賞

高知県豊かな環境づくり総合支援事業費
補助金「ステップアップ事業」
次の 3 つの基本戦略のいずれかに該当する事業で
あって、かつ、県の環境政策と連携した取組を県
内で行う事業が対象。
１）地球温暖化への対策
２）循環型社会への取組
３）自然環境を守る取組
【応募締切】
2022 年 12 月 26 日（月）17:00
【対象事業】
令和５年(2023)度に一般事業を実施するために
必要となるソフト事業（研修会等）
【補助率等】
定額・20 万円以下
【補助事業者】
高知県内の次のいずれかに該当する団体
１）公益社団法人又は公益財団法人
２）県内で特定非営利活動を行う特定非営利活動
法人
３）地球温暖化防止県民会議の会員又は同会員が
代表構成員となる実行委員会が事業主体とな
り、地球温暖化防止県民会議幹事会において
適当であると認められた事業を行うもの
４）地域の多様な主体から構成された協議会
５）非営利の任意団体で規約等が定められており、
継続的な活動が行われている団体又は構成員
が継続的に行っている活動を引き継いで設立
された団体
【審査】
書面審査（随時）
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/03070
1/2016032300122.html
＜応募・お問合せ先＞
高知県 林業振興・環境部
自然共生課 共生社会担当
TEL：088-821-4554
FAX：088-821-4530
MAIL：030701@ken.pref.kochi.lg.jp

「ふるさとのいのちをつなぐこうちプラン～生物
多様性こうち戦略～」が目指すものに関わる取り
組みを大募集！
ポスター発表による交流会で、選考委員が優れた
取り組みを選考し、表彰します。
【応募締切】
2022 年 10 月 31 日（月）必着
【応募対象者】
高知県内で生物多様性の保全と持続可能な利用に
資する取り組みを行う個人、団体、学校、事業者、
市町村等
【対象とする取り組み】
1.知る・広める
生物多様性の価値を知り、社会全体で共有する
取り組み
2.つなげる
生物の多様性を次世代につなぐ仕組みと基盤を
つくる取り組み
3.守る
自然環境の保全と回復を図る取り組み
4.活かす
生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と
活性化の取り組み
【表彰の種類（知事表彰）
】
大 賞（1 組）賞状 副賞 5 万円（又は相当品）
優秀賞（3 組）賞状 副賞 2 万円（又は相当品）
奨励賞（1 組）賞状 記念品
＊詳しくはこちらをご覧ください
https://ecolabo-kochi.jp/kochi_plan_bosyu.
html
＜応募・お問合せ先＞
高知県環境活動支援センターえこらぼ
〒780-0935
高知市旭町 3 丁目 115 番地
こうち男女共同参画センター3 階
（NPO 法人 環境の杜こうち内）
TEL：088-802-7765
FAX：088-802-2205
MAIL：center@ecolabo-kochi.jp
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環境保全プロジェクト助成
【応募締切】
2022 年 10 月 31 日（月）
※当日消印有効・郵送のみ受付
【対象となるプロジェクト】
１)活動の内容：原則として、国内において「自然
保護」
「環境教育」
「リサイクル」
「気候変動対応」
など広く環境に関する分野で、実践的活動や普
及啓発活動を行うもの
２)原則として 2022 年度中に開始予定のもの
３)継続性、発展性を持つプロジェクトであり、そ
の成果が公益のために貢献するもの
【対象団体】
１)2022 年 12 月末時点で公益法人、ＮＰＯ法人
または任意団体としての環境保全活動実績が２
年以上あること
２)助成対象となったプロジェクトの実施状況お
よび収支状況について適正に報告できること
【助成金額】
１プロジェクトにつき 20 万円を上限
（10 団体程度、総額 200 万円を予定）
【助成金の使途】
助成対象となったプロジェクトに関するものであ
れば、使途は問いません。
＊詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.sompo-ef.org/project/project.
html
＜応募・お問合せ先＞
公益財団法人 ＳＯＭＰＯ環境財団
環境保全プロジェクト係
〒160-8338
東京都新宿区西新宿 1-26-1
TEL：03-3349-4614
FAX：03-3348-8140
MAIL：office@sompo-ef.org

