
県民活動の総合的な推進について（資料１） 

 

１ 課題 

地方分権の時代にふさわしい元気で魅力ある県づくりを進めていくためには、｢自助｣「共

助」「公助」の理念のもと、行政、事業者、県民が協働し、多様化する県民ニーズへの対応

や地域の問題解決を図っていく必要がある。 

そのため、コミュニティ活動、ボランティア活動、ＮＰＯ活動など、県民活動への多く

の県民の参加と自主的・主体的な活動の促進に加え、｢協働｣が進むような環境づくりをし

ていくことが重要である。 

 

２ これまでの対策 

(1)｢山口県県民活動促進条例｣の制定 

①県民活動を県全体で促進していく上での基本的な考え方を示したもの。 

平成14年３月22日公布、４月１日施行 

②県民との協働で作成（素案づくり、意見交換会、パブリックコメント） 

(2)「やまぐち県民活動きらめき財団」の設立（ボランティア振興財団の発展的改組） 

①福祉分野中心の支援→県民活動を幅広く支援していく中核組織として改組 

②博覧会協会からの寄付金５億円をもって運用財産を造成→取崩し型の運用 

③役員に県民活動団体の代表者２名を追加 

(3)「やまぐち県民活動支援センター」の民営化 

①平成11年10月1日業務開始、平成14年４月１日から民営化 

②管理運営を「やまぐち県民活動きらめき財団」に委託 

③ＮＰＯ法人等に対する再委託 

業務運営に関し、民営化の実効(効率性、ｻｰﾋﾞｽの向上等)を一層上げるため。 

④民営化後の状況 

「サービス業」意識の徹底、メールマガジン（さぽーとメール）の発行、センター利  

用に関する意見交換会の実施等、運営に対する意欲的な取組みが見られ、利用者も増

加。 

(4)総合的な推進体制の整備 

①県民活動推進本部の設置 

ア 設置年月 平成14年６月１日（要綱設置） 

イ 所掌事務 

・県民活動に関する施策の総合的、効果的な推進に関すること。 

・その他県民活動に関する施策の推進について必要な事項に関すること。 

ウ 構成 

本部長：知事、副本部長：副知事、本部員：関係部局長、幹事長：環境生活部長 

エ 役割分担 

・環境生活部(県民活動推進室)は、県民活動全体の所管部局(課・室)として、県民

活動に関する総合的な窓口としての連携・調整等の機能を担うとともに、県民活

動一般に共通する施策について所管する。 

・国際協力、健康福祉、農林水産等、既にそれぞれの部局(課・室)で取り組まれて

いる分野の県民活動（又は取組むことが適当と考えられる分野の県民活動）につ

いては、その分野を所管する部局(課・室)において所管する。 

②県民活動審議会の設置 

ア 設置年月 平成14年４月１日（県民活動促進条例第15条） 

イ 役割 



・県民活動に関する重要事項についての調査及び審議。 

・県民活動に関する施策についての建議。 

ウ 委員 

・委員数１９名（男性10名、女性９名。うち公募委員５名） 

・会長：樋口紀子（梅光学院大学 助教授） 

エ 14年度開催状況 

・主として県民活動促進基本計画策定に関する審議 

・全体会議を３回開催、基本計画検討委員会を４回開催 

(5)県民活動促進基本計画の策定 

①計画の性格 

自主的主体的な県民活動を促進するに当たっての環境づくりのために県が策定する計

画（平成15年3月末策定） 

②計画の基本方針 

ア 県民参加のための環境づくり 

イ 自主的・主体的活動の向上、促進のための環境づくり 

ウ 県民自治の視点に立ったパートナーシップの確立と協働の推進に向けての環境づ

くり 

 

