
令和元年度香美市の協働事業一覧（健康・教育部会）
（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（情報共有） 男女共同参画事業
男女共同参画社会の実現を目指すために、審議や協議を共
にして、啓発に努める。

香美市男女共同参画
推進委員

143,846
ふれあい交流セ
ンター

行政主導（委託） 一般介護予防事業

住民の自主グループ（集いの場）の支援、介護予防講座、運
動習慣づくり、生きがいづくり講座の実施。前期高齢者に向け
関係課と協力した運動プログラムの普及や仲間づくりの仕掛
けの検討など、前期高齢者への運動習慣づくりの環境整備
（拠点作り）の取り組みを継続する。＊目的：住民主体につな
げる。

香美市社会福祉協議
会

7,211,967

地域介護予防活動支援事業　社
協委託　5,153,946円（土佐山田
圏域）、2,058,021円（香北物部圏
域）

健康介護支援課

行政主導（委託）
子育て援助活動支援
事業（ファミリーサポートセン
ター事業）

地域の中で子育ての援助を受けたい人と、子育ての手伝いを
したい人が会員となり、助け合う会員組織を構築し、会員間で
行われる相互援助活動に関する連絡や調整などの支援を行
う。

特定非営利活動法人
いなかみ

3,496,000 委託料
子育て支援セン
ター

行政主導（事業協力）
香美市総合防災訓練の
実施

市民参加型の総合防災訓練の実施 市民 0
県避難訓練へ参加
事業費発生なし

防災対策課

行政主導（事業協力） 災害時応援協定の締結
南海トラフ地震等の大規模災害時に備え、食料品・医薬品・日
用品などあらゆる業者と協定を締結

企業等 0

事業費は0円
実績：ヤフー(株)＜情報発信
＞」、高知県行政書士会＜被災
者支援＞、国土地理院＜被害調
査＞

防災対策課

行政主導（事業協力） 吉井勇顕彰短歌大会
全国から短歌作品を募集し、入賞作品の表彰を行う。また、吉
井勇や短歌に関する記念公演も実施する。

市民活動団体・学校 305,551 生涯学習振興課

行政主導（事業協力）
香美市体力つくり
少年剣道錬成大会

小中高の約350名の剣士が集う剣道大会 市民、関係団体 433,839 生涯学習振興課

行政主導（事業協力） 香美市少年野球大会 市内外からの少年野球チーム参加による野球大会 市民 218,073 生涯学習振興課

行政主導（事業協力） 香美市駅伝大会
市内在住、在勤、在学者により編成されたチームによる駅伝
大会

市民、香美市スポーツ
推進委員

32,000 生涯学習振興課

行政主導（事業協力） 体力測定
文部科学省の体力・運動能力調査に基づき、20歳以上の方を
対象に体力測定を実施する。

市民、香美市スポーツ
推進委員

36,000 生涯学習振興課
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（事業協力）
香美市ラージボール
卓球大会

競技人口が増加しているラージボール卓球で、県内チームの
参加を募り大会を開催する。

市民 45,045 生涯学習振興課

行政主導（事業協力）
東京2020
オリンピック聖火リレー

香美市において、東京2020オリンピック聖火リレーを令和2年4
月21日に実施する。

市民 454,479 生涯学習振興課

行政主導（事業協力）
香美市ナイターペタンクリー
グ

香北総合型体育施設を会場に参加チーム総当りによるリーグ
戦。

市民 30,500 生涯学習振興課

行政主導（事業協力）
市民セミナー
（英会話教室・パソコン教室）

協働主体の特性を生かした事業を展開し、香美市民の生涯学
習振興へつなげる。平日夜間学習を主としているため、参加
基準を15歳以上（中学生除く）としている。

講師
電脳かかし（工科大
サークル）

312,000 中央公民館

行政主導（事業協力） 市民セミナー
協働主体の特性を生かした事業を展開し、香美市民の生涯学
習振興へつなげる。平日日中学習を主としている。

講師（まちの先生登録
者等）

131,200 中央公民館

行政主導（事業協力） 子ども司書養成講座
読書活動に意欲のある小・中学生が「子ども司書」となって、
まわりの友達や家族、地域で読書の楽しさや大切さを広めて
いく。