【助成対象の活動分野と活動内容】
１．自然環境の保護・保全
（森林、里地里山、里海、その他の自然環境）
２．野生動植物種の保護・保全
３．総合環境学習
４．暮らしの中のエコ活動
【助成対象期間】
2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日
◎活動助成
【助成の趣旨】
自然環境保護や生物多様性の保全、気候変動対策、
脱炭素化をめざす取り組みなど、市民が主体と
なって行う環境活動を 1 年間支援します。
【助成金額】
１団体あたり最大 100 万円
◎NPO 基盤強化助成
【助成の趣旨】
持続可能な活動を実現する自主事業の構築・確立
をめざす NPO 法人に対し、事業資金・専従職員
の人件費・事務所家賃を原則 3 年間支援します。
・地域に必要とされており、地域経済の活性化を
図る活動。
・確立した自主事業をモデル化し、ノウハウ提供
や指導、拡大をめざす活動。
【申請条件】
・
「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証
されている。
・2020 年 3 月 31 日以前に NPO 法人格を取得
し、登記している団体。
【助成金額】
１団体あたり上限 400 万円
(原則３年間 総額 1200 万円の継続助成)
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.7midori.org

「環境市民活動助成」
【受付期間】
2022 年 10 月 11 日(火)～10 月 31 日(月)
※当日消印有効
【対象団体】
・環境活動を行っている国内の NPO 法人、一般
社団法人、任意団体（自治会、町内会含む）
・日本国内に活動の場を有する団体
・地域住民が主体的に行う非営利の活動

＜応募・お問合せ先＞
一般財団法人セブン-イレブン記念財団
〒102-8455
東京都千代田区二番町８番地８
TEL：03-6238-3872
FAX：03-3261-2513
MAIL：oubo.23@7midori.org

「発達障害」とともに生きる
豊かな地域生活応援助成
【助成趣旨】
発達障害者本人の苦手なことや困り事に寄り添う
支援、本人の得意分野を伸ばす活動や居心地のよ
い環境整備に力を注ぐ活動を応援し、また、障害
への理解が広く浸透するよう、ともに働きかけて
いくことを目的とします。
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【募集締切】
2022 年 10 月 31 日（月） 必着
【助成対象期間】
１）単年度助成：1 年間
２）3 年継続助成：最長 3 年間(1 年ごとに選考)
【助成金額】
１）単年度助成：最大 100 万円
２）3 年継続助成：1 年間に最大 100 万円
（3 年間で合計最大 300 万円を助成）
【助成対象】
・
「発達障害」に対し、国内で支援活動を行ってい
る法人または団体
・
「発達障害」に対し、2023 年 4 月から国内で
支援活動を始める法人または団体
【助成できる団体・グループの一例】
・NPO 法人、医療法人、社会福祉法人、公益法人、
一般法人、社会福祉の振興事業を行う法人、明
文化された会則または規約ある任意団体
【支援活動の例】
・大人になって初めて発達障害に気づいた本人の
相談や支援、就職支援
・本人の得意なことを伸ばしたり、生かしたりす
る取り組み
・キャンプや旅行など野外でのレクリエーション
活動
・文化芸術活動に積極的に参加するための活動
＊詳しくはこちらをご覧ください
https://www.asahi-welfare.or.jp/archives/1
4692140
＜応募・お問合せ先＞
社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団
「発達障害」助成金事務局
〒112-0014
東京都文京区関口 1-23-6
プラザ江戸川橋 310
TEL：090-4344-6613
Email:onlyone@asahi-welfare.or.jp

