条例の施策に位置づけられる制度・事業一覧（2019年度）
１

ボランタリー団体等と県との協働の推進のための施策（第６条関連）

施策
(1)協働事業
の提案に係
る制度の整
備
(2)協議を行
うために必
要な環境の
整備

位置づけられる制度等

本掲・
再掲

概

要

かながわボランタリー活
動推進事業
（協働事業負担金）

地域や社会の課題解決に向け、県と協働
して効果的に事業を行っていただく制度
(かながわボランタリー活動推進基金21)

パートナーシップルーム
の運営

ボランタリー団体等と県のパートナー
シップの構築を目的として、ボランタ
リー団体等と県の関係機関が協議等を行
う場を設置・運営する。

(3)協働に関
する相談体 アドバイザー相談事業
制の整備

本掲

ボランタリー団体の組織運営、会計、資
金調達など幅広い内容の相談に専門のア
ドバイザーが応じる。

(4)協働に関
する情報の
図書コーナー
収集及び提
供

本掲

ボランタリー活動に関する図書、会報等
の資料を収集整備し、情報を提供する。

本掲

かながわボランタリー活動推進基金２１
を活用して実施した事業の成果をまとめ
た報告書の発行及び報告会の開催

かながわボランタリー活
動推進事業
（成果報告会・報告書
（協働事業負担金））

県がＮＰＯ等と協働・連携して行う事
業の取組状況を把握し、体系的に提供す
ることにより、ＮＰＯ等との協働・連携
した取組を行おうとする各課の支援を行
う。併せて、ＮＰＯ等が県との協働等を
検討する際の参考となるよう情報を提供
する。
一定の条件を満たしたボランタリー団体
等と県との協働事業の相互評価結果を公
表する。（協働事業実施所属ごとに公
表）

庁内の協働事業に関する
情報収集・提供

協働事業の相互評価の公
表

所管局

所管所属

かながわ県民
http://www.pref.kan
agawa.jp/docs/u3x/c 政策局 活動サポート
nt/f5258/
センター

－

かながわ県民
政策局 活動サポート
センター

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/soudanmadoguch
センター
i.html
http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/tosho/index.ht
センター
ml
－

かながわ県民
政策局 活動サポート
センター

－

政策局

ＮＰＯ協働推
進課

－

政策局

ＮＰＯ協働推
進課

－

福祉子 かながわ男女
どもみ 共同参画セン
らい局 ター

男女共同参画推進市町村
連携事業

地域における男女共同参画社会の実現に
向けて、地域の実情に応じた事業を市町
村と連携して実施する市町村連携事業に
おいて、ＮＰＯ等との協働を推進するこ
とにより、ＮＰＯとの協働の促進強化を
図る。

かながわリケジョ・エン
カレッジプログラム（リ
ケジョ（理工系女子）促
進事業）

県内女子中学生、高校生の理系志望を促
進・支援するため、県内の中学校、高等
学校等において出前講座を実施し、特に
理工系のキャリア形成に関する意識啓発 http://www.pref.kan 福祉子 かながわ男女
や将来の研究者、技術者等の育成につな agawa.jp/docs/x2t/r どもみ 共同参画セン
ikejyo.html
げる。
らい局 ター
出前講座の講師を、NPO法人日本女性技術
者科学者ネットワーク等から派遣してい
る。

(5)その他

２

ホームページ

ボランタリー活動の促進のための施策（第７条関連）
ボランタリー団体等への支援（第７条第１項関連）

施策

位置づけられる制度等

(1)基金を活 ボランタリー活動補助金
用した補助

本掲・
再掲

概

要

地域や社会の課題解決に向け、ボランタ
リー団体等が取り組む事業を支援する制
度(かながわボランタリー活動推進基金
21)

