
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ＮＰＯ法人等向け＞ 

１）中間支援活動助成 
地域において中間支援機能を担っている団体を支援する助成 

 

２）地域づくり活動ＮＰＯ事業助成 

ネットワークを生かし地域づくりを進める NPO等を支援する助成 

ひょうごボランタリー基金とは 

「ひょうごボランタリー基金」は、２１世紀の成熟社会の重要な担い手であるボランテ

ィアグループ・団体、ＮＰＯ等が行う、福祉、環境、国際交流、芸術等幅広い分野の県民

ボランタリー活動の促進や、児童福祉施設入所児童及び交通遺児の激励など、地域福祉

の向上を図ることを目的として、平成１４年４月に創設された基金です。 

＜  
・団体向け＞ 

 
県民ボランタリー 
活動助成 
法人格を持たないボランタリー 

活動団体の自立を支援する助成 

ひょうごボランタリープラザ（兵庫県社会福祉協議会） 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 6 階 

TEL 078-360-8845  FAX 078-360-8848 （月から金曜日 9:00～17:00） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.hyogo-vplaza.jp/ 



平成３０年度 ひょうごボランタリー基金助成事業 募集一覧 
（30.3） 

＜ボランティアグループ・団体向け＞  
 

             

事 業 名 概   要 助成予定額 募集時期 

県民ボランタリー 

活動助成 

継続的にボランタリー活動を行う法人格を持たないボ

ランティアグループ・団体の福祉、まちづくり、文化・芸

術、環境、地域安全、国際交流、子どもの健全育成等に関

する取り組みに助成し、団体の自立支援を促します。 

<助成額> ＊注 1 

 上限 3万円（全グループ・団体一律同額） 

9,000万円 

エントリー受付及び 

申請期間については、 

別途お知らせします。 

  注１ エントリー（事前申込）受理数により助成額を決定しますので、3 万円より減額となる可能性があります。 
（H29年度実績：2万 5千円/件） 
 

＜ＮＰＯ法人等向け＞ 〔募集期間：４月１６日～５月３１日〕 
 

事業名 対 象 助成額 概  要 件数 
助成 

予定額 

中間支援 

活動助成 

中間支援 

活動を行う

NPO法人、 

一般社団 

（財団）法

人等 

上限 

100万円 

 

※① 

上限 50 万円 

①+② 

100万円 

 

  

①基本事業 

中間支援活動を行うNPO法人等が相談、

ネットワーク、情報提供等の機能を発揮 

して、地域のNPO等の基本的な活動を支援

する取り組みに助成します。 

 １ 相談    ２ 情報提供・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 ３ 人材育成  ４ 書類作成指導 

５ その他 

②企画立案事業 

課題解決に向け、時節に応じた企画立案

事業を実施する場合、①と合わせて上限額

を100万円とします。 

・一つの市区町

域のみを対象

とする場合は

不可 

・①のみの 

申請可 

・②のみの 

  申請不可 

・同一内容の企

画立案事業へ

の助成は最長

３年とする 

10件 

～  

20件 

1,000

万円 

地域づくり

活動NPO 

事業助成 

NPO 法人ま

たはNPO法

人 に 準 じ

る団体 

上限  

50万円 

NPO法人等が地縁団体等と連携し、その

機動力、専門性などを活かした地域づくり

等の取り組みに助成します。 

事業内容により、①連携を重視する事

業、②先導的・先駆的な取組を重視する事

業、それぞれ１件ずつ（計2件まで）申請

可能です。 

 

①については、互いの強みを生かして、交

流・ﾈｯﾄﾜｰｸ促進などにつながる取り組み

を支援します。中間支援機能が十分でな

い地域（西播磨、但馬、丹波、淡路等）

を優先します。 

②については、地域における社会的課題解

決を図り、地域の安全・安心を高め、再

生・創生に繋げ、また社会的弱者の支援

を目指す取組などを、連携して取り組む

NPO等の先導的､先駆的な取り組みを支援

します。 

（例：子育て支援、介護予防、生活困窮者

支援、空き家利用など） 

・NPO同士が連

携した場合、

同一事業への

複数団体から

の申請は不可 

42件 

程度 
2,100

万円 

※ 助成上限額に関わらず、上限額より少額の事業申請も受け付けています。 
 



 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 

平成 30年4 月16 日（月）～5 月31 日（木） ※必着 

 
中間支援活動を行うＮＰＯ法人等が相談、ネットワーク、情報提供等の機能を発揮して、地域の 

ＮＰＯ等の基本的な活動を支援する取り組みや、課題解決に向けた企画立案事業に助成します。 

  ① 基本事業 
１ 相談 ２ 情報提供・ネットワーク ３ 人材育成 ４ 書類作成指導 ５ その他 

② 企画立案事業 

地域のＮＰＯ等の課題解決に向けた、時節に応じた企画立案事業。 

        ※ 一つの市区町域のみを対象とする場合は不可。 
※ ①のみの申請は可。②のみの申請は不可。 
※ ②の企画立案事業の同一内容での申請は最長３年です。 

 