【対象団体】
１）４名以上のメンバーが活動する団体・グルー
プであること
※法人格の有無は問わない。
２）連絡責任者は満１８歳以上であること
【助成対象期間】
2023 年 4 月 1 日（土）～2024 年 3 月 31 日（日）
【助成金額】
１件（一団体）あたりの上限額 30 万円
（プログラム助成総額 4,500 万円）
【注意事項】
申請書の「推薦者」欄は記載必須です。
＊詳しくはこちらをご覧ください
https://foundation.kirinholdings.com/subsid
y/r5/index.html
＜応募・お問合せ先＞
公益財団法人 キリン福祉財団 事務局
〒164-0001
東京都中野区中野四丁目１０番２号
中野セントラルパークサウス
TEL：03-6837-7013
FAX：03-5343-1093
MAIL：fukushizaidan@kirin.co.jp

キリン・福祉のちから開拓事業
障害者福祉分野、高齢者福祉分野、児童・青少年
健全育成分野、地域社会福祉分野のボランティア
活動を、長期的な視点に立って全国や広域にまた
がり実施している、または活動しようと考えてい
る団体に対して助成します。

キリン・地域のちから応援事業
障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、
日本人でも外国人でも、同じ地域やコミュニティ
で生活する一員として、共に理解し合い・支え合
う共生社会の実現を願い、次のような幅広いボラ
ンティア活動を実施する団体に対して助成します。
【応募締切】
2022 年 10 月 31 日（月）
※当日消印有効

【助成対象事業】
１）子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの
２）シルバー世代の福祉向上に関わるもの
３）障害や困りごとのある人・支える人の福祉向
上に関わるもの
４）地域やコミュニティの活性化に関わるもの

【応募締切】
2022 年 10 月 31 日（月）
※当日消印有効
【助成対象事業】
(1)障害者の福祉向上に関わるもの
(2)高齢者の福祉向上に関わるもの
(3)児童・青少年の福祉向上に関わるもの
(4)地域社会の福祉向上に関わるもの
上記の、社会課題・問題を直接解決するための取
り組み、啓発活動、政策提言やアドボカシー、ネッ
トワークの構築・拡大、組織強化、人材の育成、
技術や技法の研究、実践のための調査や研究、モ
デル化、生活環境をより良いものにするための保
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全・保護活動、などが対象です。
【対象団体】
１)１０名以上のメンバーが活動する団体・グルー
プであること。
※法人格の有無は問わない。
２）連絡責任者は満１８歳以上であること。
【助成対象期間】
2023 年 4 月 1 日（土）～2024 年 3 月 31 日（日）
【助成金額】
１件（一団体）あたりの上限額は 100 万円
（プログラム助成総額 500 万円）です。
【注意事項】
申請書の「推薦者」欄は記載必須です。
＊詳しくはこちらをご覧ください
https://foundation.kirinholdings.com/subsid
y/r5/fukushi.html
＜応募・お問合せ先＞
公益財団法人 キリン福祉財団事務局
〒164-0001
東京都中野区中野四丁目１０番２号
中野セントラルパークサウス
TEL：03-6837-7013
FAX：03-5343-1093
MAIL：fukushizaidan@kirin.co.jp

日本郵便年賀寄付金配分事業
【受付期間】
2022 年 11 月 4 日（金）
※当日消印有効
【申請可能事業】
1）社会福祉の増進を目的とする事業
2）風水害、震災等非常災害による被災者の救助
又はこれらの災害の予防を行う事業
3）がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学
術的研究、治療又は予防を行う事業
4）原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助
を行う事業
5）交通事故の発生若しくは水難に際しての人命
の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水
難の防止を行う事業
6）文化財の保護を行う事業
7）青少年の健全な育成のための社会教育を行う
事業
8）健康の保持増進を図るためにするスポーツの
振興のための事業
9）開発途上にある海外の地域からの留学生又は
研修生の援護を行う事業
10）地球環境の保全を図るために行う事業