ホームページ

所管局

所管所属

かながわ県民
http://www.pref.kan
agawa.jp/docs/u3x/c 政策局 活動サポート
nt/f5258/
センター

施策

位置づけられる制度等

本掲・
再掲

要

ＮＰＯ法人の自立的活動の基盤強化に向
けて、認定ＮＰＯ法人や指定ＮＰＯ法人
数の拡大、寄附者の拡大を図るため、市
民公益税制改正に関する国への提案
特定非営利活動促進法に基づき知事が認
定・特例認定したＮＰＯ法人に対する、
所得税の寄附金控除等
地方税法第37条の２第１項第４号に掲げ
る寄附金を受け入れる特定非営利活動法
人等を定める条例により、個別に指定さ
れたＮＰＯ法人に対する寄附金を支払っ
た者に対する個人県民税の寄附金税額控
除
法人税法上の収益事業を行っていない公
益法人等（ＮＰＯ法人を含む）に対する
法人県民税均等割の減免
神奈川県県税条例に基づき知事が指定し
た寄附金（ＮＰＯ法人については、認定
ＮＰＯ法人に対する寄附金に限る。）を
支払った者に対する個人県民税の寄附金
税額控除
県が、企業・ＮＰＯ・大学を仲介し、
マッチングの機会を提供する。

(2)税制度等 市民公益税制の拡充に向
の環境整備 けた国への働きかけ
認定・特例認定ＮＰＯ法
人に対する所得税の寄附
金控除等
県指定ＮＰＯ法人に対す
る個人県民税の寄附金税
額控除

法人県民税均等割の減免
認定ＮＰＯ法人に対する
個人県民税の寄附金税額
控除
企業・ＮＰＯ・大学 パー
(3)交流の機 トナーシップ支援事業
会の提供
かながわ協働推進協議会

認定・指定ゆるネット
「かながわ子どものみら
い応援団」マッチング
フォーラム
子どもの支援に携わる担
い手の研修及び事例発表
会の実施

概

再掲

(4)その他

ホームページ

所管局

所管所属

－

政策局

ＮＰＯ協働推
進課

http://www.pref.k
ＮＰＯ協働推
anagawa.jp/docs/m 政策局
進課
d5/cnt/f417661/
http://www.pref.k
ＮＰＯ協働推
anagawa.jp/docs/m 政策局
進課
d5/cnt/f370165/

－

総務局 税務指導課

http://www.pref.kan
agawa.jp/zei/kenzei 総務局 税務指導課
/a001/b001/005.html
http://www.pref.kan
ＮＰＯ協働推
agawa.jp/docs/md5/c 政策局
進課
nt/f6188/

ボランタリー団体等を中核とした協働型
http://www.pref.k
社会の構築に向けた取組みを進めていく
ＮＰＯ協働推
anagawa.jp/docs/m 政策局
ための重要な課題について、多様な主体
進課
d5/cnt/f41087/
が対等な立場で協議する。
認定（特例認定）・指定NPO法人同士のつ
ＮＰＯ協働推
ながりを作るとともに、寄附集め等につ
－
政策局
進課
いて情報交換する場を提供する。
子どもの支援活動を実施する団体と支援
福祉子
を検討している企業や団体、個人を対象
－
どもみ 子ども支援課
に、出会いの場を創出するイベントを開
らい局
催する。
子どもの支援を始めたい方等に居場所づ
福祉子
くりの始め方などの研修会を実施する。
－
どもみ 子ども支援課
また、同日に地域で活動する団体の事例
らい局
発表会を実施する。

ボランタリー団体成長支
援事業

ボランタリー団体が自立的かつ安定的に
かながわ県民
http://www.pref.kan
活動できるよう、県が中間支援組織等に
agawa.jp/docs/u3x/c 政策局 活動サポート
その支援を委託して実施する事業(かなが nt/f5258/
センター
わボランタリー活動推進基金21)

県退職者ボランタリー活
動支援データベース

県職員が在職中に培った専門知識や技能
を活用することで、県退職者の社会貢献
を促すとともにＮＰＯの活動を支援す
る。

本掲

http://www.pref.k
anagawa.jp/docs/p 総務局 職員厚生課
r2/cnt/f536366/

県交通安全母の会連合会
活動事業

団体が実施する交通安全活動事業又は交
通安全指導事業用啓発物品用の提供等を
支援する。

－

くらし
くらし安全交
安全防
通課
災局

消費者月間・かながわ消
費者週間における展示

消費者月間（５月）及びかながわ消費者
週間（10月）時に、消費生活の安定・向
上に向け幅広く活動しているＮＰＯや団
体等が、展示を中心とした活動の発表を
行う場を提供する。

