
令和２年度第２回海老名市市民活動推進委員会 次第 

日時 令和２年９月25日（金）午前10時 

場所 海老名市役所 ４０１会議室 

 １ 開会 

 ２ 委員長あいさつ 

 ３ 事業視察報告 

   特定非営利活動法人 grand-mere・・・・・・・・・・・・ 資料１  

４ 議題 

(１) 審査申込みの手引き作成における検討課題について・・・・・・ 

資料２－１～３ 

   (２) 今後の検討課題について・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

(３) 今後の委員会スケジュールについて・・・・・資料４－１～２  

 ５ 今後の予定について 

(１) 事業視察 

(２) 第３回海老名市市民活動推進委員会 

６ 閉会 

◆次回の市民活動推進委員会 

 日時：令和２年  月   日（   ）    ：    ～  

 場所：海老名市役所内 

 内容： 



令和２年度海老名市市民活動推進補助金 交付団体 

事業視察報告書 

１ 日時 

令和２年８月20日（木）午前11時から午前11時30分まで 

２ 場所 

えびな市民活動センター・ビナレッジ 201～203会議室 

３ 団体 

(１) 団体名称 特定非営利活動法人 grand-mere 

(２) 活動内容 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業 

４ 事業 

(１) 事業名称 夏休み地域交流イベント「手作り体験教室」 

(２) 交付金額 300,000 円（自立編） 

(３) 事業概要 夏季休暇期間に「木工」「陶芸」「絵画」の体験を実施。 

地域在住の方々に参加を募り、当該施設に通所している 

子どもと一緒に製作を行う。 

５ 参加者 

(１) 市民活動推進委員 

６名（堀尾委員長、渋谷副委員長、勝田委員、瀬戸委員、木下委員、 

川田委員） 

(２) 事務局 

１名（丸橋） 

資料１



６ 当日の様子、所見 

・ 感染症対策を講じたうえで実施されていた。（定員削減、保護者の見学 

不可、検温の実施、消毒、ソーシャルディスタンスの確保等） 

・ 密集を防ぐため、委員による視察は３名ずつ行った。 

・ 陶芸の参加人数は 12 名×３部。一般と施設通所者の割合は同数程度。 

・ 当該施設に通所しているお子さんだけでなく、広く参加者を受け入れ 

て実施しており、事業内容としては公益性が高いため、補助金交付事業 

に相応しいものと考える。 

※ 当団体には、30 万円を３回支給したため、今回で交付終了となる。 



審査申込みの手引き作成における検討課題について

 来年度の海老名市市民活動推進補助金の申請における「審査申込みの手引き（昨年度版

は第１回にて配布）」を作成するにあたり、以下の課題について検討し、決定したい。 

１ 説明会 

※相談期間……団体が、補助金の申請内容や書類の書き方などを個別に相談できる期間 

２ 申込方法 

３ 審査方法 

（次項へ）  

実施方法 

昨年度実績 説明会の日を１日設け、事務局から説明する。 

今年度案 説明会は開催せず、資料を市ＨＰ上で公開する。 

また、相談期間（※）を長く設け、団体からの質問にも対応する。 

【メリット】 

・ 説明会に出席できなくても制度が分かる。 

・ 資料は申込期間終了まで公開するため、繰返し閲覧することができる。

・ 不特定多数の人が集まることを避けられる。 など 

実施方法 

昨年度実績 提出時に内容の確認をするため、直接窓口に来ていただく。 