上限100 万円 （①の上限 50 万円。①＋②は 100 万円。助成予定額 1,000 万円） 

    ※複数年にわたって事業を実施することも可能ですが、年度ごとに改めて審査を行ったうえで、 
助成の可否を決定します。 

 
中間支援活動を行うＮＰＯ法人、一般社団（財団）法人等。要件はおおむね次のとおりです。 

① 主たる事務所が兵庫県内にあること。 
② 法人認証後、原則として３年以上経過していること。 
③ 分野を特定しない中間支援活動を日常的に実施していること。 
④ ＮＰＯ等の運営について相談・助言できる専従職員と専用事務室を有していること。 
⑤ 機関紙、ＨＰなど充実した広報ツールを編集・発行していること。 
⑥ ひょうごボランタリー基金を始め、競争的な外部資金の獲得の実績が豊富なこと。 
⑦ 外部支援スタッフなど経験豊富な人材を有し、必要に応じその支援が受けられる体制にあること。 
⑧ ネットワーク的な組織・活動の事務局運営の経験があること。 
    

応 募 期 間

助 成 対 象 事 業

助 成 金 額

助 成 対 象 団 体

 

 

  

 

平成 3１年度も実施予定！ 

https://www.silhouette-ac.com/detail.html?id=159937&ct=&n=&sw=%E4%BB%B2%E9%96%93


 

