
都道府県 委託事業
（行政が事業内容に対し一定の条件をかけ、実施団体を公募するもの）

講師派遣・講座 活動支援 その他

北海道 市民活動促進講座開催業務公募型プロポーザル

青森県

岩手県 NPO活動交流センター管理運営事業

安全で安心なまちづくり活動を行う団体への支援

NPOのための専門相談

秋田県

山形県 やまがた社会貢献基金協働助成事業（テーマ希望型） 寄附募集支援事業

福島県 チャレンジふくしま県民運動イベント開催業務委託 ふくしま未来マップ（ラジオでの活動紹介）

茨城県 「寺子屋サルーン」、「さくらミーティング」など多数

栃木県

群馬県

千葉県 ボランティア参加促進事業 協働によるコミュニティづくりの普及・促進

東京都

NPO向けの各種講座

NPOとの連携開催

新潟県

富山県 NPO法人設立支援・組織強化研修

石川県 NPO起業実践講座開催事業業務委託 これDo？（物品マッチング）

福井県

山梨県

長野県 協働コーディネートデスク

岐阜県

静岡県

愛知県 NPO社会人ボランティア普及啓発事業 NPOマネジメントスクール

三重県

滋賀県 NPO・協働はやわかりセンター 滋賀県と民間との協働に関する相談窓口

ナレッジ×DIY

京都府職員 NPO等短期派遣研修

大阪府

和歌山県

岡山県

広島県 ひろしま県民活動表彰

山口県 チャレンジやまぐち！地域貢献賞

徳島県

香川県 NPO法人研修会 ボランティア大賞

高知県 専門家の派遣

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県 事業報告書、各種手続きに関するセミナー

大分県

宮崎県 出前相談

鹿児島県 地域づくりプロデューサー養成講座

沖縄県

小計 12 14 11 6

企業・ＮＰＯ・大学 パートナーシップ支援事業

NPO法人向け講習会 会議室等の貸し出し

鳥取・島根広域連携協働事業

鳥取・島根広域連携協働事業

愛媛県NPO法人育成支援事業

協働提案サポートデスク

Saitama Smile Womenフェスタ2016中核的NPO育成事業

「アドバイザー相談」委託事業

埼玉県共助の取組マッチング事業

県有遊休施設の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業宮城県

埼玉県

神奈川県

京都府

兵庫県

奈良県

鳥取県

島根県

愛媛県
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http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/subamiyaindex.html
http://www.miyagi-npo.gr.jp/plaza/jigyou/soudan.htm
http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000448/
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/npo1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/kenmiundou8.html
http://www.rfc.jp/bangumi/mirai_map/index.html
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/undo/npo-top.html
http://www.daisuki-ibaraki.jp/saloon/shusai.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/kyoudou/index.html
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http://www.npo.metro.tokyo.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100303/p895961.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100303/p895970.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1204045276345.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1712/
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1712/kj00010166.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kurashi/jishukatsudo/npo/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/npo/1504npokigyoujissenn.html
http://www.ishikawa-npo.jp/koredo/
http://www.pref.fukui.lg.jp/manabi/jinken11/cat2201/index.html
http://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/90283056626.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/
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http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/probono2016.html
https://www.aichi-npo.jp/5_NPO_shien/1_aichiken/8_management/management_index.html
http://www.pref.mie.lg.jp/IRIS/
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/katsudo/kyodonet/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/katsudo/kyodonet/bukai/kenseihayawakari.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/kyoudousuishin/kyoudou_soudan.html
http://www.pref.kyoto.jp/npo/psc/knowledgebydiy_history.html
http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/news/27npohaken_dantaiboshu.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/index.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/index.html
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-79753.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/
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http://www.kyoujyo-net-kagawa.jp/plaza/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/vnpo/shien/management/H27/npohp.htm
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http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6188/
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http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/hosin_sesaku/kyodo/tottori_shimane_kouiki_renkei_jigyou.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/118658.htm
http://nv.pref.ehime.jp/data/html/201600000021/index.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/supportdesk/
http://www.saitamaken-npo.net/html/jyosei-seminar/28josei/saitamasmilewomen2016/saitamasmilewomen2016npo.html
http://www.saitamaken-npo.net/html/jyosei-seminar/28josei/28chuukakuteki/28chukakunpo.html
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http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/v-hyogo/
http://www.pref.nara.jp/18037.htm
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仙台市 仙台市まちづくり支援専門家派遣制度 市民活動補償制度 せんだい市民カフェ

協働のテーブル

市民活動ネットワーク

川崎市 川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度 応援しようNPO！

市民活動サポート補償制度

街美化アダプト制度

新潟市

静岡市 協働パイロット事業

名古屋市

大阪市 すこやかパートナー制度

堺市

NPO等育成アドバイザー派遣

いいトコロをついばんでみよう！

岡山市市民協働推進モデル事業（行政提案型）

市民協働推進ニーズ調査事業

福岡市

熊本市 熊本市ボランティア活動保険

小計 4 4 11 7

出前講座　～"浜松市"のココが知りたい～ 市民協働たねからみのり 市民活動体験講座

支援制度ガイドブック横浜市市民活動保険

地域連携促進事業推進及び事業の継続・創出にかかるレベルアップ支援業務

委託事業
（行政が事業内容に対し制限をかけ、実施団体を公募するもの）

その他活動支援講師派遣・講座

KOBEソーシャルビジネスマーク

岡山市市民活動保険制度

市民活動保険制度

北九州市市民活動保険制度

岡山市

広島市

北九州市

政令市

札幌市

さいたま市

千葉市

横浜市

相模原市

浜松市

京都市

神戸市

http://www.city.sendai.jp/manabu/shimin/index.html
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仙台市 仙台市まちづくり支援専門家派遣制度 市民活動補償制度 せんだい市民カフェ

協働のテーブル

市民活動ネットワーク

川崎市 川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度 応援しようNPO！

市民活動サポート補償制度

街美化アダプト制度

新潟市

静岡市 協働パイロット事業

名古屋市

大阪市 すこやかパートナー制度

堺市

NPO等育成アドバイザー派遣

いいトコロをついばんでみよう！

岡山市市民協働推進モデル事業（行政提案型）

市民協働推進ニーズ調査事業

福岡市

熊本市 熊本市ボランティア活動保険

小計 4 4 11 7

出前講座　～"浜松市"のココが知りたい～ 市民協働たねからみのり 市民活動体験講座

支援制度ガイドブック横浜市市民活動保険

地域連携促進事業推進及び事業の継続・創出にかかるレベルアップ支援業務

委託事業
（行政が事業内容に対し制限をかけ、実施団体を公募するもの）

その他活動支援講師派遣・講座
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