
平成２０年８月１日現在

市町村名 担当課 市町村名 担当課

1 さいたま市 コミュニティ課市民活動支援室 41 伊奈町 生活安全課

2 川越市 市民活動支援課 42 三芳町 総合政策室

3 熊谷市 市民活動推進課 43 毛呂山町 総務課

4 川口市 かわぐち市民パートナーステーション 44 越生町 企画財政課

5 行田市 生活課 45 滑川町 総務政策課

6 秩父市 市民生活課 46 嵐山町 政策経営課

7 所沢市 コミュニティ推進課 47 小川町 政策推進課

8 飯能市 市民参加推進課 48 川島町 政策推進課

9 加須市 市民活動支援課 49 吉見町 政策財政課

10 本庄市 まちづくり課 50 鳩山町 政策財政課

11 東松山市 地域づくり支援課 51 ときがわ町 福祉課

12 春日部市 市民参加推進課 52 横瀬町 まち経営課

13 狭山市 市民文化課 53 皆野町 総務課

14 羽生市 地域振興課 54 長瀞町 総務課

15 鴻巣市 くらし支援課 55 小鹿野町 総合政策課計画推進室

16 深谷市 くらしいきいき課 56 東秩父村 総務課

17 上尾市 自治振興課 57 美里町 自治防災振興課

18 草加市 みんなでまちづくり課 58 神川町 総合政策課

19 越谷市 地域活動推進課 59 上里町 総合政策課

20 蕨市 市民活動推進室 60 寄居町 総務課

21 戸田市 コミュニティ推進課 61 騎西町 総合政策課

22 入間市 自治文化課 62 北川辺町 総合政策課

23 鳩ヶ谷市 防災・自治振興課 63 大利根町 企画財政課

24 朝霞市 地域づくり支援課 64 宮代町 総務政策課

25 志木市 地域振興課 65 白岡町 町民活動推進課

26 和光市 市民活動推進課 66 菖蒲町 総合政策課

27 新座市 自治振興課ボランティア推進室 67 栗橋町 政策推進課

28 桶川市 自治文化課 68 鷲宮町 政策財政課

29 久喜市 市民参加推進課 69 杉戸町 住民参加推進課

30 北本市 協働推進課 70 松伏町 企画財政課

31 八潮市 生涯学習まちづくり推進課

32 富士見市 協働推進課

33 三郷市 市民活動支援課

34 蓮田市 自治振興課

35 坂戸市 市民生活課

36 幸手市 くらし安全課

37 鶴ヶ島市 市民協働推進課

38 日高市 総務課

39 吉川市 市民参加推進課

40 ふじみ野市 くらし安全課

ＮＰＯ活動（市民活動）支援担当課一覧

　 ・ボランティア団体等　です。

※本調査におけるNPOとは、

　 ・特定非営利活動法人

　 ・市民活動団体



なし なし
（予定有） （予定有）

1 さいたま市 H19.3 さいたま市市民活動及び協働の推進条例 41 伊奈町

2 川越市 来年以降 42 三芳町 H20.3 三芳町協働のまちづくり条例

3 熊谷市 H19.10 熊谷市自治基本条例 43 毛呂山町

4 川口市 時期未定 44 越生町 未定

5 行田市 45 滑川町

6 秩父市 H17.5 秩父市まちづくり基本条例 46 嵐山町

7 所沢市 47 小川町

8 飯能市 48 川島町

9 加須市 検討中 49 吉見町

10 本庄市 50 鳩山町 H15.3 鳩山町まちづくり基本条例

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 52 横瀬町

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 54 長瀞町

15 鴻巣市 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 57 美里町

18 草加市 H16.6 みんなでまちづくり自治基本条例 58 神川町

19 越谷市 今年度中 59 上里町

20 蕨市 60 寄居町

21 戸田市 61 騎西町 H19.9 騎西町町民参画基本条例

22 入間市 H16.4 元気な入間まちづくり基本条例 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 64 宮代町 H20.4 宮代町まちづくり基本条例

25 志木市 H15.6
志木市市民との協働による
行政運営推進条例 65 白岡町 来年以降

26 和光市 66 菖蒲町

27 新座市 新座市自治憲章条例 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 H19.4 久喜市市民活動推進条例 69 杉戸町