３ 今後の施策展開 

平成１５年度以降は、県知事を本部長とする「県民活動推進本部」を中心に、基本計

画に基づいて具体的事業を実施するとともに、推進本部において、計画のフォローアッ

プを行う。 

 県民活動促進の総合窓口である県民活動推進室は、関係部局と連携し、県民活動審議

会等県民の意見を聴きながら、 

①協働の手法、手順、協働先選定の基準づくりなどを盛込んだ「協働推進のための新

しいガイドライン（協働に関するガイドブック改訂版）」の策定 

②基本計画に掲げられている項目（施策の展開方向）ごとの具体的事業内容や実施ス

ケジュール等の検討 

③前年度施策の実施結果、当該年度の施策展開状況、次年度の展開方向等を記載し、

基本計画のフォローアップのための資料ともなる「県民活動白書(仮称)」の作成 

④県と県民活動団体との協働推進のための実践的な検討の場を提供し、次年度以降の

施策につなげる「県民活動協働推進事業」の実施 

等、県民活動全般を促進するための基盤となる環境づくりを行っていく。 

 

４ 平成15年度事業の概要 

  「県民活動促進条例」及び「県民活動促進基本計画」に基づき、県民活動きらめき財団

と県民活動支援センターを核として県民活動の活発化を進めるとともに、県民や県民活動

団体などと行政との協働を推進するための仕組みづくりを行う。 

◇ 新 県民活動協働推進事業 4,000千円 

  ◇ 新 県民活動促進事業 6,000千円 

  ◇   県民活動支援センター管理運営事業  23,800千円 

  ◇   ＮＰＯ法人サポート融資事業  80,276千円 

(1)新県民活動協働推進事業（4,000千円） 

 

 



 
県と県民活動団体等との対等なパートナーシップに基づき、県民や県民活動団体の意

見や取組を県の施策に反映させるための仕組みづくりを行う。 
(1)  情報交換会の開催 
   「平成 14年度きらめき財団助成事業」の実施結果をもとに、「県の事業と共通の目
的」 を持った事業を実施した県民活動団体と、情報交換会を開催し、それぞれが実
施している事業や取組の内容などの説明や意見交換を行いながら、協働で検討する

事業や取組を決定する。 
(2)  事業検討会議の開催 
   情報交換会で決定された事業や取組について、県の事業担当課と県民活動団体と
の協働により具体的な検討を行う。 

(3)  県の施策への反映 
     事業検討会議で取りまとめられた意見や提言などについては、県民活動推進本
部や事業担当課において県の施策への反映を検討する。 

 

 



 

(2)新県民活動促進事業（6,000千円） 

 
県民活動の普及啓発のため、「県民活動促進期間」中に県民参加の諸事業を、集中的に展開する。 

 ・実施主体 県 

●県民活動タウンミーティングの開催 

 広く県民への意識啓発と基本計画の実施に向けた意

見交換会と県民活動に関するフォーラムを県内２箇所

で開催。 
 

●県民活動パワーアップ賞 

 ボランティア活動、ＮＰＯ活動、 コミュニテ

ィ活動などの県民活動で特に優れたものを表

彰・紹介する。 
 

●県民活動普及事業 

 促進期間の普及広報を図る。 

 ・ＴＶスポット放映 

 ・懸垂幕、ポスターの掲示 
  

 

 (3) 県民活動支援センター管理運営事業（23,800千円） 

 
民営化した県民活動支援センターを中核に、民間の活力を生かした効率的な運営を行

うとともに、相談・仲介、情報発信等の各機能の強化と充実を図る。 
○管理委託先 (財)やまぐち県民活動きらめき財団  
○事業内容 県民活動に係る相談・仲介、情報の収集・提供 

 

 

 (4) ＮＰＯ法人サポート融資事業（80,276千円） 

 

ＮＰＯ法人による社会貢献活動を一層促進するため、融資を行う。 

[（財）山口県福祉基金協会の債務保証制度を活用] 

○実施主体 県 

○融資対象 県内に事務所を置くＮＰＯ法人 

      設備資金、運転資金 

○融資枠  ２億円 

○融資限度額 １千万円（償還期限５年：据置期間６月） 

○融資利率 １．９％ 

 

 

 

 

 

 