小学校・中学校 33,754 図書館

行政主導（指定管理）
香美市健康センター（セレ
ネ）

住民の休養と健康増進を図り、併せて地域の活性化に寄与す
る。

（株）香北ふるさとみら
い

38,977,648 健康介護支援課

行政主導（指定管理） 香美市立大栃診療所
山間部の診療所を維持し、山間部の住民への医療サービス
の拡充を図り、市中心部との医療格差の是正に努める。

（医）敬善会 4,182,690 健康介護支援課

行政主導（指定管理） 香美市立物部歯科診療所
山間部の診療所を維持し、山間部の住民への医療サービス
の拡充を図り、市中心部との医療格差の是正に努める。

（医）泰和会 617,516 健康介護支援課

行政主導（指定管理）
香美市立高齢者生活福祉セ
ンターこづみ

デイサービスセンターこづみ通所介護事業
ヘルパーステーションこづみ訪問介護事業
生活支援ハウスこづみ管理運営事業

（福）土佐香美福祉会 7,500,000 健康介護支援課

行政主導（指定管理） 秦山ふれあいセンター
地域住民の介護予防や健康増進等の福祉向上及び生涯学
習や世代間交流の促進等を図る。

秦山ふれあいセンター 11,736 水道料　 福祉事務所
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（指定管理） 佐古藪ふれあいセンター
地域住民の介護予防や健康増進等の福祉向上及び生涯学
習や世代間交流の促進等を図る。

佐古藪自治会 0 福祉事務所

行政主導（指定管理） 香長児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

香長児童クラブ運営委
員会

11,678,659 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） くじら児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

11,328,995 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） めだか児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

12,186,679 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） たけのこ児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

12,306,202 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） うぐいす児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

12,511,490 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） かたじ児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

6,209,754 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） 大宮小学校児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

11,115,982 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） もんべえクラブ
保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
安全ですこやかな遊び及び生活の場を提供する。

NPO法人かみっこベー
ス

10,761,523 指定管理料 教育振興課

行政主導（指定管理） やなせたかし記念館
漫画文化及び芸術文化に関する市民の知識及び教養の向上
を図り、市民文化の振興に寄与するため、資料の収集、保存
及び展示等を行う。

（公財）やなせたかし記
念ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ振
興財団

66,733,609 生涯学習振興課
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（指定管理） 平山体育館
体育の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達と明る
く豊かな市民生活の形成に寄与するため、体育施設を設置す
る。

株式会社ほっと平山 生涯学習振興課

行政主導（指定管理） 平山グラウンド
体育の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達と明る
く豊かな市民生活の形成に寄与するため、体育施設を設置す
る。

株式会社ほっと平山 生涯学習振興課

市民・行政（情報共
有）

自主防災組織連絡協議会

　自らの地域は自らで守るために地震やその他の災害に備え
て、自主防災組織相互及び関係機関との連絡を密にすること
を目的とする。
　また、災害時における防災会の災害対応能力の向上を図る
ために、各防災会相互の連絡及び情報交換、防災活動の実
施運営など本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

各防災組織会員 0
協議会は予算を伴ない。
総会・地区会の開催（のべ６回）

防災対策課

市民・行政（情報共
有）

コミュニティ・スクール推進事
業

地域が学校運営に参画できる学校運営協議会を設置し、学校
や地域の成果課題（学校関係者評価）等を共有しながら「地域
とともにある学校づくり」を推進する。

地域住民・企業団体・
学校・PTA・家庭

1,726,338 教育振興課

市民・行政（情報共
有）

香美教育
コラボレーション会議

香美市における小中高大をつなぐ探求的活動。型にはまらず
自由に議論できる会議。

工科大学教職員・山田
高校教職員・市教委

0 教育振興課

市民・行政（共催）
ふれあいウォーキング
(交流事業)

自治会と協力し、地域・世代間交流を計ることを目的に、舟入
川周辺のウォーキングを行う。また防火訓練も同日実施し、地
域から参加者を募っている。

自治会 14,000
ふれあい交流セ
ンター

市民・行政（共催）
ファミリースポーツ
フェスティバル

毎年、土佐山田スタジアムで開催し、市スポーツ推進委員が
各種レクリエーションやスポーツの指導を行っており、老若男
女誰でも参加できるイベント。

香美市スポーツ推進委
員

10,857 生涯学習振興課

市民・行政（共催） 香美市体育大会

スポーツを楽しむ機会を得ることによって、スポーツの振興を
図り、強健な体と明るく豊かな心情を培い、地域社会のひとづ
くりの要請にこたえるものである。種目は、バレーボール、ペタ
ンク、ソフトボール、卓球、バドミントン、ソフトテニス、弓道な
ど。

