
 

 

企業とＮＰＯの協働を支援します！ 
～協働して取り組むテーマを募集中！ ～ 

 

県は、地域の様々な課題の解決に向け、ＮＰＯや企業などの多様な主体によ

る協働・連携を進めています。昨年度に引き続き、今年度も、企業とＮＰＯを

仲介し、両者のマッチングの機会を提供する「企業とＮＰＯのパートナーシッ

プ支援事業」を実施します。実施にあたり、次のとおり、企業とＮＰＯの皆様

から、「事業テーマ」を募集します。 

 

１ 事業テーマの募集 

企業又はＮＰＯとお互いに協働して取り組みたい事業テーマを募集します。 

募集期間 ５月７日（火）～８月11日（日） 

応募方法 郵送又は電子メールでＮＰＯ協働推進課へ 

※応募様式は、県ＨＰに掲載中です。 

県ＨＰ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6188/） 

２ 企業とＮＰＯのパートナーシップミーティング 

事業テーマにつながる新しいアイディアを出し合ったり、企業とＮＰＯが

協働するきっかけをつくったりする交流会です。 

日  時 ５月24日（金）13時～17時 

場  所 かながわ県民センター２階ホール 

参加申込 フォームメール又はファックスでＮＰＯ協働推進課へ 

           ※県ＨＰ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6188/） 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１：企業とＮＰＯのパートナーシップ支援事業2013（ちらし） 

参考資料２：企業とＮＰＯのパートナーシップミーティングvol.1（ちらし) 

参考資料３：企業とＮＰＯのパートナーシップ支援事業2012年度マッチング事業一覧 
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  参考資料 

【支援事業の流れ】 

１ 協働して取り組みたい事業テーマを企業・ＮＰＯから募集 

２ いただいた事業テーマの応募者（企業・ＮＰＯ）をマッチングするため、県が双方を仲介 

（企業とＮＰＯが交流するパートナーシップミーティングを複数回開催） 

３ 企業とＮＰＯのマッチングが成立した協働事業を公表し、事業スタート 

（問い合わせ先） 

  神奈川県県民局くらし県民部ＮＰＯ協働推進課 

   課長 鈴木       電話(045)210-3700 

   NPO支援グループ 芳賀 電話(045)210-3703 

 



企業 NPO と の 

パートナーシップ 
支援事業 

県が、企業とＮＰＯを仲介し、マッチングの機会を提供す

る仕組みです。 

パートナーシップ支援事業とは 

・ＮＰＯと組んで何かを始めたい企業のみなさま 

・企業とコラボして活動を発展させたいＮＰＯのみなさま 
 

 今年もやります！企業とＮＰＯのパートナーシップ支援事業！ 

問 い合わせ先 
神奈川県 県民局 くらし県民部 ＮＰＯ協働推進課  電話：０４５－２１０－３７０３ 
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0223/ 

・地域社会とのつながりをつくりたい 
・社会貢献活動に対する社員の意識を高めたい 
・ＮＰＯと協力して新たな事業を立ち上げたい 

・企業と組んで活動の場を広げたい 
・団体の強みを活かして、企業とコラボしたい 

【企業】 

【ＮＰＯ】 

そんな想いをつなぎます。 
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パートナーシップ 
ミーティング vol.1 

