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　私たちはそれぞれ、「この世界の片隅に」生まれました。しかし、私たちは自分だけで生きているわ

けではなく、皆で一緒に生きています。私たちがどうやったら幸せに一緒に生きられるのか、という

ことを考えるとき、私たちの生活を支えてくれる大きなセクターとして３つあります。１つは政府セ

クター、２つは企業セクター、そしてもう１つは市民社会（NPO）セクターです。

　私たちは誰もがこの３つのセクターに属していますが、その中で、みんなが幸せに生きられる社会

を創りたいと最前線で活動しているのが市民社会セクターだと思います。市民社会セクターの一番の

特色は、私たちを取り巻く社会構造が激しく変わっていく中で、そこから弾き出されてしまう人びと

が多くおり、また社会をより良くしていくために人びとのニーズが変化していく中で、そのニーズの

最先端に立っていち早く対応しようとしていること、その方々こそ皆さま方です。行政や企業には、

変化していくニーズに対してすぐそれに対応できるだけの対応力はありません。それに比べて、市民

社会セクターは、日々最先端に立って生き生きと活動し、対処しています。それが「市民社会力」で

あり、その強さこそが、社会への打撃や変化に対しての対応力・復元力だと言っていいと思います。

　これまでの「基金２１」の対象事業・団体等の一覧（巻末）をみますと、環境、障がい者、教育、

子育て、高齢者、多文化、女性、地域活性化、就活、文化、災害等々、実に多様な課題に対して基金

が提供されていることが分かります。平成１３年度から２９年度まで、協働事業負担金４７件、ボラ

ンタリー活動補助金６１件、ボランタリー活動奨励賞８５件などが対象となっています。しかもその

資金規模からも、本基金は神奈川県が全国に誇りうるものだと思います。そして、もっと大切なこと

は、基金 21 で採択させていただいた団体と事業の背後には、県内には市民社会セクターの中で積極的

に活動する実に多くの方々がおられるということです。基金 21 への申請数は採択させていただいた数

に対して数倍にもなるでしょう。申請していただいた団体の方々以外にも、さらにそれ以上に広く多

く存在する市民活動へ参加する方々の活動によって、神奈川県は少なくともより住みやすい共生のま

ちになっているのだと思います。

　今回、卒業となる団体の方々の事業報告を拝見して、私自身が最も感じたことは、この日本社会で

生きている子どもたちが社会構造の変化の中で、現在こんなにも苦しみ支援を必要としているという

ことです。個々の事例をみていくと、湘南ＤＶサポートセンターは「子どもが安心で健康で幸せに生

きる権利」を、子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽは、子どもの権利条約から、不登校の子ど

もたちの権利として「学校を休む権利」を掲げています。まなの樹は、学習に困った感のある障がい

のある子どもたちのために、ABC ジャパンは、外国につながる子どもたちに教育の機会を保障するた

めに、かながわ３１１ネットワークは、災害時に子どもたちが命を落とさないために、あゆむ会は、

突然自分たちの生活が取り上げられてしまった人々のために、

それぞれ活動をしてきました。ぐるーぷ麦は、若年性認知症

の人々の支援を、ロボロボ・Club は、ロボットやプログラミ

ングを通して小中学生にものづくりの楽しさを知ってもらう

活動を、関内イノベーションイニシアティブは、中間支援組

織として、これら県内の団体の成長を支援してきました。

　今回基金２１を卒業される皆さんは、素晴らしい活動を本

当にありがとうございました。皆さんの活動がますます広ま

り、活動で培ったそのノウハウが神奈川県に留まらず全国に

展開していくことを祈っております。
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※（ ）内は平成30年時2月1日時点での交付額計

１　協働事業負担金

これまでの基金２１対象事業・団体等一覧
※こちらは、負担金等交付最終年度時点の情報です(現在事業を実施している団体については、平成30年2月末時点)。

番号 事業名 申請者（団体名） 所在地
交付額

(単位 :千円 )

