資

料

２

ボランタリー団体等と県との協働の取組一覧
総括表
１

表の見方
一覧は、協働事業、幅広い協働、その他の順に、局の順番で一覧にしてあります。
また、ボランタリー団体等と県の二者の協働、ボランタリー団体等と県にその他の主体を加えた三者以上の協働の取
組みは、区分けせず一覧にしています。
※「協働事業」「幅広い協働」「その他」の区分
「協働事業」…①課題に対する共通の認識の下に事業に関し共通の目的を有することを合意している。
②事業の企画立案及び実施の両段階で対等な立場で協議を行うことを合意している。
「幅広い協働」…地域課題の解決のため、相互にそれぞれの特性を生かしている事業
「その他」…地域課題の解決のため、相互にそれぞれの特性を生かしているとまではいえない事業

２

件数内訳
・協働事業
・幅広い協働
・その他
合計

45 件
107 件
139 件
291 件

ボランタリー団体等と県との協働の取組一覧
平成２７年７月調べ
事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

災害対策課

男女共同参画型防災ネット
「アクティブ防災講座」事業（県民向け防災講座等の開催）
ワーキング「アクティブ防災」事 及び「アクティブ防災講座」ファシリテーター養成事業（「アク 協働事業
業
ティブ防災講座」の講師養成）

（特非）MAMA-PLUG

災害対策課

・避難者同士のネットワーク形成支援と支援団体のネット
ワーク構築
県内避難者との協働による支 ・各種イベント開催を通じて避難者同士の交流及び主体的
協働事業
援ネットワーク構築事業
な活動の促進
・会報、ホームページによる情報提供

かながわ避難者と共にあゆむ会

くらし安全交通課

犯罪被害者等支援費

犯罪被害者等が日常生活を一刻も早く回復できるよう、法
律相談やカウンセリングなど犯罪被害者等の立場に立った
協働事業
適切できめ細かい支援を提供する。団体に対しては、カウ
ンセリング業務を委託。

特定非営利活動法人神奈川被害者支援
センター

くらし安全交通課

犯罪被害者等支援事業補助金

犯罪被害者等が日常生活を一刻も早く回復できるよう、犯
罪被害者等の立場に立った適切できめ細かい支援の提供
協働事業
として、団体が行う裁判所等への付き添い支援等に対して
補助。

特定非営利活動法人神奈川被害者支援
センター

くらし安全交通課

犯罪被害者等への総合的な支援体制として「かながわ犯罪
犯罪被害者サポートステーショ
被害者サポートステーション」を運営する。団体に対しては、 協働事業
ン運営費
犯罪被害者等相談業務を委託。

特定非営利活動法人神奈川被害者支援
センター

人権男女共同参画課

性的マイノリティの子どもに理
解のある支援者育成事業

ＮＰＯ法人 ReBit

人権男女共同参画課

民間団体へ県有財産を無償で貸し付け、暴力被害女性の
女性への暴力緊急一時保護事
ための緊急一時保護施設の運営についての経費を県と市 協働事業
業
町村が分担する。

国際課

医療通訳派遣システム事業

日本語を母語としない外国籍患者が安心して医療を受けら
れるよう、協定医療機関に医療通訳スタッフを派遣する事
協働事業
業。県と県内自治体で構成する協議会及びNPO等が実施
主体。

NPO法人多言語社会リソースかながわ

子ども家庭課

県内の児童養護施設における子どもの円滑なコミュニケー
神奈川県の児童養護施設にお ション力の向上を図ることにより、施設職員の支援技術の
協働事業
ける子どもの自立支援事業
向上と、児童養護施設入所中から退所後の子どもに対する
自立支援を目的とする。

特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク

事業１：LGBT子どものための自立／就労支援事業
事業２：普及啓発事業

協働事業

1

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

非公表
かながわ医療通訳派遣システム自治体推進
協議会（県及び県内自治体で構成）、県医師
会、県病院協会、県歯科医師会、県薬剤師
会

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

青少年課

特命子ども地域アクタープロ
ジェクト

ＮＰＯ、企業及び県が会議体を組織して推進主体となり、特
命子ども地域アクターを養成・まちづくり現場へ派遣し、子
協働事業
どもの社会参画の機会をつくるとともに、基金設立のための
勉強会を開催する。

ＮＰＯ法人ミニシティ・プラス
ＮＰＯ法人アクションポート横浜
リスト株式会社
ＮＰＯ法人シャーロックホームズ
ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワーク

青少年課

性的マイノリティの子どもに理
解のある支援者育成事業

県内の若者自立支援機関等に対し、ＬＧＢＴ（性的少数者）
について理解の普及を図り、自立就労に際し正しい情報に
よる適切な支援を受けられるようにする。また、広く県民等 協働事業
に普及啓発することで、誰もが安心して生活できる環境づく
りに寄与する。

ＮＰＯ法人 ReBit

青少年課

これまで支援の対象となっていない精神疾患や発達障がい
精神疾患や発達障がいの狭間 の狭間にいる若者を対象に、社会生活を送るための基礎と
にいる若者の就学・就労を目 なるプログラム等を実施し、就学・就労をめざした自立支援 協働事業
指した自立支援
を行う。

ＮＰＯ法人 横浜メンタルサービスネット
ワーク

青少年センター

県西部地域の課題にもなっている、ひきこもり等の青少年
青少年センター地域相談事業
の様々な悩みの相談の利便性を高めるとともに、関係機関
協働事業
（県西部青少年サポート相談
の連携を推進するため「青少年センター地域相談事業」を、
室）
ＮＰＯと協働で実施する。

ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会

青少年センター

地域の課題にもなっている、ひきこもり予防を含めた広い意
ひきこもり等青少年自立支援
味での自立支援を目的とした「コミュニケーション・人間関係
事業「コミュニケーション・人間
協働事業
講座」をひきこもり等青少年の支援経験を有するＮＰＯ等に
関係講座」
委託して実施する。

NPO法人ユースポート横濱
NPO法人月一の会
NPO法人青少年サポート協会
NPO法人ぜんしん

青少年センター

地域の課題にもなっている、ひきこもり等の問題に対応する
映像・メディアコンテンツ制作に ため、こうした青少年が映像制作に取り組むことで自信をつ
よる青少年育成支援事業(H26 け、社会との接点を持ち、社会的に自立できるよう導くと共 協働事業
年度で事業終了）
に、フリースペース等での活動状況を映像化して活動の理
解促進を図る。

ＮＰＯ法人湘南市民メディアネットワーク

東日本大震災県内避難者の主体的な生活再建活動を避難
かながわ県民活動サ かながわボランタリー活動推進 者、被災地自治体、支援市民団体、行政等で協働して支援
協働事業
ポートセンター
事業費
していくことを目的とし、避難者同士のネットワーク形成支
援、支援団体交流等の取組みを行う。

（特非）かながわ避難者と共にあゆむ会

災害時に自らの命を守ることができる子供を育てる新しい
かながわ県民活動サ かながわボランタリー活動推進
防災教育を神奈川の各地域で推進するため、プログラムの 協働事業
ポートセンター
事業費
開発や学校と地域をつなぐ人材育成などを行う。

NPO法人かながわ311ネットワーク

協働事業協定を締結し、県が保有する緑地内にある建物
の修繕と緑地の維持管理等を民間団体が行い、県はそれ
に対する技術的支援や広報活動等を行う。

自然環境保全課

北鎌倉明月荘県民協働事業

自然環境保全課

団体、行政、企業が協働して、二子山山系の自然の維持管
二子山山系自然保護協働事業 理を行うとともに、緑地保全、人材育成、調査研究などの事 協働事業
業を実施する。
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協働事業

NPO法人まちづかい塾

二子山山系自然保護協議会

西武鉄道㈱、大和ハウス工業㈱、葉山町

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

農業技術センター
生産環境部
品質機能研究課

生産者と消費者の交流や市民参加による農業支援を図る
湘南みかんの木パートナーシッ ため、地域資源を活用してみかんの木のオーナー募集、体
協働事業
プ事業
験プログラムの実施、みかん栽培法助言指導、加工品開発
を行う。

NPO法人湘南スタイル

障害福祉課

視覚障害者の社会参加を目的として、最寄の駅やバス停
神奈川県内ことばの道案内作
から役所等の各種施設までの「ことばの地図」を作成し、
成・提供事業
ウェブサイトに公開する。

協働事業

特定非営利活動法人 ことばの道案内

障害福祉課

障がい児の「通学」における課題について、個別ニーズに合
障がい児通学支援協働モデル
わせた通学支援が必要であるため、障がい児の通学を地 協働事業
事業
域で支援する仕組みを協働して構築する。

特定非営利活動法人 横浜移動サービ
ス協議会

がん対策課

がん体験者による、がん患者・ ＮＰＯが実施するがん体験者のピアサポートにより、がんと
家族のためのピアサポート事 向き合う患者さんやその家族の皆さんの立場に立った相談 協働事業
業
支援の充実や療養生活の質の向上をめざす。

特定非営利活動法人キャンサーネット
ジャパン

地域福祉課

ことばの道案内の課題などを把握し、さまざまな利用者から
ことばの道案内作成・提供事業 の意見を基に、誰もが利用しやすいユニバーサルマップの 協働事業
検討・構築を実施する。

特定非営利活動法人ことばの道案内

県立病院課

こども医療センターに長期入院する子どもの闘病生活を支
えるための患者家族滞在施設の運営を行い、患者家族の
こども医療センター患者家族滞
闘病生活に対する支援を行うとともに、交流の場の提供や 協働事業
在施設運営事業
きょうだい保育等により、患者家族の経済的・精神的負担
軽減を図る。

認定特定非営利活動法人スマイルオブ
キッズ

商業流通課

「特命子ども地域アクタープロ
ジェクト」及び子どもまちづくり
基金の設立

まちづくり活動に意欲ある子どもをまちづくり団体へ派遣
し、子どもの持つアイデア等を実際のまちの活動に活かし
協働事業
てもらう。ＮＰＯは事業の企画・実施、県と地域団体とのコー
ディネート等を行う。

ＮＰＯ法人ミニシティ・プラス

雇用対策課

性的マイノリティの子どもに理
解のある支援者育成事業

県内の若者自立支援機関等に対し、LGBT（性的少数者）に
ついて理解の普及を図り、自立就労に際し正しい情報によ 協働事業
る適切な支援を受けられるようにする。

特定非営利活動法人 ReBit

教育局総務室

本県の地域特性に応じた防災教育プログラムのモデル開
児童・生徒の防災教育推進事 発を行い、学校と地域を繋げる人材を養成した上で、防災
業
教育を広めていく。また、広域的に防災教育を進めるため
の中間支援基盤の構築をめざす。

協働事業

入学者選抜実施運営費
高校教育課

外国につながりを持つ子どもたちの高校への進学支援のた
めに、県内６箇所で行う「進学相談会」等及び「公立高校入
協働事業
外国につながりを持つ子どもへ 学のためのガイドブック（10言語）」の作成と配付を実施し、
の教育・進路サポート事業
通訳派遣や資料提供等で相互協力を行う。

NPO法人かながわ311ネットワーク
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NPO法人多文化共生教育ネットワークか
ながわ

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)
JA湘南柑橘部会湘南みかんの木パートナー
シップ組合

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名
日本語を母語としない生徒支
援者派遣事業費

高校教育課
外国につながりを持つ子どもへ
の教育・進路サポート事業

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

県立高等学校への支援として、多文化教育コーディネータ
派遣事業を協働で実施・運営する。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

協働事業

NPO法人多文化共生教育ネットワークか
ながわ

高校教育課

就職弱者の若者へのキャリア
支援事業

就職弱者の若者の自立支援のため、高校生の段階から、
様々な組織と連携したキャリア支援を行い、卒業、中退後も
協働事業
つながりを作れるような信頼関係を構築し、就労につながる
情報提供や相談、付添支援等の支援を行う。

NPO法人多文化共生教育ネットワークか
ながわ

子ども教育支援課

地域と学校によるいじめ防止
推進事業

スクール・バディ・サミット（中学生）やユースリーダー養成
（高校・大学生等）、いじめ防止プログラム指導者養成講座
協働事業
（成人）により、いじめ防止に係る人材を育成するとともに、
普及啓発のため、いじめ防止教室を行う。

ＮＰＯ法人湘南DVサポートセンター

特別支援教育課

ことばの道案内による情報提供をするために、延べ38ルー
神奈川県内ことばの道案内作
トの道案内を作成し、視覚障害者の社会参加（雇用）も視野 協働事業
成・提供事業
に入れた活動を行う。

特定非営利活動法人ことばの道案内

特別支援教育課

障害のある児童・生徒の通学を地域で支える仕組みを整え
障がい児通学支援協働モデル
るため、通学支援連携システムの構築と、通学支援人材の 協働事業
事業
発掘と育成を行う。

特定非営利活動法人横浜移動サービス
協議会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

(公社)医師会
(一社)歯科医師会
(公社)薬剤師会
(公社)防犯協会連合会
(公財)暴力追放推進センター
(公財)交通安全協会
(公財)横浜市男女共同参画センター
(社福)横浜いのちの電話
(社福)川崎いのちの電話
横浜弁護士会
川崎市男女共同参画センター
商工会議所連合会
商工会連合会
損害保険料率算出機構自賠責損害調査センター