－

くらし
安全防 消費生活課
災局

消費者教育担い手連携・
協働事業

消費者教育の担い手を育成するため、多
様な主体相互の連携と情報共有を目的と
した講座や交流会を実施する。

－

くらし
安全防 消費生活課
災局

消費者被害未然防止キャ
ンペーン

県民が悪質商法などの被害に遭わないよ
う注意喚起を図るためのキャンペーンを
実施する。

－

くらし
安全防 消費生活課
災局

施策

(4)その他

位置づけられる制度等
本掲・
（2019年度実施（予定を
再掲
含む））

要

消費者自らが公正かつ持続可能な社会の
形成に積極的に参画する「消費者市民社
会の形成」に向けた啓発事業を実施す
る。

消費者市民社会啓発事業

地球市民かながわプラザ
サポート・ネットワーク
事業
（事業実施等の支援）

概

ホームページ

－

所管局

所管所属

くらし
安全防 消費生活課
災局

地球市民かながわプラザにおいて、国際
交流・国際協力活動を行う団体に対し、
連携による事業実施等の支援を行う。

国際課（地球
http://www.earthp 国際文
市民かながわ
laza.jp/ngo/suppo 化観光
プラザ指定管
rt.html
局
理事業）

水源環境保全・再生市民
事業支援補助金

水源環境の保全・再生に係る県民主体の
取組の推進とＮＰＯ等との協働による
「第３期かながわ水源環境保全・再生実
行５か年計画」に位置づけられた特別対
策事業の推進を目的として、ＮＰＯ等の
活動に対し補助する。

http://www.pref.kan
agawa.jp/docs/pb5/c 環境農 水源環境保全
nt/f7006/p23490.htm 政局
課
l

動物愛護ボランティア活
動費補助

犬・猫の殺処分ゼロの継続に向けて収容
数の削減、譲渡の推進のため、ボラン
ティア等への支援を行う。

本掲

－

健康医
生活衛生課
療局

ボランタリー活動の支援（第７条第２項関連）

施策

位置づけられる制度等

(1)普及啓発
及び表彰
ボランタリー活動奨励賞

本掲・
再掲

概

要

ホームページ

所管局

所管所属

地域や社会の課題に光を当てた実践的な
かながわ県民
http://www.pref.kan
活動に取り組むボランタリー団体等を表
agawa.jp/docs/u3x/c 政策局 活動サポート
彰する制度(かながわボランタリー活動推 nt/f5258/
センター
進基金21)

(2)人材の育
かながわコミュニティカ
成
レッジ

地域の課題解決や活性化に取り組む人材
の育成等を行う県民の学びの場として
「かながわコミュニティカレッジ」を実
施する。

かながわ県民
http://www.pref.kana
gawa.jp/docs/u3x/kom 政策局 活動サポート
ikare/index.html
センター

ＮＰＯとプロボノとの協
働連携支援事業

ＮＰＯへの人的支援の有力な形態である
プロボノの普及・啓発に向けてプロボノ
事業を実施する団体への広報等の支援を
行う

http://www.pref.kana
かながわ県民
gawa.jp/docs/u3x/kyo
政策局 活動サポート
udourenkei/kyoudouセンター
renkei.html

安全・安心まちづくり自
主防犯活動団体向け講座

防犯ボランティア活動に取組んでいる人
材のスキル向上のための講座を実施す
る。

http://www.pref.kan
くらし
くらし安全交
agawa.jp/docs/f5g/b
安全防
ouhanryoku/index.ht
通課
災局
ml

犯罪被害者等支援ボラン
ティア確保育成事業

犯罪被害者等支援を担う人材を確保する
ため、ボランティア養成のための講座を
開催し、人材育成を図る。

http://www.pref.kana くらし
くらし安全交
gawa.jp/docs/f5g/cnt 安全防
通課
/f4181/p419424.html 災局

国際言語文化アカデミア
の運営

日本語ボランティア実践者等外国籍県民
の支援活動を行う方を対象にした講座
や、外国人観光客等をサポートするボラ
ンティアに必要な能力を身につける講座
を開催。

http://www.pref.kan 国際文
国際言語文化
agawa.jp/docs/ns2/i 化観光
アカデミア
ndex.html
局

地球温暖化防止活動推進
員 基礎研修

地球温暖化防止対策に関する情報の提供
や、講演等を実施し、推進員の資質向上
に努める。

http://www.pref.kan
agawa.jp/docs/ap4/c 環境農
環境計画課
nt/f430288/2018kats 政局
udousyoukai.html

