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県民活動促進期間について

１ 事業の目的

県民活動の拡がりと発展に向けた環境づくりを行い「住み良さ日本一の元気県づく

り」を進めることを目的に、県民活動促進条例に基づく「県民活動促進期間」を中心

に、県民活動への関心を高め参加を促進する普及啓発等の活動を実施する。

２ 平成２０年度の県民活動促進事業

（１）県民活動促進期間

平成２０年１０月１日（水）から同年１１月３０日（日）

（２）実施事業

ア 県民活動促進キャンペーンの実施（公募による協働型委託事業）

県民活動の普及啓発を行うため「県民活動促進キャンペーン」を、県民活動団体

の先駆性、自主性、当時者性等を活かした協働型委託事業として実施する。

（ア）受託団体

・応 募 状 況：１団体○○○○

・選考委員会 ：５月１９日に外部有識者等による選考委員会を開催し、受託団

体を決定

・受 託 団 体：しものせき未来人ネットワーク（下関市）○○○

・委 託 料：１，８５２千円○○○○

（イ）実施事業

① 県民活動促進のための普及啓発

○ポスター・チラシの作成配付

、 ， 、 、ポスター４００部 チラシ４０ ０００枚を作成のうえ 県民活動団体

学校、市町、県の機関等に配付し、県民活動の啓発を実施

○ラジオ・新聞等のマスコミの活用

・ラジオ

FM PR県内各地のコミュニティ に地元の県民活動団体が出演し、活動を

FM FM FM FM FM FM《放送局》周南 、 わっしょい、 きらら、 はぎ、 ながと、カモン

・新聞等

県民活動団体の活動や行事の紹介などを地域情報紙に掲載

○ホームページの活用

やまぐち県民活動支援センター及び各市民活動支援センターのホームペ

ージにより、県民活動促進事業について情報発信
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② 「県民活動フォーラム」の開催

「県民活動フォーラム」を開催し、県民活動の先進事例紹介や自由な意見交

換を通して、県民の活動参加意欲の高揚とネットワークの強化に取り組む。

・日 時：平成２０年１１月２３日（日）１３：００～１５：００

・場 所：山口市 山口県セミナーパーク

・内 容：やまぐち県民活動パワーアップ賞受賞団体の活動事例発表や、

「やまぐちの魅力 「企業や地域コミュニティに求められる社」、

会的責任」などをテーマにパネルディスカッションや意見交換

会等を実施する。

※「県民活動ボランティア・フェスティバル2008」と同時開催

イ 「やまぐち県民活動パワーアップ賞」の表彰

県民活動のレベルアップと県民の活動参加意欲の醸成を図るため、コミュニテ

ィ活動、ボランティア活動、ＮＰＯ活動などの県民活動のうち、特に優れた活動

を行う団体又は個人を表彰するとともに、その活動内容を広く県民に紹介する。

（平成１２年度創設、平成２０年度は第９回目）

・応 募 状 況：１６団体等（市町、関係機関等からの推薦）

・選考委員会：外部有識者による選考委員会を開催し、先駆性や地域性等につい

て審査し受賞団体（５団体程度）を決定

・表 彰 式 等：平成２０年１０月２１日（火）

・活動紹介：表彰式（県庁正庁会議室）のほか、県民生活課ホームページ、

ＫＲＹ 元気です！やまぐち ＹＡＢ なるほど山口～教えて！「 」、 「

リカちゃん～ 「県民活動フォーラム」等で紹介」、

《参考》平成２０年度受賞団体

市町 団体名 代表者 活動内容

宇 部 市 宇部市厚南校区大森自治会 松 永 茂 夫 地域の課題を解決する住みよいコミュニテ

ィづくり

萩 市 萩往還工芸まつり実行委員会 内 村 幹 雄 観光資源や地域資源等を上手く活用した

地域づくり

岩 国 市 錦川流域ネット交流会 白 井 啓 二 錦川流域全体の環境保全や文化の再生

等を行う活動

柳 井 市 山口県漁協青壮年部連合会 西野美佐雄 漁業体験イベント等による漁村活性化の

柳井支部 取組み

長 門 市 金川鐵夫 － シャクナゲ園を活用した地域と連携した地

域づくり

宇 部 市 特定非営利活動法人 三好美喜子 無料電話相談等による地域や家庭におけ

子ども劇場山口県センター る子育て支援活動
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回 市町村 団体名 代表者名 活動内容