30 北本市 来年以降 70 松伏町

31 八潮市

32 富士見市 H16.4 富士見市自治基本条例

33 三郷市

34 蓮田市

35 坂戸市

36 幸手市

37 鶴ヶ島市 H20.3 鶴ヶ島市市民協働推進条例

38 日高市

39 吉川市

40 ふじみ野市

市計 条例あり １０　なし ２５　検討中 ５

平成２０年８月１日現在
条例

町村計 条例あり ４　なし ２４　検討中 ２

合計 条例あり １４　なし ４９　検討中 ７

市町村名
あり あり 名称等

NPO活動（市民活動）の支援や協働の推進に関する条例
　条例の中に「ＮＰＯ」という表現がない場合でも、市民活動支援や住民との協働推進を
　目的としているものも含めています

名称等

条例
市町村名

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です
※色つき（水色）は、ホームページで公表をして
　　いる条例を示しています



なし なし
（予定有） （予定有）

1 さいたま市 H18.10
市民活動の推進と市民と行政の協働
の促進に関する指針 41 伊奈町

2 川越市 今年度中 42 三芳町 H19.10 三芳町協働のまちづくり推進計画

3 熊谷市 H20.3 市民との協働のまちづくり指針 43 毛呂山町

4 川口市 来年以降 44 越生町 来年以降

5 行田市 H19.3 行田市市民公益活動促進のための基本方針 45 滑川町

6 秩父市 H17.12 ＮＰＯとの協働推進要綱 46 嵐山町

7 所沢市 47 小川町

8 飯能市 来年以降 48 川島町

9 加須市 検討中 49 吉見町 来年以降

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 来年以降 52 横瀬町 来年以降

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 今年度中 54 長瀞町

15 鴻巣市 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 来年以降 57 美里町

18 草加市 H20.1
NPO・市民活動団体と市との協働のあ
り方（指針） 58 神川町

19 越谷市 59 上里町

20 蕨市 H19.2 市民参画・協働のまちづくり指針 60 寄居町

21 戸田市 H15.3 戸田市市民活動推進基本方針 61 騎西町 来年以降

22 入間市 今年度中 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 今年度中 64 宮代町 来年度中

25 志木市 H19.3 志木市市民協働のまちづくり推進指針 65 白岡町 H19.8 白岡町住民協働推進指針

26 和光市 H19.8 和光市協働指針 66 菖蒲町 今年度中

27 新座市 67 栗橋町

28 桶川市 今年度中 68 鷲宮町 H20.3 NPO・ボランティア活動促進のための基本方針

29 久喜市 69 杉戸町 H15 住民参加推進指針・住民参加推進計画（庁内用）

30 北本市 H19.3 北本市市民と行政との協働推進計画 70 松伏町

31 八潮市

32 富士見市

33 三郷市

34 蓮田市 来年以降

35 坂戸市 H18.9 市民活動支援指針（庁内向け）

36 幸手市

37 鶴ヶ島市 今年度中

38 日高市

39 吉川市 今年度中

40 ふじみ野市

名称等

市計 基本方針等あり11　なし16　検討中13

町村計 基本方針等あり 4　なし 20　検討中 6

合計 基本方針等あり15　なし36　検討中19

平成２０年８月１日現在

NPO活動（市民活動）の支援や協働の推進に関する基本方針等
　「基本方針等」には、基本方針・協働指針などを含めています。これらの中に「ＮＰＯ」という表現
がない場合でも、市民活動支援や住民との協働推進を目的としているものも含めています。

市町村名
あり 名称等

基本方針等
市町村名

基本方針等

あり

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です
※色つき（水色）は、ホームページで公表をして
　　いる基本方針等を示しています



なし なし
（検討中） （検討中）

1 さいたま市 時期未定 41 伊奈町

2 川越市 今年度
中を予定 42 三芳町

3 熊谷市 H18.4
熊谷市市民公益活動促進事業はじ
めの一歩助成金 43 毛呂山町

4 川口市 H20.4 市民活動助事業 44 越生町

5 行田市 平成２３
年度まで 45 滑川町

6 秩父市 H19.6 秩父市地域振興事業 46 嵐山町 H17.4 地域コミュニティ事業補助金

7 所沢市 47 小川町

8 飯能市 H20.4
①NPO法人設立支援事業　②
NPO法人初期活動支援事業 48 川島町

9 加須市
H9.5
H14.4

加須市地域市民活動支援補助金
加須市まちづくり連携組織補助金 49 吉見町

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 H15.4 環境まちづくり活動支援事業補助金 51 ときがわ町 H18.2 まちづくり活動支援事業補助金