野生動物リハビリテー
ター育成賛助金

傷ついた野生動物の治療やリハビリ、飼
育、放野などを行うリハビリテーターの
育成を助成するもの。

環境保全活動実践者の育
成・支援

地域で環境学習活動や環境保全活動を行
う市民を養成するため、「環境学習リー
ダー養成講座」等を開催するとともに、
地域で環境活動を実践している県民やＮ
ＰＯ等に対し、環境保全活動に必要な情
報提供や活動支援を行う。

－

環境農 自然環境保全
政局
課

http://www.pref.kan
agawa.jp/docs/b4f/k 環境農 環境科学セン
ankyougakushu/index 政局
ター
.html

施策

位置づけられる制度等

(2)人材の育 子どもの支援に携わる担
成
い手の研修及び事例発表
会の実施

本掲・
再掲

本掲

概

要

子どもの支援を始めたい方等に居場所づ
くりの始め方などの研修会を実施する。
また、同日に地域で活動する団体の事例
発表会を実施する。

ひきこもり・不登校の子
ども・若者を支えるため
の人材育成研修

ひきこもり・不登校の子ども・若者を支
援している団体や機関に共通する課題と
して、若い世代を中心とした「人材の確
保」があげられる。これを支援するた
め、若者を対象とした研修を実施し、ひ
きこもり・不登校問題の状況や当事者へ
の接し方等の理解を図る。また、団体ス
タッフとの懇談等を通して、フリース
ペース等における円滑な活動を促進する
と共に、これらを支える人材育成の契機
とする。

神奈川県動物保護セン
ター登録ボランティアに
対する研修会の開催

動物の譲渡に多大な貢献をしてくれてい
るボランティアの活動を支援するため、
研修を行い、動物を譲渡する際の様々な
知識や法令等について理解を深めていた
だいている。

多世代居住のまちづくり
人材育成事業

今後まちづくりの担い手となる人材の養
成のために、まちづくり専門家、ＮＰＯ
等実務経験者等を講師とした講座及び現
場見学等を開催するほか、市町村や地域
で多世代居住のまちづくりを推進するた
めに必要となるコーディネーター等の派
遣を行い、地域の団体のネットワーク化
や人材発掘等を促進する。

県民等による県有緑地保
全活動支援事業

県有緑地内で保全活動を実施する団体に
対して、竹林を専門とする大学教授を招
き、研修会を開催する。

ボランティア入門講座

ボランティア活動を行うための必要な知
識を身につけるとともに、各種ボラン
ティア活動等についての情報を提供し、
ボランティア活動につなげる。

生活安全サポート班の設
置

県警察生活安全総務課犯罪抑止対策室に
「生活安全サポート班」を設置し、「ボ
ランティア活動に関する各種情報の集約
及び双方向の情報伝達の充実・強化」
「要望、相談を尊重した支援の充実・強
化」「生活安全アドバイザー、防犯コン
シェルジュ等と連携した支援の充実・強
化」「ボランティア団体等の士気高揚」
など、ボランティア団体等のニーズに
合った支援体制を強化している。

本掲

ホームページ

－

所管局

所管所属

福祉子
どもみ 子ども支援課
らい局

http://www.pref.k
anagawa.jp/docs/c 福祉子
青少年セン
h3/cnt/nposupport どもみ
ター
/04_vola/index.ht らい局
ml

－

健康医
生活衛生課
療局

http://www.pref.k
anagawa.jp/docs/z 県土整
住宅計画課
m4/cnt/f6631/p829 備局
486.html

－

横須賀三浦地
域県政総合セ
ンター

httpS://www.planet. 教育委
県立図書館
pref.kanagawa.jp
員会

－

警察本 生活安全総務
部
課

自主的で、非営利で、社会に貢献する活
動に対して、登録制をとらず予約不要で
自由に利用できるスペース(無料）を提供
するとともにワーキングコーナーを設置
する。

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/shisetu/volunt
センター
eer-salon.html

ミーティングルームの運
営

ボランティア専用の会議室を設置・運営
する。(有料）

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/cnt/f5681/meet
センター
ingroom.html