参   考 
 

《やまぐち県民活動きらめき財団の主な事業の概要》 

事 業 名 事  業  内  容 

ＮＰＯ法人サポート融資債務

保証事業 

ＮＰＯサポート融資制度の利用促進を図るため保証料相当額を助成する。 
・債務保証 （財）山口県福祉基金協会が実施 
・助成額  保証料の全額を助成 

融資相談事業 ＮＰＯサポート融資に係る専門家による相談・助言を実施する。 

ボランティア活動保険掛金補

助事業 
ボランティア活動保険の掛金の一部を助成する。 
・助成額 保険料300円×1/2 

NPO 法人ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ開催事
業 

ＮＰＯ法人等に対する事業のマネージメント、財務会計処理、税務等の研

修会を実施する。 
・開催期間 年1回 3日間  

出前アドバイザー派遣事業 県民活動団体に対して専門アドバイザーを派遣し、指導・助言を行う。 

県民活動ワークショップ実践

事業 
県民活動団体のリーダー等を対象に、ワークショップの進行役としての技

法を習得するための研修会を開催する。 

協働ネットワーク形成事業 
県民活動団体と県との協働を推進するため、県民活動団体による全県的な

ネットワークの形成を支援する。 

活動支援助成 

・県民活動スタートアップ支援事業 
  １００団体に１０万円助成 
・県民活動パワーアップ助成事業 
  ４団体に１００万円助成 

県民活動ボランティアフェス

ティバル開催事業 
県民活動ボランティアファスティバル２００３の開催 

 
  

(5)主な県民活動関係事業 
事  業  名 事  業  概  要 予算額 備考 

健康福祉ボランティア活

動総合サポート事業 
地域でのボランティア活動を総合的に支援 1,250 ボラン

ティア 

「グリーンボランティ

ア」育成支援事業 
緑化ボランティアの育成及び緑化ボランティア活動情報等の提

供 
1,500 ボラン

ティア 

道路愛護ボランティア支

援事業 
道路環境美化活動を行うボランティア団体に対して、活動に必

要なゴミ袋等を支給 
3,000 ボラン

ティア 

美術館ボランティア養成

事業 
美術館活動を支援するボランティアスタッフの養成・活用 1,000 ボラン

ティア 

スポーツボランティア推

進事業 
各種スポーツ大会を支えるスポーツボランティアリーダーの育

成・確保と組織化 
4,000 ボラン

ティア 

DV対策事業 ＤＶ被害者自助グループを支援する民間支援組織へ補助 300 ＮＰＯ
法人 

県民による里山再生活動

推進事業 

森林ボランティアグループや NPO 法人等と協働で県民に対す
る里山活動フィールドの斡旋やボランティア技術研修を行いボ

ランティアの育成等を図る 
10,000 ＮＰＯ

法人 

竹林ボランティア活動推

進事業 
ボランティアによる竹林整備の継続的かつ幅広い展開を推進す

る 
2,000 ＮＰＯ

法人 

漁場環境保全総合美化推

進事業 
ボランティアを活用した海浜清掃活動の実施 1,950 ボラン

ティア 

元気県やまぐち協働発信

事業 
企画段階から県民と協働した県政広報誌の作成など 19,839 県民 

 



   

参   考 
 

平成１５年度県民活動関係事業一覧 

（単位：千円） 
部局名 課 名 事業名 予算額 

総合政策 広報広聴課 元気県やまぐち協働発信事業 19,839 
地域振興 国際課 山口県国際交流協会育成事業 27,579 

県民活動支援センター管理運営事業 23,800 
県民活動協働推進事業 4,000 
消費生活協同組合金融対策事業 700 
青少年特別対策事業 1,000 
県民活動促進事業 6,000 

県民生活課 

NPO法人サポート融資事業 80,276 
やまぐち県民文化祭開催事業 45,000 
やまぐち文学回廊構想推進事業 1,500 
国民文化祭総合推進事業 14,250 
県民文化ホールいわくに自主企画事業 83,615 
秋吉台国際芸術村創造交流事業 42,200 

文化振興課 

地域連携文化イベント開催事業 13,000 
男女共同参画推進事業 6,000 

男女共同参画課 
DV対策事業 300 
ストップ地球温暖化推進事業 4,248 
環境学習指導者バンク推進事業 4,000 
やまぐちの豊かな流域づくり推進事業 3,150 
環境グラウンドワーク活動支援事業 3,500 