事業テーマ募集 

マッチング！ 

公表！！ 

Start！！！ 

パートナーシップ 
ミーティング vol.2 

・県は「事業テーマ」（企業・ＮＰＯが協働して取り組みたい事業のテーマ）を

募集します。 

・ 企業はＮＰＯと、ＮＰＯは企業と 協働したい事業テーマを応募してください。 

・「事業テーマ」を通じて、自組織のしたいことを広くアピールしましょう。 

・企業とＮＰＯのつながりを見つける会（全４回） 
   ①５月２4日in横浜（かながわ県民センター） ②６月２１日in海老名（海老名市文化会館） 

   ③７月1８日in横須賀（横須賀商工会議所）    ④８月９日in平塚（平塚商工会議所） 

 →多くの人と交流し、「できること」を出し合いながら、つながりを見つけましょう。 

・企業とＮＰＯのつながりを深める会 

  ・9月2日（かながわ県民センター） 

 →つながりを深めて、事業化を目指したマッチングにつなげましょう。 

・パートナーシップミーティングを通じてできたつながりを基に、企業とＮＰＯ

がマッチングしていきます。 

・県は、必要に応じて、企業とＮＰＯの個別面談の場を設定します。 

・「パートナーシップ ・キックオフミーティング」（１１月中下旬）を開催し

て、広くアピールします。 

・ホームページやFacebook、県のたよりなど、様々な媒体でアピールします。 

・さあ、事業を始めましょう！ 

5/7～8/11 

5月～8月 

9/2 

11月 

事 業のながれ 

昨 年度マッチングした事業（の一部） 

【銭湯×ＮＰＯ】 （相鉄不動産販売（株）×（特非）文化学習協同ネットワーク ×（特非）ふれあい自然塾） 

 ・相鉄不動産販売㈱経営の「ここち湯相模原店」で、ひきこもりの若者等、就労支援を必要と

する方を対象に、職場体験プログラムを実施しました。 

【システム開発×ＮＰＯ】 （（株）計装エンジニアリング×ＮＰＯスクエア連絡会） 

 ・システム開発会社とＮＰＯが協働で、みなとみらい地区のバリアフリーマップをスマホアプ

リで作成しました。 

各ミーティングへの参加申込みなど、詳細はホームページをご覧ください。     

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6188/ 

（他の事業については、ホームページをご覧ください。） 

充 実のサポートメニュー。相談窓口など。 
【企業のためのＣＳＲ予約相談会】  （原則毎月第２水曜日） 

 ・地域貢献、ＮＰＯとの連携、そのための人材育成などについて、専門のアドバイザーがご相

談をお受けします。 

【社会貢献セミナー（仮）】 

 ・企業の「地域社会貢献」をテーマにしたセミナーを開催します。（３回程度開催予定） 

 

詳細は、ソーシャルコーディネートかながわのホームページをご覧ください。     

http:/socokana.jp/ 



企業 NPO と 

【主催】神奈川県 【協力】（一社）ソーシャルコーディネートかながわ 

日 時・場所 

2013年 5月24日（金） かながわ県民センター ホール 

 13:00～17:00 （開場12:30） 

パートナーシップ 

 神奈川県では、県が企業とＮＰＯを仲介し、マッチングの機会を提

供する、パートナーシップ支援事業を進めています。 

 今年度のスタートとして、「企業とＮＰＯのパートナーシップミー

ティングvol.1」を開催します。 

 企業やＮＰＯと新しいつながりを見つけたいみなさま、ぜひご参加

ください！ 

定員 
100名 

 

ミーティング 

（先着順） 

 「パートナーシップ支援事業」の詳細については、ホームページをご覧く

ださい。 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6188/ 

問 い合わせ先 
神奈川県 県民局 くらし県民部 ＮＰＯ協働推進課 

 電話：045-210-3703  ＦＡＸ：045-210-8835 

の 

参考資料２ 



         企業とＮＰＯのパートナーシップミーティングvol.1 参加申込書 

１．氏名【必須】 ２．会社または団体名【必須】 
 

３．連絡先電話番号または電子メール【必須】 

４．参加者間の交流を促進するため、イベント当日に、お名前と所属を掲載した名簿を配布いたします。名簿へのお名
前と所属の掲載の可否についてお知らせください。【必ずどちらかにチェックしてください】  
                  □名簿への掲載可       □名簿への掲載不可 