12 春日部市 52 横瀬町 H19.11 地域パワーアップ助成金

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 H20.4 羽生市市民活動応援補助金 54 長瀞町

15 鴻巣市 H16.4 鴻巣市市民活動支援基金 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 57 美里町

18 草加市 H16.2 草加市ふるさとまちづくり応援基金 58 神川町

19 越谷市 H1.9 越谷しらこばと基金 59 上里町

20 蕨市 60 寄居町

21 戸田市 時期未定 61 騎西町 H18.12 騎西町公募型補助金

22 入間市 62 北川辺町 今年度中を予定

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 64 宮代町 H14 宮代町公募制補助金制度

25 志木市 H9.4
元気の出るまちづくり活動報奨金支
給制度 65 白岡町 来年以降

26 和光市 H14.3 和光市市民活動支援事業補助金 66 菖蒲町

27 新座市 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 H20.3 久喜市市民活動推進補助金 69 杉戸町

30 北本市 H20.6 北本市特定非営利活動法人設立補助金 70 松伏町

31 八潮市

32 富士見市

33 三郷市

34 蓮田市

35 坂戸市

36 幸手市

37 鶴ヶ島市

38 日高市 H19.5
日高市ボランティア活動等支援事業
補助金

39 吉川市

40 ふじみ野市

市計 助成制度等あり15　なし21　検討中4

町村計 助成制度等あり 5　なし 23　検討中 2

合計 助成制度等あり20　なし44　検討中6

平成２０年８月１日現在
助成制度 助成制度

名称等

NPO活動（市民活動）の育成・支援を目的とした助成制度等

市町村名
あり 名称等

市町村名
あり

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です
※色つき（水色）は、ホームページで情報提供
　　をしている助成制度を示しています



なし なし
（検討中） （検討中）

1 さいたま市 時期未定 41 伊奈町

2 川越市 42 三芳町

3 熊谷市 43 毛呂山町

4 川口市 H15.3 川口市ボランティア人づくり基金 44 越生町

5 行田市 来年以降 45 滑川町

6 秩父市 46 嵐山町

7 所沢市 47 小川町

8 飯能市 48 川島町

9 加須市 49 吉見町

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 52 横瀬町

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 H20.6 羽生市協働によるまちづくり基金 54 長瀞町

15 鴻巣市 H16.4 鴻巣市市民活動支援基金 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 57 美里町

18 草加市 H16.2 草加市ふるさとまちづくり応援基金 58 神川町

19 越谷市 H1.9 越谷しらこばと基金 59 上里町

20 蕨市 60 寄居町

21 戸田市 来年以降 61 騎西町

22 入間市 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 64 宮代町

25 志木市 65 白岡町

26 和光市 66 菖蒲町

27 新座市 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 H19.12 久喜市市民活動推進基金 69 杉戸町

30 北本市 70 松伏町

31 八潮市

32 富士見市

33 三郷市

34 蓮田市

35 坂戸市

36 幸手市

37 鶴ヶ島市

38 日高市

39 吉川市

40 ふじみ野市

市計 基金設置あり 6　なし 31　検討中 3

町村計 基金設置あり 0　なし 30　検討中 0

合計 基金設置あり 6　なし 61　検討中 3

NPO活動（市民活動）の育成・支援を目的とした基金の設置

あり 名称等 名称等

平成２０年８月１日現在

市町村名
基金の設置

あり
市町村名

基金の設置

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です
※色つき（水色）は、ホームページで情報提供
　　をしている助成制度を示しています