警務部警務課

神奈川県被害者支援連絡協議 関係する行政機関、民間団体等による緊密な連携と相互協
協働事業
会
力により、被害者の支援活動の効果的推進を図る。

警務部警務課

犯罪被害者等支援

地域の関係機関・団体、企業等との緊密な連携と相互協力
により、被害者の視点に立った各種の支援活動を推進す 協働事業
る。

県下54警察署に設けられ、地域の関係機
被害者支援ネットワーク・連絡協議会（地
関・団体、病院、企業等で構成されている。
域レベル：警察署単位）
（一部ボランタリー団体の加入あり。）

津波対策訓練

大規模地震発生時の沿岸市町の津波対応力を高めるとと
もに、関係機関の連携体制を検証し、併せて津波に対する 幅広い協働
海浜利用者及び沿岸住民への普及啓発を図る。

（特非）神奈川県水難救済会、（株）トライ 部 他国機関、神奈川県警察 他県機関、横須賀
アングル、（一社）神奈川県警備業協会、 市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子
市、三浦市、葉山町、真鶴町、湯河原町及び各市
ライフセーバー団体

災害対策課

4

ＮＰＯ法人神奈川被害者支援センター

陸上自衛隊、海上自衛隊、第三管区海上保安本

町消防本部(局) 他市町機関

事業実施所属名

災害対策課

くらし安全交通課

１．細々事業名又は
通称名

ビッグレスキューかながわ

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

大規模災害発生時の初動対応における救急医療等を主体
とした実践的訓練を通じ、自衛隊と県医療関係機関等との
幅広い協働
連携の強化を図るとともに、自主防災組織を中心とした地
域防災力の強化と防災意識の高揚を図る。

県内関係団体等の参画を得て協議会を設置し、県内一斉
防犯パトロールなどの事業を実施することで、犯罪のない
安全・安心まちづくり県民運動
安全・安心まちづくりを県民総ぐるみの運動として推進す
推進事業費
る。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

（特非）やさしくなろうよ、（特非）神奈川災害ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ、神奈川ﾚｽｷｭｰｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｲｸ･ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ、日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟、 (特非)救
助犬訓練士協会、（特非）日本救助犬協会、
（特非）神奈川救助犬ﾈｯﾄﾜｰｸ、（特非）日本防
災士会湘南支部、（特非）全国要約筆記問題
国機関、県機関、市町村機関、消防、警察、
研究会神奈川支部、（特非）ＭＡＭＡ－ＰＬＵ
Ｇ、あつぎ災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ、助け合い情 在日米軍、指定地方公共機関 他
報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ、厚木市ｱﾏﾁｭｱ無線非常通信
協議会、ｺｰﾜｯﾃｸ（株）、横浜ｹｲｴｲﾁ技研
（株）、（株）移動ﾛﾎﾞｯﾄ研究所、災害時避難行
動支援ﾈｯﾄﾜｰｸ、神奈川災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾃｰｼｮ
ﾝ
（公財）かながわ国際交流協会外１０団体、（公社）

幅広い協働

神奈川県犯罪のない安全・安心まちづく 神奈川県私立幼稚園連合会外８団体、（一財）神
奈川県私立中学校高等学校協会、（一社）神奈川
り推進協議会
県専修学校各種学校協会外１５団体、その外１２１
団体・機関

くらし安全交通課

民間の自主防犯活動のさらなる活性化を図り、県民総ぐる
安全・安心まちづくり活動事故
みとしての取組みを促進するため、防犯ボランティアの活動 幅広い協働
給付金
中の事故に対する給付金制度を実施する。

自主防犯活動団体として県に登録した団
体計2,328団体（６月末）

くらし安全交通課

地域住民などが、地域をあげて取り組む自主防犯活動を促
安全・安心まちづくり活動助成
進するため、活動に要する物品の購入費用の助成を実施 幅広い協働
費
する。

継続的・計画的に地域の安全・安心まち
づくり活動を行う自主防犯団体

くらし安全交通課

交通安全県民運動事業費

団体と連携して交通安全活動事業を実施する。

神奈川県交通安全母の会連合会

くらし安全交通課

交通安全対策協議会運営費

県内関係団体等の参画を得て協議会を設置し、各季の交
通安全運動などの事業を実施することで、交通事故防止活 幅広い協働
動を県民層ぐるみの運動として推進する。

文化課

かながわの地芝居フェスティバ 県内で地芝居を継承する団体の活動の成果を広く県民に
ル
紹介する

文化課

かながわ民俗芸能大会

幅広い協働

神奈川県交通安全対策協議会

幅広い協働

県民俗芸能保存協会

かながわを代表する県内各地の民俗芸能を一同に集めた
幅広い協働
公演

県民俗芸能保存協会
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

（公財）神奈川県交通安全協会外５団体、（公社）
神奈川県私立幼稚園連合会外６団体、（一財）横
浜市交通安全協会外１団体、（一社）川崎市交通
安全協会外１７団体、その外１９３団体・機関

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

文化課

相模人形芝居合同公演

相模人形芝居５座による合同公演

幅広い協働

相模人形芝居連合会

文化課

かながわの太鼓

県内太鼓演奏団体による創作太鼓の演奏会

幅広い協働

神奈川県太鼓連合

文化課

伝統芸能ワークショップ

県立高校などにおける相模人形芝居学校交流ワークショッ
幅広い協働
プ

相模人形芝居連合会

文化課

カナガワミュージックサミット
2015

県内各市とＮＰＯとの協働事業として実施する事業で、県内
各市で開催されている新進アマチュアミュージシャンのライ
幅広い協働
ブコンテストの成績優秀者などが一堂に会して演奏する野
外音楽コンサート。

（特非）ARCSHIP

文化課（財団）

フェリス女学院大学附属図書
館読書運動プロジェクト

フェリス女学院大学附属図書館と共同して実施。同大学の
学生、ＯＧの合同による無償の文芸作品朗読イベントを開 幅広い協働
催。

フェリス女学院大学附属図書館

文化課（財団）

花音朗読コンサート

朗読団体「語りと音楽・花音」と共同して実施。アナウンサー
集団と合同で文芸作品の伴奏つき朗読を楽しむ催しを開 幅広い協働
催。

語りと音楽・花音

文化課（財団）

かなぶんキッズクラブ
紙芝居がはじまるよ！

地域で活動する「横浜紙芝居普及会（代表：山下康氏）」と
共同して実施。夏休み、春休み期間中に親子連れを主な対 幅広い協働
象として紙芝居の実演を鑑賞

横浜紙芝居普及会

文化課（財団）

かなぶんキッズクラブ
絵本であそぼ！

地元で活動する児童向け読み聞かせ団体「よこはま文庫の
会」と共同して実施。夏休み期間中に親子連れを対象にパ 幅広い協働
ネルシアター等を実施。

よこはま文庫の会

文化課（財団）

第24回首都オペラ公演「トゥー
葉山に本拠を置くオペラ団体によるオペラ公演。
ランドット」

幅広い協働

首都オペラ

文化課（財団）

第25回神奈川オペラフェスティ 神奈川県を拠点として活動するオペラ団体によるオペラ公
バル'15 第1夜
演。

幅広い協働

神奈川オペラフェスティバル実行委員会

文化課（財団）

第34回かながわゴールデンコ
ンサート2015

幅広い協働

かながわゴールデンコンサート実行委員
会

神奈川県を拠点として活動するオペラ団体による声楽コン
サート
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

文化課（財団）

横浜シティオペラ・コンサートシ 神奈川県を拠点として活動するオペラ団体による声楽コン
リーズ’15
サート

文化課（財団）

フェリス 音楽の花束

近隣のフェリス女学院大学音楽学部と提携して実施。良質
幅広い協働
な室内楽曲を、解説を交えながら学生の代表が演奏。

フェリス女学院大学音楽学部

文化課（財団）

第38回全日本おかあさんコー
ラス関東支部神奈川県大会

神奈川県合唱連盟に所属する女性合唱団体による大会。

神奈川県合唱連盟

文化課（財団）

音楽堂主催公演の関連企画として、ジュニア・スタッフ、バッ
マエストロ聖響の夏休みオーケ
クステージツアー、指揮者との交流ワークショップなどを実 幅広い協働
ストラ！
施。

（特非）SEED OF ARTS

文化課（財団）

第58回神奈川県合唱祭

幅広い協働

神奈川県合唱連盟

文化課（財団）

第39回神奈川合唱フェスティバ
神奈川県合唱連盟に所属する合唱団体によるコンサート。 幅広い協働
ル

神奈川県合唱連盟

文化課（財団）

第58回神奈川県合唱コンクー 神奈川県合唱連盟に所属する合唱団体による合唱コン
ル
クール

幅広い協働

神奈川県合唱連盟

文化課（財団）

第55回「音楽堂・おかあさん
コーラス」

幅広い協働

「音楽堂・おかあさんコーラス」実行委員
会

文化課（財団）

音楽堂が主催する「メサイア演奏会」。合唱団は神奈川県
クリスマス音楽会「メサイア」演
合唱連盟所属会員による。プロのソリストと神奈川ﾌｨﾙが共 幅広い協働
奏会
演

神奈川県合唱連盟

文化課（財団）

第49回神奈川県名流三曲祭

神奈川県三曲会

文化課（財団）

国際舞台芸術ミーティングin横 舞台芸術の関係者を中心にショーケースやセミナー、会議
幅広い協働
浜
等を行う。横浜市内の文化施設が協力して実施。

神奈川県合唱連盟に所属する合唱団体による大会。

県内の女性コーラス団体が音楽堂で開催する大会。事務
局は音楽堂に設置している。

県内の琴、尺八等の演奏家による大会

幅広い協働

幅広い協働

幅広い協働
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横浜シティオペラ

国際舞台芸術ミーティングin横浜 実行
委員会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

文化課（財団）

劇団よこはま壱座公演 第10
回公演
「闇に咲く花－愛敬稲荷神社
物語－」

県内演劇団体の公演。

幅広い協働

神奈川県演劇連盟

文化課（財団）

神奈川演劇連盟プロデュース
公演「パンクドランカー」

県内演劇団体の公演。

幅広い協働

神奈川県演劇連盟

水源環境保全課

県民との協働による森林づくり 水源の森林づくり事業に対する県民の理解と参加を促進
幅広い協働
実行委員会
するため、各種イベントの企画・立案などを行う。

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を推進する方策及
び普及啓発に関することについて協議する。

神奈川県森林組合連合会
神奈川県木材業協同組合連合会
特定非営利活動法人 かながわ森林イン 神奈川県森林協会
ストラクターの会
神奈川県山林種苗協同組合
南足柄緑の少年団
連合神奈川
箱根みどりの少年団
株式会社 湘南リビング新聞社
神奈川新聞社
公益財団法人かながわトラストみどり財団
神奈川県生活協同組合連合会、川崎商工会
議所、地区廃棄物対策協議会、日本プラス
ティック工業連盟、日本チェーンストア協会関
ＮＰＯ法人神奈川県消費者の会連絡会、 東支部、公益社団法人商連かながわ、（一
社）日本フランチャイズチェーン協会、神奈川
神奈川県消費者団体連絡会
県リサイクル産業団体連合会、横浜市、相模
原市、横須賀市、神奈川県都市清掃行政協
議会、神奈川県町村清掃行政協議会

資源循環推進課

かながわ３Ｒ推進会議

健康増進課

在宅で療養する要介護者への歯科医療推進のため神奈川
在宅歯科口腔咽頭吸引実習事
県歯科衛生士会が行う口腔咽頭吸引が可能な歯科衛生士 幅広い協働
業費補助
の育成研修経費に対して助成する。

都市整備課

湘南邸園文化祭

相模湾沿岸地域一帯の歴史的な邸宅・庭園等の保全活用
を推進する。この一環として、ＮＰＯ等と協働で邸園等の価
幅広い協働
値や魅力の発信等を目指して邸園等を舞台にした文化的イ
ベントを実施する。

湘南邸園文化祭連絡協議会

都市整備課

特命子ども地域アクタープロ
ジェクト事業

「特命地域子ども地域アクター」として養成した青少年をま
ちづくりの現場へ派遣することで、青少年の社会参画の機
幅広い協働
会を作るとともに、派遣先のまちづくりの現場の活性化を図
る。

NPO法人ミニシティ・プラス

道路管理課

かながわアダプトプログラム

県、市町村と活動者が覚書を交わして役割分担を明確化
し、活動者は道路の里親として歩道等の清掃等を継続的に 幅広い協働
行い、県や市町村は、活動場所の提供等の支援を行う。
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幅広い協働

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

特定非営利活動法人神奈川県歯科衛生
士会

県青少年課、商業流通課、高校教育課

グリーンバード鎌倉、三菱電機株式会社
電子システム事業本部鎌倉地区
鎌倉市

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

道路管理課

道守サポーターズ

活動団体が、簡易な手続きにより活動内容と活動場所を事
前に登録し、歩道の清掃や花植え等の活動を行う。県は活 幅広い協働
動場所の提供や保険加入等の支援を行う。

クローバーファミリーの会 他

道路管理課

きれいな道づくり活動

公募による参加者と共に県道等の清掃を県内各地で実施
する。道路清掃ボランティアへ参加する環境を整えること
幅広い協働
で、道路愛護の普及啓発を図り、県は保険加入等の支援を
行う。