萩市 シアター３６５　萩オフィス 杉山浩司 市民ミュージカル劇団活動

周南市 西徳山まちづくりの会 今橋一男 住民参加型まちづくり活動

美祢市 桃の木小学校区ふれあい振興会 村田昭夫 自然とふれあうまちづくり活動

田布施町 ハゼの実ロウ復活委員会 櫨本葉子 ハゼの実ロウ復活活動

下関市 のぞみの会 金原洋治 「第６回遊花フォーラム」その他の活動

萩市 浜崎しっちょる会 小茅　稔 萩浜崎地区のまちづくり活動

岩国市 じゃげな会 新庄菊子 文化の伝承

柳井市 ＰＯＰ　ＴＨＥＡＴＲＥ　Я（や） 久保田修治 ＩＫＡＣＨＩ国際舞台芸術祭

宇部市 山口ケニアを知る会 高見早苗 ケニアに関する交流及び支援事業

山口市 ｔｅｋｕ
2
（てくてく） 杉山美羽 女性団体による地域活動

周南市 ふれあいの森なんでも工房 西林　稔 ふれあいの森を活性化させる地域活動

防府市 愛情防府運動推進企業 河原　伸 企業による地域貢献活動

宇部市 翔龍太鼓 伊藤優子 ろう者太鼓による文化交流活動

山口市 ＮＰＯ法人山口ウッドムーンネットワーク 林　　隆
障害の有無に関わらない共生のネットワーク
づくり

山口市 田んぼの学校・山口 佐藤　登 休耕田を活用した環境教育

宇部市 ＮＰＯ法人防災ネットワークうべ（ＢＮＵ） 三浦房紀
自主防災研修事業～市とNPO法人の新
しい取組み～

岩国市
まちづくり桜の会「大正ロマン女のまつり」実
行委員会（平成14年度）

森本佳代子 錦帯橋「灯のまつり」

周南市 周南おもちゃ病院 山本精一 周南おもちゃ病院

周南市 棚田清流の会 佐伯伴章 棚田を活かしたやすらぎの里づくり

防府市
ＹＣＣＣ(Yamaguchi Coastal Clean-up
Coalition)

廣政元子 海岸清掃ボランティア

下関市 盲導犬ボランティア・エールの会 岡村浩子
盲導犬への理解を深めるための啓発・普
及活動

宇部市 厚東見守り隊 縄田隆博 「安全・安心まちづくり」ボランティア活動

萩市
特定非営利活動法人「萩子どもセン
ター」

石丸智子 子どもの育成環境づくり支援事業

周南市 周南ジャグリングクラブ 藤井一之 大道芸を通じての笑顔満開活動

長門市 はまゆう林業グループ 岡崎悦子 はまゆう林業グループの活動

上関町 上関町スイセン研究会 片岡栄志
「スイセンの里」の復活で“まちおこし”活
動

下関市 しものせき・竹アンサンブル 村田　悟 バンブーオーケストラの演奏活動

周南市 周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会 末松　武 糸あやつり人形芝居保存・継承活動

宇部市 被害者支援センター「ハートラインやまぐち」 小嶋容子 被害者支援活動

岩国市 まごころの里 末広花子
農産物の加工直売を通じた高齢者の生きがい
づくりと地産地消の推進活動

下関市 ＮＰＯ歌野の自然とふれあう会 坂田省己 古民家の再生・運営活動

岩国市 麻里布パトロール 松川卓司 防犯パトロールによる犯罪抑止活動

美祢市 ボランティア森の子 山本富男 里山を生かしたふれあい活動

周南市
特定非営利活動法人　山口県アクティブシ
ニア協会（ＡＹＳＡ）

内山　實
シニアの生きがい創出と地域社会への貢献活
動

山口市 マロニエ森の会 斉藤　亘 自然環境保護・青少年育成活動

周南市
特定非営利活動法人
周南いのちを考える会

前川　育 ホスピス（緩和ケア病棟）の設立促進活動

周防大島町
特定非営利活動法人
周防大島自然体感クラブ

田中豊文
周防大島町の地域資源を活用した地域
づくり活動

田布施町 田布施防犯パトロール隊 澤田正雄
地域防犯パトロールによる安全・安心まち
づくり活動

宇部市 ミュージックエイドクラブ 藤原利昭
宇部ふるさとソングスによるボランティア活
動

山口市
良城小学校・
学校林活用委員会

原　秀昭
学校林を活かした保護者の連帯感の醸
成活動

「やまぐち県民活動パワーアップ賞」受賞団体一覧（第１回～第８回）

第２回
(H13)

第３回
(H14)

第４回
(H15)

第８回
（H19)

第７回
(H18)

第１回
（H12）

第５回
(H16)

第６回
(H17)