なし なし
（検討中） （検討中）

1 さいたま市 H19.4 さいたま市市民提案型協働モデル事業 41 伊奈町

2 川越市 H20.5 協働委託モデル事業 42 三芳町

3 熊谷市 H20.6 熊谷市協働事業提案制度事業 43 毛呂山町

4 川口市 来年以降 44 越生町

5 行田市 来年以降 45 滑川町

6 秩父市 46 嵐山町

7 所沢市 47 小川町

8 飯能市 H20.4 市民活動支援事業（テーマ設定型・自由提案型） 48 川島町

9 加須市 49 吉見町

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 52 横瀬町

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 54 長瀞町

15 鴻巣市 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 57 美里町

18 草加市 H16.10
みんなでまちづくり会議
（自治基本条例の中で定めている） 58 神川町

19 越谷市
常時、窓口での相談事項として検討を
行う。 59 上里町

20 蕨市 H16 男女共同参画サポート研究委託事業 60 寄居町

21 戸田市
ＮＰＯから提案があれば、その都度対
応している。 61 騎西町

公募型補助金の中で提案を受け、活
動を支援している。

22 入間市 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 64 宮代町 来年以降

25 志木市 65 白岡町 来年以降

26 和光市 来年度中 66 菖蒲町

27 新座市 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 H20.2 久喜市市民提案型協働事業 69 杉戸町