事業

実施年度

1 引きこもり青少年支援の協働ネットワーク事業
特定非営利活動法人

リロード　(楠の木学園）
横浜市港北区 44,640 H13～H17

2 市民による里山の保全と活用のシステムづくり
特定非営利活動法人

よこはま里山研究所
横浜市南区 20,500 H13～H17

3 小網代の森保全推進事業
特定非営利活動法人

小網代野外活動調整会議
横浜市港北区 10,290 H13～H17

4 女性のための緊急一時保護施設（シェルター）と外国人に対する相談事業
特定非営利活動法人

女性の家　サーラー
横浜市青葉区 37,000 H13～H17

5 犯罪や災害の被害者等に対する支援事業
特定非営利活動法人

神奈川被害者支援センター
横浜市中区 31,300 H14～H18

6 医療通訳派遣システム構築事業
特定非営利活動法人

多言語社会リソースかながわ
横浜市神奈川区 48,400 H15～H19

7 強迫的ギャンブラー（ギャンブル依存症者）の回復と社会復帰の為の事業
特定非営利活動法人

ワンデーポート
横浜市瀬谷区 38,620 H15～H19

8
地球温暖化対策地域学習センターの設置と体験型普及啓発・環境教育の仕組みづく

り

特定非営利活動法人

ソフトエネルギープロジェクト
横浜市中区 43,300 H15～H19

9 アートを活用した新しい教育活動の構築事業
特定非営利活動法人

ＳＴスポット横浜
横浜市西区 43,375 H16～H20

10 野生動物救護に関する支援事業
特定非営利活動法人

野生動物救護獣医師協会神奈川支部
川崎市中原区 25,000 H16～H20

11 不法投棄タイヤの収集・リサイクル事業
特定非営利活動法人

相模川倶楽部
平塚市 6,900 H16～H17

12 森林と都市生活者をつなぐ水源環境の保全・再生
特定非営利活動法人

緑のダム北相模
東京都世田谷区 23,500 H17～H21

13 行政相談窓口職員多言語対応＆相談能力向上研修事業
特定非営利活動法人 かながわ外国人す

まいサポートセンター
横浜市中区 14,300 H17～H21

14 地域の活性化・働きたい若者就労支援ネットワーク事業
特定非営利活動法人

アンガージュマン・よこすか
横須賀市 42,206 H18～H22

15 野宿者に対する総合相談及びシェルター事業
特定非営利活動法人

湘南ライフサポート・きずな
藤沢市 49,235 H18～H22

16 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 多文化共生教育ネットワークかながわ 横浜市南区 21,900 H18～H22

17 ＭＳＭ健康支援センター事業 横浜Ｃｒｕｉｓｅネットワーク 横浜市神奈川区 35,030 H19～H23

18 こども医療センター患者・家族滞在施設運営事業
特定非営利活動法人

スマイルオブキッズ
横浜市南区 11,874 H19～H23

19 地域生活交通創出・再構築事業
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
横浜市港北区 19,100 H19～H23