５．パートナーシップ支援事業を通じてマッチングした場合に、実施したい事業のイメージ【任意】 

６．あなたの組織が、パートナーシップの相手方に提供できること（ヒト、モノ、カネなどのリソース、組織の強みな
ど）【任意】 

７． パートナーシップを組む相手方に求めたいこと【任意】 

ホームページからフォームメールまたは下欄のファクス申込用紙でお申し込みください。 
参加は無料です。 

13:00 ～ 開会 

プ ログラム 

申 込方法・費用 

13:10 ～ 基調講演「社会性を経営戦略にする ～ＮＰＯとの協働のすすめ～」 

今は、社会貢献が経営的意味をもつ時代。取り組む際に注意すべき視点等も含めて、横浜市立

大学教授影山先生にお話しいただきます。 

横浜市立大学国際総合科学学術院教授/横浜市立大学CSRセンターＬＬＰセンター長  影山 摩子弥氏 

14:25 ～ 活動事例紹介 

 企業やＮＰＯの方に活動の紹介をしていただきます。（登壇者は調整中です） 

神奈川県 県民局 ＮＰＯ協働推進課 ＮＰＯ支援グループ 行    ［ＦＡＸ：０４５－２１０－８８３５］ 

かながわ県民センター ２Ｆ ホール 

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２ 

【電話番号】 ０４５－３１２－１１２１（代） 

【交通機関】 横浜駅「西口」または「きた西口」を出て、 

         徒歩およそ５分 

会 場案内 

15:10 ～ つながりを見つける会 

参加者のみなさんでいくつかのグループに分かれて話し合います。つながりを見つけましょう。 

13:50 ～ パートナーシップ支援事業について 

神奈川県 ＮＰＯ協働推進課 

※ ご記入いただいた個人情報等を、企業とＮＰＯのパートナーシップ支援事業以外の目的で利用することはありません。 

17:00 ～ 交流会 

閉会後、簡単な交流会を行います。 

ぜひご参加ください。 

※５～７については、イベント当日のグループ分けの際の参考にいたします。なるべくお書きください。 

（1組織2名様以内でお願いします） 



NPO の 

支援事業 
事 業の成果など 

【２．お金の大切さを学ぶカードゲーム講座＠三崎小学校】 

（ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）横浜お客様サービスプラザ 

 × ＮＰＯ法人みうら映画舎 × 三崎小学校 × 三浦市） 

 ・カードゲーム「お金の役割」（JCFA製作）を使って、お金の成り立ちや役割

を学び、その大切さを身につける体験学習を、三崎小学校で実施しました。 

（2013年１月17日実施） 

 ・小学6年生38人が、このゲームを通して、お金の大切さを楽しく学びました。 

【３．城ヶ島に新しいにぎわいを！】 

（（株）ミライカナイ × STEP CAMP実行委員会×ＮＰＯ法人みうら映画舎 

  × 三浦市） 

 ・キャンプを通じて防災の知識を学べる『城ヶ島外あそびのススメ』を城ヶ島

公園で実施しました。 

 ・5,000人以上の方が、キャンプを通じて防災について楽しく学習しました。 

（2013年2月10日実施） 

【１．スマホで障がい者の外出をサポート】 

（（株）計装エンジニアリング × ＮＰＯスクエア連絡会） 

 ・みなとみらい地区のバリアフリーマップをスマートフォンアプリで作成しまし

た。（2013年4月3日リリース） 

 ・スマートフォンを生活ツールとして活用し、障がい者の外出をサポート。 

参考資料３ 

企業 と 

パートナーシップ 



【５．身近な海を楽しく学ぶ教室＠つるや食堂】 

（（株）ミライカナイ ×（特非）ディスカバーブルー） 

 ・大人も子どもも『こども目線』で海を学ぶ教室を、城ヶ島のコミュニティス

ペース「つるや食堂」で開催しました。（2013年4月28日実施） 

 ・延べ110人の方が参加し、身近な海についてあらためて学びました。 

【６．子どもの事故をスマホで学ぼう】 

（（株）計装エンジニアリング × Safety Kids いずみ） 

 ・子どもの事故事例を絵本形式にまとめたスマートフォンアプリを作成します。             

（2013年5月下旬リリース予定） 

 ・子どもの周りにある身近な危険について、多くの方に知ってもらうきっかけに

し、子どもを守る大人を作ります。 

【７．銭湯をひきこもりの若者の就労体験の場に】 

（相鉄不動産販売（株）（（株） ネイト）× （特非）文化学習協同ネットワーク 

  × （特非）ふれあい自然塾） 

 ・相鉄不動産販売㈱経営の「ここち湯相模原店」で、ひきこもりの若者等、就労

の支援を必要としている方を対象とした職場体験プログラムを実施しました。 

（2012年9月4日～11月6日実施） 

 ・延べ８人の方が職場体験プログラムに参加しました。 

【４．防災イベント＠観音崎公園】 

 （横浜緑地（株）× STEP CAMP実行委員会） 

 ・観音崎公園で、遊びながら楽しく防災スキルを学べるイベントを実施しまし

た。（2013年３月16日実施） 

 ・企業とＮＰＯがお互いの強みを活かし、防災イベントを企画することで、災

害に強いまちづくりに貢献しました。（参加者約500人） 

【８．銭湯をＮＰＯの活動の場に】 

（相鉄不動産販売（株） （（株）ネイト） × エル・ソレイユ 

 × （特非）ふれあい自然塾） 

 ・相鉄不動産販売㈱経営の「ここち湯相模原店」で、ハープの演奏会を開催し

ました。（2012年１２月２日実施） 

 ・企業にとっては地域とのつながりを作る場に、音楽を通じた子育て支援をし

ているＮＰＯにとっては活動の場となりました。 



【９．企業とＮＰＯでひきこもりの若者の就労を支援】 

（（株） アルプスビジネスサービス × （特非）文化学習協同ネットワーク 

   × （特非）ふれあい自然塾） 

 ・ひきこもりの若者等、就労の支援を必要としている方を対象に、企業とＮＰ

Ｏが協働して、介護職研修を実施しました。 

  （2012年8月21日～9月13日及び10月23日～11月22日実施） 

 ・延べ２８人の方が参加しました。 

【１１．312mのバージンロード ～弘明寺商店街DEウエディング】 

 （ソウルマッケンジー（株）×横浜弘明寺商店街協同組合） 

 ・弘明寺商店街を挙げてウエディングを実施します。（カップル募集中） 

 ・商店街というコミュニティを挙げて、ウエディングを行うことで、地域コ

ミュニティの活性化を図ります。 

【１０．ＮＰＯの広報を企業が支援】 

（デュプロ（株） ×  ＮＰＯ法人フーズマイルぐりぐら） 

 ・印刷機器会社が自社製品を駆使して、ＮＰＯ法人のちらし1,500枚を無償で

作成しました。 

 ・企業が本業の強みを活かして、ＮＰＯを支援した事例です。 

  （2012年9月24日実施） 
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