湯河原町まちづくりボランティア協会 他 国・市町

県立図書館

高校生ボランティア活動支援
ネットワーク会議

ＮＰＯ等関係団体の職員が参加し、高校生の自主的・自発
的なボランティア活動について協議する高校生ボランティア 幅広い協働
活動支援ネットワーク会議を開催する。

未定

県立図書館

ＮＰＯ等関係団体の職員が講師として学校へ出向き高校生
高校生ボランティア活動出張教
のボランティア活動の意識啓発等を行う出前講座を開催す 幅広い協働
室（入門編）
る。
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NPO法人アクションポート横浜
独立行政法人国際協力機構 JICA横浜
横浜YMCA
県指定NPO法人 アドバイザーネットワーク神
奈川
特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連
絡会
特定非営利活動法人 かながわアジェンダ推
進センター
市民協働部 市民活動推進課（えびな市民活
動サポートセンター）
平塚市協働推進課（ひらつか市民活動セン
ター）
市民活動センターあやせ
公益財団法人 よこはまユース
（公財） かわさき市民活動センター
藤沢市市民活動推進センター
横須賀市立市民活動サポートセンター
NPO法人NPOサポートちがさき
公益財団法人かながわ海岸美化財団
神奈川県社会福祉協議会（他県内社会福祉
協議会16か所）

未定

事業実施所属名

県立図書館

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

ＮＰＯ等関係団体の職員が講師として学校へ出向き高校生
高校生ボランティア活動出張教
のボランティア活動の意識啓発等を行う出前講座を開催す 幅広い協働
室（入門編）
る。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

NPO法人アクションポート横浜
独立行政法人国際協力機構 JICA横浜
横浜YMCA
県指定NPO法人 アドバイザーネットワーク神
奈川
特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連
絡会
特定非営利活動法人 かながわアジェンダ推
進センター
市民協働部 市民活動推進課（えびな市民活
動サポートセンター）
平塚市協働推進課（ひらつか市民活動セン
ター）
市民活動センターあやせ
公益財団法人 よこはまユース
（公財） かわさき市民活動センター
藤沢市市民活動推進センター
横須賀市立市民活動サポートセンター
NPO法人NPOサポートちがさき
公益財団法人かながわ海岸美化財団
神奈川県社会福祉協議会（他県内社会福祉
協議会16か所）

協働事業

特定非営利活動法人ファザーリング・
ジャパン
特定非営利活動法人 全日本育児普及
協会
特定非営利活動法人 湘南市民メディア
ネットワーク
ふわふわの会

かながわボランタリー活動推進
事業費
地域にとって必要な公益的事業で、ボランタリー団体等と県
かながわ県民活動サ
かながわボランタリー活動推進 とが対等な立場でパートナーシップを組んで行えば一層の 協働事業
ポートセンター
基金２１
効果が期待できると考えられる事業
協働事業負担金

二子山山系自然保護協議会
(特非)湘南ＤＶサポートセンター
(特非）横浜移動サービス協議会
(特非）ことばの道案内
（特非）ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ
（特非）かながわ避難者と共にあゆむ会
（特非）ミニシティ・プラス
（特非）ＪＡＭネットワーク
（特非）ReBit
（ＮＰＯ法人）かながわ311ネットワーク
（特非）横浜メンタルサービスネットワーク
（ＮＰＯ法人）多文化共生教育ネットワー
クかながわ

かながわ男女共同参
社会参画活動推進事業
画センター

男女共同参画社会を実施するうえで必要な社会参画活動
に関する企画を、ＮＰＯ等から募集し、ＮＰＯ等との協働事
業により実施する。
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

NPO協働推進課

企業×ＮＰＯ×大学パートナ
シップミーティングin横須賀

企業とＮＰＯ等を仲介し、マッチングの機会を提供する。

協働事業

（特非）横須賀ＹＭＣＡ

NPO協働推進課

企業×ＮＰＯ×大学パートナ
シップミーティングin県央

企業とＮＰＯ等を仲介し、マッチングの機会を提供する。

協働事業

（特非）さがみはら市民会議

NPO協働推進課

企業×ＮＰＯ×大学パートナ
シップミーティングin横浜

企業とＮＰＯ等を仲介し、マッチングの機会を提供する。

協働事業

認定ＮＰＯ法人 市民セクターよこはま
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

水源環境保全課

環境衛生課

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

上流の桂川を含めた相模川の流域環境保全に取り組むた
めの神奈川、山梨両県の共同の仕組みとして設立した市
民、事業者、行政による「桂川･相模川流域協議会」におい
桂川・相模川流域協議会事業 て、行動計画である「アジェンダ21桂川･相模川」に基づく流 協働事業
域環境保全活動を流域市町村･事業者･市民等と一体と
なって推進する。

海水浴場対策事業費

関係機関及び団体を構成員とした海水浴場たばこ対策推
進協議会を設置し、海水浴場たばこ対策の普及啓発等を
推進する。
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協働事業

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

帝京科学大学環境科学科
笹一酒造㈱
シチズンセイミツ㈱
桂川漁業協同組合
都留漁業共同組合
山英建設㈱
東京電力㈱山梨支店大月支社
生活共同組合パルシステム山梨
おおつき女性交流会
北都留森林組合
大月・森つくり会
堀内電気㈱
忍野ユネスコ協会
旭ファイバーグラス㈱湘南工場
相模川ｷｬﾝﾌﾟｲﾝｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
ＪＸ日鉱日石金属㈱倉見工場
鳩川・縄文の谷戸の会
いであ㈱
よこはま水と森の会
共生食品㈱
あいかわ自然ネットワーク
津久井郡森林組合
目久尻川をきれいにする会
神奈川県治水砂防協会
全水道神奈川支部
(財)かながわ海岸美化財団
馬入水辺の楽校の会
(財)神奈川県下水道公社
神奈川ｳｫｰﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ
(財)宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
厚木愛甲地区相模川水系をきれいにす 神奈川県農業協同組合中央会
る会
南都留森林組合
相模川の環境をよくする会
山梨県環境整備事業協同組合
神奈川県企業庁企業局利水電気部利水課
神奈川県企業庁企業局水道部浄水課
横浜市水道局
川崎市水道局
横須賀市上下水道局
神奈川県内広域水道企業団
流域行政（国県市町村）

神奈川県海水浴場組合連合会
特定非営利活動法人神奈川県ライフ
セービング連盟

関係市町村（横浜市、横須賀市、平塚市、鎌
倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子
市、三浦市、葉山町、大磯町、二宮町、真鶴
町、湯河原町）、海水浴場設置者団体（公益
財団法人横浜市緑の協会、走水観音崎海岸
観光組合、長浜海水浴場組合、三浦海岸海
水浴場運営委員会、大浦海水浴場組合、油
壺観光協会、和田海水浴場組合、江の島海
水浴場営業組合、江の島海水浴場協同組
合、辻堂海水浴場協同組合）、関係団体（公
益財団法人かながわ海岸美化財団、公益社
団法人神奈川県観光協会）

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

道路管理課

国際観光地であり国立公園である「箱根」の観光資源として
芦ノ湖西岸歩道魅力UP協議会 の芦ノ湖西岸歩道の魅力を高めるため、歩道の利用、管
協働事業
理、整備のあり方等について協議・調整を行う。

芦ノ湖西岸歩道魅力UP協議会

高校教育課

「特命子ども地域アクタープロ
ジェクト」及び子どもまちづくり
基金の設立事業

ボランタリー団体と県は、公募した県内の青少年を地域まち
づくりの現場に派遣することで、青少年が地域と深く関わり 協働事業
まちづくりに生かされる社会参画の仕組みづくりをめざす。

NPO法人 ミニシティ・プラス

土地水資源対策課水 水源地域交流の里づくり事業
政室
（自然体験教室）

水源地域の豊かな自然や郷土文化とのふれあいの場を都
市地域住民に提供し、体験を重視した交流の里イベントの 幅広い協働
実施

和田の里みちくさの会
ＮＰＯ法人緑のダム北相模
ＮＰＯ法人里山津久井をまもる会
ＮＰＯ法人自然体験学校さがみはら校
ＮＰＯ法人ふじの里山くらぶ
ＮＰＯ法人ふじの森のがるでんセンター

土地水資源対策課水 水源地域交流の里づくり事業
政室
（里の交流祭）

都市地域住民との交流を目的に水源地域で開催される祭
幅広い協働
りなど、広く県民を参加対象とした交流の里イベントの実施

和田の里みちくさの会

市町村課（選挙管理
委員会）

選挙啓発事業費

各種選挙が明るく正しく行われるよう、有権者等の政治意
識の向上を図るため、神奈川県明るい選挙推進協議会へ
幅広い協働
学園祭や街頭等での啓発事業や若年層の低投票率対策を
委託する。

神奈川県明るい選挙推進協議会

相模湾海辺の環境学習ネット
ワーク会議

相模湾沿岸地域の活力と魅力ある地域づくりをめざすた
め、海辺の環境学習に取組む団体の連携や活動の広がり
幅広い協働
を話し合う会議を団体による実行委員会を設置し、開催す
る。

・NPO法人オーシャンファミリー海洋自然
体験センター
・特定非営利活動法人ディスカバーブ
ルー
・特定非営利活動法人湘南ビジョン研究
所

地域政策課

地域政策課

平成22年４月から県有地となった湘南国際村めぐりの森に
湘南国際村めぐりの森保全活
ついて、その活用策に関する情報共有等を、包括的にマネ 幅広い協働
用協議会
ジメントする主体としての協働参加型の会議で実施する。
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・いのちの源 森のもと
・おおくすエコミュージアムの会
・ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
・ＮＰＯ法人神奈川馬の道ネットワーク
・上山口町内会
・ＮＰＯ法人漢方環境安全対策普及協会
・ＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ
・ＮＰＯ法人国際ふるさとの森づくり協会
・湘南国際村自治会
・湘南国際村ランドスケープ集団
・葉山の環境を守る会
・三浦半島自然保護の会
・ＮＰＯ法人三浦半島生物多様性保全
・横須賀「水と環境」研究会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

・石井農園
・（公財）かながわ国際交流財団
・㈱研進
・㈱湘南国際村協会
・社会福祉法人 進和学園
・（一社）ふれあい乗馬楽園クローバー牧場
・㈱リージョナルプロモーション

事業実施所属名

地域政策課

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

平成22年４月から県有地となった湘南国際村めぐりの森に
協同参加型めぐりの森づくり推
ついて、森づくりに関する事業等を、協働参加型で推進す 幅広い協働
進会議
る。（ポスト植樹祭事業）

避難者支援を行う関係団体や県内市町村、避難元自治体
等が有機的に連携して、効果的な支援を行うための体制を
幅広い協働
構築するもの。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)
・いのちの森 森のもと
・Ｗｅ Ｌｏｖｅ 自然ふれあいの森
・ＮＰＯ法人オーシャンファミリー海洋自然体
験センター
・おおくすエコミュージアムの会
・ＮＰＯ法人神奈川馬の道ネットワーク
・上山口町内会
・ＮＰＯ法人漢方環境安全対策普及協会
・ＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ
・ＮＰＯ法人グリーンパワーファクトリー
・ＮＰＯ法人国際ふるさとの森づくり協会
・国際ソロプチミスト横須賀
・湘南国際村ランドスケープ集団
・葉山の環境を守る会
・葉山・花と緑のまちづくりを進める会
・三浦半島自然保護の会
・ＮＰＯ法人三浦半島生物多様性保全
・ＮＰＯ法人 よこすかパートナーシップサポー
ターズ
・森のKIKI 子どもの家
・横須賀「水と環境」研究会

かながわ避難者支援会議

くらし安全交通課

犯罪被害者等支援の現場活動を担う人材を確保するため、
犯罪被害者等支援ボランティア
ボランティアの効果的な募集と管理、育成を図る。団体に対 幅広い協働
確保育成事業費
して、犯罪被害者等支援員養成講座の開催を委託。

特定非営利活動法人神奈川被害者支援
センター

人権男女共同参画課

女性への暴力相談“週末ホット 土曜日・日曜日の１７時から２１時及び祝日の９時から２１
ライン”
時に電話による相談窓口を開設する。

幅広い協働

非公表

人権男女共同参画課

配偶者暴力相談支援センターで実施する相談のうち、外国
外国籍被害者のための多言語
籍被害者のための相談を民間団体に委託することにより多 幅広い協働
による相談
言語（7ヶ国語）での相談を実施する。

非公表

配偶者等暴力被害者の自立を促進するための事業に取組
幅広い協働
む民間団体に補助を行う。

非公表
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・㈱大川印刷
・㈱音遊（OTODAMA SEASTUDIO）
・㈱研進
・社会福祉法人 湘南の凪
・社会福祉法人 進和学園
・㈱テレビ神奈川
・㈱リージョナルプロモーション

神奈川県生活協同組合連合会、神奈川県立
保健福祉大学、株式会社パソナ、株式会社
ソクラテスプロジェクト、特定非営利活動 ファンケル、公益財団法人オリックス財団、公
法人神奈川災害ボランティアネットワー 益社団法人神奈川県社会福祉士会、社会福
ク、守りたい・子ども未来プロジェクト実行 祉法人神奈川県社会福祉協議会、東京地方
委員会、かながわ避難者と共にあゆむ 税理士会、横浜市立大学、横浜弁護士会、
岩手県、宮城県、福島県、神奈川県内の市
会
町村、日本労働者協同組合連合会センター
事業団神奈川事業本部