20 子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業
特定非営利活動法人

子どもセンターてんぽ
横浜市港北区 50,000 H20～H24

21 高次脳機能障害ピアサポートセンター設立等支援事業
特定非営利活動法人

脳外傷友の会ナナ
横浜市青葉区 18,720 H20～H24

22
県営いちょう団地在住の外国籍住民に対する包括的入居サポート事業、及び入居サ

ポート事例の普及事業
多文化まちづくり工房 横浜市泉区 24,225 H20～H24

23 デートＤＶ（恋人間の暴力）防止のためのシステム構築事業
特定非営利活動法人

エンパワメントかながわ
横浜市神奈川区 23,925 H21～H25

24 アレルギー児を学校・園、保育園、救急隊との連携で支える研修事業
特定非営利活動法人

アレルギーを考える母の会
横浜市旭区 7,800 H21～H25

25 摂食障害者等の地域における総合支援事業
特定非営利活動法人

のびの会
横浜市金沢区 38,812 H21～H25

26 がん体験者による、がん患者・家族のためのピアサポート事業
特定非営利活動法人

キャンサーネットジャパン
東京都文京区 15,233 H22～H26

27 映像・メディアコンテンツ制作による青少年育成支援事業
特定非営利活動法人

湘南市民メディアネットワーク
藤沢市 20,127 H22～H26

28 伝統芸能<祭囃子・神楽>伝承の普及・啓発事業～「祭の音」プロジェクト 横浜やっしゃ鯛 横浜市泉区 8,441 H22～H23

29
地域資源「ひと・もの・こと」を活用し、持続可能な社会づくりを目指す、湘南

「みかんの木パートナーシップ」プログラム

特定非営利活動法人

湘南スタイル
茅ヶ崎市 24,300 H23～H26

30 二子山山系の自然保護協働事業 二子山山系自然保護協議会 葉山町 16,427 H23～H27

31 地域と学校によるいじめ防止推進事業
特定非営利活動法人

湘南ＤＶサポートセンター
藤沢市 22,521 H24～H28

32
【課題部門】

男女共同参画型防災ネットワーキング「アクティブ防災」事業

特定非営利活動法人

ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ
川崎市中原区 (30,639) H25～H29

33 障がい児通学支援協働モデル事業
特定非営利活動法人

横浜移動サービス協議会
横浜市中区 (25,770) H25～H29

34 神奈川県内ことばの道案内作成・提供事業
特定非営利活動法人

ことばの道案内
東京都新宿区 (33,609) H25～H29

35 特命子ども地域アクタープロジェクト
ＮＰＯ法人

ミニシティ・プラス
横浜市都筑区 (18,029) H26～

36
【課題部門】

県内避難者との協働による支援ネットワーク構築事業

特定非営利活動法人

かながわ避難者と共にあゆむ会
横浜市中区 18,862 H26～H28

37 神奈川県の児童養護施設における子どもの自立支援事業
特定非営利活動法人

ＪＡＭネットワーク
横浜市神奈川区 (8,713) H27～

38 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
特定非営利活動法人

ＲｅＢｉｔ
東京都新宿区 (11,857) H27～

39 児童・生徒の防災教育推進事業
ＮＰＯ法人

かながわ３１１ネットワーク
横浜市神奈川区 8,875 H27～H28

40
【課題部門】 精神疾患や発達障がいの狭間にいる若者の就学・就労を目指した自

立支援

特定非営利活動法人

横浜メンタルサービスネットワーク
横浜市港南区 (21,321) H27～

41 【課題部門】就職弱者の若者へのキャリア支援事業
ＮＰＯ法人

多文化共生教育ネットワークかながわ
横浜市栄区 (15,507) H27～

42 若年性認知症専門支援モデル構築事業
特定非営利活動法人

ぐるーぷ麦
川崎市高津区 1,356 H28

43 地域における障害者の文化芸術体験活動支援事業
特定非営利活動法人

ＳＴスポット横浜
横浜市西区 (8,432) H29～

44
【課題部門】「食」と「地域」をつなぎ神奈川から貧困をなくすためのK-model構

築事業

特定非営利活動法人

セカンドリーグ神奈川
横浜市港北区 (3,637) H29～

45 【特定課題枠】空き家等の利活用による地域の魅力アップ事業
特定非営利活動法人

横浜プランナーズネットワーク
横浜市中区 (8,500) H29～

46 【特定課題枠】生活困窮者の自立支援ネットワークの形成
かながわ生活困窮者自立支援ネットワー

ク
鎌倉市 (8,600) H29～

47 【特定課題枠】特別支援学校によるスポーツ環境モデル構築事業
特定非営利活動法人

高津総合型スポーツクラブSELF
川崎市高津区 (6,726) H29～

－ 30 －



２　ボランタリー活動補助金

番号 事業名 申請者（団体名） 所在地
交付額

(単位 :千円 )