今年度案 事前にメール等で内容を確認したうえで、押印し郵送していただく。 

※メール等が使用できない場合は、窓口提出も可とする。 

【メリット】 

・ その場で待たせて内容を確認するより、効率的である。 

・ ミスがあった場合、団体が何度も窓口に来なくて済む。 

実施方法 

昨年度実績 1次(書類)審査に合格すると、２次(プレゼン)審査に進むことができる。

※６割（１次：24 点/40 点、２次：27 点/45 点）以上で合格。 

今年度案 全団体が書類審査とプレゼン審査を受け、それぞれの合計点により６割

以上（書類点・プレゼン点の合計が 51 点/85 点以上）で合格とする。 

【メリット】 

・直接アピールできずに不合格となる団体がいなくなる。 

・慎重な審査を行いながら、スケジュールに余裕を持たせられる。 

資料２－１



４ 審査スケジュール 

※具体的なスケジュール 

 (１) 昨年度実績……資料２－２ 

 (２) 今年度の案……資料２－３ 

５ その他 

  各団体に、新型コロナウイルス感染症対策の実施を求めたい。 

 ⇒申込書にどのような対策を実施するか記載していただき、審査で確認していきたい。 

内容 昨年度（実績）※ 今年度（案）※ 

広報えびな掲載 11月1日号 11月１日号または15日号 

※スペースが大きく取れる方に掲載 

説明会  12月６日（金） 新型コロナウイルスの感染予防のた

め、実施しない。 

※資料を市ＨＰに掲載するほか、相談

期間を昨年より長く設ける。 

相談期間 

※欄外参照  

12月９日（月）から 

12月24日（火）まで 

11月24日（月）から 

12月18日（金）まで 

申込期間 １月７日（火）から 

１月17日（金）まで 

12月21日（月）から 

１月15日（金）まで 

書類審査 ２月20日（木） ２月17日（水） 

プレゼン審査 ３月７日（土） ３月13日（土） 

※３月６日（土）及び７日（日）は、

市民活動推進課所管の別事業（えびな

還暦のつどい）が予定されている。 



広報掲載

説明会

相談期間（～12/24）※

（昨年度）

※団体が、補助金の申請内容や書類の書き方などを個別に相談できる期間。

【昨年度のスケジュール（実績）】 資料２－２



団体へ結果通知＋プレゼンデータ提出依頼(～3/4)

[団体]質問への回答作成(～2/10) ※

書類審査 ※

申込期間（～1/17）

[委員]質問提出(～1/31)※
庁内照会(～27日)※

（昨年度）

※庁内照会……市の他の補助金を交付されている場合は対象外となるため、庁内で調査すること。
※質問提出……申請書類における疑問点を、事務局へ提出していただくこと。

※回答作成……委員から出た質問を団体へ送付し、団体はそれに対する回答を作成する。
※書類審査……委員は全員出席して協議し、持ち点方式により審査を行う。



[団体]プレゼンデータ提出
プレゼン審査

団体へ結果通知

答申

（昨年度）



広報掲載

資料公開 ※

※資料公開……コロナ対策として説明会は行わず、市HPに資料を掲載する。
　　　　　　　　　　 また、相談期間を昨年より長く設ける。

相談期間（～12/18） 

（相談期間 ～12/18）

申込期間（ ～1/15）

（今年度）

資料２－３



（申込期間  ～1/15）

庁内照会(～1/29)
[委員]質問提出(～1/31)※

[団体]質問への回答作成(～2/10) ※

書類審査

プレゼンデータ提出依頼(～3/8)