災害対策課

人権男女共同参画課 被害者自立支援活動への補助

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

女性相談所

配偶者暴力防止法対象者等一 配偶者暴力防止法に基づく暴力被害者及び人身取引被害
幅広い協働
時保護委託
者の緊急一時保護を委託する。

女性相談所

ステップハウス訪問支援

国際課

外国籍県民、民族団体、NGO、地域住民、行政等が一体と
あーすフェスタかながわ開催事 なって企画・運営を行い、多文化共生社会の実現をめざし
幅広い協働
業（負担金）
たイベントを実施。民族団体・NGO・県等で構成する実行委
員会が実施主体。

あーすネットかながわ、NPO法人かながわ難
公益財団法人、独立行政法人、民族団体、町内会
民定住援助協会、多文化活動連絡協議会、
自治会、横浜市栄区役所等約15団体（実行委員
NPO法人地球の木（実行委員会の構成団体
会の構成団体のうち、ボランタリー団体以外）
のうち、ボランタリー団体）

国際課

外国籍県民、民族団体、NGO、地域住民、行政等が一体と
あーすフェスタかながわ開催事 なって企画・運営を行い、多文化共生社会の実現をめざし
幅広い協働
業（実行委員会）
たイベントを実施。民族団体・NGO・県等で構成する実行委
員会が実施主体。

あーすネットかながわ、NPO法人かながわ難
公益財団法人、独立行政法人、民族団体、町内会
民定住援助協会、多文化活動連絡協議会、
自治会、横浜市栄区役所等約15団体（実行委員
NPO法人地球の木（実行委員会の構成団体
会の構成団体のうち、ボランタリー団体以外）
のうち、ボランタリー団体）

国際課

不動産業界団体、民族団体、NPO、公益財団法人、行政等
外国籍県民入居支援事業（協 が広報、ＰＲ活動の協力、相談窓口の連携、研修の実施な
幅広い協働
議会）
どで、連携協力し外国人のための居住支援を進めるために
協議を行う。

NPO法人かながわ外国人すまいサポー 不動産業界団体、公益財団法人、民族団
トセンター
体、横浜市、川崎市等

子ども家庭課

ひこもこりや不登校等の児童の兄・姉に相当する世代を中
ふれあい心の友訪問援助事業 心に、児童福祉に理解と熱意を有する大学生等を、支援を 幅広い協働
要する児童の家庭等に派遣し、ふれあい交流を図る。

メンタルフレンド

青少年課

ひきこもり支援サイト事業

青少年課

ニート等の働くことに悩みを抱えている若者への職業的自
神奈川県地域若者サポートス 立を支援することを目的に、県西部地域(小田原市）および
幅広い協働
テーション事業
県央地域（厚木市）の２箇所のサポートステーションを運営
する。

青少年センター

ひきこもり等相談関係事業

地域の課題にもなっている、ひきこもり等の青少年の様々
な悩みに関する相談を受けるため、「かながわ子ども・若者
幅広い協働
総合相談センター」において、常勤スタッフの他、ＮＰＯ等で
活動経験が豊かなアドバイザーも相談を担当する。

個人

青少年のための科学の祭典
2015神奈川大会

科学の不思議や楽しさを実感できる機会を提供するため、
青少年向けに科学イベントを開催する。関係団体に募集を
幅広い協働
かけ、科学体験ブースや科学工作コーナー、実験ショー等
に出展してもらう。

（予定）
NPO法人おもしろ科学たんけん工房
NPO法人太陽光発電所ネットワーク神奈 県内を中心とした企業・国立研究開発法人・
川地域交流会
科学館・大学・高校等およそ20団体
NPO法人神奈川県環境学習リーダー会
個人・グループ

青少年センター

ステップハウスに入居する配偶者等暴力被害者への定期
的な訪問による相談対応等により、被害者の自立を支援す 幅広い協働
る。

ひきこもりの若者が社会復帰のきっかけの場として利用で
きるサイトの管理運営を行う。
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幅広い協働

厚生労働大臣が定める基準を満たす施 厚生労働大臣が定める基準を満たす施設（2
設（5団体）
社会福祉法人）

厚生労働大臣が定める基準を満たす施
設（2団体）

NPO法人湘南市民メディアネットワーク

ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会

厚生労働省、県内の27の市町村

事業実施所属名

青少年センター

１．細々事業名又は
通称名

子どもサイエンスフェスティバ
ル

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

科学の不思議や楽しさを実感できる機会を提供するため、
青少年向けに科学イベントを、県内の公共施設４ヶ所で開
幅広い協働
催する。関係団体に募集をかけ、科学体験ブースや科学工
作コーナー、実験ショー等に出展してもらう。

東日本大震災発生から節目となる日（３月１１日）を迎える
かながわ県民活動サ 東日本大震災３１１忘れないイ 機会をとらえ、県民の震災記憶の風化を防ぐとともに、被災
幅広い協働
ポートセンター
ベントの開催
地・被災者支援に向けたさらなる協力を呼びかける取組み
を行う。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

（予定）
NPO法人おもしろ科学たんけん工房
NPO法人科学探検隊
NPO法人神奈川県環境学習リーダー会
NPO法人でぃ工房
NPO法人発見工房クリエイト
NPO法人ヨコハマRobot Science
個人・グループ

(予定)
県内を中心とした企業・国立研究開発法人・
科学館・学校などおよそ70団体から25団体
程度

(特非)神奈川災害ボランティアネットワー
ク、（特非）かながわ311ネットワーク、（特
非）かながわ避難者と共にあゆむ会 ほ
か

環境計画課

地球温暖化対策普及推進費

地域における地球温暖化防止に関する普及啓発活動の支
幅広い協働
援

個人

環境計画課

環境情報提供・相談業務

環境全般に関する相談への対応、環境活動へのアドバイ
ス、環境情報の収集及び発進

（特非）かながわアジェンダ推進センター

環境計画課

環境・エネルギー学校派遣事
業

環境・エネルギー等に関して豊富な知識・経験を有する方を
講師として県内の学校に派遣し、体験型の授業を実施す
幅広い協働
る。

※別紙参照

環境科学センター

夏休み子ども環境体験教室

小学生を対象に、大気や水質の簡易分析等の体験を通じ、
環境保全意識の醸成を図るもので、主催は団体で当所は 幅広い協働
共催。(6日間で6講座を実施)

ＮＰＯ法人神奈川県環境学習リーダー会

自然環境保全課

トラスト運動事業費補助

小網代の森の海岸線の地形調査・植生調査をNPOが主体
幅広い協働
となって行う。

NPO法人小網代野外活動調整会議

自然環境保全課

トラスト運動事業費補助

久田緑地の維持管理・環境整備・植物等の調査活動・普及
幅広い協働
啓発活動・環境学習活動を行う。

久田緑地くらぶ

自然環境保全課

トラスト運動事業費補助

桜ヶ丘緑地の維持管理・環境整備・植生調査活動を行う。

幅広い協働

桜ヶ丘・水辺のあるプロジェクト

自然環境保全課

小網代の森における環境保全 団体、行政が協働して、小網代近郊緑地特別保全地区内
活動
において、湿地の回復及び保全活動等を行う。

幅広い協働

NPO法人小網代野外活動調整会議
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幅広い協働

※別紙参照

三浦市

事業実施所属名

資源循環推進課

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

神奈川県内における美化活動を効果的に推進するととも
神奈川県美しい環境づくり推進
に、廃棄物の不法投棄の一掃を目指すため、「かながわク 幅広い協働
協議会
リーン運動」等について協議する。

・淡水魚等の水生生物の分布・生態調査を淡水魚の保護
活動を行っている団体と協力して行う。
･水域ビオトープの復元試験を関係団体と協力して行う。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

神奈川県市長会、神奈川県町村会、（株）神
奈川新聞社、（一社）神奈川県バス協会、（一
スチール缶リサイクル協会、湘南海岸を
社）神奈川県経営者協会、小田急電鉄（株）、
きれいにする会
（公財）かながわ海岸美化財団、（公社）ガー
ルスカウト神奈川県連盟
神奈川ウォーターネットワーク、生田緑地
の谷戸とホトケドジョウを守る会、三浦メ
ダカの会、さむかわエコネット、藤沢メダ
カの学校を作る会、四十八瀬自然の村・
酒匂川のメダカとその生息地を守る会、
酒匂川水系の環境を考える会・田んぼの
恵みを感じる会、桂川・相模川流域協議
会、日本ビオトープ協会・丹沢ボランティ
アネットワーク

水産技術センター内
水面試験場

地域課題研究費

自然環境保全セン
ター

丹沢大山保全対策県民参加促
丹沢大山で自然環境保全活動を実施しているNPO等が自
進事業費
主的に連携し、行政とのパートナーシップのもとで活動の推 幅広い協働
(丹沢大山ボランティアネット
進を図る。
ワーク)

丹沢大山ボランティアネットワーク
（別紙のとおり）

自然環境保全セン
ター

丹沢大山保全対策県民参加促 丹沢大山自然環境保全対策の一環として、丹沢大山地域
進事業費
における県民参加による自然環境保全活動を実施、支援
(丹沢の緑を育む集い)
する。

丹沢の緑を育む集い実行委員会
(公財)かながわトラストみどり財団、(公財)神
（ＮＰＯ法人丹沢自然保護協会、丹沢大
奈川県公園協会、秦野市、清川村
山ボランティアネットワーク）

自然環境保全セン
ター

丹沢大山保全・再生対策事業 丹沢大山国定公園内の公園歩道の維持管理補修等をNPO
幅広い協働
費
等県民との協働により実施する。

自然環境保全セン
ター

自然公園施設維持管理費

丹沢大山国定公園を中心とする山岳地帯及びその周辺地
域の自然を美しく保存し、健全なレクリエーションの場として
幅広い協働
良好な環境保全に寄与するため、ゴミ持ち帰り運動を推進
する。

自然環境保全セン
ター

登山道の地域性苗木による植 登山道脇の植生衰退に起因する登山者の踏み込み防止を
幅広い協働
生回復
図るため、シカの不嗜好性植物の植生導入を試行する。

自然環境保全セン
ター

登山者数調査（表尾根線）

登山道者の動向を把握し、登山道の荒廃などオーバーユー
幅広い協働
ス対策の基礎データを収集する。

神奈川県山岳連盟

自然環境保全セン
ター

傷病鳥獣保護業務

当センターに保護された野生動物の世話や救護動物を介
したデータ解析・環境教育・普及啓発活動を実施する野生 幅広い協働
動物救護ボランティアの育成を行う。

NPO法人野生動物救護の会
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幅広い協働

幅広い協働

NPO法人みろく山の会
丹沢山小屋組合
神奈川県自然公園指導員連絡会
丹沢大山クリーンピア21
(別紙のとおり 網掛け部分）

丹沢大山クリーンピア21
（別紙のとおり 網掛け部分以外）

ＮＰＯ法人みろく山の会

中日本高速道路㈱

（公社）神奈川県獣医師会

事業実施所属名

自然環境保全セン
ター

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

丹沢大山保全対策県民参加促 丹沢大山の自然環境の保全・再生のための県等の事業の
幅広い協働
進事業費
点検・評価及び広報・普及啓発事業、調査事業を行う。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

丹沢大山自然再生委員会

①地域における食生活改善のための実践活動
②行政が行う各種健康づくり等への協力
平塚保健福祉事務所 栄養・食生活対策事業（食生活
③会員への研修
秦野センター
改善地区組織育成）
④食生活改善のための調査研究
⑤健康づくりに関する広報活動

幅広い協働

食生活改善推進団体さんろく会

平塚保健福祉事務所
8020運動推進員養成事業
秦野センター

県で養成した8020運動推進員による、健口体操等の自主
的な普及活動

幅広い協働

8020運動推進員

平塚保健福祉事務所
西湘断酒新生会
秦野センター

①アルコール依存症からの回復のための定例活動。
幅広い協働
②アルコール依存症の予防や再発防止のための啓発活動

西湘断酒新生会

鎌倉保健福祉事務所 鎌倉逗子断酒会

アルコール依存者・家族・関係機関対象にしたアルコール
教室・酒害相談

幅広い協働

鎌倉逗子断酒会

鎌倉保健福祉事務所 精神保健福祉普及相談事業

地域住民の精神疾患の理解を深め、共に生きる地域を目
指す

幅広い協働

鎌倉市精神保健福祉ボランティア講座実
鎌倉市社会福祉協議会
行委員会

鎌倉保健福祉事務所 認知症保健福祉事務所事業

認知症になっても安心して暮らせるようにするため、専門職
と住民が協働して相談・支援・研修・広報事業を行なってい 幅広い協働
る。

かまくら認知症ネットワーク

産業技術短期大学校 離職者等委託訓練事業費

離職者の就職促進を図るため、ＮＰＯ法人や専修学校等の
民間教育訓練機関のノウハウを生かして離職者の能力、適 幅広い協働
性及び雇用ニーズに対応した委託訓練を実施

ＮＰＯ法人FPネットワーク神奈川、ＮＰＯ
法人マンション管理支援協会、ＮＰＯ法人 学校法人、株式会社、団体
コペルNPO
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事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