香美市体育協会 476,572 生涯学習振興課

市民・行政（共催） 香美市軽スポーツ大会
誰でも気楽にすぐ実施できる軽スポーツを通じてストレス解
消、健康づくり、体力づくり、親睦、交流を図る。種目は、マレッ
ト・ゴルフ、グラウンド・ゴルフ、ビーチボールバレーの3種目。

香美市体育協会 68,455 生涯学習振興課

市民・行政（共催）
香美市少年スポーツ
交流大会

市内小学生及びスポーツ少年団参加によるスポーツ大会。 香美市スポーツ少年団 3,672 生涯学習振興課

180,000
平山体育館と平山グラウンドの
両方の指定管理料として、
180,000円
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

市民・行政（実行委員
会）

香美市
キャリアチャレンジデイ

地域の協力のもと、中学生向けに実施されるキャリア教育プ
ログラムであり、実際の社会人と交流し、その生き方や考え方
に直接触れることで職業観、勤労観を育む。

中学生・工科大教職
員・工科大生・中学校
教職員・PTA

724,086 教育振興課

市民・行政（実行委員
会）

よってたかって
生涯学習フォーラム

高知県立山田高等学校等を舞台とし、小中高校生などの活動
報告や各種団体の共演による市民参加型のフォーラムを開
催する。

市民活動団体、保幼小
中高・大学、企業等

1,096,312 生涯学習振興課

市民・行政（実行委員
会）

香美市芸術祭
俳句会、短歌会、写真審査会、社交ダンス発表会、芸能大
会、文化展、合唱団定期演奏会を開催する。

香美市文化協会 684,914 生涯学習振興課

市民・行政（実行委員
会）

まちづくり応援基金事業（音
楽祭）

香美市で音楽に尽力し、精通した方を実行委員に迎え、香美
市出身のプロの音楽家を招く事業。生の演奏を聴くことで香美
市民の芸術文化の発展につなげる。

香美市音楽祭実行委
員会

0 中央公民館

市民・行政（事業協
力）

交通安全推進事業
市内の交通事故の防止、交通安全の推進、交通安全思想の
普及、交通道徳の高揚を図るため、交通安全教室や街頭での
交通指導などを行う。

香美市交通安全母の
会
香美市交通安全指導
員協議会

772,578
母の会　524,578円
交通安全指導員協議会
248,000円

防災対策課

市民・行政（事業協
力）

人権啓発
人権擁護委員と協力し、地域のイベント会場などに出向き、
ウォークバルーンを活用しながら啓発活動を行う。

香美人権擁護委員協
議会

1,004,843
ふれあい交流セ
ンター

市民・行政（事業協
力）

地域学校協働本部事業
地域学校協働活動推進員が中心となって、学校（子ども）と地
域をつなぐ「学校を核とした地域づくり」を推進する。

地域住民・企業団体・
学校・PTA・家庭

2,532,665 教育振興課

市民・行政（事業協
力）

部活動支援員配置事業 中学校の部活支援のため支援員を配置する。 保護者 448,573 教育振興課

市民・行政（事業協
力）

街頭補導活動
早朝・午前・午後・夜間・夏期特別補導を実施しており、夜間
補導と夏期特別補導は補導部育成補導委員が参加し、子ど
もの見守り活動を行っている。

香美市少年育成セン
ター補導部育成補導委
員

591,000 延べ197人
少年育成セン
ター

市民・行政（事業協
力）

香美市子ども会連合会
活動

ピッタリタイムマラソン大会・夏休み地域交流ラジオ体操を開
催するとともに、土佐山田まつりや奥物部湖湖水祭りに踊り子
隊として参加し、香美市全体の子どもの健全育成活動を推進
している。

香美市子ども会連合会 637,778
少年育成セン
ター

市民・行政（事業協
力）

香美市こども教室
（放課後こども教室
推進事業）

体験・交流・学習活動等の取組を通じて、子どもたちの社会
性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地
域での教育力の向上を図り、地域の活性化や子どもたちが安
心して暮らせる環境をつくる。