（今年度）



（プレゼンデータ提出依頼 ～3/8）

プレゼン審査

団体へ結果通知

答申（未定）

（今年度）



今後の検討課題について

１ ２次募集 

現在の募集時期（１月）の場合、事業内容が定まっていない団体が申請できないため、 

２次募集の実施を検討したい。 

２ 市民活動団体の活性化について

市民活動団体同士の連携や他の団体について知る機会の創出として、何ができるかを 

検討していきたい。※「活動内容の展示会」、「実績報告会」等。 

資料３



今後の委員会スケジュールについて 

１ 事業視察 

※ 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」 

   団体概要：様々な理由で勉学の機会が持てなかった方に、豊かな生活ができるよう 

手助けをする。 

   事業内容：①勉 強 会  週２回、小中学校レベルの５教科を教える。 

        ②出前講座  勉強会の特別編。講師は、ピアニストの渡辺健二氏。 

   交 付 額：200,000 円（充実編） 

２ 第３回海老名市市民活動推進委員会 

(１) 開催日 10 月中旬 

(２) 内 容 令和３年度海老名市市民活動推進補助金の手引きの確認、 

     検討課題についての協議 など 

団体名 事業内容 日時 場所 備考 

自主夜間中学「えび

なえんぴつの会」

勉強会 

10/７(水)14～19:00 ビナレッジ 304   

10/21(水)14～19:00 ビナレッジ 304  

出前講座 10/12(月)14～15:50 文化会館 小ホール ２名まで 

資料４－１



令和２年度市民活動推進補助金交付事業　事業状況（９月現在）

今年度合計 1,037,999

予算 2,500,000

差額 ▲ 1,462,001

・おしゃべり会及び講演会は、
　オンライン（Zoom）で開催予定

・日程、会場調整中
・出店料はもらわずに出店者を募集する
・コロナ対策を講じて、密を避ける

実施状況

９月から活動予定だったが、コロナの状況が
良くならないので、まだ様子を見ている。

→活動開始の見通しが立ったら連絡を頂く。
（現段階では支出なし）

①勉強会 ６月３日から実施中
②講演会 10月12日（月）

中止
※２年後、申請予定

中止
※来年、申請予定

実施済み

300,000
ザ・ウィングス海老名
※会場調整中

※未定

6
月１回(おしゃべり会)

オンライン講演会
９月12日(講演会)

がんサロンPetit Salon＆
Community Mili Mana

がんサロン Mili Mana 100,000文化会館の会議室等※未定

7
12月～１月

11月
ほっとフェスタ実行委員会 「ほっとフェスタ２０２０」

300,000ビナレッジ【済】8/20 陶芸

4 中止
えびなアレルギーサークル
デイジー

アレルギー講習会 37,999
第１回：文化会館
第２回：市庁舎等

5
８月19日(木工)
８月20日(陶芸)
８月21日(絵画)

特定非営利法人grand-mere 夏休み地域交流イベント

0文化会館大ホール

2
毎週水曜(勉強会)
10月12日(講演会)

自主夜間中学
「えびなえんぴつの会」

自主夜間中学
「えびなえんぴつの会」

200,000

①勉強会
　ビナレッジ（304）

②講演会
　文化会館（小ホール）

①勉強会
　10月７日（水）、21日（水）
　14～19時 のどこか

②出前講座
　10月12日（月）14：00～15：50
　※開演前に面会
　※事務局２＋委員８で仮押え中

3 中止 海老名で「第九」を歌おう会
えびなベートーヴェンコンサー
ト 運命＆第九2020

100,000相模みのり幼稚園※活動の見通しが立ったら調整する

開催日 実施主体 事業名 金額会場視察

1 毎月第２・４金曜 みんご倶楽部 子供食堂事業「みんご食堂」

資料４－２



市内に主たる事務所をおくＮＰＯ一覧

No. 認定・指定 法人名称 代表者名 主たる事務所の所在地 認証日 分類番号 特定非営利活動に係る事業

1

県指定 特定非営利活動法人アドバイザーネットワーク神奈川 藤澤　浩子 海老名市河原口三丁目22番7号 2003年3月31日 19 (１)ボランタリー・市民活動の相談（助言・連携・支援・ネットワーク）
(２)出前相談・講師活動
(３)大学・企業・行政等との協働事業
(４)人材育成のための研修・講座の企画運営

2
特定非営利活動法人　ＷＩＳＤＯＭ 久保田　泰信 海老名市国分寺台３丁目５番２３－２号 2017年12月13日 3.12.13 (１)子ども放課後居場所づくり事業 

(２)地域交流に関する事業 
(３)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

3

認定、
県指定、
市指定

特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン海老名 成瀬　源子 海老名市中央一丁目１４番４６号チェリーコート海老名１
０３

2002年5月21日 7.10.11.19 (１)資源のリユース・リサイクルを推進する事業 
(２)アジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と自立のための活動を支援する事
業 
(３)地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業 
(４)この法人の事業の広報普及を図る事業 

4

ＮＰＯ法人　海老名ガイド協会 福井　敦 海老名市国分南二丁目１６番４－４３７号 2013年2月5日 2.3.4.6 (１)観光・史跡・文化財等のガイドに係る事業 
(２)歴史・史跡・文化財等の解説、講義に係る事業 
(３)小中学校児童生徒の校内外活動支援に係る事業 
(４)地域の生涯学習等支援の受託事業 
(５)地域の観光振興支援の受託事業 
(６)歴史・文化財等の普及啓発事業 
(７)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