30 北本市 70 松伏町

31 八潮市

32 富士見市

33 三郷市

34 蓮田市

35 坂戸市

36 幸手市

37 鶴ヶ島市 今年度中

38 日高市

39 吉川市 来年以降

40 ふじみ野市

市計 事業等の実施あり9　なし26　検討中5

町村計 事業等の実施あり1　なし27　検討中2

合計 事業等の実施あり10 なし53 検討中7

NPO（市民活動団体）との協働提案事業の実施

あり 名称等 名称等

平成２０年８月１日現在

市町村名
協働提案事業

あり
市町村名

協働提案事業

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です



なし なし
（検討中） （検討中）

1 さいたま市 H16.4 市民活動支援室 41 伊奈町

2 川越市 H15 市民活動支援課 42 三芳町 H19.4 総合政策室

3 熊谷市 H17.10 市民活動推進課 43 毛呂山町 総務課自治振興係

4 川口市 H18.7 かわぐち市民パートナーステーション 44 越生町 ※企画財政課が兼務

5 行田市 H20.4 生活課 45 滑川町

6 秩父市 市民生活課 46 嵐山町

7 所沢市 H20.4 コミュニティ推進課市民活動支援室 47 小川町 政策推進課

8 飯能市 H19.4 地域文化・協働担当 48 川島町 H17.4 政策推進課

9 加須市 H18.4 市民活動支援課 49 吉見町 政策財政課

10 本庄市 H18.1 まちづくり課自治振興係

11 東松山市 H15.4 地域づくり支援担当内

12 春日部市 H17.10 市民参加推進課市民活動支援担当

13 狭山市 51 ときがわ町

14 羽生市 H20.4 地域振興課 52 横瀬町 H20.4 まち経営課　政策担当

15 鴻巣市 53 皆野町 H20.4 総務課 企画政策担当

16 深谷市 H13.3 くらしいきいき課 54 長瀞町 ※事業内容に応じ、関係課で対応

17 上尾市 H13.4 自治振興課 55 小鹿野町

18 草加市 H14.4 みんなでまちづくり課 56 東秩父村

19 越谷市 H16.4 地域活動推進課 57 美里町

20 蕨市 H20.4 市民活動推進室 58 神川町

21 戸田市 H17.4 市民活動支援担当 59 上里町

22 入間市 H19.4 自治文化課

23 鳩ヶ谷市 H20.4 総合政策課

24 朝霞市 61 騎西町 H18.7 総合政策課企画政策担当

25 志木市 H15.4 地域振興課 62 北川辺町

26 和光市 H20.7 市民活動推進課 63 大利根町

27 新座市 H19.4 自治振興課ボランティア推進室 64 宮代町 来年以降

28 桶川市 H13.10 自治文化課 65 白岡町 H18.4 町民活動推進課住民協働担当

29 久喜市 H19.4 市民参加推進課 66 菖蒲町 H18.5 総合政策課行政・管理グループ

30 北本市 H20.4 協働推進課協働推進担当 67 栗橋町

31 八潮市 生涯学習まちづくり推進課 68 鷲宮町 ※各関係担当課で対応をしている

32 富士見市 H19.4 協働推進課 69 杉戸町 H13 住民参加推進課住民生活担当

33 三郷市 H20.4 市民活動支援 70 松伏町
総合的な政策担当の中にNPOに関す
る事務分掌を有している

34 蓮田市 H18.11 自治振興課市民活動支援担当

35 坂戸市 H17.4 市民活動支援担当

36 幸手市 H18.4 くらし安全課

37 鶴ヶ島市 H19.4 市民協働推進課

38 日高市 H20.4 総務課市民参加推進担当

39 吉川市 H18.4 市民参加推進課市民参画係

40 ふじみ野市 H18.5 くらし安全課・市民活動支援センター

市計 担当あり ３７　なし ３　検討中 ０

町村計 担当あり １７　なし １２　検討中 １

合計 担当あり ５４　なし １５　検討中 １

60 寄居町
※窓口及び各課意見取りまとめを
行う部署として総務課が担当

50 鳩山町

総務課コミュニティ推進協議会事務局
（市民活動）政策財政課（ＮＰＯ）
社会福祉協議会内ボランティアセン
ター（ボランティア）

NPO（市民活動団体）との協働を推進する担当

あり 名称等 名称等

平成２０年８月１日現在

市町村名
協働を推進する担当

あり
市町村名

協働を推進する担当

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です



なし なし
（検討中） （検討中）

1 さいたま市 H19.10 さいたま市市民活動サポートセンターWebサイト 41 伊奈町

2 川越市 来年以降 42 三芳町

3 熊谷市 H18.4 市民活動情報サイト 43 毛呂山町

4 川口市 H19.4 かわぐち市民パートナーステーション 44 越生町

5 行田市 来年度中 45 滑川町

6 秩父市 46 嵐山町

7 所沢市 H19.5
※市ホームページ内にＮＰＯ・ボラン
ティアのコンテンツを作成 47 小川町

8 飯能市 H17.1
市ホームページ→暮らし→市民活動
にボランティア・NPOの項目を設置。 48 川島町

9 加須市 H13.4 加須市ホームページの「市民活動」のページ 49 吉見町 来年以降

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 52 横瀬町

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 54 長瀞町

15 鴻巣市 H17.10 こうのす市民活動推進コーナー 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 来年以降 57 美里町

18 草加市 草加市のホームページ　みんなでまちづくり課内 58 神川町

19 越谷市
市のホームページ内：タイトル「市民活
動支援・NPO」 59 上里町

20 蕨市 H20.4 市民活動 60 寄居町

21 戸田市 H17.4
戸田市ボランティア・市民活動支援セ
ンターホームページ 61 騎西町

22 入間市 H18.8 入間市市民活動センター 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 63 大利根町

24 朝霞市 H19.11 市民活動支援ステーションホームページ 64 宮代町 来年以降

25 志木市 ＮＰＯ・ボランティア団体紹介（市ＨＰ内） 65 白岡町

26 和光市 H20.7 わこうわいわいネット 66 菖蒲町

27 新座市 H19.5
新座市ホームページ（ボランティア・市
民活動情報のページ） 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 H19.4 市民活動のページ 69 杉戸町

30 北本市 来年以降 70 松伏町 町内のNPO活動の情報提供を行っている

31 八潮市

32 富士見市

33 三郷市

34 蓮田市 H20.4 はすだひろばネット

35 坂戸市 H17.12 市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内

36 幸手市 来年以降

37 鶴ヶ島市 H20.4 市民活動推進センター情報サイト

38 日高市 H19.5
「明るい日高、元気な日高づくり」のボ
ランティア活動等を支援します。

39 吉川市 H18.8 ※市ホームページ内
（市民参加推進課→NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾍﾟｰｼﾞ)

40 ふじみ野市

市計 あり ２２　　なし １３　　検討中 ５

町村計 あり １　　なし ２７　　検討中 ２

合計 あり ２３　　なし ４０　　検討中 ７

NPO活動（市民活動）を支援するホームページ

あり 名称等 名称等

平成２０年８月１日現在

市町村名
ホームページ名

あり
市町村名

ホームページ名

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です



運営 なし 運営 なし
形態 （検討中） 形態 （検討中）

1 さいたま市 H19.10 さいたま市市民活動サポートセンター ② 41 伊奈町

2 川越市 来年以降 42 三芳町 検討中

3 熊谷市 H20.3 熊谷市市民活動支援センター ② 43 毛呂山町

4 川口市 H18.7 かわぐち市民パートナーステーション ① 44 越生町

5 行田市 来年度中 45 滑川町

6 秩父市 46 嵐山町

7 所沢市 来年以降 47 小川町

8 飯能市 48 川島町

9 加須市 検討中 49 吉見町

10 本庄市 50 鳩山町

11 東松山市 51 ときがわ町

12 春日部市 来年以降 52 横瀬町

13 狭山市 53 皆野町

14 羽生市 54 長瀞町

15 鴻巣市 市民活動推進コーナー（市民活動
団体に関する情報を掲示にて提供） ① 55 小鹿野町

16 深谷市 56 東秩父村

17 上尾市 来年以降 57 美里町

18 草加市 H19.10 草加市立市民活動センター ① 58 神川町

19 越谷市 H13.9 市民活動団体室 ① 59 上里町

20 蕨市 来年以降 60 寄居町

21 戸田市 H18.7 戸田市ボランティア・市民活動支援センター ③ 61 騎西町

22 入間市 H16.4 市民活動センター ③ 62 北川辺町

23 鳩ヶ谷市 来年以降 63 大利根町

24 朝霞市 H19.5 朝霞市市民活動支援ステーション ① 64 宮代町 H17.2 市民活動スペース ①
25 志木市 65 白岡町

26 和光市 H20.7 和光市市民協働推進センター ③ 66 菖蒲町

27 新座市 来年以降 67 栗橋町

28 桶川市 68 鷲宮町

29 久喜市 来年以降 69 杉戸町

30 北本市 H19.5 市民公益活動支援コーナー ① 70 松伏町 来年以降

31 八潮市 来年以降

32 富士見市

33 三郷市 H20.4 ボランティアコーナー瑞沼 ③
34 蓮田市 H20.4 蓮田市市民活動ひろば ③
35 坂戸市 H19.5 市民活動交流フロア ①
36 幸手市

37 鶴ヶ島市 H16.6 市民活動推進センター ①
38 日高市

39 吉川市 来年度中

40 ふじみ野市 H18.5 市民活動支援センター ①

市民活動サポートセンターの設置

あり 名称等

市民活動サポートセンター

名称等

平成２０年８月１日現在

市町村名
あり

市民活動サポートセンター

市計 あり １６　　なし １２　　検討中 １２

あり １７　　なし ３９　　検討中 １４

町村計

合計

あり １　　なし ２７　　検討中 ２

市町村名

※本調査におけるＮＰＯとは
　　・特定非営利活動法人
　　・市民活動団体
　　・ボランティア団体　　等です

※色つき（水色）は、ホームページで情報提供
　　をしている助成制度を示しています

※運営形態①～③の内容は、以下のとおりで
す。
　①市町村が直接運営
　②民間が運営（指定管理者制度の導入）
　③民間が運営（協働による運営）

※市民活動サポートセンターとは、下記のような機能を持ったＮＰＯ活動
　支援のための拠点施設のことです。また、特定分野ではなく各分野に
　わたりＮＰＯ活動を総合的に支援するセンターという位置付けです。
《サポートセンター機能の例》
　・開放やチラシをつくる印刷機・ロッカー・レターケース等が利用でき、
　　団体の打合せや作業等に使える場の提供
　・団体相互の交流や情報交換の場の提供
　・ＮＰＯ活動に関する情報提供



平成２０年度NPO活動（市民活動）に関する支援状況等調査結果

（NPO活動推進課　ＮＰＯ活動担当）

市町村名 事業名 事業内容

シルバーバンク事業

団塊の世代をはじめ、今後定年退職する市民が有する豊富な経験や知
識などを地域の活性化に有効活用するため、人材登録をすることにより、
既存のボランティア団体やＮＰＯへの参加等、活動機会の創出を図るも
の。

５０歳以上の方のための「地域
ボランティア養成講座」

団塊世代支援事業の一環として、地域ボランティアを知る・学ぶ・交流会
に加えて、実際にNPOの活動体験（任意）を行うもの。

ライフサポートセミナー開催 研修を通して人生設計などについて必要な知識を学ぶ

シルバー派遣制度の周知 高齢者の新たな就業機会の拡大を図る

市民講座の開催
市民が経験を生かして講座を企画運営することにより、地域で活躍する機
会を得る。

熊谷市 レッツ・ビギン　飛び出せ定年！

団塊の世代を中心とした方々が、地域活動や学習活動に楽しく積極的に
参加するために、様々な市民活動団体や生涯学習講座等を紹介した冊
子「自熊人（じゆうじん）～レッツ・ビギン飛び出せ！定年～」を作成。市の
施設に配置するとともに、S22～24年生まれの市民を対象に郵送する。