事業

実施年度

1 精神障害者のノーマライゼーションを進める市民の会 都筑ハーベストの会 横浜市港北区 316 H13

2 子どものための人権教育普及事業 国際子ども権利センター 横浜市都筑区 3,322 H13～H14

3 犯罪防止活動強化及び県民啓発推進事業
特定非営利活動法人

日本ガーディアン・エンジェルズ
東京都港区 4,000 H13～H14

4
横浜寿町地区近郊に住む生活保護受給者、路上生活者の医・衣・食・住にわたるセーフ

ティネットの整備、及び自立自援できる環境作りの為の事業

特定非営利活動法人

さなぎ達
横浜市中区 5,505 H13～H15

5 母国語・母国文化教育事業 Ｇrupo ABC 川崎市多摩区 1,332 H13～H15

6 在住外国籍住宅入居事業 かながわ外国人すまいサポートセンター 横浜市中区 4,400 H14～H16

7 障害児の放課後・休日の活動支援及び障害のある青年の自立支援事業
特定非営利活動法人

わになろう会
川崎市中原区 6,000 H14～H16

8 精神障害者による有機野菜販売訓練事業 精神障害者就労支援の会 横浜市西区 6,000 H14～H16

9 青少年に科学のおもしろさを知らせる手づくり科学館事業
特定非営利活動法人

発見工房クリエイト
川崎市麻生区 6,000 H14～H16

10 ＤＶ被害女性に対する相談事業と支援ボランティア養成事業 ウィメンズネットサポート 横浜市中区 2,904 H15～H16

11 不登校状態にある青少年への回復活動参加促進事業
特定非営利活動法人

そだちサポートセンター
平塚市 6,000 H15～H17

12
不登校児、要配慮児の義務教育終了後における進学面・就業面・日常生活面の自立を支援

する事業

特定非営利活動法人

ライナスの会
藤沢市 6,000 H15～H17

13 子どもの里山体験学習を小中学校と連益させる手立て
鎌倉中央公園を育てる市民の会（山崎の谷戸を

愛する会）
鎌倉市 1,984 H15～H16

14 発達障害を持つ幼児及びその家族への子育て支援事業
特定非営利活動法人

フトゥーロ
横浜市緑区 4,424 H16～H18

15 海苔つけ体験教室と干潟のある海の公園つくり事業
特定非営利活動法人

川崎の海の歴史保存会
川崎市川崎区 5,230 H16～H18

16 農業特区・ＮＰＯ市民農園事業
特定非営利活動法人

子どもと生活文化協会
小田原市 2,000 H16

17 里山里地保全事業
特定非営利活動法人

自然塾丹沢ドン会
秦野市 5,440 H16～H18

18 ＤＶ被害女性自立支援活動事業・中期シェルターの運営
特定非営利活動法人

女性・人権支援センター ステップ
横浜市 6,000 H16～H18

19 ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）教職員向けワークショップの提供事業
特定非営利活動法人