5
特定非営利活動法人　海老名里山づくり山仕事の会 伊藤　健三 海老名市大谷北二丁目２７番７号 2016年4月4日 2.3.7.13.19 (１)里山保全事業 

(２)環境学習事業 
(３)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

6

ＮＰＯ法人　海老名とまとクラブ 東出　裕紀子 海老名市社家２０５番地４ 2016年4月1日 2.3.12.13 (１)学童保育所運営事業 
(２)子育て世代の男女共同参画社会に関する普及啓発事業 
(３)地域の子育てに関する相談等の支援事業 
(４)社会教育の推進を図る地域、他団体との連携及び協力事業 
(５)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

7
特定非営利活動法人　えびなの森の楽校 伊藤　健三 海老名市大谷北二丁目２７番７号 2015年4月16日 2.3.6.7.13.19 (１)市民と共に緑を育て、環境を守る事業 

(２)緑を育て、環境を守るための普及啓発事業 
(３)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

8

特定非営利活動法人　エル・エンジェル国際ボランティア協会長浦　淑枝 海老名市国分北二丁目１７番１６号 2000年1月28日 1.7.8.11.13 (１)開発途上国の疾病予防の永瀬市道に関すること。
(２)国内外の福祉の増進に関すること。
(３)国内外の災害援助活動に関すること。
(４)開発途上国の学校運営の支援に関すること。
(５)開発途上国の子どもの健全育成のための支援に関すること。
(６)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関すること。

9

認定 特定非営利活動法人　エンゼルあきちゃん 鹿島　正和 海老名市国分寺台二丁目２番２号 2006年3月30日 1.6 (１)障害者自立支援法にもとづく事業 
(２)介護保険法にもとづく事業 
　　①居宅サービス事業 
　　②地域密着型サービス事業 
　　③居宅介護支援事業 
　　④介護予防サービス事業 
　　⑤地域密着型介護予防サービス事業　 
(３)福祉移送サービス事業 
(４)生活の質を高める生き甲斐提供事業

10 特定非営利活動法人　おおきな木 長谷　利江 海老名市東柏ヶ谷四丁目７番３６号 2004年7月1日 1 (１)障がい児者通所支援事業

11
特定非営利活動法人　介護グリーンハウスえがお 島津　智子 海老名市門沢橋２丁目１５番２９号 2000年8月1日 1 (１)認知症対応型共同生活介護 

(２)介護予防認知症対応型共同生活介護

12
特定非営利活動法人　カウンセラー認定協会 佐川　博之 海老名市中央３丁目５番５号三幸中央ビル１階 2010年6月11日 1 (１)カウンセラー育成事業

(２)相談支援事業
(３)講演会・セミナーの企画・運営事業

13
ＮＰＯ法人　がくじん舎 吉田　博信 海老名市国分北二丁目１２番１６号 2013年7月12日 6.13 (１)子どもと大人の創作的文化活動事業 

(２)子どもの学習支援事業 
(３)子どもの健全育成に係る普及啓発事業

14
特定非営利活動法人　学童保育杉の子クラブ 七條　一江 海老名市柏ケ谷字天谷原５３２番地 2017年5月19日 13 (１)学童保育事業 

(２)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

15

特定非営利活動法人　神奈川福祉援護会 松本　健治 海老名市柏ケ谷１０７８番地の１７ 2011年10月19日 1.3 (１)地域における福祉活動の普及啓発事業 
(２)地域におけるボランティア活動への参加促進事業 
(３)福祉分野に関するイベントの企画運営事業 
(４)福祉分野で活動する団体への支援事業

16 特定非営利活動法人　ＣＡＰ凸凹神奈川 鈴木　由紀 海老名市中新田三丁目６番４号 2005年8月31日 2.10.12.13 (１)子どもへの暴力防止のための学習､啓発事業

17

特定非営利活動法人　グリーン・アース・プラスティー 奥田　一平 海老名市今里二丁目２番１６－５０５号 2005年8月31日 7.11.16.17 (１)アジアの都市部や農村部の使用済み「油」や「野菜残渣」を回収し、農業機械に利用で
きる油や肥料へと再生化する事業 
(２)アジアの若者を主な対象とした日本語教育 
(３)アジア人留学生等の生活支援 
(４)技術支援を目的としたアジア諸国との人材交流