■中間支援活動助成 （単位：円）

1
（特非）コミュニティアートセンター

プラッツ
＜基本事業＞NPO法人スタッフスキルアップ支援事業 500,000

2 （特非）奥播磨夢倶楽部
＜基本事業＞困った時の地域づくり相談室

＜企画立案事業＞「次世代へのバトン」プロジェクト
500,000

3 （特非）あしやＮＰＯセンター
＜基本事業＞アウトリーチとコーディネーション基軸の市民活動支援事業

＜企画立案事業＞省察による中間支援組織スタッフの専門性育成事業
331,000

4
（認定）コミュニティ・サポートセン

ター神戸

＜基本事業＞実践型NPOリーダー養成講座

＜企画立案事業＞コーズ・マーケティングの手法を用いたNPOと企業の連携モデル事業
1,000,000

5
（特非）北播磨市民活動支援セン

ター

＜基本事業＞ＮＰＯ設立・運営相談事業

＜企画立案事業＞ＮＰＯ組織基盤強化のための伴走型支援事業
738,000

6 ＮＰＯ会計支援センター合同会社
＜基本事業＞ＮＰＯ法人会計実務力向上支援事業

＜企画立案事業＞ＮＰＯ法人会計相談事業
500,000

7 （認定）しみん基金・こうべ
＜基本事業＞助成事業＋広報活動

＜企画立案事業＞チャリティ・パーティーTanimacthing.vol3開催事業
940,000

8 （特非）シンフォニー
＜基本事業＞地域ＮＰＯステップアップ支援

＜企画立案事業＞①クラウドファンディング事業　②地域に学ぶ1dayスクール
500,000

9 （認定）市民活動センター神戸
＜基本事業＞NPO法人支援事業

＜企画立案事業＞休眠預金制度に関する学習会・研修事業
930,000

10 （認定）コムサロン２１
＜基本事業＞播磨ＮＰＯ中間支援センター（運営総合支援事業）

＜企画立案事業＞ユニバーサル社会のためのＮＰＯネットワークづくり
500,000

11 （特非）生涯学習サポート兵庫
＜基本事業＞子育て支援NPOに特化した中間支援事業「はりま子育て支援団体ネットワーク」

＜企画立案事業＞行事お助けハンドブック制作プロジェクト
1,000,000

12 （認定）まち・コミュニケーション

＜基本事業＞小規模ボランティア団体やNPO団体への運営・活動への相談支援事業

＜企画立案事業＞次なる災害へ向けて、勉強会から“NPO組織の力を活かすプラットフォームづ

くり ”へ展開
1,000,000

13 （特非）ひと・まち・あーと
＜基本事業＞西播磨ソーシャルサポートセンター事業

＜企画立案事業＞先進事例に学ぶソーシャルビジネスセミナー事業
500,000

14
（特非）ソーシャルデザインセン

ター淡路

＜基本事業＞SODA地域づくり応援事業

＜企画立案事業＞地域課題解決と地域循環経済を促進する「三世代バンク」の開設　～新たな

中間支援～
1,000,000

15 （一財）明石コミュニティ創造協会

＜基本事業＞市民活動団体のフェーズに応じた自立ステップアップサポート強化事業

＜企画立案事業＞地縁型コミュニティの量的・質的拡充にむけた地域支援シンクタンク機能の立

ち上げ事業
1,000,000

16 （一社）エミライフ創研

＜基本事業＞働いている人のためのNPO等支援窓口事業　－夜・休日・遠隔地をサポート－

＜企画立案事業＞NPO活動のための「組織改革」「ブランディング」構築事業　－“自立できる”

NPO団体創出のためのサポート－
500,000

17 （特非）コミュニティ事業支援ネット
＜基本事業＞NPOの運営相談及び企業・NPO・市民団体をつなぐ中間支援事業

＜企画立案事業＞NPOの基盤強化をめざすNPO法人の指針・評価基準作成事業
1,000,000

18 （公財）ひょうごコミュニティ財団
＜基本事業＞NPOファンドレイジング支援事業

＜企画立案事業＞遺贈寄付を中心とした地域へのファンドレイジング拡大
500,000

19 （特非）市民事務局かわにし
＜基本事業＞「NPO大学・マナビ塾」2018

＜企画立案事業＞「NPO共済制度の創設めざして」
1,000,000

20 （特非）シミンズシーズ
＜基本事業＞NPO後継者育成支援事業

＜企画立案事業＞NPOの情報発信をサポートするライター・フォトグラファーバンク開設事業
1,000,000

21
（特非）場とつながりの研究セン

ター

＜基本事業＞NPOや地縁団体の事務力アップ支援事業

＜企画立案事業＞地域課題解決を目指す「未来思考の対話」の場づくり促進事業
500,000

計 15,439,000

平成３０年度 ひょうごボランタリー基金助成事業　助成団体

番号 助　成　団　体　名 助　　成　　事　　業　　名 助成額



 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 30年4 月16 日（月）～5 月31 日（木） ※必着 

 
ＮＰＯ法人等が地縁団体等と連携し、その機動力、専門性などを活かした地域づくり等の

取り組みに助成します。 
事業内容により、①連携を重視する事業、②先導的・先駆的な取組を重視する事業、それ

ぞれ 1件ずつ（計 2件まで）申請可能です。 
※①については、互いの強みを生かして、交流・ﾈｯﾄﾜｰｸ促進などにつながる取り組みを支援します。中間

支援機能が十分でない地域（西播磨、但馬、丹波、淡路等）を優先します。 
 ②については、地域における社会的課題解決を図り、地域の安全・安心を高め、再生・創生に繋げ、ま

た社会的弱者の支援を目指す取組などを、連携して取り組む NPO 等の先導的・先駆的な取り組みを

支援します。 
例：①父親、祖父母、地域の人々を巻きこんだ子育て支援活動など 
  ②高齢者等が自立した日常生活を営むことを支援する健康づくり、介護予防に関する活動など 
  ③生活困窮者支援、高齢者の見守り、就労支援など 
  ④古民家再生活動（交流拠点としての活用）など 
  ⑤地域の資源を活用した雇用の創出など 

※ ＮＰＯ同士が連携した場合、同一事業への複数団体からの申請は認めません。 
 

上限 50 万円  （助成予定額 2,100 万円） 

①及び②はそれぞれ１件ずつ申請可能とします。 
    ※複数年にわたって事業を実施することも可能ですが、年度ごとに改めて審査を行ったうえで、 

助成の可否を決定します。 

 
主たる事務所が兵庫県内にある「ＮＰＯ法人」または「ＮＰＯ法人に準ずる団体」で、当該事業につい

て責任をもって遂行できる能力を有し、次の要件をすべて満たすもの。 

 ＮＰＯ法人 

① 毎事業年度初めの３ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書・貸借対照表・役員名簿な

どの書類を作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出していること。 

② 組合等登記令に基づく、設立の登記及び必要な変更の登記をしていること。 

ＮＰＯ法人に準

ずる団体 

① 定款または会則等を制定していること。 
② 今年度の事業計画書及び収支予算書と前年度の事業報告書及び収支決算書を作成し

ていること。 
③ 役員名簿及び構成員名簿を作成していること。 
④ 団体の構成員数が１０人以上であること。 
⑤ 不特定かつ多数の利益の増進に寄与する活動を目的とし、併せて、政治・宗教・営利