環境政策課 

やまぐちいきいきエコフェアー開催事業 3,000 
廃・リ対策課 エコ商店街形成支援事業 ※市町村経由 4,500 

きらら浜自然観察公園管理運営事業 54,068 

環境生活 

自然保護課 
全国野鳥保護のつどい開催事業 35,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福祉ボランティア活動振興事業 24,100 
健康福祉ボランティア活動総合サポート事業 1,250 
福祉の輪づくり運動元気サポート 21推進事業 5,000 
島づくり研究会ステップアップ事業（周防大島高齢者元気・いきいき推進

事業） 
1,700 

厚 政 課 

地域通貨導入モデル事業（周防大島高齢者元気・いきいき推進事業） 700 
健康やまぐち２１倶楽部推進事業（健康やまぐち２１県民運動強化推進事

業） 
387 

食生活改善ネットワーク支援事業（健康やまぐち２１県民運動強化推進事

業） 
973 健康増進課 

健康やまぐち推進ボランティア活性化促進事業（健康やまぐち２１県民運

動強化推進事業） 
2,950 

献血推進啓発普及事業 3,140 
薬 務 課 

薬物乱用防止指導員協議会運営費（薬物乱用防止対策事業） 6,260 
生涯現役社会づくり推進事業 ※細事業については以下のとおり 32,453 
   生涯現役社会づくり総合支援体制整備事業 － 

   生涯現役社会づくり県民意識調査事業 － 

   シニアグループ協働支援事業 － 

   はつらつ人生支援事業 － 

   シニアサラリーマン・ライフプランセミナー事業 － 

   やまぐち長寿大学開講事業 － 

    スポーツ・健康づくり指導者研修事業 － 

   山東省高齢者相互学習事業 － 

   シニアネット支援事業 － 

老人クラブ助成事業（在宅老人福祉対策費） 91,972 
老人クラブ等活動推進員設置事業（高齢者相互支援推進・啓発等事業） 4,068 

高齢保健福

祉課 

高齢者相互支援推進・啓発事業（高齢者相互支援推進・啓発等事業） 1,228 
地域組織活動事業（児童健全育成対策事業） 25,704 
母親クラブ研修事業（児童健全育成対策事業） 500 
子育てサークルサポート事業（児童健全育成対策事業） 1,000 
児童クラブ交流ふれあい推進事業（児童クラブ充実強化推進事業） 12,000 
児童クラブのびのび活動推進事業（児童クラブ充実強化推進事業） 800 
児童クラブ生涯現役人材活用事業（児童クラブ充実強化推進事業） 6,000 
やまぐち子育て県民運動推進事業 14,000 

児童家庭課 

子育て支援おもちゃライブラリーモデル事業 5,000 
障害者スポーツボランティア養成研修事業（障害者スポーツ元気戦略推進

事業） 
739 

健康福祉 

障害福祉課 

パソコンボランティア養成・派遣事業（障害者いきいきサポート事業） 2,449 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商政課 コミュニティ・ビジネス・カレッジ事業 5,000 
観光交流課 観光パワーアップ事業 11,000 商工労働 

労政課 勤労青少年育成支援事業 1,640 
農政課 食と緑の県民運動推進事業 10,000 

県民による里山再生活動推進事業 10,000 
「グリーンボランティア」育成支援事業 1,500 

農林 
林政課 

竹林ボランティア活動推進事業 2,000 
漁場環境保全総合美化推進事業 1,950 
漁村女性企業化支援対策事業 5,000 水産 水産課 

漁民の森づくり活動推進事業 5,200 
道路整備課 道路愛護ボランティア支援事業 3,000 

土木建築 
河川課 河川環境美化推進事業 3,654 
文化財保護課 美術館ボランティア養成事業 1,000 

教育 
保健体育課 スポーツボランティア推進事業 4,000 
外事課 不法入国等総合対策事業 2,000 
生活安全企画課 地域防犯対策強化事業 192,500 
警察県民課 被害者支援ネットワーク活性化事業 2,000 

セーフティやまぐち推進事業 8,000 

警察 

交通企画課 
高齢者交通事故防止対策事業 8,000 

計 ２８課７５事業 1,002,342 
  

   