1



市内に主たる事務所をおくＮＰＯ一覧

No. 認定・指定 法人名称 代表者名 主たる事務所の所在地 認証日 分類番号 特定非営利活動に係る事業

18

県指定 特定非営利活動法人　ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ 佐藤　弘美 海老名市浜田町２２番地９ 2013年3月1日 1.2.13 (１)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 
(２)発達に不安のある児童等の支援に関する事業 
(３)発達及び子育て等相談支援事業 
(４)発達障がいに関する情報提供事業 
(５)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

19

特定非営利活動法人　Ｃｏｍｐａｓｓ 松島　希 海老名市国分寺台２丁目１１番２１号 2016年4月18日 2.3.12.13 (１)学童保育事業 
(２)ソーシャルワーク事業 
(３)地域交流、多世代交流、男女共同参画に関する普及啓発事業 
(４)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

20
ＮＰＯ法人　住宅購入サポートセンター 岡本　州弘 海老名市国分寺台４丁目２番２６号 2013年4月4日 18.19 (１)住宅購入の支援に関する事業 

(２)住宅を取り巻く環境に関する普及啓発事業

21

特定非営利活動法人　湘南シーホーススポーツネットワーク関口　裕 海老名市上今泉１－２０－１８ 2006年1月24日 1.2.6.13 (１)総合型地域スポーツクラブの運営事業
(２)地域社会と学校が連携し、学校部活動や学校スポーツ活動をサポートする事業
(３)高齢者や障碍者のスポーツや健康教育活動をサポートする事業
(４)スポーツや医療、健康に関する講演会及び講演会事業

22

特定非営利活動法人　森林倶楽部 鈴木　浩二 海老名市下今泉一丁目１０－４８号鈴商ビル３Ｆ 1999年9月16日 1.2.6.7.19 (１)スポーツに関する、総合的な情報収集・情報提供
(２)スポーツに関する。総合的な指導者・リーダーの育成事業
(３)クラブハウスを利用して、地域のコミュニティを活性化する事業
(４)スポーツを通して、障害者・高齢者の生きがいづくり事業
(５)スポーツを通して、社会的弱者の社会参加の機会を提供する事業
(６)スポーツを通して、地域の子供達へ社会教育の場を提供する事業
(７)スポーツを通して、地域の自然環境を保全し維持する事業
(８)地域に存在するスポーツマンシップのマネージングのアウトソーシング事業
(９)その他このクラブの目的達成のために必要な事業

23

特定非営利活動法人　スポーツクラブ１９９４ 清水　貴史 海老名市今里１－３－１６ 2005年6月24日 6.13.19 (１)スポーツクラブの運営
(２)子どもからお年寄りまでのさまざまな世代を対象とした、陸上競技をはじめとした各種
スポーツ教室、スポーツ大会の主催及び参加
(３)スポーツ指導者等の育成のための各種研修会・講演会の開催及び指導者の派遣
(４)健康相談・体力測定
(５)活動に関する施設の管理及び運営
(６)その他、この法人の目的達成のために必要な事業

24
特定非営利活動法人  生活支援の会ステップ 小久保　恭子 海老名市国分南一丁目３番８号小野澤マンション１号棟

１０１号室
2002年9月5日 1 （１）障害福祉サービス事業 

（２）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

25
特定非営利活動法人　生活支援サポートかながわ 下郡山　永一 海老名市社家９４１番地 2014年2月6日 1.3 (１)高齢者及び障害者支援サービス事業 

(２)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

26

認定 特定非営利活動法人　地球のステージ 桑山　紀彦 海老名市扇町７番７号 2002年8月12日 2.8.11.13.19 ①映像と音楽を組み合わせた国際理解教育プログラム「地球のステージ」シリーズの開催 
②「地球のステージ」に関する情報提供、交流事業等の実施 
③医療、教育、職業訓練などを通しての国際支援事業 
④自然災害時における救援活動に関する事業 
⑤途上国支援、自然災害時における救援活動への募金活動 
⑥「地球のステージ」シリーズに関連するCD、絵はがきなどの有償提供