エンパワメントかながわ
横浜市神奈川区 5,452 H17～H19

20 新作能「横浜（仮題）」を作る 横浜飛天双○能実行委員会 横浜市中区 2,000 H17～H18

21 青少年の非行克服支援及び悩む親たちへの援助活動事業 かながわ「非行」と向き合う親たちの会 横浜市青葉区 1,300 H17～H19

22 多文化共生事業
特定非営利活動法人

Ethnic Japan
横浜市旭区 275 H17

23 透析患者向け災害対策の策定
特定非営利活動法人

大和市腎友会
大和市 5,750 H17～H19

24 高大産連携による進路指導プログラムの開発・普及事業
特定非営利活動法人

ＮＰＯカタリバ
東京都中野区 3,250 H17～H18

25 在日コリアン生活文化資料館世代間交流事業
かわさきの在日高齢者と結ぶ2000人ネットワー

ク
川崎市川崎区 3,950 H18～H20

26 視覚障害者自立支援事業
特定非営利活動法人

パラボラジャパン
相模原市 2,150 H18～H20

27 湘南映像祭の開催及びメディア講座定期開催事業
特定非営利活動法人

湘南市民メディアネットワーク
藤沢市 3,945 H19～H20

28 海はバリアフリー　セイラビリティ活動
特定非営利活動法人

セイラビリティ江の島
藤沢市 4,748 H19～H21

29 スクール・セクシュアル・ハラスメント防止ワークショップ
特定非営利活動法人　スクール・セクシュア

ル・ハラスメント防止関東ネットワーク
東京都中野区 1,228 H19～H21

30 日タイ協働による在日タイ人児童・生徒の学習支援事業 日タイを言葉で結ぶ会　ラックパーサータイ 横浜市金沢区 2,000 H20～H22

31 人身売買問題を通して“人権”について考える機会の創出事業 てのひら～人身売買に立ち向かう会 東京都大田区 2,143 H20～H22

32 コミニュティカフェ事業
特定非営利活動法人

ふらっとステーション・ドリーム
横浜市戸塚区 2,000 H21

33 外国につながる中高生の教科学習のための教材作成プロジェクトⅠ～Ⅲ
特定非営利活動法人

中学・高校生の日本語支援を考える会
横浜市泉区 4,254 H21～H23

34 食べ物依存症(摂食障害）者回復支援事業 ファルク 横浜市保土ヶ谷区 3,120 H22～H23

35 目に見えない軽度の発達障害をもつ子どもたちとその親御さんへの支援
特定非営利活動法人

発達サポートネットバオバブの樹
茅ヶ崎市 3,303 H22～H24

36 「NPO見本市」プロジェクト
特定非営利活動法人

藤沢市市民活動推進連絡会
藤沢市 2,050 H22～H24

37 障がい者のための定期乗馬会
特定非営利活動法人

ＲＤＡ横浜
横浜市港南区 5,280 H22～H24

38 在日外国人子どもたちの「居場所」づくりと教育・生活相談・「支援」事業
特定非営利活動法人

在日外国人教育生活相談センター・信愛塾
横浜市南区 6,000 H22～H24

39 『視覚障害者の漢字学習（中学校編）』冊子作成 点字学習を支援する会 横浜市神奈川区 1,850 H23

40 難病の地域生活支援をめざした交流・研修事業
特定非営利活動法人

サポートＫＡＺＥ
小田原市 4,575 H23～H25

41 病院の子どもに笑いを届けるホスピタル・クラウン活動
特定非営利活動法人

日本ホスピタル・クラウン協会
名古屋市中村区 1,770 H23～H24

42
発達障がいに端を発する学習困難生徒への学習支援と、その教授法・教材・教具の研究・

開発・実践
学習サポート・スコラ 横須賀市 6,000 H24～H26

43 音楽と子育てする幸せ♪事業
特定非営利活動法人

ハッピーマザーミュージック
横浜市港北区 3,672 H24～H26

44 軽度の発達障がい児に対する療育相談事業及び保護者支援
特定非営利活動法人

厚木なのはな
厚木市 2,070 H24～H26

45 たのしい子どもの科学・暮らしの教室
特定非営利活動法人

かながわ子ども教室
横浜市戸塚区 2,250 H25～H27

－ 31 －



２　ボランタリー活動補助金　（続き）

３　ボランタリー活動奨励賞

※（ ）内は平成30年時2月1日時点での交付額計

番号 団　体　名　等 所在地
対象

年度

1 信愛塾 横浜市南区

2 寿支援者交流会 横浜市中区

3 アジアの女性と子どもネットワーク 横浜市中区

4 特定非営利活動法人　パーソナルサービスセンタートムトム 茅ヶ崎市

5 フリースペース　たまりば 川崎市高津区

6 リリーフクラブ 横浜市南区

7 子育て支援グループ　ゆめこびと 藤沢市

8 インドシナ難民の明日を考える会 東京都

9 ボランティア会　ランパス 横浜市旭区

10 カラバオの会（寿・外国人出稼ぎ労働者と連帯する会） 横浜市中区

11 有川百合子 横浜市戸塚区

12 特定非営利活動法人  ままとんきっず 川崎市多摩区

13 特定非営利活動法人   川崎水曜パトロールの会 川崎市川崎区

14 特定非営利活動法人   ペガススの家
足柄上郡

山北町

15 サルサガムテープ 茅ヶ崎市

16 コトバノアトリエ 東京都板橋区

17 特定非営利活動法人　I　Ｌove　つづき 横浜市都筑区

18 特定非営利活動法人  聴導犬育成の会 鎌倉市

19 特定非営利活動法人  かわさき自然調査団 川崎市宮前区

20 平間わんぱく少年団 川崎市中原区

21 ジョブコーチプラス１ 横浜市青葉区

22 多文化まちづくり工房 横浜市泉区

23 劇団湘南山猫 藤沢市

24 ほっと茅ヶ崎準備室 茅ヶ崎市

25 よみきかせボランティアグループ　おはなしばる～ん 伊勢原市

H17

800

800

知的障害児・者援護就労活動

日本語学習支援・多分化共生の促進活動

童話や民話、民族楽器演奏を取り入れた音楽劇

など、オリジナル劇公演活動

800

800

800

消費者と商店会の連携によるまちづくり活性活

動

読み聞かせによる子どもの健全育成活動

800

800

800

800

800

800

400

800

800

800

800

800

800

800

800

800

副賞金額
（単位：千円)