民間との連携による職業能力開発を推進するため、職業能
産業技術短期大学校 人材育成支援センター事業費 力開発に携わるＮＰＯ法人を含む民間とのネットワークを形 幅広い協働
成し、訓練情報の提供や訓練プログラム開発などを推進

ＮＰＯ法人アイ・ボランティア・サポートセ
ンター、ＮＰＯ法人ウェッブストーリー、Ｎ
ＰＯ法人ＦＰネットワーク神奈川、ＮＰＯ法
人エヌピーオー人材アカデミー、ＮＰＯ法
人神奈川県介護支援専門員協会、ＮＰＯ
法人かながわ就職支援研修センター、Ｎ
ＰＯ法人かながわ精神障害者就労支援
事業所の会、ＮＰＯ法人キーパーソン２
１、ＮＰＯ法人グローバルキャンパス、ＮＰ
Ｏ法人コアネット、ＮＰＯ法人サポートシス
テム、ＮＰＯ法人ＮＰＯサポートちがさき、
ＮＰＯ法人シニアＳＯＨＯ横浜・神奈川、Ｎ
ＰＯ法人若年者就業意識改革支援機
構、ＮＰＯ法人湘南ふじさわシニアネッ
公共職業能力開発施設、認定職業能力開発
ト、ＮＰＯ法人ＮＰＯ情報セキュリティ
施設、大学、専修学校、企業、団体
フォーラム、ＮＰＯ法人新現役ネット「教育
を考える会」、ＮＰＯ法人ないすキャリアら
いふ、ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライ
フ・クラブ、ＮＰＯ法人ＮＰＯ日本キャリア・
コンサルタント協会、ＮＰＯ法人日本プロ
フェッショナル・キャリア・カウンセラー協
会、ＮＰＯ法人パソコンどーじょー、ＮＰＯ
法人フラウネッツ、ＮＰＯ法人マンション
管理支援協会日本マンション管理テクノ
スクール、ＮＰＯ法人ユースポート横濱
（ヤングジョブスクエアよこはま）、ＮＰＯ
法人横浜エルダーカンパニー、ＮＰＯ法
人横浜子育て支援協会ひまわり、ＮＰＯ
法人地球元気塾、ＮＰＯ法人和の環

求職中の障害者の就職促進を図るため、ＮＰＯ法人等の多
神奈川障害者職業能 障害者就職促進委託訓練事業
用な委託先を活用し、障害者の能力、適性及び障害者の雇 幅広い協働
力開発校
費
用ニーズに対応した様々な委託訓練を実施する

ＮＰＯ法人障害者雇用部会、ＮＰＯ法人
横浜メンタルサービスネットワーク、ＮＰＯ
法人かながわ精神障害者就労支援事業
株式会社、団体
所の会、ＮＰＯ法人デジタルコンテンツ研
究会、ＮＰＯ法人ＰＤＤサポートセンター
グリーンフォーレスト

企業局 発電課

かながわ森の町内会事業

県内の企業等が印刷物を作成する際に、環境NPOで管理
する間伐支援費用を含んだ紙を使用していただくことで、県 幅広い協働
内森林の間伐促進に寄与し、健全な育成に貢献する。

環境ＮＰＯオフィス町内会

教職員人事課

派遣体験研修

県立学校教員又は市町村学校教員をフリースクールに１年
間研修派遣し、直接運営に携わらせることで不登校対策の 幅広い協働
ノウハウ等を学ぶ。

NPO法人
フリースペース たまりば
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事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

県立高等学校の部活動の活性化を推進することにより、部
幅広い協働
活動の参加促進と競技力・表現力向上を図る。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)
（特非）県ライフセービング連盟
（特非）南魚沼おもてなしの郷
（特非）青少年育成支援フォーラム

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

保健体育課

運動部活動活性化推進事業
（企業等連携協議会）

子ども教育支援課

不登校児童・生徒の学校生活の再開及び社会的な自立に
ＮＰＯ等との連携による不登校 向けた、不登校相談会などを実施することにより、より効果
幅広い協働
児童・生徒支援事業
的な不登校対策についての検討を進め、児童・生徒への支
援充実を図る。

スポーツ課

競技スポーツ振興事業費

県体育協会加盟団体や市町村等からの要望を受け、ス
ポーツ教室等に「かながわアスリートネットワーク」メンバー 幅広い協働
の派遣等を通して、本県のスポーツ振興を図る。

かながわアスリートネットワーク

各市町村スポーツ主管課

スポーツ課

かながわ・スポーツレクリエー
ション大会補助

本県の生涯スポーツを推進するため、県レクリエーション協
幅広い協働
会に加盟する団体が一堂に会して開催する「かながわス
ポーツ・レクリエーション大会」の運営支援を行う。

特定非営利活動法人神奈川県レクリ
エーション協会

県レクリエーション協会加盟各団体

スポーツ教室等のイベント実施や、施設の無料開放等、県
民が運動・スポーツに親しむきっかけづくりとなる各種事業
幅広い協働
を実施する。ＮＰＯ等は体験教室や各種関連事業を実施す
る。

県内各市町村
特定非営利活動法人神奈川県レクリ
エーション協会
かながわアスリートネットワーク
総合型地域スポーツクラブ(NPO法人格
のスポーツクラブ)

公益財団法人神奈川県体育協会
一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラ
ブネットワーク
総合型地域スポーツクラブ(一般社団法人格
のスポーツクラブ)
民間スポーツクラブ
横浜国立大学/横浜市立大学

ＮＰＯ法人フリースペースたまりば 他８
団体

スポーツ課

県民スポーツ週間推進事業費

スポーツ課

レクリエーション指導者を派遣し、高齢者を対象とした健康・
レクリエーション指導者の派遣 体力つくりや、高齢者が共に参加できるような世代間交流イ 幅広い協働
ベントを実施する。

スポーツ課

相模湖漕艇場指定管理費

スポーツ課

県立山岳スポーツセンターを会場にした指導者育成事業、
県立スポーツ施設設備整備事
クライミング普及事業（研修会の開催）を県山岳連盟に委託 幅広い協働
業費（一部）
し実施する。

神奈川県山岳連盟

生活安全部生活安全総務課

地域安全サポート

防犯パトロール・地域安全環境浄化・青少年非行防止等

幅広い協働

（特非）ガーディアンエンジェルス（横浜支
部等）

生活安全部生活安全総務課

地域安全活動

防犯設備士の養成
防犯優良マンション制度の審査機関の一団体

幅広い協働

（特非）神奈川県防犯セキュリティ協会

県立相模湖漕艇場の管理について、指定管理制度を平成
幅広い協働
18年度から導入している。
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㈱荏原製作所、大塚製薬㈱他45団体

特定非営利活動法人神奈川県レクリ
エーション協会
一般社団法人相模湖観光協会
特定非営利活動法人神奈川県ボート協
会グループ

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

サイバー犯罪対策課

サイバー
犯罪対策

情報セキュリティに関する・啓発普及・調査、研究事業・教
育事業・教育プログラム開発事業・相談支援・出版事業

科学技術・大学連携
課

(公財)神奈川科学技術アカデミーが、未来を担う子ども達に
対し、科学技術に関する興味や探求心を育て高めることが
研究者・技術者学校派遣事業 できるよう、研究者・技術者等の方々にボランティアで小中 それ以外
学校で体験的な授業を実施していただく。

幅広い協働

かながわ県民活動サ
パートナーシップルーム制度
ポートセンター

ボランタリー団体等と県の関係機関が協議等を行う場とし
て「パートナーシップルーム」を設置・運営する。

かながわ県民活動サ
活動の場と情報の提供
ポートセンター

ボランティアサロンやミーティングルーム等の活動の場を提
供するとともに、情報コーナーやボランティア情報システム それ以外
の運営により、活動に関する情報を提供する。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

ＮＰＯ情報セキュリティフォーラム

研究者・技術者等の個人40名

それ以外

かながわボランタリー活動推進
地域社会の抱える課題解決に自主的に取り組む事業や社
事業費補助
かながわ県民活動サ
かながわボランタリー活動推進 会システムの改革を目指してチャレンジする事業などで、ボ それ以外
ポートセンター
ランタリー団体等が立ち上げたり、新たに展開する事業
基金２１
ボランタリー活動補助金

（特非）かながわ子ども教室
（特非）湘南ふくしネットワークオンブズマ
ン
（特非）全国小規模保育協議会
（特非）コス援護会
（特非）まなの樹
（特非）ウィメンズハウス・花みずき
（特非）ＡＢＣジャパン
福島子ども・こらっせ神奈川
（特非）フェアスタートサポート
（特非）市民の会 寿アルク

かながわボランタリー活動推進
事業費
他のモデルとなるような実践的活動で、地域社会への貢献
かながわ県民活動サ
かながわボランタリー活動推進 度が高い活動に取り組んでいるボランタリー団体、個人を それ以外
ポートセンター
基金２１
表彰する。
ボランタリー活動奨励賞

未定
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画に基づ
き、水源環境保全・再生に係る県民主体の取組の推進を図
それ以外
るため、NPO等による水源環境保全・再生を目的とした活
動に財政的な支援を行う。

水源環境保全課

市民事業等支援費

資源循環推進課

県（かながわ環境整備センター）の管理地の適正な維持管
かながわ環境整備センター管
理や、そこに生息する動植物の保全を図るために、NPO法 それ以外
理用地における緑地管理作業
人の協力申出に基づき、協働により緑地保全活動を行う。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

特定非営利活動法人 伊勢原森林里山研究
会
特定非営利活動法人 ウッドボイス
特定非営利活動法人 海の森・山の森事務局
海老名里山づくりボランティア山仕事の会
小田原山盛の会
特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リー
ダー会
特定非営利活動法人 かながわ森林インスト
ラクターの会
特定非営利活動法人 相模原こもれび
特定非営利活動法人 四季の森里山研究会
特定非営利活動法人 四十八瀬川自然村
自然保護団体 Bond-Making Action
特定非営利活動法人 しのくぼ
特定非営利活動法人 篠原の里
特定非営利活動法人 自遊クラブ
湘南二宮・ふるさと炭焼き会
特定非営利活動法人 丹沢自然学校
丹沢森林環境研究所
戸川森づくりの仲間
なかい里山研究会
中津川仙台下クラブ
特定非営利活動法人 日本の竹ファンクラブ
特定非営利活動法人 ファームパーク湘南
森のなかま
森のなかま２０１２
特定非営利活動法人 山崎・谷戸の会
湯河原森のなかま
特定非営利活動法人 よこはま里山研究所
特定非営利活動法人 楽竹会

ＮＰＯ法人三浦半島生物多様性保全

茅ケ崎保健福祉事務 食生活改善推進団体
所
茅波会

･地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体茅波会

茅ケ崎保健福祉事務 茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄
所
養士 にんじんの会

･地域における栄養改善・人形劇等を活用した食育活動
・行政が行う栄養改善業務への協力
・会員への研修

それ以外

茅ヶ崎市・寒川町地域活動栄養士 にん
じんの会

茅ヶ崎保健福祉事務
精神保健福祉普及相談事業
所
（アルコール教室）

アルコール依存症患者や家族に対して、病気の知識や対
応や再発等について、自らの経験を語ることで再発の防止 それ以外
に取り組む本人や家族の心の支えとなる。
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断酒会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

小田原保健福祉事務
所
８０２０運動推進員養成事業
足柄上センター

県で養成した8020運動推進員による、健口体操等の自主
的な普及啓発活動

それ以外

8020運動推進員

小田原保健福祉事務
所
在宅歯科衛生士会
足柄上センター

・行政が行う各種歯科保健業務等への協力
・口腔ケア等に関する普及啓発活動

それ以外

足柄歯科衛生士会

厚木保健福祉事務所 食生活改善推進団体
大和センター
なごみ会

・地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体なごみ会

観光企画課

地域観光振興事業費

かながわボランティアガイド協議会負担金

それ以外

かながわボランティアガイド協議会

県土整備経理課

建設ともしび運動

地域住民が自発的に行う道路、河川、公園等の美化清掃
等の活動に対し、物品等を支給または貸し出しする。

それ以外

こども会、老人会

自治会、小中学校

砂防海岸課

土砂災害防止パトロール

砂防ボランティアや住民等と県、市町村防災担当者の協同
それ以外
による土砂災害危険箇所点検パトロールの実施。

砂防ボランティア

市町村・消防（消防署・消防団）・警察

科学技術・大学連携
課

課題解決力向上支援事業

県内大学２年生が県内企業等での職業体験を通じて課題
解決力の向上を図る

それ以外

・岩井の胡麻油株式会社
・江の島ピーエフアイ株式会社
・株式会社キクシマ
・特定非営利活動法人湘南市民メディア ・社会福祉法人近代老人福祉協会特別養護
老人ホームニューバード
ネットワーク
・神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 ・株式会社サンライズサービス
・公益社団法人横浜カントリー＆アスレ ・総合企画エクセルシオ株式会社
・株式会社テクニカルエンジニアリングサ
ティッククラブ
ポート
・よこすか葉山農業協同組合
・株式会社吉野家ファーム神奈川