27

特定非営利活動法人　地球グリーンフォーラム 永山　八郎 海老名市門沢橋二丁目１１番１８号 2002年3月29日 2.3.6.7.8.11 ①地域産業活性化や人材育成のための企画及びセミナー・講演会等の開催 
②市民・団体・事業者・行政の交流等の場づくりに関する事業 
③地域における文化、芸術を推進するための企画と運営 
④地域循環型市民社会システムの構築に関する事業 
⑤災害救援に関する調査・研究並びに防災訓練の企画・検証および救助活動 
⑥海外の恵まれない人々、地域への協力と支援を行う事業 
⑦その他この法人の目的を達成するための必要な事業

28
特定非営利活動法人　日本就労支援センター 渡部　美憲 海老名市大谷北４丁目２番３号 2010年4月1日 1.19 (１)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉

サービス事業
(２)障碍者の就労に係わる事業

29

特定非営利活動法人  日本生涯スポーツ推進研究所 芝　善孝 海老名市本郷１２８９番の１ 2002年9月5日 6.13 ①各種イベントの企画運営 
②指導者の育成 
③指導者の派遣 
④相談、コンサルティング

30

特定非営利活動法人　日ロ文化交流センター 平岡　幸雄 海老名市杉久保南二丁目７番１０号 1999年9月13日 6.10.11.19 ①ロシア並びに旧ソ連邦加盟諸国からの交流団の受け入れ 
②日本からロシアへの視察団、交流団の派遣 
③留学生、研究者、及び芸術家の交換 
④講演会、演奏会の開催 
⑤ロシアならびに旧ソ連邦加盟諸国の資料の調査、調査結果の公表、広報誌の発行 
⑥その他、目的を達成するために必要な事業

31
ＮＰＯ法人　Ｎｅｗｌｉｆｅ　Ｃｈａｒｉｔｙ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ 　 海老名市東柏ケ谷二丁目１２番１号ジュニスヒロカサマ

左店舗１Ｆ
2013年10月11日 1.10 ①生活支援事業 

②生活支援に関する情報提供事業

32

ＮＰＯ法人　びな・パートナーシップ・ひろば 阿部　美和子 海老名市大谷北三丁目２１番２４号 2016年2月3日 13 ①体験型交流事業 
②支援者育成事業 
③学習支援事業 
④カウンセリング事業 
⑤地域支援者交流会事業 
⑥子どもの健全育成に関する研修の開催及び普及啓発事業

2
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33
ＮＰＯ法人　ひよこ保育園 水出　俊雄 海老名市上郷一丁目１５番１８号 2015年5月8日 13 ①保育園の運営事業 

②その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

34
ＮＰＯ法人　ひばり児童育成クラブ 松岡　民子 海老名市門沢橋１丁目１９番１号門沢橋小学校内 2016年3月11日 2.13 ①　学童保育所の運営 

②　その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

35

特定非営利活動法人  福祉輸送事業連合会 時田　繁 海老名市上今泉五丁目４番地１７号 2003年10月9日 1 ①障害者及び高齢者等移動困難者の搬送及び搬送に関する相談、斡旋 
②物品販売業 
③派遣事業 
④一般乗用旅客自動車運送事業

36

特定非営利活動法人　フォレスト・デザイン 加藤　昌樹 海老名市国分南二丁目２番６号 2006年7月25日 7 ①森林環境の保護、保全、再生事業
②森林環境の保護、保全、再生に関する普及・啓発事業
③森林環境の保護、保全、再生に関するネットワーク構築事業
④森林資源の有効活用事業

37
特定非営利活動法人　Ｐｏｌａｒｉｓ 渡部　洋子 海老名市上今泉１丁目２３番１号 2018年6月19日 13 ① 学童保育事業 

② その他この法人の目的を達成するために必要な事業

38
特定非営利活動法人　マットスポーツコミュニティー 志水　遵権 海老名市下今泉五丁目３番１６－２０７号 2015年3月9日 6.13 ①サッカーを中心としたスポーツの普及に関する事業 