的な活動を目的としていないこと。 

応 募 期 間

助 成 対 象 事 業

助 成 対 象 団 体

助 成 金 額

 

 

 

平成 3１年度も実施予定！ 

https://www.silhouette-ac.com/detail.html?id=159933&ct=&n=&sw=%E4%BB%B2%E9%96%93


 

■地域づくり活動NPO事業助成（連携重視） （単位：円）

1 （特非）生涯学習サポート兵庫 しんぐう活性化プロジェクト 500,000

2 （特非）ソーシャルデザインセンター淡路 支え合いと地域経済循環の両立をめざす新たな電子地域通貨構築 400,000

3 （特非）みっくす むすぶ・つなぐ・ひろがる　みっくす街づくりプロジェクト 500,000

4
（特非）淡路島ファミリーサポートセンターまあ

るく
輝くMother’s 応援プロジェクト 350,000

5 （特非）神戸まちづくり研究所 明舞団地エリアマネジメント推進事業 500,000

6 プラットフォーム淡路島 プラットフォーム淡路島　地域づくりネットワーク強化事業 500,000

7 姫路ジャコウアゲハ倶楽部 姫路市蝶ジャコウアゲハプロジェクト 200,000

8 （特非）さんぴぃす
淡路島の三市を「島ぐらしカフェ」でつなぎ、コミュニティ活性化事業　～人材発掘！移住者、

女性、元気なシニアの活躍できる場を考えよう～
500,000

9 武庫川づくりと流域連携を進める会 住民主体の武庫川づくりを進めるための流域連携による「武庫川守(むこがわもり)活動」 405,000

10 （一社）ひとネットワークひめじ 姫路マチヅカイ大学～みどりびと育成プロジェクト～ 350,000

11 生涯学習応援隊so-so.39 バリアを超えて繋がろう！　聴きたい、喋りたい、伝えたい！ 500,000

12 （特非）淡路島SPO支援センター 古民家を利用した地域自立型まちづくりコミュニティセンターの創出と継続のしくみづくり 500,000

計 5,205,000

■地域づくり活動NPO事業助成（先導的・先駆的） （単位：円）

1 （特非）神戸定住外国人支援センター 地域起業リソースをむすぶ「縁会」 500,000

2 東灘こどもカフェ 誰でもアーティスト（作家）事業の2年目 300,000

3 （特非）学習支援ソサエティ命の根 「わかる・できる・自信がつく勉強会」 500,000

4 （特非）灘水仙の里 坂道が生み出す絶景ポイントで暮らす高齢者の移動＆サポート支援。 420,000

5 （特非）奥播磨夢倶楽部 地域主体による着地型周遊観光の推進 365,000

6 （特非）エナガの会 空き家を活用した医療介護福祉専門職による集い場づくり 410,000

7 （特非）きょうどうのわ 六甲アイランド・遊びから始める共生の居場所づくり 500,000

8 （特非）D・B・Cグループ 但馬の古布資源活用で魅力発信と雇用の創出事業 380,000

9 （特非）なごみ 「多世代参加型　地域夕食会」事業 400,000

10 （特非）スローソサエティ協会 シビックプライド醸成のための＜聞き書き＞モデル事業　第２章 405,000

11 （認定）しみん基金・こうべ ミッションをベースにしたハンズオン型NPOマネジメント支援事業2018 500,000

12 ヘルスマスターズネット どこでも保健室 500,000

13 多文化共生センターひょうご もう一歩先へ！外国にルーツをもつ青少年の教育・キャリア支援 500,000

14 武庫川づくりと流域連携を進める会
住民主体の武庫川づくりスタートにむけた川づくりリーダー養成武庫川講座「武庫川づくり実

践講座」
500,000

15 （特非）生涯学習サポート兵庫 子どもの発達よろず相談プロジェクト 500,000

16 （特非）さんぴぃす 認知特性の違いによる学習障がいとコミュニケーションの改善事業 500,000

17 （特非）神戸の冬を支える会 刑余者等の社会復帰と生活再建および再犯防止のための支援事業 500,000

18 （特例認定）まなびと 在留外国人の社会課題解決活動への参加を促進プロジェクト 500,000

19 プロジェクト福良 古民家の再活用による南あわじ市福良地区の活性化事業 500,000

20 （特非）場とつながりの研究センター 地域連携型若者支援プログラム開発事業 500,000

計 9,180,000

平成３０年度 ひょうごボランタリー基金助成事業　助成団体

番号 助　成　団　体　名 助　　成　　事　　業　　名

番号 助　成　団　体　名 助　　成　　事　　業　　名 助成額

助成額
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