情報公開課

個人情報保護意識啓発事業費

事業者団体等が個人情報保護についての研修を行う際、
当課で選任した、個人情報保護に関する啓発活動等を行う
それ以外
団体に所属する講師等が団体へ出向き、個人情報保護に
ついての研修を行う。

特定非営利活動法人 情報公開クリアリ みなと横浜法律事務所、株式会社福祉規格
ングハウス
総合研究所
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事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

文書課

知的障害者の就労の機会を拡大するため、県庁舎内の文
書集配業務や印刷業務等の一部を知的障害者の雇用を促
進する団体へ委託し、知的障害者の間接雇用を図るととも
知的障害者文書集配等運営費
それ以外
に、企業就労に向け現場実習の必要な障害者に対し、通年
での実習の場を提供し、知的障害者の自立と社会参加へ
の支援を行う。

温泉地学研究所

災害救援ボランティア講座

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

NPO法人 障害者雇用部会

県内各所で開催される災害救援ボランティア講座に、神奈
それ以外
川県の自然災害について説明するため講師を派遣する。

神奈川県災害救援ボランティア推進委員
会

神奈川県消防設備安全協会、神奈川県防災
消防協同組合、関東電気保安協会厚木事業
所、神奈川県ガス協会、東日本電信電話株
式会社神奈川事業部、株式会社ＮＴＴドコモ
･NPO中小企業再生支援 災害対策支援
神奈川支店、学校法人向上学園 向上高等
チーム
学校（吹奏楽部）、横浜市消防局、川崎市消
･MAMA-PLUG
防局、川崎市消防局消防音楽隊・カラーガー
･日本赤十字社神奈川県支部 赤十字防
ド隊、平塚市消防本部、厚木市広報課、神奈
災ボランティア
川県県央地域県政総合センター、神奈川県
温泉地学研究所、神奈川県企業庁企業局水
道部計画課、神奈川県産業労働局エネル
ギー部スマートエネルギー課、重田酒店

総合防災センター

かながわ防災フェア

県民の防災意識の高揚を図るため、各種団体や企業によ
るテントブース、消防車両の展示試乗、音楽隊の演奏等の
それ以外
イベントを楽しみながら日頃の備えの大切さや災害時の対
応などを学ぶ。

総合防災センター

災害救援ボランティア講座

災害救援ボランティア講座の開催にあたり、施設や資機材
それ以外
の貸出、実技講習の実施などの協力を行う。

神奈川県災害救援ボランティア推進委員
会

消防課

防災関係団体助成等経費

神奈川県沿岸において発生する水難事故の救助等につい
ては沿岸市町村だけでなく、漁業者などが大きな役割を果
たしている。これらの漁業者を主たる構成員とする特定非 それ以外
営利活動法人神奈川県水難救済会の行う水難救助活動に
対する助成

特定非営利活動法人 神奈川県水難救
済会

国際課

外国籍県民入居支援事業（委 外国人のための居住支援を進めるため、不動産業界等へ
それ以外
託）
の研修及び広報を、NPOへ委託し、実施する。

NPO法人かながわ外国人すまいサポー
トセンター

国際課

かながわ一般通訳支援事業運 外国籍県民等が公的サービスを受ける場合等に、通訳ボラ
それ以外
営委託
ンティアを紹介する事業を、NPOへ委託し、実施する。

NPO法人多言語社会リソースかながわ
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事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

国際課

地球市民かながわプラザ指定 地球市民かながわプラザ常設展示の運営ボランティアを広
管理費（事業費） 展示ボラン く県民に募り、展示内容に関する専門研修の実施や、ボラ それ以外
ティアシステム運営
ンティアによる自主企画の支援等を行う。

個人ボランティア
かながわ開発教育センター

国際課

地球市民かながわプラザ指定 NPO等への活動支援のため、活動場所の提供や広報協
管理費（事業費） NPO等活動 力、相談対応やNPO等が発行する各種資料を収集、保存
支援事業
し、情報普及を実施する。

それ以外

国際交流・国際協力関係のボランタリー
団体（35団体）※別紙のとおり

国際課

地球市民かながわプラザ指定
社団法人青年海外協力協会が実施する森林保全ボラン
管理費（事業費） 神奈川県森
ティア事業への参加者を募り、イベントに参加することによ
林づくり定着型ボランティア事
り環境保全についての理解促進を図る。
業との連携

それ以外

個人ボランティア

国際課

地球市民かながわプラザ指定
NPO等への活動支援のため、地球市民かながわプラザ内
管理費（事業費） ＮＰＯ等のた
に設置した貸出し事務室を提供する。
めの事務室運営事業

それ以外

神奈川県日中友好文化教育センター、
地球学校、地球市民文化交流会

消費生活課

消費者市民社会の形成に向け、県内の団体が自ら企画す
る取組みを公募し、その実施により、多くの県民のくらしを
消費者力アップ！県民提案事
向上させるとともに、団体がそれぞれの活動を通じて相互 それ以外
業
のつながりを強め、連携・協働を促進することを目的とす
る。

消費生活課

幼児向け講座委託事業

消費者市民社会の形成に向け、幼児や高齢者など、ライフ
ステージに応じた消費者教育の推進と、消費者被害未然防
それ以外
止を目的とした事業を、県内で活動する団体へ委託して実
施する。

Safety Kids いずみ

消費生活課

高齢者･障がい者向け講座委
託事業

消費者市民社会の形成に向け、幼児や高齢者など、ライフ
ステージに応じた消費者教育の推進と、消費者被害未然防
それ以外
止を目的とした事業を、県内で活動する団体へ委託して実
施する。

消費者問題に取組む「Cの会」

消費生活課

広く県民を対象にパソコンやスマートフォンにおけるインター
インターネット被害未然防止講 ネット被害事例の情報提供や対処方法、インターネット被害
それ以外
座委託業務
の擬似体験等に関する講座を実施し、消費者被害、トラブ
ルの未然防止を図ることを目的とする。

NPO法人NPO情報
セキュリティフォーラム

消費生活課

高齢者、障害者等の被害を防止するため、県と関係団体に
高齢者、障害者等の消費者被
よる協議会を設置し、相互の連携を図りながら情報交換や それ以外
害防止対策連絡協議会
効果的な対策を協議する。

(福)神奈川県社会福祉協議会、神奈川
県手をつなぐ育成会、神奈川県民生委
員児童委員協議会、NPO法人神奈川県 警察本部、市町村消費生活行政担当課（代
介護支援専門員協会、神奈川県消費者 表）、（財)神奈川県老人クラブ連合会
団体連絡会、NPO法人神奈川県消費者
の会連絡会
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NPO法人神奈川県消費者の会連絡会、
小さなクローバーの会、横浜市消費生活
応援隊、ゆったりおったりの森、神奈川
県ファイナンシャルプランナーズ協同組
合、NPO法人くらしの経済サポートセン
ター

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

学校における消費者教育を推進するため、教員を対象とし
た研修を行い、授業等への活用を図る。ボランタリー団体 それ以外
等へは、研修講師を依頼する。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

NPO法人NPO情報
セキュリティフォーラム

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)
（株）日本取引所、（一社）全国銀行協会、日
産自動車（株）、（独）国民生活センター、（公
財）消費者教育支援センター、東京都市大
学、日清オイリオグループ（株）、（公社）日本
消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談
員協会

消費生活課

消費者教育教員研修

消費生活課

神奈川県消費者行政推進事業 消費者団体訴訟制度の担い手となる適格消費者団体の設
それ以外
費補助金（団体）
立に向けた消費者団体の活動を支援する。

次世代育成課

県の運営するホームページ「子育て支援情報サービスかな
がわ」により、ＮＰＯ等、企業、行政等の子ども・子育て支援
子育て支援情報サービスかな
に関する各種情報を発信し、子育て家庭を支援するととも それ以外
がわ
に、地域ぐるみで子ども・子育て支援に取り組む機運の醸
成を図る。

次世代育成課

神奈川県子ども・子育て支援推進条例により８月を「子ど
も・子育て支援月間」と定め、この間を中心に、ＮＰＯ等、企
かながわ子ども・子育て支援月
業、行政等が実施する子ども・子育て支援に係る事業、取 それ以外
間
組みを広く広報することにより、地域ぐるみでの子ども・子育
て支援の機運の醸成、理解の促進を図る。

次世代育成課

子ども子育て支援大賞

次世代育成課

かながわ子育て支援情報サービスに協力施設として登録さ
かながわ子育て応援パスポー
れたＮＰＯの主催する子育て関連イベントを後援し、当課も それ以外
ト
出展し、子育て応援パスポートのＰＲ活動を行う。

特定非営利活動法人 チルドリン

次世代育成課

神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づき、県民、地
域団体、事業者、行政機関等の協働により、子ども・子育て
神奈川県子ども・子育て支援推
支援を目指した県民運動を展開する推進母体として、県内 それ以外
進協議会
の関係団体・個人で構成する「神奈川県子ども・子育て支
援推進協議会」を平成19年より設置している。

特定非営利活動法人葉山っこすくすくパ
ラダイス他
社団法人神奈川県医師会他
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6582/
p19471.html

青少年センター

青少年指導者養成推進事業費

子どもフェスティバル企画・体験セミナー：全館行事である
青少年センター子どもフェスティバル（子ども会大会）の企
それ以外
画・運営体験を通して、ジュニア・リーダーを育成する。団体
は全県からジュニア・リーダーを募集し、推薦する。

神奈川県子ども会連絡協議会

青少年センター

地域活動推進費

元気な子ども・若者の地域活動調査事業：先進的な事例を
取材・調査し、指導者・育成者、リーダー層の研修事業等で それ以外
活用する。団体とは、情報収集から調査まで協働して行う。

神奈川県子ども会連絡協議会

特定非営利活動法人消費者支援かなが
わ

事業者、子ども・子育て支援機関等民間による自主的な子
ども・子育て支援活動の活性化と県民総ぐるみの取組への それ以外
気運の醸成を図る
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事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

青少年センター

地域活動推進費

青少年センター子どもフェスティバル（子ども会大会）：子ど
もフェスティバルを実施し、多様な体験の場を提供するとと
それ以外
もに、青少年団体に活動をアピールする場も提供する。団
体はそのメインの子ども会大会を担当する。

神奈川県子ども会連絡協議会

青少年センター

子ども地域活動推進事業補助

子ども会を活性化するために県として補助金を交付し、団
体は人材育成や指導者育成事業を実施する。

神奈川県子ども会連絡協議会

それ以外

フリースペース等事業費補助

フリースペース、家族の会等を運営するＮＰＯ等が行う特定
それ以外
事業を助成する。

NPO法人そだちサポートセンター、NPO
法人コロンブスアカデミー、NPO法人くだ
かけ会、NPO法人アンガージュマン・よこ
すか、NPO法人くじらぐも、NPO法人楠の
木学園、フレンドリースペース金沢、NPO
法人教育支援協会、NPO法人アーモンド
コミュニティ、NPO教育活動総合サポート
センター

ひきこもり地域理解促進事業

ひきこもり等青少年の親の会や自助グループ等が企画する
講演会・研修会等の事業について、県が協働して取り組む
それ以外
ことで、団体の自主的な取り組みの活性化及びひきこもり
問題の理解促進を図る。

ふわふわの会、つぼみの会、フリース
クール鈴蘭学園、すばる、鎌倉会、宇宙
船（不登校から学ぶ会）、子育ち応援ネッ
ト虹のつばさ、ヤングコミュニティ、かたつ
むり、NPO法人月一の会、さんまの会、Ｎ
ＰＯ法人ぜんしん

かながわ伝統芸能祭

県民の伝統文化への理解を促進し、継承、発展への機運を
盛り上げるため、県及び伝統芸能関係団体等で、「かなが
わ伝統芸能祭実行委員会」を組織し、この実行委員会で青 それ以外
少年、一般を対象とした伝統芸能の鑑賞や活動成果発表
の場の提供などを行う。

かながわ伝統芸能祭実行委員会

かながわ県民活動サ
市民活動フェア
ポートセンター

団体間の交流と相互理解を深めるとともに、課題を共有し
てボランティア・市民活動の推進を図るため、フォーラムや
講座、ワークショップ、交流会等を開催する。

市民活動フェア実行委員会

かながわ県民活動サ
防災ギャザリング
ポートセンター

阪神・淡路大震災を契機として、サポートセンターの利用団
体等が、防災への意識啓発を目的としたイベントを開催す それ以外
るとともにネットワークづくりを行う。

かながわ県民活動サ かながわ県民活動サポートセ
ポートセンター
ンター協議会

サポートセンター運営及び利用についての協議や意見交換
それ以外
を行う交流会を実施する。

青少年センター

青少年センター

青少年センター
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それ以外

防災ギャザリング実行委員会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

独立行政法人日本芸術文化振興会(歌舞
伎)、公益財団法人文楽協会(文楽)、公益社
団法人全日本郷土芸能協会(地芝居)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

県災害本部が設置された場合、災害救援ボランティア支援
かながわ県民活動サ 災害救援ボランティア支援セン
センターを設置し、災害救援ボランティア支援団体等と連携 それ以外
ポートセンター
ター
し、災害救援ボランティア活動への支援等を行う。