800

800

H14

主　な　活　動　内　容

子育て中の親への支援活動

外国人労働者の労働相談活動

病院に来る患者及びその家族を対象とした支援

活動、病院での行事の開催

H13

社会的弱者に対する住環境改善支援

在日インドシナ難民への日本語・学習指導、イ

ンドシナ本国（主としてカンボジア）の恵まれ

ない方々への支援

在日外国人の子ども達への交流・学習支援

野宿生活者への訪問活動（パトロール）、交

流・学習会活動

タイ山岳民族の子ども達の就学援助・学校建設

支援、HIV感染の予防啓発教育

地域の障害児・者の生活・余暇活動支援

「子どもと大人」の居場所づくり

川崎市全域の自然調査を通じた環境保全活動

和太鼓を通じた青少年の居場所づくりや育成活

動

障害を持つメンバーの音楽活動による自立支

援、音楽に興味を持つ障害者へのサポート活動

H15

子育て支援を必要とする親子・関係者に対する

支援活動

丹沢大山国定公園のゴミ撤去活動、自然保護活

動

川崎市内の野宿者のパトロール活動、病弱者へ

の個別訪問活動、野宿者との交流事業

子どもを対象とした自然体験事業、子どもの健

全育成活動

H16

言語表現のワークショップ等を通じた青少年の

育成活動

地域の調査等を生かしたまちづくり活動

聴覚障害者のための聴導犬育成・普及活動

800

800

番号 事業名 所在地
事業

実施年度

46 アウトリーチ型よりそい相談・支援事業 茅ヶ崎市 H25～H27

47 「小規模保育」の認知拡大と保育の質の確保 横浜市青葉区 H25～H27

48
社会的に弱い立場にいる若年層の自立支援に向けたポップカル

チャーの活用
横浜市鶴見区 H25～H27

49 発達障がい児に関わる教科学習教材データベース化事業 川崎市宮前区 H26～H28

50 女性生活再建のための支援事業 川崎市多摩区 H26～H27

51
外国につながる子ども・若者の教育機会の保障のためのプロ

ジェクト
横浜市鶴見区 H26～H28

52 神奈川リフレッシュプログラム 横浜市磯子区 H27

53 18歳で就職自立を目指す若者への就労支援事業 横浜市中区 H27～H29

54 アルクヒューマンサポートセンター・アルク相談事業 横浜市中区 H27～H29

55 小中学生向け　ロボット・プログラミング教室事業 横浜市中区 H28

56 子どもの権利に関する小冊子作成事業 横浜市鶴見区 H28

57 高校図書館内居場所カフェ事業 横浜市青葉区 H28～

58 高齢者向け「患者力」啓発冊子作成と啓発推進活動 横浜市南区 H29

59 「地域を広報する」研修・ネットワーク事業 横浜市青葉区 H29～

60 子どもがつくる地域メディア「じもたんkids」発信事業 川崎市宮前区 H29～

61
「女性と防災～女性の視点で見た被災地の現実～」のオリジナ

ル寸劇の普及
藤沢市 H29～

交付額
(単位:千円)

4,750

2,888

5,600

3,000

468

(3,350)

(200)

ＮＰＯ法人

Spes Nova
(400)

特定非営利活動法人

森ノオト
(2,000)

(449)じもたんkids

特定非営利活動法人

湘南ふくしネットワークオンブズマン

ＮＰＯ法人

子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽ

1,160

特定非営利活動法人

パノラマ

特定非営利活動法人

かながわ女性会議

申請者（団体名）

特定非営利活動法人

フェアスタートサポート

特定非営利活動法人

市民の会　寿アルク

特定非営利活動法人

ロボロボ・Ｃlub

特定非営利活動法人

全国小規模保育協議会

特定非営利活動法人

コス援護会

福島子ども・こらっせ神奈川

特定非営利活動法人

ＡＢＣジャパン

(5,452)