コラボ・スタジオの運営

県との協働事業を実施しているボランタ
リー団体の交流促進を図ることを目的と
して、県及び団体間の会議、情報交換会
等で使用できるスペース（無料）を提供
する。

かながわ災害救援ボラン
ティア活動支援室の運営

神奈川県内における被災時のボランティ
ア受援力の向上や東日本大震災被災地被
災者支援活動を行うボランタリー団体等
に対して、自主的活動に利用できるス
ペース（登録制・無料）を提供する。

(3)活動に関
する情報交 ボランティアサロンの運
換等に必要 営
な環境の整
備

－

かながわ県民
政策局 活動サポート
センター

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/saigai/index.h
センター
tml

施策

位置づけられる制度等

本掲・
再掲

(3)活動に関
する情報交
換等に必要
な環境の整
備

地球市民かながわプラザ
サポート・ネットワーク
事業（打ち合わせや作業
の場の提供、貸出事務室
の設置）

再掲

地球市民かながわプラザにおいて、国際
交流・国際協力活動を行う団体に対し、
活動の場の提供を行う。

国際課（地球
http://www.earthp 国際文
市民かながわ
laza.jp/ep/ngo/np 化観光
プラザ指定管
o_rental.html
局
理事業）

かながわ環境活動支援
コーナー

本掲

地域における地球温暖化対策の推進を図
る地球温暖化防止活動推進員への支援を
行う。

http://www.pref.kan
環境農
agawa.jp/docs/ap4/c
環境計画課
政局
nt/f70237/

男女共同参画支援室の運
営

「女性の自立と男女のあらゆる分野への
参加を促進することを主要な目的とした
団体」に会議室を貸出している。(要団体
登録、有料)〈託児有※会議室貸出とは別
途要予約〉

http://www.pref.kan
福祉子 かながわ男女
agawa.jp/docs/x2t/g
どもみ 共同参画セン
aiyou/gaiyou_03_2.h
らい局 ター
tml

ＮＰＯ支援スペース「青
少年サポートプラザ」の
運営

本掲

ひきこもり等困難を抱える青少年のため
の活動を行うＮＰＯ等の団体に対して、
活動に必要な活動場所、情報提供コー
ナー及びワーキングコーナーの提供、活
動についての相談を無料で行う。

http://www.pref.kan
福祉子
青少年セン
agawa.jp/docs/ch3/c
どもみ
nt/nposupport/01_sa
ター
らい局
popra.html

(4)活動に関
する相談体 アドバイザー相談事業
制の整備

再掲

ボランタリー団体の組織運営、会計、資
金調達など幅広い内容の相談に専門のア
ドバイザーが応じる。

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/soudanmadoguch
センター
i.html

かながわ環境活動支援
コーナー

再掲

地域における地球温暖化対策の推進を図
る地球温暖化防止活動推進員への支援を
行う。

http://www.pref.kan
環境農
agawa.jp/docs/ap4/c
環境計画課
政局
nt/f70237/

概

要

ホームページ

所管局

所管所属

ボランティアサポートダ
イヤルの設置

県内各地域で活動をしているボランティ
ア団体等からの要望・意見の聴取やボラ
ンティア活動希望者等の相談に応じるな
ど、ボランティア団体等の活動の活性化
とニーズに合った支援を実施するための
専用ダイヤルを警察本部内に設置してい
る。

－

警察本 生活安全総務
部
課

生活安全サポート班の設
置

再掲

県警察生活安全総務課犯罪抑止対策室に
「生活安全サポート班」を設置し、「ボ
ランティア活動に関する各種情報の集約
及び双方向の情報伝達の充実・強化」
「要望、相談を尊重した支援の充実・強
化」「生活安全アドバイザー、防犯コン
シェルジュ等と連携した支援の充実・強
化」「ボランティア団体等の士気高揚」
など、ボランティア団体等のニーズに
合った支援体制を強化している。