川口市 きらり川口盛人式事業 盛人式　　　盛人祭り　　盛人カウントダウウン　盛人大学

飯能市
親父さんの地域デビュー・やっ
てTRY講座（市社会福祉協議
会と共催）

団塊世代の男性が、参加することにより趣味や興味の幅を広げ、社会貢
献への関心を深めることにより、地域の活動へつなげることを目的とす
る。

春日部市 行動する市民会議実施事業

団塊の世代を含むシニア世代と行政が協働で会議を実施することで、潜
在的な「地域活動」への参加意欲を掘り起こし、具体的な行動に結び付け
ることを目的とする。10月にはこの会議と行政が共催で、市民活動と市民
のマッチングを目的とした「市民活動フォーラム」を実施する。

羽生市 団塊世代支援講座（全５回）
５０歳以上を対象に、地域社会の主役として活躍してもらえるようネット
ワークづくりを行う

越谷市
各地区センターにおいて生涯
学習事業の一環で行う各種事
業

地区センターを会場として、団塊の世代を対象に講座等を実施。講座企
画・講師は市民活動団体が行う。

蕨市
わらび団塊クラブを東公民館で
実施

団塊世代の方が主役になって事業を企画、交流している

入間市
「入間団塊元気サイト」運営事
業

団塊世代に向けた地域情報、地域活動の紹介など

朝霞市
シニア世代地域デビュー支援
講座（実施予定）

団塊世代を中心とした企業退職者を主な対象に、地域での過ごし方や仲
間作りなどについて学習する。（NPOと市町村との協働アイデア提案会に
おける提案に基づく協働事業）

志木市
ホームタウン地域活動事業～
団塊の世代のためのインターン
シップ

インターンシップを通して、地域活動への参加を円滑にするきっかけづくり
として、団塊世代の皆さんに
さまざまな地域活動やボランティア活動等を気軽に体験してもらいなが
ら、その楽しさや志木市という地
域を知ってもらうとともに、体験後は自分にあった活動を見つけてもらう。
また、市内のＮＰＯ団体等が
体験者を受け入れることにより、団体の活動が活発になり、活性化される
ことも期待される。

新座市 団塊世代の支援セミナー
セカンドライフの基礎知識や自分を活かす働き方・生き方について講師を
招きセミナーを開催した。

川越市

県内各市町村における団塊世代の市民活動支援事業　一覧

さいたま市



富士見市

地域デビュー講座
　～いきいきセカンドライフへの道
いっしょに探してみませんか？～

講師を招いて地域で「いきいき」「楽しく」生活するためのワンポイント講座
を開催した。

三郷市
生きがいづくり講座「人生を楽
しくすごし隊」

市民自ら生きがいを考えてもらい、活動までの支援をする。

坂戸市 セカンドライフ応援講座
団塊支援センター等との共催により「健康・年金・生きがいづくり」をテーマ
に３回シリーズで講座を開催

団塊世代セミナー（市主催。共
催：埼玉県団塊世代活動支援
センター）

コミュニティビジネスの担い手となる団塊世代を主な対象とした講演を実
施（７月開催）

コミュニティ・アクション・カレッジ
（市内NPO法人との共催事業）

地域社会の担い手となる人材を育成する目的で、９月から１１月にかけて
全９回コースのカリキュラムを開催。内容はコミュニティービジネス論、リー
ダーシップと仲間づくり、地域行政とのネットワークづくり、課題抽出・問題
解決方法、事業運営、事例研究、事業計画の具体化など。

騎西町 団塊の世代意識調査 意識調査をし、その結果をもとに事業の展開を図る。

白岡町
ボランティア・NPO・地域活動体験
講座「楽しみながら地域活動をもっ
と知ってみませんか」

全８回の体験講座により、地域活動参加へのきっかけづくりを行う。

吉川市