677

特定非営利活動法人

まなの樹

特定非営利活動法人

ウィメンズハウス・花みずき

6,000

900

(5,543)
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３　ボランタリー活動奨励賞　（続き）

番号 団　体　名　等 所在地
副賞金額
（単位:千円）

対象

年度

26 特定非営利活動法人　さなぎ達 横浜市中区 800

27
特定非営利活動法人　湘南ふくしネットワークオンブズ

マン
藤沢市 800

28 きこり会 相模原市 800

29 特定非営利活動法人　ＡＩＤＳネットワーク横浜 横浜市中区 800

30 パレスチナのハート アートプロジェクト 相模原市 800

31 特定非営利活動法人　神奈川子ども未来ファンド 横浜市中区 800

32
特定非営利活動法人　子ども虐待ネグレクト防止ネット

ワーク
伊勢原市 800

33 カラカサン－移住女性のためのエンパワメントセンター 川崎市幸区 800

34 特定非営利活動法人　よこはまチャイルドライン
横浜市

保土ヶ谷区
800

35 精神保健ボランティアグループ   ひびき 相模原市 800

36 宇宙船（不登校から学ぶ会） 横浜市栄区 800

37 特定非営利活動法人　平塚・暮らしと耐震協議会 平塚市 800

38 ステップ国際理解 横浜市戸塚区 800

39 エコサーファー 藤沢市 800

40 知的障害者スポーツクラブ　アスリートクラブ藤沢 藤沢市 800

41 ヒロコ・ムトー（本名　相澤　紘子） 横浜市港北区 400

42 なでしこ防災ネット 秦野市 800

43 こどもの本のみせ　ともだち 横浜市港北区 800

44 特定非営利活動法人　峠工房 横浜市泉区 800

45 ＧＬＯＢＥ　ＰＲＯＪＥＣＴ 横浜市南区 800

46 藤沢ウイングバスケットボールクラブ 横浜市旭区 800

47 朋ボランティアグループ 鎌倉市 800

48 「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク 相模原市南区 800

49 日吉台地下壕保存の会 横浜市港北区 800

50 紙芝居文化推進協議会 横浜市中区 800

51 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス 藤沢市 800

52 ユニバーサル絵本ライブラリー　ＵｎｉＬｅａｆ 三浦郡葉山町 800

53 ヨコハマらいぶシネマ 横浜市港北区 800

54
ＣＲＩ－Children’s Resources International

（チルドレンズ・リソース・インターナショナル）
平塚市 800

55 まちづくり工房「しお風」 中郡二宮町 800

56 特定非営利活動法人　寿クリーンセンター 横浜市中区 800

57 特定非営利活動法人　いこいの家　夢みん 横浜市戸塚区 800

58
特定非営利活動法人　イランの障害者を支援するミント

の会
秦野市 800

59 瀬谷区知的障害理解啓発グループ　ａｎｔ ｍａｍａ 横浜市瀬谷区 800

60 神 幸雄 川崎市高津区 400

61 ＡＬサインプロジェクト 藤沢市 800

62 杉田　勇
横浜市

神奈川区
400

63 全国障害学生支援センター
相模原市

中央区
800

64 鎌倉子育てガイド 鎌倉市 800

65 愛川国際交流クラブ 愛川町 800

H24

イランの障害者へ車椅子などの福祉機器を送る支援活動と交流活

動

知的障害の理解促進のための啓発活動

CPサッカー（脳性まひ者７人制サッカー）の普及活動と指導

「食物アレルギーサインプレート」の普及活動

H23

点字付き絵本の作成及び図書館運営活動

視覚障害者の映画鑑賞支援活動

在日ブラジル人の支援・交流活動

地域コミュニケーション紙発行を中心にしたまちづくり活動

リサイクルステーション運営活動による就労の場の提供

H20

地域と連携した耐震補強の推進と地域力向上活動

知的障害者のバスケットボール支援活動

H22

障害者の就労の場を確保するための福祉製品販売店「手作り品の

店　朋(とも)」の運営

子どもたちへ水俣を伝え、学ぶ場の提供

地域に残る戦争遺跡の見学により戦争と平和について考えてもら

う活動

紙芝居文化の普及推進活動

子どもたちへの、いじめの克服と生きる勇気を与えるための朗読

講演活動

国際理解、国際交流のための小中学校訪問活動

H25

精神障害者への居場所の提供を中心とした当事者間及び市民との

「仲間づくり」活動

主　な　活　動　内　容

寿地区ホームレスへの支援活動、まちづくり活動

H18

地域ネットワーク型福祉オンブズマン活動

知的障害者共生促進活動

H21

家庭や地域を守る女性を対象にした防災知識や技能の普及

子育てに悩む母親と子ども達へのおはなし会・読み聞かせ活動

知的障害者、発達障害児・者、小・中学生への生活・学習支援

スポーツを楽しむことを通して社会問題の解決につなげる、ス

ポーツイベント開催活動

地域通貨の活用による地域活性化活動及び環境意識の啓蒙

スポーツを通じた障碍者の健康増進、仲間づくり活動

不登校や引きこもりの子ども達とその親に対する支援活動

子育て支援のためのHP運営

外国籍住民のための日本語教室や多文化交流会の運営

看護師等による被災地支援活動

伝統文化としての紙芝居の保存・発展と子どもの健全育成

障害がある学生のための情報提供・相談事業

ドリームハイツでの地域の交流サロン・介護予防活動

子ども・若者の育ちを支えるための寄付プログラムの開発実施や

県内ＮＰＯへの資金助成

エイズに対する予防啓発活動

アートによるパレスチナ難民支援活動

DV被害などの問題を抱える外国籍女性とその子ども達への自立支

援活動
Ｈ19

子ども達の声を電話を通して受け止めるチャイルドライン活動

電話相談を中心とした児童虐待防止活動
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３　ボランタリー活動奨励賞　（続き）

４　ボランタリー団体成長支援事業

番号 団　体　名 所在地
委託料

（単位：千円)

事業

実施年度

1 株式会社ファンドレックス 東京都港区 3,600 H25

2 特定非営利活動法人　アクションポート横浜 横浜市中区 7,200 H26

3 関内イノベーションイニシアティブ株式会社 横浜市中区 7,200 H27

4 関内イノベーションイニシアティブ株式会社 横浜市中区 7,200 H28

5 関内イノベーションイニシアティブ株式会社 横浜市中区 7,200 H29

事業名

発信力強化を軸とした、戦略的ファンドレイジングの支援を目的とす

る事業

若者定着支援による団体基盤強化および活性化促進事業

ＮＰＯ支援機関の専門力強化および、ＮＰＯと支援機関のマッチング

による中長期計画策定支援

ＮＰＯ支援機関の専門力強化および、ＮＰＯと支援機関のマッチング

による中長期計画策定支援

ＮＰＯ支援機関の専門力強化および、ＮＰＯと支援機関のマッチング

による中長期計画策定支援

番号 団　体　名　等 所在地
副賞金額
（単位：千円)

