
ひょうごボランタリープラザ活動支援施策の経緯

１ 基本コンセプト ２ 機能

１．活動資金支援（基金事業内容）

Ｈ１５ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

※ボランティア活動の安定的かつ継続的な振興 ※学生のボランタリー活動支援

予算小計
３０，０００千円

（復興基金１３０，０００千円） 90,500千円 90,500千円 90,400千円 90,000千円

※活動拠点整備 ※ＮＰＯの立ち上げ支援

※広域性の高い事業、斬新的な活動の拡大発展 ※寄附募集支援

フロンティア事業助成
上限１００万円 １５件

※地域課題の解決 ※斬新・先導的な取組支援 ※活動・経営相談の場の運営

NPOパワーアップ事業助成
１５万円 １０件程度

※ＮＰＯの基盤強化 ※ＮＰＯの基盤強化

※ＮＰＯの活動基盤強化 ※専門性の高い人材育成

※ボランタリー活動の促進

※ボランタリー活動の促進

予算小計
8,300千円

（復興基金43,000千円） 27,600千円 23,000千円 19,000千円 21,000千円

※行政とＮＰＯとの協働 ※ＮＰＯ等と県の協働

※行政とＮＰＯの協働 ※行政とＮＰＯとの協働 ※ＮＰＯ等と市町の協働

予算小計
5,800千円

(復興基金23,000千円)
13,400千円 18,100千円 18,100千円 13,000千円

※調査研究への支援

企業等との協働奨励事業
上限５０万円 ６件

※企業とＮＰＯとの協働 ※企業とＮＰＯとの協働
中間支援ＮＰＯ助成
上限１００万円 ９件

※中間支援組織の活動支援 ※中間支援組織の活動支援 ※ＮＰＯ等の活動基盤強化

予算小計 ー 8,500千円 8,500千円 11,500千円 12,000千円

ＮＰＯ等カフェ運営事業
１００万円 １０件

行政・ＮＰＯ協働事業助成（ＮＰＯ提案型）
１年次３０万円 ２年次６０万円 ３年次１００万万円

行政・ＮＰＯ協働事業助成（行政提案型）
３０万円 ５件

139,000千円

8,500千円

60,000千円 62,000千円

30,000千円 30,000千円

207,000千円140,000千円 141,000千円 139,000千円140,000千円

ボランタリー
グループの
支援

活動のレベ
ルアップ

福祉ボランティア活動振興助成（事業費）
上限３０万円 １５件

復興基金ボランティア活動助成（事業費）
上限１５万円 ６０件

復興基金ボランティア活動助成（事務所借上費）
上限５０万円 ３５件

３０，０００千円
（復興基金１３０，０００千円）

ボランティアグループ活動助成（運営費）
１団体３万円 １，０００件

復興基金ボランティア活動助成（運営費）
１団体３～１０万円 １，５００件

ひょうごボランタリープラザ開設１０年の実績

(1)地域支援拠点や中間支援組織に対する支援
地域支援拠点としての市区町社協ボランティアセンター、中間支援組織としての

ＮＰＯ等が、ボランタリーな活動を展開する個々の団体・ＮＰＯ等に対して、効果
的、効率的な支援が行えるよう、これらの地域支援拠点や中間支援組織への支援を
基本とし、全県センターとしてのヘッドクォータ機能を果たす。

Ｈ１４ Ｈ２２Ｈ１７ Ｈ２４

(2)情報ネットワークの基盤強化
情報公開やインターネットの普及により、ＮＰＯなど団体の

活動環境は飛躍的に改善されたことから、鮮度の高い情報をき
め細かく発信して、ボランタリー活動の基盤強化を目指す。

(3)多彩な活動資金支援
情報提供・発信、相談、交流・ネットワークなどの支援機能に加えて、

「ひょうごボランタリー基金」や震災復興基金を活用した様々なメニュー
の活動助成や貸付等の事業を一体的に実施することで、相乗効果の高い
支援を展開する。

(1)活動資金支援
(2)交流・ネットワーク
(3)人材育成
(4)情報提供・相談
(5)調査研究

第Ⅰ期 (H14～H16)

90,000千円

ＮＰＯ等イメージアップ作戦事業
１００万円 １０件

学生ボランタリー活動助成
５万円～１０万円 ７件程度

Ｈ２２～
※草の根活動への特化（法人
格をもつ団体は対象外）

90,000千円

立ち上げ支援助成
上限３０万円 ２０件

90,400千円95,000千円

予算計

ＮＰＯパワーアップ助成
５万円 ９件

復興基金パワーアップ助成
５万円 ４５件

4,500千円
（復興基金44,500千円）

5,300千円
(復興基金27,000千円)

ー

6,500千円
(復興基金43,000千円)

復興基金行政・ＮＰＯ協働事業助成
１年次３０万円、２年次６０万円、

３年次１００万円 １９件

ＮＰＯ等人材育成事業
１００万円 ５件

地域づくり活動支援事業
（市町モデル事業）

県・市町モデル併せて6,000万円

企業・ＮＰＯ協働奨励事業
５０万円 ３件

136,000千円

25,000千円 25,000千円

スーパーＮＰＯ育成事業
３００万円 １０件

17,000千円

地域づくり活動支援事業
（県モデル事業）

県・市町モデル併せて6,000万円

205,000千円

ＮＰＯと行政
の協働によ
る取組支援

39,000千円
(復興基金174,500千円)

41,800千円
(復興基金200,000千円)