講師
電脳かかし（工科大
サークル）

50,000 中央公民館
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

市民・行政（事業協
力）

企画展事業
文化芸術の振興を図るため、市内外の作家と様々なジャンル
の美術作品を展示し、市民に芸術に触れる機会を提供する。

作家 4,088,749 美術館

市民・行政（事業協
力）

アトリエ事業
文化芸術の振興を図るため、市内外の作家と様々なジャンル
のワークショップを開催し、市民に芸術に触れる機会を提供。

作家 95,335 美術館

市民主導（事業協力） 地区公民館事業
各地区公民館館長・主事が地域に根差した各種事業を企画
する。内容については各地区運営審議会にて審議する。事業
内容については、館長・主事が講師・事業協力者と協議する。

各地区公民館館長・主
事・運営審議委員、講
師、事業協力者

8,883,939 中央公民館

市民主導（事業協力） 貸館事業

企画展の展示替え等の時期に、展示室を貸し出すことにより、
芸術活動を行う団体及び小中学校や高等学校の作品発表の
場を提供。またアトリエを貸し出し、芸術活動を行う団体に絵
画教室等を行う場を提供する。

活動団体、学校 0 使用料収入　57,860円 美術館

市民主導（補助） 交通安全推進事業
市内の交通事故の防止、交通安全の推進、交通安全思想の
普及、交通道徳の高揚を図るため、交通安全教室や街頭での
交通指導などを行う。

高知県交通安全協会
香美支部

6,943,934 内　市補助金　1,600,000円 防災対策課

市民主導（補助）
自主防災組織活動
支援事業

地域における防災活動の主体となる自主防災組織の育成及
び活性化並びに消防団との連携強化を図るとともに、防災活
動に必要な施設及び資機材の整備を促進する。

自主防災組織等 2,505,109
再整備　1,527,827円
訓　練　　　977,282円
（市から各組織への補助額）

防災対策課

市民主導（補助） 香美市地区敬老事業補助金

老人福祉の向上及び地域コミュニティの推進を図るため、香
美市内に住所を有する75歳以上の高齢者を対象に、自治会
等が実施する敬老事業（敬老会、記念品配布）に要する経費
の一部を補助する。

自治会 3,364,252 健康介護支援課

市民主導（補助）
香美市健康づくり地域ネット
ワーク推進事業補助金

香美市民の健康づくりや地域のネットワークの再構築に関し、
先進的な取組をする団体や有効な活動をする団体に対する
補助。

活動団体等 185,704 健康介護支援課

市民主導（補助）
香美市老人クラブ連合会活
動促進事業

香美市老人クラブ連合会の活動推進体制等へ助成を行い、
生きがいを高め、もって老人福祉の増進に資するため、同連
合会が行う事業に対し、補助する。

香美市社会福祉協議
会、香美市老人クラブ
連合会

1,730,300 健康介護支援課

市民主導（補助）
香美市シルバー人材セン
ター運営事業

高年齢者の労働能力を活用することを目的として、香美市シ
ルバー人材センターの運営に要する経費について補助を行
う。

香美市シルバー人材
センター

4,500,000 健康介護支援課

市民主導（補助）
姉妹都市（積丹町)
児童交流事業

姉妹都市（積丹町)の児童や地域の方々との交流、体験活
動、ホームステイを交互に行い、異なる地での文化や教育、日
常生活を実際に体験する。

児童、保護者 655,219 教育振興課
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体
（パートナー）

事業費（R元年度実績） 備考 所管課

市民主導（補助）
香美市よってたかって
学園都市推進事業

郷土が誇る文化施設、文化遺産、自然の見学や体験活動を
通して香美市の良さを感じる気持ちを醸成する。また、香美の
くらし（副読本）を活用した授業実践を推進する。

企業・団体 3,707,534 教育振興課

市民主導（補助）
地域子ども会活動
補助金

地域子ども会では、保護者や自治会等が協力して、小学生等
を対象に様々な活動を行っている。異年齢の子どもが交流し、
様々な体験をするとともに、保護者や地域住民の交流の機会
にもなっている子ども会活動費の一部を補助する。

香美市内地域子ども会 623,350 23団体
少年育成セン
ター

市民主導（補助）
香美市社会教育団体
育成補助金

管内の社会教育団体の育成と振興を図るため、各団体に対し
て予算の範囲内で補助金の交付を行う。

香美市婦人会、香北町
青年団

621,241 中央公民館
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