対象

年度

66 横浜障害児を守る連絡協議会 横浜市港北区 800

67 特定非営利活動法人　かながわ難民定住援助協会 大和市 800

68
特定非営利活動法人　ギャンブル依存ファミリーセン

ターホープヒル
横浜市旭区 800

69 馬入水辺の楽校の会 平塚市 800

70 ＮＰＯ法人　子育て支えあいネットワーク満 川崎市中原区 800

71 特定非営利活動法人　やさしくなろうよ 海老名市 800

72 こども邦楽育成会 秦野市 800

73 特定非営利活動法人　地球の木 横浜市中区 800

74 特定非営利活動法人　森ノオト 横浜市青葉区 800

75 ＮＰＯ法人　教育支援グループＥｄ.ベンチャー 大和市 800

76 すかっ子セミナー実行委員会 横須賀市 800

77 特定非営利活動法人　ゆうの風 横浜市港北区 800

78 善行雑学大学 藤沢市 800

79 特定非営利活動法人　バーンロムサイジャパン 逗子市 800

80 特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン 横浜市中区 800

81 おはなしたまてばこ 川崎市麻生区 300

82 ドリームプレイウッズ管理運営委員会 綾瀬市 300

83 相模人形芝居　下中座 小田原市 300

84 特定非営利活動法人　びーのびーの 横浜市港北区 300

85 特定非営利活動法人　地球市民ＡＣＴかながわ 横浜市中区 300

「エコ」をキーワードにしたウェブサイトを活用したまちづくり

外国人をはじめとした弱い立場の子供たちを対象にした学習支援

活動、外国人支援活動

H26

福祉バイオトイレカーによる障害者の外出支援及び啓発活動

邦楽を通した感性豊かな子ども達の健全育成

地域で活動するスタッフ運営による地域子育てセンターの運営等

による子育て支援

相模川河川敷を活用した自然環境保全活動

主　な　活　動　内　容

障害児の集団保育の場として各区に設立した「障害児地域訓練

会」の総括及び交流促進

インドシナ難民定住者等を対象にした日本語教室・学習室及び相

談事業による自立支援

ギャンブル依存症患者向け回復施設の運営及び患者の家族に対す

る相談支援、ギャンブル依存症の啓蒙活動

H27
社会的に困難な境遇にあるアジアの人々に対する生活基盤を確立

するための各種事業

市内で活動する様々な市民団体による小中学生向け地域活動体験

講座の開催

H28

障害児者とその家族が安心して暮らせるための支援活動

市民のための生涯学習講座の運営

タイの孤児たちのための生活・自立支援、タイ北部の恵まれない

環境にある人たちの支援

フェアトレード商品の販売による国を超えた市民同士の協力関係

の構築と理解促進、県内38法人によるリサイクル事業

川崎市立麻生図書館における「おはなしひろば」の継続的な活動

H29

子ども達が遊びながら自然体験ができる野外教育施設（冒険遊び

場）の設置、運営

国重要無形民俗文化財「相模人形芝居」の継承活動、及び地域の

学校と連携した後継者の養成

先駆的な子育て支援施設の運営、及び入園者の立場に立った幼稚

園、保育園ガイドの制作

タイ、ミャンマーなどアジアの途上地域に暮らす人々の自立支援

と国際ボランティアの育成
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  古紙を配合した再生紙を使用しています 

※必要に応じて現地調査を行う

ことがあります。

プレゼンテーション審査を経て、

協議対象事業として選考された

ものは、県担当部署との協議に

入ります。

書類審査を経て、対象

団体等として選考され

ます。

対象事業（団体等）として知事が決定

説明会に参加・事前相談（任意） ※

書類審査（幹事会）

事前調査

提 出

プレゼンテーション審査

（審査会）

審 査

負担金

県担当部署との協議

交付申請書を提出し、

最終審査へ

書類審査

（審査会）

審 査

書類審査

最終審査

補助金 奨励賞

プレゼンテーション審査を経て、

対象事業として選考されます。

※説明会の開催日時は、

県のホームページをご覧ください。

成長支援事業

基金21　応 募 か ら 決 定 ま で の 流 れ