②その他この法人の目的を達成するために必要な事業

39
特定非営利活動法人　南えびなスポーツクラブ 小林　直樹 海老名市本郷５０３０番地２ 2015年11月27日 6.13 (１)幼児、小学生、中高校生を対象にしたスポーツ、レクレーションなどの活動、指導に関

する事業 
(２)成人を対象にしたスポーツ、レクレーションなどの活動に関する事業

40

特定非営利活動法人　メンタルヘルス・コーリング 田中　眞一 海老名市社家１７０番地の１（５０３） 2017年10月14日 1.2.13.17 （１）精神療法に基づくグループカウンセリング事業 
（２）個別カウンセリング事業 
（３）精神保健の普及・啓発事業 
（４）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

41

特定非営利活動法人　ものづくり塾　クロッシング 藤田　壽憲 海老名市東柏ヶ谷一丁目２３番２１号 2012年3月16日 1.2.3.7.13.14.15.
17.19

(１)教育及び教育実習支援事業
(２)福祉機器研究開発支援事業
(３)地域社会貢献的機材・機器研究開発支援事業
(４)自然環境機器研究開発支援事業

42
特定非営利活動法人　やすらぎ 島岡　伸郎 海老名市柏ヶ谷７１９番地の７ 2003年12月16日 1 （１）介護保険法に基づく事業

（２）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

43

特定非営利活動法人　ライフロード 戸村　竜太郎 海老名市東柏ケ谷五丁目１番８－１００１号 2014年2月3日 1.6.13 (１)日本舞踊の実演によるその周知と慰問事業 
(２)日本舞踊の教室開催による教育事業 
(３)青少年のためのボクシングスクールの開催による教育事業 
(４)スポーツ界の著名人による講演会に係る事業 
(５)武道入門教室開催による教育事業

44

特定非営利活動法人　ロボフェス委員会 鈴木　秀和 海老名市中央三丁目２番１６－６０４号 2019年7月18日 2.6.14.15.19 (１)ロボットを中心とした工学技術の学習と情報交流の促進に関連する教育事業
(２)ロボットの各種イベントの運営と運営補助に関連するイベント事業
(３)ロボット技術の普及促進に関連するロボット事業 
(４)広報事業
(５)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

45

特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブビビット 永谷　博子 海老名市国分寺台２丁目４－８ 2000年8月24日 1 (１)生活支援の配食サービス事業 
(２)海老名市生活支援型配食サービス事業 
(３)通所介護サービス（デイサービス）の調理全般受託事業 
(４)ミニデイサービスの配食受託事業 
(５)高齢者のための会食会 
(６)料理教室、食に関する相談事業 
(７)会報の発行 
(８)参加型福祉のネットワークづくり 
(９)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

46

特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　ポケット 三谷　裕美子 海老名市国分南二丁目２７番１２号 2017年1月10日 13 (１)保育支援事業 
(２)学童保育事業 
(３)参加型福祉のまちづくりに寄与するための事業 
(４)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

47

特定非営利活動法人　若菜会 村上　武司 海老名市国分北一丁目８番２４号 2008年9月4日 1.2 (１)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障がい福
祉サービス事業 
(２)相談支援事業 
(３)広報、啓発に関する事業

48
特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブどり～む 飯塚　勝壽 海老名市国分北三丁目２５番３８号 2003年11月27日 1 (１)外出介助等のサービス事業

(２)地域に向けた福祉サービスの情報提供、助け合いのシステム作りなどの啓発を図る事
業

49

特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブあい 楢原　佐智子 海老名市中央二丁目７番３３号コーポラスエビナＡ１０３
号室

2001年10月25日 1 (１)家事、介護、育児等に関する生活支援サービス事業 
(２)訪問介護事業 
(３)介護予防訪問介護事業 
(４)居宅介護支援事業 
(５)障害福祉サービス事業 
(６)地域に向けて研修、啓発をはかる事業 
(７)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

3



ＮＰＯ法人の分類番号一覧

１.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
２.社会教育の推進を図る活動
３.まちづくりの推進を図る活動
４.観光の振興を図る活動
５.農山漁村又は中山間地域の振興を貼活活動
６.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
７.環境の保全を図る活動
８.災害救護活動
９.地域安全活動
10..人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成を促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動