申請時直近の決算時において法人登記後１年以上
が経過し、かつ、過去１年間を期間とする年度決
算書が確定している法人。
◎一般枠
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一
般財団法人、公益社団法人、公益財団法人または
特定非営利活動法人（NPO 法人）
◎特別枠
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人
（例：生協法人、学校法人など）
【助成分野】
◎一般枠
1）活動・一般プログラム
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓
発・イベントまたは新規事業を支援
2）活動・チャレンジプログラム
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓
発・イベントまたは新規事業を支援
3）施設改修
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果
的に実施するために必要な施設の改修などを支
援
4）機器購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果
的に実施するために必要な車両以外の機器の購
入を支援
5）車両購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果
的に実施するために車両の購入を支援
◎特別枠
東日本大震災、令和元年台風 19 号および令和 2
年 7 月豪雨の被災者救助・予防（復興）活動・
施設・機器・車両の区分はありません。
新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止
活動・施設・機器・車両の区分はありません。
【助成金額】
一般枠「活動・チャレンジプログラム」
：50 万円
その他の助成：500 万円
【事業実施期間】
配分決定日以降に実施し、2024 年 3 月末日まで
に完了
*詳しくはこちらをご覧ください
https://www.post.japanpost.jp/kifu/
＜応募・お問合せ先＞
日本郵便株式会社 総務部内
年賀寄付金事務局
〒100-8792
東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号
大手町プレイス ウエストタワー
TEL：03-3477-0567

【申請可能団体】
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キッズサロンあら秦（じん）
キッズサロンあら秦は、高知市に新しくオープン
した子ども食堂です。
毎月 1 回、第 3 土曜日に、秦ふれあいセンターで
開催。施設内では、宿題をしたり遊んだり、自由
に過ごすことができます。
ご興味のある方、ぜひご参加ください。
☆お手伝いしてくれる方も随時募集しています。
◎日程
2022 年 10/15(土)、11/19(土)
10：00～受付開始
12 時からは、お弁当の配布を行います♪

◎参加条件
高知県内にお住まいの方ならどなたでも参加でき
ます。なお、代表者は成人の方とさせていただき
ます。
◎参加部門と表彰・賞品の進呈について
企業・団体・グループ部門・・・CO2 削減量に応
じて部会長賞を授与
家族・個人部門・・・協賛企業・団体からご協賛
いただいた賞品を抽選で進呈
＜お申込み・お問合せ先＞
高知県地球温暖化防止県民会議県民部会
事務局 NPO 法人 環境の杜こうち
TEL：088-802-2201
FAX：088-802-2205
MAIL：k.bukai@npo-kankyonomori.com

大人のためのおはなし会

◎費用（お弁当代）
子ども：無料、大人：300 円
◎会場
秦ふれあいセンター（高知市中秦泉寺５４−３）
＜お申込み・お問合せ先＞
キッズサロン あら秦（代表：溝渕）
TEL：070-8563-3220
Instagram：KIDSSALON_ARAZIN

オーテピア高知図書館「ストーリーテリング勉強
会」の参加者によるおはなし会です。
ストーリーテリングとは、覚えたおはなしを本な
どを見ないで語る手法で、
「素話」とも言われます。
今回は、大人の方を対象としたおはなし会を開催
します。楽しくて奥が深いおはなしの世界を、一
緒に堪能してみませんか？
◎日時
2022 年 10 月 16 日（日）
13：30～15：30（13：00 開場）
※12：30 から会場前で整理券を配布します。

環境にやさしい
買い物キャンペーン 2022
日々の買い物を通じて、プラスチックや輸送にか
かるエネルギー・食品ロスの削減など、環境に配
慮した消費行動について考えてみませんか。
今年も秋の 2 か月間「環境にやさしい買い物キャ
ンペーン」を実施します。
誰もが取り組める 3 つのエコアクションにチャレ
ンジし、県民運動としてのさらなる展開を目指し
ましょう！
チャレンジ 1：レジ袋を使用しない
チャレンジ 2：生鮮食品は産地が近いものを選ぶ
チャレンジ 3：消費・賞味期限が近いものを購入する
◎実施期間
2022 年 10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水）