－

警察本 生活安全総務
部
課

再掲

ボランタリー活動に関する図書、会報等
の資料を収集整備し、情報を提供する。

再掲

かながわボランタリー活動推進基金２１
を活用した事業の成果に関する報告書の
発行及び報告会の開催

(5)活動に関
する情報の
収集及び提 図書コーナー
供
かながわボランタリー活
動推進事業
（成果報告会・報告書
（協働事業負担金））

http://www.pref.k
かながわ県民
anagawa.jp/docs/u
政策局 活動サポート
3x/tosho/index.ht
センター
ml

－

かながわ県民
政策局 活動サポート
センター

かにゃおによる広報

ホームページ、ツイッター、フェイス
ブックによりNPO活動の広報を行う。

http://www.pref.kan
ＮＰＯ協働推
agawa.jp/docs/md5/c 政策局
進課
nt/f491051/

市民レポーター事業

市民のＮＰＯへの理解を深めるため、指
定ＮＰＯ法人等を取材して記事を作成す
る市民レポーターを公募する。

http://www.pref.kan
ＮＰＯ協働推
agawa.jp/docs/md5/c 政策局
進課
nt/f534717/

ＮＰＯ・ボランティア向
け募集・参加情報の提供

県からのＮＰＯ・ボランティア向け募
集・参加情報について、各課からの依頼
等によりホームページに掲載する。

http://www.pref.k
ＮＰＯ協働推
anagawa.jp/docs/m 政策局
進課
d5/cnt/f70075/

施策

位置づけられる制度等
本掲・
（2019年度実施（予定を
再掲
含む））

(5)活動に関
する情報の 地球市民かながわプラザ
収集及び提 情報・相談センター事業
供

かながわ環境活動支援
コーナー

要

ホームページ

所管局

国際文

所管所属

国際課（地球

地球市民かながわプラザにおいて、国際
交流・国際協力活動を行う団体に対し、
情報ノウハウ等の提供を行う。

市民かながわ
http://www.earthpla
化観光
za.jp/ep/ngo/
プラザ指定管

地域における地球温暖化対策の推進を図
る地球温暖化防止活動推進員への支援を
行う。

http://www.pref.kan
環境農
agawa.jp/docs/ap4/c
環境計画課
政局
nt/f70237/

局

理事業）

男女共同参画関係団体・
グループ情報システム
(MsNet:ミズネット)

男女共同参画社会を推進するNPO等のネッ
http://www.planet.p 福祉子 かながわ男女
トワークづくりを支援するため、ホーム
ref.kanagawa.jp/msn どもみ 共同参画セン
ページを通じて団体・グループ情報の提 et/msnet.html
らい局 ター
供を行う。

「子育て支援情報サービ
スかながわ」の運営

子育て支援に関する総合サイト「子育て
支援情報サービスかながわ」において、
子育て支援に係るＮＰＯ等の活動につい
ての情報収集・情報提供を行う。

福祉子
http://c.rakuraku
どもみ 次世代育成課
.or.jp/
らい局

「かながわスマイルテー
ブル」の運営

「かながわスマイルテーブル」におい
て、子どもを支えるＮＰＯ等の活動につ
いての情報収集・情報提供を行う。

http://www.pref.kan
福祉子
agawa.jp/docs/s4t/c
どもみ 子ども支援課
nt/f536929/p1229083
らい局
.html

再掲

県内のひきこもり等困難を抱える青少年
のための活動を行うＮＰＯ等の団体の会
報や、助成金情報等の資料などの情報を
提供する。。

http://www.pref.kan
福祉子
青少年セン
agawa.jp/docs/ch3/c
どもみ
nt/nposupport/01_sa
ター
らい局
popra.html

再掲

県警察生活安全総務課犯罪抑止対策室に
「生活安全サポート班」を設置し、「ボ
ランティア活動に関する各種情報の集約
及び双方向の情報伝達の充実・強化」
「要望、相談を尊重した支援の充実・強
化」「生活安全アドバイザー、防犯コン
シェルジュ等と連携した支援の充実・強
化」「ボランティア団体等の士気高揚」
など、ボランティア団体等のニーズに
合った支援体制を強化している。

再掲

県職員が在職中に培った専門知識や技能
を活用することで、県退職者の社会貢献
を促すとともにＮＰＯの活動を支援す
る。

ＮＰＯ支援スペース「青
少年サポートプラザ」の
運営（情報コーナー）

生活安全サポート班の設
置

(6)その他

再掲

概

県退職者ボランタリー活
動支援データベース

中高年ホームファーマー
団体化支援事業

中高年ホームファーマーが自立して、NPO
法人等団体を設立し、団体による市民農
園の運営が実現されるよう、必要な支援
を県が行う。

－

警察本 生活安全総務
部
課

http://www.pref.k
anagawa.jp/docs/p 総務局 職員厚生課
r2/cnt/f536366/

－

環境農
農地課
政局