(特非)神奈川災害ボランティアネットワー (社福)神奈川県社会福祉協議会、
ク
(社福)神奈川県共同募金会

県の被災時ボランティア受援力向上及び東日本大震災被
かながわ県民活動サ 災害救援ボランティア活動支援
災地被災者支援活動に関する自主的取組みを行うボランタ それ以外
ポートセンター
室の設置・運営
リー団体に対し、活動及び交流場所の提供等を行う。

(特非)神奈川災害ボランティアネットワー
ク

かながわボランタリー活動推進
事業費
かながわ県民活動サ
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、
かながわボランタリー活動推進
ポートセンター
県が、中間支援組織等にその支援を委託して実施する。
基金２１
ボランタリー団体成長支援事業

それ以外

関内イノベーションイニシアティブ株式会社

環境科学センター

市民環境活動報告会

環境保全や環境学習を行っている市民グループが活動内
容を発表する。(毎年度1回開催)

それ以外

市民環境活動報告会実行委員会

自然環境保全課

鳥獣保護指導推進費（野生動
野生動物リハビリテーター資格認定制度づくりのための検
物救護活動に関する支援事
討委員会を設置して、リハビリテーターの育成を行う。
業）

それ以外

NPO法人野生動物救護獣医師協会神奈
川支部

フラワーセンター
大船植物園

観賞植物展示普及
事業費

ボランタリー団体の協力により、各種展示会、フラワーフェ
スティバル等を実施し、多岐にわたる園芸知識の普及向上 それ以外
を図る。

農地保全課

認定里地里山活動協定に係る活動団体が、当該協定に基
認定協定活動団体支援事業費
づいて行う里地里山の保全等活動に対し、市町村が補助す それ以外
補助
るのに要する経費を助成する。

農地保全課

中高年ホームファーマー事業
費

耕作されなくなった農地を県が土地所有者から借り受けて
復旧した後、市民農園として整備し、意欲ある中高年を対
象に貸し出す事業。この農園の復旧や整備及び巡回指導
を委託する。
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それ以外

（一社）神奈川県園芸協会
神奈川県菊花連盟、神奈川県いわひば
（一社）日本盆栽協会横浜西支部
会等 計32団体（別紙）
（一社）日本皐月振興会鎌倉支部
七沢里山づくりの会、「小松・城北」里山をまも
る会、石川丸山ホタル保存会、里山をよみが
えらせる会、土屋里地里山再生グループ、名
古木里山を守る会、表丹沢菩提里山づくりの
会、波多川四十八瀬を愛する会、堀西里地を
守る会、蓑毛活性化協議会、五本松・原花咲
く里山協議会、矢倉沢里地里山会、美しい久
野里地里山協議会、金次郎のふる里を守る
会、曽我山応援隊、中丸の里山を守る会、箱
根旧街道畑宿里山と清流を守る会、黒川里地
里山保全会、内山里地里山の会、荻野三つ
沢の里山を守る会

NPO法人ファームパーク湘南

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

資源循環推進課

海岸清掃事業

（公財）かながわ海岸美化財団では、ＮＰＯ等と連携・協力
し、海岸清掃活動や各種美化キャンペーン事業を実施する
とともに、ＮＰＯ等への支援として、清掃用具の貸出しや清 それ以外
掃後のごみ回収等を行っている。県は、一部の美化キャン
ペーン事業について後援している。

水産課

カワウ被害防除対策事業費

カワウの飛来数調査およびねぐら調査などを行い、カワウ
の動向を把握する。また、県カワウ対策協議会を開催して、 それ以外
関係者による被害防除対策の進め方等の検討を行う。

自然環境保全セン
ター

自然環境の保全再生に関する資料展示、研修、指導等を
自然環境保全センター研修等
行い、県民の理解促進を図る。（県民向け観察会、指導者
事業費
向け研修会の開催）

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

(一財）神奈川県内水面漁業振興会、（公
財）日本野鳥の会、神奈川野生動物サ 厚木市、相模原市、箱根町
ポートネットワーク

それ以外

NPO法人かながわフィールドスタッフクラ
ブ、グリーンタフ、ハンノキ会、みずきの
会、谷戸っ子、湘南自然観察クラブ

小田原保健福祉事務
食生活改善推進団体六彩会
所

･地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・食生活改善のための調査研究
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体六彩会

小田原保健福祉事務
在宅栄養士会
所

･地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・食生活改善のための調査研究
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

小田原在宅栄養士会

小田原保健福祉事務
８０２０運動推進員
所

県で養成した8020運動推進員による、健口体操等の自主
的な普及啓発活動

それ以外

８０２０運動推進員

小田原保健福祉事務
在宅歯科衛生士会
所

・行政が行う各種歯科保健業務等への協力
・口腔ケア等に関する普及啓発活動

それ以外

小田原地域歯科衛生士会

小田原保健福祉事務
口唇口蓋裂児の会
所

口唇口蓋裂児の家族のための交流や情報交換等の自主
活動を行う

それ以外

虹の会

小田原保健福祉事務
食生活改善推進団体
所
いくみ会
足柄上センター

地域における食生活改善活動のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体いくみ会
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

鎌倉保健福祉事務所
食生活改善推進団体三栄会
三崎センター

地域における食生活改善活動として次の活動を行う。
・県が行う各種健康づくり事業等への協力
・会員への研修
・食生活改善のための調査研究
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体三栄会

鎌倉保健福祉事務所
三浦市在宅栄養士会
三崎センター

高校での食教育を行うなど地域における食育活動を行う。

それ以外

三浦市在宅栄養士会

鎌倉保健福祉事務所
８０２０運動推進員養成事業
三崎センター

県で養成した８０２０運動推進員による、健口体操等の自主
それ以外
的な普及啓発活動

８０２０運動推進員

障害福祉課

働く障害者の工賃向上を目的に、事業所の生産活動を充
工賃向上支援事業（障害者生 実させ、支援力を高めるために、複数の事業所が共同で受
それ以外
産活動支援事業）
注等を行う共同受注窓口の運営や発注に貢献した企業表
彰、イベント等を実施する。

特定非営利活動法人 神奈川セルプセ
ンター

障害福祉課

小規模な事業所等が事業所内支援にとどまらず、地域住
小規模事業所等支援事業費補
民の障害者理解の促進と障害福祉の充実につながる地域 それ以外
助
支援力を高めることを目的に、研修事業等を実施する。

特定非営利活動法人 神奈川県障害者
地域作業所連絡協議会

障害福祉課

障害者理解促進事業（障害者 障害者の接客対応が求められる企業等が行う社員研修に
理解促進研修コーディネート事 おいて、障害者の受け入れに際して必要な配慮等に関する それ以外
業）
研修の企画や実施を働きかけたり、コーディネートする。

特定非営利活動法人 神奈川県障害者
自立生活支援センター

障害福祉課

障害者しごと体験支援事業

障害福祉サービス事業所等以外の場を活用して、障害者
の一般企業での就労の可能性を高め、就労促進を図る

障害福祉課

障害者自立生活支援事業

施設等に入所している障害者からの地域移行に向けての
相談や、地域で生活している障害者からの各種相談に障害
それ以外
当事者である相談支援専門員が応じることにより、障害者
の地域移行、地域定着と社会参加の促進を図る。

特定非営利活動法人 神奈川県障害者
自立生活支援センター

障害福祉課

障害者に対する虐待防止等のため、都道府県障害者権利
障害者権利擁護センター事業 擁護センターの機能を果たし、通報の受理その他の必要な それ以外
支援を行う。

特定非営利活動法人 神奈川県障害者
自立生活支援センター

障害福祉課

障害者総合支援法に規定されたサービス利用支援等を行
相談支援従事者研修事業（初
う相談支援専門員となるために受講する必要のある初任者 それ以外
任者研修）
研修を実施する。

特定非営利活動法人 かながわ障がい
ケアマネジメント従事者ネットワーク
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それ以外

秦野市手をつなぐ育成会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

障害福祉課

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

障害福祉サービスにおける相談支援従事者等について、さ
相談支援従事者等養成・確保
らなる人材の質の向上や地域支援の強化、専門性の強化 それ以外
推進事業
を目的とした研修を実施する。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

特定非営利活動法人 かながわ障がい
ケアマネジメント従事者ネットワーク

平塚保健福祉事務所 ８０２０運動推進員養成事業

県で養成した8020運動推進員の普及活動を円滑にするた
め、育成研修の開催と活動支援を行う。

平塚保健福祉事務所 地域歯科衛生士支援

管内で活動する歯科衛生士の会への活動場所等の提供及
それ以外
び助言指導を行う。

平塚地域歯科衛生士の会「歯みんぐ」

食生活改善推進団体
平塚保健福祉事務所
ママの会

地域における食生活改善活動
行政が行う各種健康づくり事業等への協力
会員への研修
食生活改善のための調査研究
健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体 ママの会

平塚保健福祉事務所 地域活動栄養士支援

行政が行う各種栄養改善業務等への協力

それ以外

地域活動栄養士グループ「菜の花会」

平塚保健福祉事務所 湘南平塚断酒新生会

アルコール依存症患者や家族の回復のための例会、酒害
それ以外
相談、研修会を実施

湘南平塚断酒新生会

平塚保健福祉事務所 湘南あゆみ会

精神障害者の自立と社会参加を目的とした家族会への支
援、家族教室の実施

湘南あゆみ会

それ以外

それ以外

がん対策課

がん検診受診促進事業

乳がんの早期発見・早期治療の大切さを広く発信するた
め、県庁本庁舎のライトアップ等を実施する。

地域福祉課

福祉有償運送推進事業

地域の移動制約者の相談に応じる行政職員や地域の相
談機関を対象に、福祉有償運送の制度等を理解し、推進を それ以外
図るための研修や関連団体との情報交換を行っている。
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それ以外

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

８０２０運動推進員

ピンクリボンかながわ

特定非営利活動法人かながわ福祉移動
サービスネットワーク

●共催 神奈川県／認定ＮＰＯ法人乳房健康
研究会／アフラック（アメリカンファミリ－生命
保険会社）／東京海上日動火災保険株式会
社／
東京海上日動あんしん生命保険株式会社／
第一生命保険株式会社／横浜マリンタワ－
／公益財団法人神奈川県予防医学協会

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

地域福祉課

カラーバリアフリー推進事業費 色弱当事者による相談事業などを実施する。

それ以外

地域福祉課

現任の介護支援専門員の資質向上と専門性の向上を図る
介護支援専門員現任研修事業
ため、介護支援専門員実務従事者基礎研修及び主任介護 それ以外
費
支援専門員研修を実施する。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

特定非営利活動法人カラーユニバーサ
ルデザイン機構

特定非営利活動法人神奈川県介護支援
専門員協会

厚木保健福祉事務所 厚木断酒新生会

・アルコール依存症からの回復のための例会活動を行う。
・アルコール依存症の予防や再発防止のための啓発活動
を行う。

それ以外

厚木断酒新生会

厚木保健福祉事務所 ８０２０運動推進員養成事業

県で養成した8020運動推進員による、健口体操等の自主
的な普及啓発活動

それ以外

8020運動推進員

厚木保健福祉事務所 厚木管内歯科衛生士会

・行政が行う各種歯科保健業務等への協力
・口腔ケア等に関する普及啓発活動

それ以外

厚木管内歯科衛生士会

･地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
・会員への研修
・健康づくりに関する広報活動

それ以外

食生活改善推進団体あゆみ会

厚木保健福祉事務所 フリー栄養士の会

行政が行う栄養改善業務への協力

それ以外

フリー栄養士の会

鎌倉保健福祉事務所 ８０２０運動推進員養成事業

県で養成した8020運動推進員による健口体操等の自主的
それ以外
な普及啓発活動を支援する。

厚木保健福祉事務所

食生活改善推進団体
あゆみ会
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8020運動推進員

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

動物保護センター

動物保護センター登録ボラン
ティア（譲渡・トリミング・啓発）

動物保護センターに収容された動物の致死処分数を削減
するために、新たな飼い主への動物の譲渡、動物の洗浄・
それ以外
トリミングの実施及び終生飼養の徹底を図るための動物愛
護普及啓発活動を行う。

NPO法人保健所の成犬・猫の譲渡を推進する
会、PAK(Paws Adoption かながわ)保健所の
犬・猫を救う会、相模どうぶつ愛護の会、ﾄﾞｯｸﾞ
ﾚｽｷｭｰｸﾗﾌﾞ･東京、ﾎﾞｰﾀﾞｰｺﾘｰﾚｽｷｭｰﾈｯﾄﾜｰ
ｸ、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｯｶｽﾊﾟﾆｴﾙﾚｽｷｭｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ、い
ぬ・ねこ笑顔の会、たんぽぽの里、Perro
Dogs Home 神奈川COPAIN、犬猫救済の輪、
ﾄﾞｯｸﾞﾗｲﾌｾｲﾋﾞﾝｸﾞ、NPO法人pawpads、NPO法
人ケンの家、Angel's Tale ｼｰｽﾞｰﾚｽｷｭｰﾈｯﾄ
ﾜｰｸ、NPO法人pooch Dog Rescue、
CrossWan,CrossNan～犬十字、猫十字～、
NPO法人KDP KANGAWA DOG
PROTETION、幸せうさぎ計画＋、ｼﾞｬｯｸﾗｯｾﾙ
ﾃﾘｱ単犬種ﾚｽｷｭｰ「ｼﾞｬｯｸの里」、BJドッグレス
キュー、シェルティ・レスキュー、特定非営利
活動法人ピースウィンズ・ジャパン、特定非営
利法人捨て犬ゼロ、保護猫のご縁探し、冨田
さやか、ｱﾆﾏﾙﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ、KIKIぽんﾊｳｽ☆、い
ぬねこサロンジュン、小田原犬猫ﾚｽｷｭｰ、秦
野市 Cat Vet、Cattery Branche、りんファミ、
早川満美子、Kitty's Room、あひるﾈｯﾄﾜｰｸ、
Smile☆dog rescue、わいわいcamp、チャロ、
H・T・D・R、WAN'S LIFE湘南里親、CSねこか
わいがり、LIKO☆HOALOHA、にゃん幸、西尾
静枝、水谷唯、大野木美樹、キューティワン、
新村なぎさ、足立百代、上村晃江、箱崎幸
代、tumugu=つむぐ＝プロジェクト