◎場所
オーテピア 4 階 ホール
（高知市追手筋２丁目１−１）
◎定員
30 名（先着順・申込不要・無料）
◎対象
ストーリーテリングに興味のある大人の方
◎語り手
オーテピア高知図書館
「ストーリーテリング勉強会」参加者
＜お申込み・お問合せ先＞
オーテピア高知図書館
児童サービス担当（渡邊・甲藤）
TEL：088-823-4946（代表電話）

◎参加募集期間
募集中～11 月 15 日（火）
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【講演】生きづらさに寄り添う
～「福祉」の形の多様性～
エスポワール高知は、引きこもり当事者と親の支
援のために、積極的な訪問活動、生活支援、仕事
体験、勉強会、家族交流会などを行っています。
一人や家族で問題を抱え込まないで、私達と寄り
添いませんか？講演会の後、情報交換や個別相談
の時間も設けます。
◎講師
田中 きよむ氏（高知県立大学 教授）
◎日時
2022 年 10 月 22 日（土）
13:30～16:30(予定)
◎場所
こうち男女共同参画センターソーレ
（高知市旭町 3 丁目 115 番地）
◎参加費
無料

◎場所
鏡川緑地公園（高知県高知市鴨部 1 丁目 9）
※西部中学校北側
◎駐車場なし
◎入場無料
＜お申込み・お問合せ先＞
鏡川緑地公園イベント実行委員会
（担当：秋山）
TEL：090-5141-9472
MAIL:kagamikawa.greenland.park.fes@gmail.com

い～な らい～な たのしいな
★南地区 4 園合同スタンプラリーイベント★
<<多機能型保育支援事業>>
多機能型保育とは、保育施設が「保育」の機能だ
けでなく、地域の中で生活するさまざまな人たち
が集うことのできる「交流の場づくり」を目指す
ものです。子育て世代や、地域の人たちにとって

＜お申込み・お問合せ先＞
一般社団法人エスポワール高知
TEL：090-5273-8974（山本）

の「あったらいいな～」と思う場所になり、子育
て家庭をサポートできるように活動しています。
◎プログラム

第 19 回 鏡川緑地公園イベント

9:35～10:00 パネルシアター
（おはなし屋しろちゃん・ぴのちゃん）

みんなで守ろう！
高知の自然と地域の絆！
鏡川緑地公園内で自然環境保全の取組みと地域活
性三世代交流イベントを開催します。

10:15～10:45 ベビーヨガ
（先着 20 組限定）
11:00～11:20 保育士さんとあそぼう
（歌・手あそび・体そうなど）
☆地域のお宝発掘コーナー

★ステージイベント★
・フラダンス
・ベリーダンス
・よさこい踊り
・クリーンレンジャーショー
・和太鼓演奏
・ビンゴゲーム
など
★出展ブース★
・飲食・物販
・フリーマーケット
・環境活動支援センターえこらぼ
・アニマルサポート高知家
・防災すけっと隊ワークショップ
・起震車体験コーナー
・ウクライナ支援コーナー
など
◎日時
2022 年 10 月 30 日（日）
9：00～15：00

☆大きくなったね身長・体重測定コーナー
☆折り紙コーナー
☆絵本お譲り会
◎日時
2022 年 11 月 5 日（土）9:30～11:30
◎会場
高知職業能力開発促進センター
ポリテクセンター高知 2 階研修室
（高知市桟橋通四丁目 15-68）
＊駐車場あり
◎参加費無料
◎対象
未就園児とそのご家族
＜お申込み・お問合せ先＞
特定非営利活動法人 NPO 高知市民会議
TEL：090-8694-3866（田中）
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☆開催期間
2022 年 8 月 15 日（月）
～9 月 25 日（日）

☆対象
小学校 4 年生
～中学校 3 年生

“仕事”と”社会”を楽しく体験する。
おでかけとさっ子タウンは、高知県内各地にある企業や団体におでか
けし、仕事や社会の仕組みを体験する取り組みです。
すべて本物の職場（店舗や工場、施設など）で行われ、そこで働くプロの
方から直接仕事を教わることができます。
今年は、のべ 111 人の子ども達が 46 種類の仕事を体験しました。
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