ネットワーク
の拡大

44,100千円
（復興基金196,000千円）

ー

行政・ＮＰＯ協働事業助成
１年次３０万円、２年次６０万円、３年次１００万円 ４件

4,500千円

中間支援活動助成
１００万円 ６件

チャレンジ事業助成
新規事業：上限１００万円、既存事業：上限５０万円 ７件程度

インターン助成
海外：上限３０万円 国内：上限１５万円 ３件程度

ボランタリー活動支援拠点・ＮＰＯ協働事業助成
３０万円～９０万円 １０事業程度

ＮＰＯパワーアップ助成
１５万円 １０件程度

19,500千円 19,000千円

第Ⅱ期 (H17～H21) 第Ⅲ期 (H22～H24)
１ 基金事業の見直し（H22）
(1)県民ボランタリー活動助成で引き続き草の根の活動の裾野拡大を支援
(2)ＮＰＯの活動段階に応じた支援を展開するとともに先駆的先導的な活

動を支援し、ボランタリー活動の質の向上を図る。
(3)多様な主体の協働による取り組みや中間支援活動の展開等ネットワー

クを生かした活動を支援。
２ 新しい公共支援事業の実施（H23～H24）
(1)国の「新しい公共支援事業交付金」を活用し、「新しい公共」の担い

手となるＮＰＯ等の自立的活動を支援するため「地域づくり活動支援
事業」を実施。この事業を通じて、ＮＰＯ等の活動基盤整備を図ると
ともに、ＮＰＯ等と県市町が協働して、地域課題の解決に取り組む。

３ 東日本大震災等の被災地支援
東日本大震災の被災地を支援するため、県民ボランティアの派遣や

「東北自動車道ボランティア・インフォメーションセンター」の設置・
運営等を行うほか、台風１２号・１５号水害や但馬雪害の被災地支援
を実施。

18,100千円

11,500千円

３０,０００千円
(復興基金１３０，０００千円)

Ｈ１６

１ 基金事業の見直し
○阪神・淡路大震災復興基金の果たしてきた役割を踏まえ、県民ボランタリー活動

の活発な展開を支援するため、ひょうごボランタリー基金助成制度を体系的に見
直し県域を網羅する助成制度の効果的な活用に向けた新たな枠組みを構築。

(1)個々のボランティアの自律性・スキルの向上と裾野の拡大など質・量両面の確
保を図る。

(2)中間支援組織に対する支援メニューを通じて、個々のボランティアに対する効
率的・効果的な支援を行う。

２ 災害時におけるボランティア活動支援施策の推進
平成１６年の台風２３号水害や新潟中越地震等大規模災害の多発を受けて、災

害時に、救援ボランティアが最大限の力を発揮できるよう支援施策を推進。

Ｈ２３

県民ボランタリー活動助成
上限３万円 ３，０００件

Ｈ２１
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２．その他支援施策の推移

Ｈ１５ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

災害救援

ひょうごボランタリープラザ開設１０年の実績

Ｈ２４Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ１７

人材育成

Ｈ１４ Ｈ１６

交流・ネット
ワーク

情報提供・相
談

調査研究

※市区町社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターや中間支援ＮＰＯ
法人、行政、企業等が参加したネットワーク形成のための会議

ひょうごボランタリースクエア２１ ※団体・ＮＰＯ、企業等との協働による活動団体の交流促進（アワード、シンポジウム）

ＮＰＯと行政の協働会議 ※ＮＰＯと行政による協議・情報交換

団塊世代等地域づくり活動きっかけづくり事業

ひょうごボランタリー地域づくりネットワーク会議

災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議

市町ボランティアコーディネーター研修

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ講座

市町社協災害救援マニュアル策定支援事業

ＮＰＯ大学 ※ＮＰＯ・団体等の運営基盤の確立や組織運営・人材活用・資金調達等、専門性の高い知識を習得するための講座

ボランティアコーディネーター養成研修

災害ボランティアコーディネーター養成研修

地域づくり活動情報システム「コラボネット」 ※地域づくり活動団体が登録した活動情報を、地域別・分野別に整理の上インターネットで提供

ボランティア情報誌「コラボレーション」 ※プラザ事業、ＮＰＯ等情報、助成制度等を掲載した機関誌

交流サロン ※相談窓口、資料コーナー、セミナー室等を設置した交流スペース

のじぎくボランタリーネット ※ボランティア募集情報をメールマガジン等により配信

ＮＰＯ専門相談事業 ※法律・会計に関する専門相談

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ基盤強化研究

市民活動基盤強化研究

県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ
活動実態調査

市町社協ボランティアセンター現況調査

県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ
活動実態調査

ＮＰＯ法人
実態調査
(NPOﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ）

ひょうご
ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ白書

ＮＰＯと企業の連携・
協働調査

ＮＰＯ法人
実態調査
(NPOﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ）

市町社協ボランティアセンターの活動支援（相談、研修企画、講師派遣、事業助成等）

災害救援マニュアル
作成ハンドブック

ボランティ
アリーダー
養成・研修等

シニアボランティア育成支援事業（インストラクター養成講座、活動事例集作成等）

ボランタリー活動
ハンドブック作成

ボランティア
コーディネーター
マニュアル作成

台風９号

東日本大震災

台風１２号

台風15
号

但馬
雪害

台風
２３号

団塊世代等
地域づくり
活動支援ＮＰＯ等
ネットワークフォー
ラム

ＮＰＯ等人材育成事業（再掲）

ＮＰＯ等人材育成事業（再掲）

大規模災害時の
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの
機能・役割に関す
る調査研究
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