
１　県の主要事業

（１） 県民生活課

事業名 事業内容
予算額
（千円）

[新] 社会貢献バン
クの構築（県民活
動スーパーネット
の再整備）

県民や県民活動団体等に対し、広く企業等の社会
貢献活動に関する情報を提供することを目的とし
たデータベースの構築・公開

4,032

[新] ＮＰＯ法人公
開情報登録システ
ムの構築

「

「特定非営利活動促進法」に基づき、県が収集し
たＮＰＯ法人の活動状況に関する情報のデータ
ベースの構築・公開

2,831

県民活動促進事業 県民活動促進期間を中心に県民活動団体との協働
による普及・啓発活動を行う。

2,252

　◆県民活動促進キャンペーンの実施（協働型委
　◆県民活動パワーアップ賞の表彰

県民活動支援セン
ター管理運営事業

やまぐち県民活動支援センターの管理運営に指定
管理者制度を導入し、民間の能力を生かした効果
的、効率的な運営を行うことにより、県民活動の
自立・活性化を支援する。

22,139

　◆県民活動に関する相談・助言、情報の収集・
　　提供、研修、交流等
　◆協働に関するコーディネート

ＮＰＯ法人サポー
ト融資事業

ＮＰＯ法人による社会貢献活動を一層促進するた
めの設備資金・運転資金を低利で融資する。

50,998

　◆融　資　枠 ：２億円
　◆融資限度額 ：５００万円
　◆償 還 期 限：設備資金５年、運転資金１年
　◆融 資 利 率：年２．３％

協働推進ラウンド
テーブルの設置
(アクティブ２１)

県の重点施策に係る分野を中心に、やまぐち県民
活動支援センターをコーディネーターとして、県
民活動団体、行政、企業等の実務者をメンバーと
するラウンドテーブルを設置し、県民ニーズに対
応した協働事業の方向性等について検討を行う。

－

平成２０年度県民活動関連事業について

資料 ２
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（２）　庁内関係課

　　ア　 県民活動団体への委託

事業名 事業概要
予算額
（千円）

備考

山口県総合芸術文化
祭推進事業

35,000 文化振興課

男女共同参画推進事
業

823
男女共同参画
課

きらら浜自然観察公
園管理運営事業

52,800 自然保護課

災害救急医療情報シ
ステム運営事業

13,931 医務保険課

「国体きらめきセン
ター」の運営業務

16,035
国体・障害者
スポーツ局総
務企画課

※その他、上記以外の関連事業も含めて全庁で15課(室)29事業　約2.5億円

　　イ　 県民活動団体への補助

事業名
予算額
（千円）

備考

若者地域づくりチャ
レンジ推進事業

20,000 地域政策課

中山間地域重点プロ
ジェクト推進事業
（民間協働型）

10,000
中山間地域づ
くり推進室

河川環境美化推進事
業

9,664 河川課

成人教育活動促進事
業

8,848
社会教育・文
化財課

青少年教育活動促進
事業

2,366
社会教育・文
化財課

※その他、上記以外の関連事業も含めて全庁で15課(室)24事業　約6.7億円

平成１９年度に設置した「国体きらめ
きセンター」運営業務の県内のＮＰＯ
等の県民活動団体への委託

県民の自主的・主体的な文化芸術活動
を促進し、その活動の成果を発表する
「山口県総合芸術文化祭」の開催

若者を中心とした多様な民間団体の連
携による組織が、「おいでませ！山口
国体」を契機として企画・運営する地
域づくり活動に対する支援

社会教育関係団体の育成と自主的活動
を促進するため、青少年を対象に団体
が行う社会教育活動に対する補助

民間が創意と意欲を持って取り組む中
山間地域の活性化事業に対する補助

河川清掃を行う団体に対する助成金の
交付

事業概要

社会教育関係団体の育成と自主的活動
を促進するため、成人を対象に団体が
行う社会教育活動に対する補助

救急搬送に必要な医療情報や災害時に
おける患者受入が可能な医療機関の情
報を収集し、消防機関等に提供するシ
ステムの管理運営

男女共同参画推進のための普及・啓発

きらら浜自然観察公園の指定管理者に
よる管理運営
◆自然観察指導等による自然保護の普
及啓発
◆きらら浜の多様な生態系の保全
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２　やまぐち県民活動支援センターの主要事業

（１） 指定管理業務

　①　情報・資料の収集・提供

取　組 内　　　容

ホームページ「山口県県民
活動スーパーネット」によ
る情報提供

ホームページによるイベント、助成金、支援センターの
情報発信

メールマガジン「やまぐち
県民活動支援センターだよ
り」の発信

メールマガジンによるイベント、助成金、支援センター
の情報発信

②　相談・助言

取　組 内　　　容

おでかけ相談会
県内各地に出向いて、ＮＰＯ法人設立申請や県民活動団
体の運営等に関する相談会の開催

「相談カード」のデータ
ベース化

ＮＰＯ法人設立申請や県民活動団体の運営等に関する相
談情報を記録した「相談カード」のデータを検索できる
データベースの構築

　③　研修

取　組 内　　　容

スキルアップ講座
市町支援センター職員等を対象に、県民活動に関する相
談に対応する能力向上のための講座の開催

コミュニティ活動の促進に
向けた学習会

コミュニティ活動の促進に向けた学習会の開催

会計・税務講座 県民活動団体に対する会計や税務に関する講座の開催

課題解決対応セミナー
県民活動団体が抱える課題に対応し、運営能力向上のた
めのセミナーの開催
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　④　交流機会の提供