健康増進課

地域において食生活を中心とした生活習慣の改善を実践
（通称名）生活習慣病予防対策 的に展開し、県民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上
それ以外
普及事業
を図ることを目的に、県民が実行しやすい食情報を中心とし
た健康づくりの普及啓発を推進する。

神奈川県食生活改善推進団体連絡協議
会

健康増進課

アレルギー疾患対策事業費

健康増進課

先天性代謝異常等精度管理事
業委託

県立病院課

心あたたかい医療推進事業

当事者団体へ委託しアレルギー疾患対策に係る関係職員
それ以外
への研修等実施する。

NPO法人アレルギーを考える母の会

それ以外

NPO法人タンデムマス・スクリーニング普
及協会

ボランティア活動を積極的に取り入れることによって、患者
さんや家族の皆さんにとって「心あたたかい医療」が受けら それ以外
れる病院作りを推進する。

県立７病院で多数の団体・個人のボラン
ティアの協力を得ている。
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

NPO法人綾瀬あがむの会【精
厚木保健福祉事務所 神保健福祉普及啓発事業】
大和センター
大和つくし断酒会例会
厚木保健福祉事務所
大和センター

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要
精神保健福祉の充実を図るため、一般市民に対し啓発活
動を目的に、講演会等を実施

・酒害者及びその家族の回復のための例会活動を支援す
る。

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

それ以外

NPO法人綾瀬あがむの会【精神保健福
祉普及啓発事業】

それ以外

大和つくし断酒会例会

8020運動推進員養成事業
厚木保健福祉事務所
大和センター

県で養成した8020運動推進員による自主的な健口体操等
それ以外
の普及啓発活動を支援する。

8020運動推進員

精神保健福祉セン
ター

精神障害者地域生活支援事業 精神障害者、家族、地域住民を含めた社会支援システムづ
それ以外
費
くりのための講演会等交流事業を実施。

NPO法人 じんかれん

精神保健福祉セン
ター

入院中の精神障害者の円滑な地域移行を促すため、関係
精神障害者地域移行支援特別
機関との連携、ピアサポーターを活用した普及啓発活動を それ以外
対策事業費
行い、地域の受け入れ体勢の充実を図る。

NPO法人 平塚市精神障害者地域生活
支援連絡会

精神保健福祉セン
ター

精神障害者アドバイザー紹介事業
精神障害者地域生活支援事業 精神障害者及び家族への電話相談を実施。さらに、相談員
それ以外
費
の育成及び知識や技術の習得を図るための研修、講演会
を実施。

NPO法人 じんかれん

精神保健福祉セン
ター

精神障害者家族会奨励補助事 機関紙等の発行、家族会活動を活性化を図るための講演
業費
会、学習会を実施。

それ以外

NPO法人 じんかれん

それ以外

食生活改善推進団体若宮会

･地域における食生活改善のための実践活動
・行政が行う各種健康づくり等への協力
鎌倉保健福祉事務所 食生活改善推進団体育成事業 ・会員への研修
・食生活改善のための調査研究
・健康づくりに関する広報活動

健康増進課

８０２０運動推進員

茅ヶ崎保健福祉事務
８０２０運動推進員養成事業
所

8020運動や歯及び口腔の健康づくりを推進する目的で、歯
及び口腔の健康づくりに主体的に取り組み、普及啓発を実 それ以外
践する推進員を養成する。

8020運動推進員(食生活改善推進団体
連絡協議会等）

県で養成した8020運動推進員による、健口体操等の自主
的な普及啓発活動

8020運動推進員
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それ以外

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

茅ヶ崎保健福祉事務 茅ヶ崎保健福祉事務所管内地 ・行政が行う各種歯科保健業務等への協力
所
域歯科衛生士連絡会
・口腔ケア等に関する普及啓発活動

それ以外

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

茅ヶ崎・寒川地区歯科衛生士の会

保健予防課

神奈川県原爆被災者の会補助

神奈川県原爆被災者の会が行う広報事業・情報収集提供
それ以外
事業・原爆医療研修等に対して補助

神奈川県原爆被災者の会

保健予防課

原爆被爆者相談事業

原爆被爆者に対し健康管理、医療及び申請事務等に関す
それ以外
る相談を実施

神奈川県原爆被災者の会

保健予防課

骨髄移植推進事業費

県、神奈川骨髄移植を考える会が協力して、骨髄ドナー登
それ以外
録会を実施

神奈川骨髄移植を考える会

保健予防課

骨髄移植推進事業費

血液疾患に対する治療方法等についての講演会・相談会
を開催

それ以外

再生つばさの会
神奈川骨髄移植を考える会

保健予防課

緊急雇用創出事業臨時特例基 骨髄ドナー登録説明員の育成、献血ルームにおけるドナー
それ以外
金委託等事業費
登録案内を実施。神奈川骨髄移植を考える会に委託

神奈川骨髄移植を考える会

保健予防課

腎疾患対策普及活動事業費

腎疾患の予防のための講演会、相談会を開催。開催を特
定非営利活動法人神奈川県腎友会に委託

それ以外

特定非営利活動法人神奈川県腎友会

観光企画課

共同観光キャンペーン推進事
業費

県、市町村、各観光協会、民間事業者が連携して、観光
キャンペーンを県内一斉に集中的に実施。

それ以外

神奈川集中観光キャンペーン実行委員
会

観光企画課

地域観光振興事業費

横浜みなと祭国際仮装行列主催者分担金

それ以外

国際仮装行列実行委員会

労政福祉課

女性就業支援推進事業費

女性のライフステージや希望に応じた就業を推進するた
め、キャリアカウンセリングの実施やセミナーの企画・実施
を委託

それ以外

特定非営利活動法人NPO日本キャリア・
コンサルタント協会
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５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

管理運営費

知的障害者の就労機会の拡大を図るため、ＮＰＯ法人に総
合教育センターの業務の一部を委託して間接雇用を図ると
それ以外
ともに、企業就労に向けて通年での現場実習の場を提供す
る。

特定非営利活動法人 障害者雇用部会

総合教育センター

教育課題研修等事業費

「教育相談コーディネーター養成研修講座２（高等学校）」及
び「教育相談コーディネーター養成研修講座３（特別支援学
校）」において、「ファシリテーションをケース会議にいかす」 それ以外
というテーマでＮＰＯ法人スタッフに講義・演習を依頼して実
施する。

ＮＰＯ法人 日本ファシリテーション協会

総合教育センター

教育課題研修等事業費

「教育相談コーディネーター・フォローアップ研修講座」にお
いて「ケース会議をより有効に進めるために～ファシリテー
それ以外
ションの技法を学ぶ～」というテーマでＮＰＯ法人スタッフに
講義・演習を依頼して実施する。

ＮＰＯ法人 日本ファシリテーション協会

総合教育センター

教育課題研修等事業費

「教育相談コーディネーター・フォローアップ研修講座」にお
いて、「子どものより良い支援を目指して～行動観察や検査
それ以外
結果から～」というテーマでＮＰＯ法人スタッフに講義・演習
を依頼して実施する。

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）フトゥーロ
ＬＤ発達相談センターかながわ

総合教育センター

教育課題研修等事業費

「いじめ問題への対応研修講座～ネットいじめの現状と対
応を学ぶ～」において、「ネットいじめ問題の理解と対応」と それ以外
いうテーマでＮＰＯ法人スタッフに講義を依頼して実施する。

全国ｗｅｂカウンセリング協議会

行政課

教育委員会本庁各室課における文書集配、文書印刷等の
教育委員会事務局運営費（平
業務を知的障害者の雇用及び実習の場として提供する事
成27年度教育委員会文書集配
それ以外
業を、知的障害者の雇用促進を目的とするＮＰＯ法人に委
等業務委託）
託して実施する。

行政課

人権教育推進事業費

総合教育センター

人間の生命の尊さについての理解を深め、学校・家庭・地
域における人権尊重の意識の高揚を図る。（対象は県内公 それ以外
立・小中学校、県立中等教育学校）
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特定非営利活動法人 障害者雇用部会

国連ＮＧＯ 横浜国際センター

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

地域ボランティアエアポート

高校生の地域におけるボランティア活動の相談・紹介等の
実施及び地域におけるボランティア活動を高校生等と共に それ以外
企画・運営・実施する。

横浜市市民活動センター
（公財） かわさき市民活動センター
公益財団法人 よこはまユース
さがみはら市民活動センター
横須賀市立市民活動サポートセンター
ひらつか市民活動センター
鎌倉市市民活動センター
藤沢市市民活動推進センター
おだわら市民活動サポートセンター
ちがさき市民活動サポートセンター
逗子文化プラザ市民交流センター
秦野市市民活動サポートセンター
厚木市社会福祉協議会ボランティアセンター
大和市民活動センター
いせはら市民活動サポートセンター
えびな市民活動センター・交流館
座間市民活動サポートセンター
市民活動センターあやせ
にのみや町民活動センター
あいかわ町民活動サポートセンター

県立図書館

高校生ボランティアセンター

公募で集まった高校生が自主的にボランティア活動の企画
立案とその実施を行う高校生ボランティアセンターの運営支
それ以外
援。ＮＰＯ・関係団体の職員がアドバイザーとして運営に協
力する。

特定非営利法人アクションポート横浜

県立図書館

県立図書館生涯学習ボラン
ティア

県立図書館生涯学習サポート課のボランティアとして、生涯
それ以外
学習情報の収集・提供、配架資料等に協力を依頼する。

県立図書館生涯学習ボランティア 42名

川崎図書館

川崎図書館事業費

県民の情報リテラシーの向上のため、毎月１回パソコン講
習会を実施する。ボランタリー団体は講師を派遣する。

さくらネット川崎

金沢文庫

金沢文庫維持運営費

展覧会の観覧者に対して展示内容をわかりやすく解説する
それ以外
「展示解説」等への協力を依頼する。

生命の星・地球博物
館

生命の星・地球博物館学習支 調査研究、資料整理、展示解説、講座・観察会等への協
援事業費
力。

生命の星・地球博物
館

生命の星・地球博物館学習支 博物館を広く活用し、博物館活動を支援するとともに、会員
それ以外
援事業費
相互の交流を図る。

県立図書館
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それ以外

それ以外

個人８名

博物館ボランティア

博物館友の会

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

事業実施所属名

１．細々事業名又は
通称名

３．協働事業、
幅広い協働、そ
れ以外

２．事業概要

４．相手方ボランタリー団体等名称
(複数の場合も、まとめて記載)

５．事業にボランタリー団体等以外の主体が
参加している場合、その団体名
(複数の場合も、まとめて記載)

生命の星・地球博物
館

開かれた博物館としての活動の充実を図るため、地元自治
生命の星・地球博物館学習支
会や博物館友の会とともに、地域との交流を図り、県民参 それ以外
援事業費
加型事業として開館記念日事業を実施する。

小田原市入生田自治会
博物館友の会

体育センター

県内各地で3033運動普及・啓発キャンペーンを行うことによ
3033運動キャンペーンイベント
り、健康づくりや仲間との交流などを推進し、運動やスポー それ以外
事業
ツの習慣化を図る。

特定非営利活動法人かながわスポーツ
3033運動普及員
ボランティアバンク（kSVB）

体育センター

スポーツコミュニケーションデー

定期的にスポーツに親しむ場と機会を広く県民に提供す
それ以外
る。ボランタリー団体は、運営ボランティアとして支援する。

総合型地域スポーツクラブ
藤沢市グラウンドゴルフ協会
特定非営利活動法人かながわスポーツ
藤沢市ターゲットバードゴルフ協会
ボランティアバンク（kSVB）
藤沢市山岳協会
小田原市グラウンドゴルフ協会

体育センター

「県民スポーツ週間」
ツフェスティバル

誰もが、いつでも、気軽にスポーツを楽しめるイベントを開
催することで、県民のスポーツ活動のより一層の普及・定着 それ以外
を図る。

総合型地域スポーツクラブ
特定非営利活動法人かながわスポーツ
県立藤沢清流高等学校
ボランティアバンク（kSVB）
県立大船高等学校

警務部警務課

いのちの大切さを学ぶ教室実
施事業費

中学生・高校生に対して、犯罪被害者やそのご家族等の実
情を伝え、命の大切さについて理解を深めることで、犯罪被 それ以外
害者等を思いやり支える気運の醸成を図る。

ＮＰＯ法人神奈川被害者支援センター

スポー
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