平成 28 年度版

活動に役立つウェブサイト情報

資料５

ここに掲載したウェブサイトについては、県が管理していないサイトもありますので、ご自身でよく確認の上、ご利用ください。
ウェブサイトのアドレスは、平成 28 年 4 月時点のものです。アドレスについては、廃止や変更されることがあります。

NPO のことや共助社会のことをもっと知りたい
内閣府では、
ＮＰＯとはどんな団体か、ＮＰＯ法人制度とはどんな制度かわかりやすく説明しているほか、
各種講演会・勉強会・説明会等に対して、内閣府の職員を講師として派遣しています。
全国のＮＰＯの公開情報も検索できます。

内閣府 NPO ホームページ

検索

https://www.npo-homepage.go.jp/

NPO 法人を設立したい
神奈川県の HP では、NPO 法人の設立に当たっての案内や設立事務説明会の情報を掲載しています。

神奈川県 NPO 協働推進課

検索

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160367/

県指定 NPO 法人制度・認定（仮認定）NPO 法人制度について知りたい

NPO のためのお役立ち情報

神奈川県の HP では、寄付をすると税制優遇が受けられる県指定 NPO 法人制度や認定 NPO 法人制度について解説しています。

神奈川県 NPO 協働推進課

検索

・県指定 NPO 法人制度 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370165/
※県内で指定制度を導入している市町村については、上記 HP からリンクしています。

・ 認定（仮認定）NPO 法人制度 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417661/

身近な市民活動支援施設を知りたい

・神奈川県の NPO 支援メニュー
・活動に役立つウェブサイト情報

次のサイトの「神奈川県内支援センターナビ」に県内の支援センターのリンクをまとめて掲載しています。

KaNaPiO ステーション

検索

http://kanagawa.genki365.net/ （運営：かながわ県民活動サポートセンター）

助成金の情報を知りたい
次のサイトには助成金情報が掲載されています。

検索

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100231/p17446.html （運営：かながわ県民活動サポートセンター）

助成財団センター

検索

http://www.jfc.or.jp/ （運営：公益財団法人助成財団センター）

NPOWEB

検索

ボランタリー活動を応援する助成金制度

CANPAN

助成金情報
助成制度

検索

http://www.npoweb.jp/topics/news/subsidy/
（運営：NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会）

http://ﬁelds.canpan.info/grant/ （運営：公益財団法人日本財団）

寄付を集めたい
次のサイトではクラウドファンディング※による寄付集めの支援をしています。

※クラウドファンディングとは、ある目的、志のため不特定多数の人から
資金を集める行為、またそのためのネットサービスのこと

READYFOR?

検索

https://readyfor.jp/ （運営：オーマ株式会社）

JAPANGIVING

検索

http://japangiving.jp（運営：一般社団法人ジャパンギビング）

融資を受けたい
県の中小企業融資制度は、NPO 法人も利用可能となりました。また、日本政策金融公庫では NPO 法人向けの融資を実施しています。

神奈川県中小企業制度融資
日本政策金融公庫

検索

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5782/ （運営：神奈川県金融課）

検索

https://www.jfc.go.jp （運営：株式会社日本政策金融公庫）

神奈川県県民局くらし県民部 NPO 協働推進課
かながわ県民活動サポートセンター

ボランティアを集めたい
次のサイトではボランティア募集の情報掲載などの支援をしています。

ボランティアプラットフォーム

いいにゃクリエイターかにゃお

検索

http://b.volunteer-platform.org/ （運営：一般社団法人ボランティアプラットフォーム）

かにゃお Facebook www.facebook.com/npokyodo.kanagawa かにゃお Twitter ＠kanyao̲NPO
かながわ県民活動サポートセンター Twitter

＠kanagawa sapoc

神奈川県の NPO 支援メニュー
平成 28 年度の県の NPO 向けの支援メニューを掲載しています。

NPO を立ち上げたい

1

NPO 法人設立認証事務
NPO 法人設立事務説明会

NPO 法人の設立のために説明会や NPO 法人の設立認証、及びその個別相談を行っています。（要予約）

創設期
２ かながわコミュニティカレッジ

活
動
の
場
が
ほ
し
い

相
談
し
た
い

N

ボランティアのマネジメントや NPO の会計の基本等を学び、団体の活動基盤を強化することを目的として講座を
実施します。
サ

活動基盤を強化したい
３

事業を立ち上げたり、
新たな展開を図りたい

成長期

組織の中核人材を育てたい

社会的認知を得たい

県と協働事業を行いたい

企業と協働事業を行いたい

かながわボランタリー活動推進基金２１
ボランタリー団体成長支援事業

４ かながわボランタリー活動推進基金２１

ボランタリー活動補助金
5 かながわコミュニティカレッジ

６ かながわボランタリー活動推進基金２１

ボランタリー活動奨励賞
7 かながわボランタリー活動推進基金２１
協働事業負担金

ボランタリー団体が自立的かつ安定的に活動できるよう、県が中間支援組織等にその支援を委託して実施する制度です。
サ

地域課題の解決のため、団体が単独で取り組む事業を支援する制度で、事業に要する経費の 2 分の１に相当する金額で、
200 万円を上限に補助（最長３年間）するものです。
サ