取　組 内　　　容

協働推進ラウンドテーブル
協働を促進するための県民活動団体、県・市町、企業等
の実務者をメンバーとする情報・意見交換会の開催

意見交換会
県民活動団体の課題等を解決するための意見交換会の開
催

　⑤　調査・研究

取　組 内　　　容

団体、イベント訪問
県民活動団体が行うイベントや活動現場の訪問による現
状把握や活動の支援

ＮＰＯ法人の実態調査 ＮＰＯ法人の活動を支援するための実態調査

　⑥　その他

取　組 内　　　容

ネットワーク会議
市町支援センター、県・市町職員、財団による県民活動
の支援や推進についての意見・情報交換会の開催

運営委員会
有識者による委員会を設置し、県民活動支援センターの
事業や運営のあり方を検討

（２） 自主企画事業

取　組 内　　　容

ＮＰＯ寄付システム
中国ろうきんの「寄付システム」の管理運営、情報発
信、審査会の開催

協働推進フォーラム
県民活動団体と企業のネットワーク形成や協働推進を目
的としたフォーラムの開催

協働推進ミーティング
県民活動団体と企業、行政等多様な主体による協働事例
の創出を目的としたミーティングの開催

中間支援団体交流会議 中間支援団体による情報交換会や学習会の開催

協働に関する状況調査
県民活動団体や企業等へのヒアリング等による県内の協
働状況の把握

山口県県民活動スーパー
ネットの再構築

スーパーネットのシステムを再構築し、機能を強化
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３　やまぐち県民活動きらめき財団の主要事業

　　県民活動の推進に関する事業

事業名 事業内容

県民活動団体が新たに取り組む普及啓発、活動の拠点
整備、ネットワークの形成、研修・人材養成等に対す
る助成

　◆助成割合：１０万円を限度に全額助成

　◆助成期間：１年限り

県民活動団体が新たに取り組む広域ネットワークの構
築、活動の拠点整備、ネットワークを活用した地域の
課題に対する先駆的・実験的な取組、当該団体の活動
を定着又は規模を拡大するための研修・人材育成等の
事業に対する助成

　◆助成割合：２０万円を限度に全額助成、
　　　　　　　前年度事業費の１／３以内

　◆助成期間：３年間継続

「住み良さ日本一の県づくり」に寄与し、政策課題等
の解決に相乗効果が期待できる事業に対する助成
　◆助成割合：５０万円を限度に全額助成
　◆助成期間：１年限り
①平成20年度の政策課題

　◆暮らしの安心・安全基盤の強化
　◆次代を担う子どもたちの育成
　◆多様な交流と新たな活力の創造
　◆県民総参加による地域づくりの推進

[新] ②団塊世代等の退職者の地域の県民活動等への社会
　参加と社会貢献活動を促進するための研修や普及・啓発
　等の事業

[新] ③県民活動団体と企業等の多様な主体との協働をコ
　ーディネートする人材、団体の育成を図る研修・セミ
　ナー・ミーティング等の事業

企業・団体・個人等からの指定寄付金の県民活動団体
に対する助成

　◆助成割合：１０万円を限度に全額助成
　◆助成期間：１年限り
　◆助成対象：青少年育成分野・環境保全分野

まちづくりに関するハード事業に対する助成

　◆助成割合：５００万円を限度に全額助成
　　ただし、100万円を超える事業費部分は1/2以内

　◆助成期間：２年以内

ボランティア活動保険掛金
補助事業

全国社会福祉協議会が実施するボランティア活動保険
の掛金の一部補助

県民活動まちづくりファン
ド助成事業

県民活動スタートアップ助
成事業

県民活動ジャンプアップ助
成事業

県民活動協働推進助成事業

県民活動きらめきファンド
助成事業
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事業名 事業内容

出前アドバイザー派遣事業
県民活動団体のスタッフのスキルアップのための研修
会・勉強会等に対する専門アドバイザーの派遣

融資等経営相談事業
専門アドバイザーによるＮＰＯ法人サポート融資等の
経営相談・助言

助成金交付団体活動フォ
ローアップ事業

県民活動団体に対する助成金交付団体の活動調査・助
言・意見交換等によるフォローアップ

協働ネットワーク形成事業
県民活動団体と行政や企業との協働の推進に向けた県
民活動団体等のネットワークの形成

県民活動地域人材育成事業 県民活動の促進と協働の推進に向けた地域の人材育成

県民活動コーディネートシ
ステム管理運営事業

インターネットを活用したネットワークシステム「県
民活動きらめき村」の管理運営

県民のボランティア活動等への意識の高揚と参加気運
の醸成を図るためのフェスティバルの開催

　◆開催日：平成20年11月23日(日)
　◆会　場：山口県セミナーパーク

表彰事業
県民活動の促進に寄与した個人及び団体に対する財団
理事長表彰

広報事業
パンフレット、ホームページ等による財団の業務紹
介、広報活動等の情報発信

基金造成事業 寄付金の募集

調査研究事業 県民活動に関する先進的事例等の調査研究

県民活動ボランティアフェ
スティバル開催事業
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