NPO 等非営利団体に所属し、中核となって活動する人材のスキルアップを目的とした講座を実施します。

サ

他のモデルとなる活動で継続発展が期待できる活動に取り組んでいるボランタリー団体等を表彰する
制度で、表彰及び副賞（賞金：団体 100 万円、個人 50 万円を上限）を贈呈するものです。
サ
地域課題解決のため、県との協働で効果的に事業を行っていただく制度で、ボランタリー団体等
と県との協働事業について、1,000 万円を上限に負担（最長５年間）するものです。
サ

113 アドバイザー相談

14 ボランティアサロン

19 KaNaPiO ステーション

ボ
ボランタリー団体の運営マ
ネ
ネジメントや、活動に関する
助
助言、情報提供など、ボラン
タ
タリー活動全般の相談に専
門
門のアドバイザーが応じま
す
す。
ボランタリー団体間、
ボ
ボ
ボランタリー団体と企業
等の連携、協働等に関する
等
ア
アドバイスも行っています。

ボランタリー団体が予約なし
で打合せや作業に利用できる
スペースです。かながわ県民
センターの 9 階・10 階に
あります。ロッカーやレター
ケース、ワーキングコーナー
もあります。

ＮPO 等の活動支援につな
がる情報を掲載しています。
サポートセンターでこれま
で助成した団体の情報も掲載
しています。

火
火曜日から土曜日の 12 時〜
117 時までかながわ県民セン
タ 9 階で実施しています。
ター

サ

15 ミーティングルーム
ボランタリー活動専用の有料
会議室です。かながわ県民
センターの 6 階・7 階にあり
ます。
サ

16 災害救援ボランティア
hhttp://www.pref.kanagawa.jp
//cnt/f100183/p28221.html

NPO や企業、大学など、多様な主体が協働・連携して、複雑・多様化する地域課題の解決を図る

８ 企業・NPO・大学等のパートナーシップ支援事業 社会づくりの一環として、県が企業や NPO、大学等を仲介し、マッチングの機会を提供する事業を
行っています。

情
報
が
知
り
た
い

N

サ

活動支援室

利用登録した災害ボランティ
ア団体が打合せや作業に利
用できるスペースです。か
ながわ県民センターの 11
階にあります。（注） サ

17 パートナーシップルーム
9 かながわコミュニティカレッジ

寄付等を得て自立的な運営
を行いたい

成熟期

10

11

県指定 NPO 法人制度・認定
法人制度 認定
（仮認定）NPO 法人制度
認定・指定ゆるネット
（認定（仮認定）・指定 NPO 法人のゆるやかなネットワーク）

情報発信したい

12 かにゃおの Facebook・Twitter

NPO 等の活動を継続的に実施・発展させるために必要な活動資金の調達方法を学ぶ講座を実施
します。
N
寄付者が税制上 優遇を受けられるＮＰＯ法人になるため
寄付者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人になるための、県指定・認定（仮認定）と、
県指定 認定（仮認定）と
その個別相談を行っています。（要予約）
N
県内の認定（仮認定）・指定 NPO 法人を対象に、寄付集めの成功事例やノウハウなどについて
情報交換する場を提供しています。
N
県のＮＰＯ施策について、より多くの方に興味・関心を持っていただけるよう、わかりやすくタイムリーな情報発信
を行っています。県内の認定（仮認定）ＮＰＯ法人・指定ＮＰＯ法人のイベント情報も、発信しています。
フェイスブック http://www.facebook.com/npokyodo.kanagawa ツイッター @kanyao̲NPO
N

※４の事業は中間支援組織を通じて行う支援です。
このほかにも、県では、各部局でそれぞれの事業の目的に応じた支援を行っている場合もあります。詳しくは、HP（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6187/p1019208.html）をご覧ください。
【各支援メニューの窓口・お問い合わせ先】
N マークがついているものはＮＰＯ協働推進課が窓口ですが、 N のうち、1、10 については横浜駐在事務所に（電話 045-312-1121 内線 2865）、それ以外はＮＰＯ支援グループ（電話 045-210-3703）にお問い合わせください。
サ マークがついているものはかながわ県民活動サポートセンターが窓口ですが、 サ のうち、3、4、6、7 については基金事業課に、それ以外はボランタリー活動サポート課にお問い合わせください。（電話 045-312-1121（代表））

ボランタリー団体等と県と
の協働事業にかかる協議や
打合せのために利用できる
スペースです。かながわ県
民センターの 11 階にあり
ます。（注）
サ

18 コラボスタジオ
県との協働事業を実施して
いるボランタリー団体同士
の交流促進等のために利用
できるスペースです。かな
がわ県民センターの 11 階
にあります。( 注）
サ
( 注）利用できる団体には
一定の要件があります。

http://kanagawa.genki365.net/
サ

20 県のホームページ
NPO 協働推進課

http://www.pref.kanagawa.
jp/div/0223/
N
かながわ県民活動サポート
センター
http://www.pref.kanagawa.
jp/div/0051/
サ

21 かながわ県民活動
サポートセンター Twitter
ボランタリー活動に関する
イベント情報や災害ボラン
ティアの活動情報等を発信
しています。
＠kanagawa sapoc サ

22 かにゃおの Facebook・
Twitter （再掲）
フェイスブック
http://www.facebook.com/
npokyodo.kanagawa

ツイッター
＠kanyao̲NPO

N

