
平成27年12月現在
１　　ひょうごボランタリープラザ

ひょうごボランタリープラザ

NPO相談については以下の時間に要予約
　月曜日：１１時～１９時

土曜日：９時～１７時
　（但ゴールデンウィーク・盆・年末年始を除く）

・法人設立認証申請手続のアドバイス

〒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6F
TEL：078-360-8845 　FAX：078-360-8848

e-mail：vplaza@hyogo-wel.or.jp
http://www.hyogo-vplaza.jp/

２　ＮＰＯ法人設立等相談を実施しているＮＰＯ法人等

生きがいしごとサポートセンター神戸東 (ワラビー)
（コミュニティ・サポートセンター神戸）

月曜日から土曜日
９時３０分～１７時３０分

（但し祝日・盆・年末年始を除く）
※要予約

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人運営/財務会計のアドバイス

〒658-0052 　神戸市東灘区住吉東町５-2-2ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ住吉館104
TEL：078-841-0387　　FAX：078-841-0312

e-mail：info@cs-wallaby.com
http://www.cs-wallaby.com

市民活動センター神戸（KEC）
月曜日から金曜日
９時～１７時３０分

※要予約

・法人設立のアドバイス
・事業の企画立案ほか法人運営のアドバイス全般
・認定NPO法人の申請アドバイス

〒650-0022 神戸市中央区元町通6-7-9秋毎ビル3F
TEL：078-367-3336 　 FAX：078-367-3337

e-mail：office@kobekec.net
http://www.kobekec.net/

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団
月曜日から金曜日
９時～１７時３０分

※要予約

・法人設立、運営のアドバイス
・助成金に関するアドバイス
・地域ごと、テーマごとの「基金」設置に関するご相談

〒650-0022 神戸市中央区元町通6-7-9秋毎ビル3F
TEL：078-380-3400 　 FAX：078-367-3337

e-mail：hyogo@communityfund.jp
http://hyogo.communityfund.jp/

生きがいしごとサポートセンター神戸西ＮＥＸＴ
（しゃらく）

月曜日から金曜日
９時～１７時３０分

※要予約

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、定款変更手続などのアドバイス
・法人運営のアドバイス

〒654-0055　神戸市須磨区須磨浦通4-4-6 須磨浦ビル204号室
TEL：078-731-2251　　FAX：078-735-0164

e-mail：next@ikisapo.com
http://ikisapo.com/next/

神戸まちづくり研究所
月曜日から金曜日

９時３０分～１７時３０分
※内容によって予約が必要な場合があります。

・法人設立のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒651-0076　神戸市中央区吾妻通4丁目1－6　コミスタこうべ
（神戸市市民活動総合支援拠点）

TEL：078-230-8511 　ＦＡＸ：078-230-8512
e-mail：LET07723@nifty.ne.jp

http：//www.kobe-machiken.org/

生きがいしごとサポートセンター阪神南ＵＮ（アン）
（シンフォニー）

月曜日から土曜日
９時～１７時３０分

・法人設立・起業相談
・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒660-0861 尼崎市御園町5 尼崎土井ビルディング2F
TEL：06-6412-8448　　FAX：06-6412-8444

e-mail：ikisapo@npos.cc
http://ikisapo.npos.biz/

コミュニティ事業支援ネット
月曜日から金曜日

１０時～１９時

・法人設立認証申請手続資料作成補助
・法人登記、納税、雇用等手続の具体的なアドバイス
・法人運営、労務、財務会計の具体的なアドバイス
・法人設立後各種手続の具体的なアドバイス
・事業立案相談及び必要な人財とのマッチング

〒662-0854　西宮市櫨塚町2-20　西宮商工会館本館3階
TEL：0798‐23‐3738　　FAX：0798‐23‐3748

e-mail：info@comisapo.com
http://comisapo.com/

西宮市市民交流センター
（コミュニティ事業支援ネット)

年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く
９時～２２時

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、税務、労務等のアドバイス
・法人財務会計、決算等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス
・協働事業に関するアドバイス

〒663-8204　西宮市高松町20-20
ＴＥＬ：0798-65-2251　　FAX：0798-65-2252

e-mail：info@shimin-koryu.net
http://shimin-koryu.net/

あしや市民活動センター「リードあしや」
（あしやＮＰＯセンター）

月曜日から土曜日
９時～１７時

（但し祝祭日・年末年始を除く）

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等各種手続きのアドバイス
・法人設立後の運営等アドバイス
・法律、労務、会計・財務のアドバイス

〒659-0065　芦屋市公光町5番8号
TEL：0797-26-6452　　FAX：0797-26-6453

e-mail： aia@ashiyanpo.jp
http://ashiyanpo.jp/

伊丹市立市民まちづくりプラザ
（阪神・智頭ＮＰＯセンター）

休館日を除く
１０時～２０時

休館日：毎水曜日、祝日の翌日、
年末年始（１２月２９日～１月３日）

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人設立後各種手続のアドバイス

〒664－0858 伊丹市西台1-1-1伊丹阪急駅ビルリータ3F
TEL：072-780-1234  　FAX：072-785-0234

e-mail：icm-puraza@hcc6.bai.ne.jp
http://www.itami-machizukuripuraza.jp/

生きがいしごとサポートセンター阪神北
コミュニティ・デザイン・カフェ

（宝塚ＮＰＯセンター）

火曜日から土曜日
９時～１８時

・法人設立認証申請手続きアドバイス
・法人登記、納税、労務等のアドバイス
・法人財務会計のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス
・認定ＮＰＯ法人に関するアドバイス

〒665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ1-3F
TEL：0797-87-4350　　FAX：0797-85-7799

e-mail：cdc@hnpo.net
http://cdc.hnpo.net/

ＮＰＯ会計支援センター
月曜日から金曜日　１０時～１８時

（但し祝祭日・年末年始を除く）

・会計・財務等のアドバイス
・総務、労務等のアドバイス
・法人設立、運営、登記等のアドバイス
・事務局の基盤整備及び運営に関するアドバイス
・認定ＮＰＯ法人に関するアドバイス

〒665-0831兵庫県宝塚市米谷2－2－39－203
TEL：0797-26-6535　　FAX：0797-81-4603

e-mail：infok@npokaikei.com http://www.npokaikei.com

（裏面へ続く）

兵庫県内のＮＰＯ法人設立運営相談窓口

基本的に予約対応となりますので、相談内容、料金、実施日等については、各団体まで直接お問い合わせの上、ご相談ください。

団体名 利用案内

阪
神
北
地
域

＜その他の主な支援事業＞
・会計に関する講座、交流会の開催
・会計に関する講師の派遣

無料

有料

無料
一部
有料

無料

無料
＜その他の主な支援事業＞
・法人運営、マネジメント等に関する講座の開催　　・税理士、弁護士等の専門家の紹介(※自己負担有)
・会議室、ホール、調理室等各種施設の貸出(※一部有料)
・パソコン、印刷機、コピー機等の機器提供(※一部有料)

阪
神
南
地
域

団体名 利用案内

神
戸
地
域

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスなどの起業支援
・事業企画、事業計画、広報手段、助成金等のアドバイス
・ボランティア、求職者、求人者のマッチング　・広報（ホームページ・チラシなど）のアドバイス

＜その他の主な支援事業＞
・事業企画・戦略・運営、人材育成、資金調達、広報、ﾈｯﾄﾜｰｸ構築、協働推進等、組織運営に関する助言・講座の開催
・活動拠点（コレクティブオフィス）の運営、各種情報提供　 ・まちづくりに関する専門的助言・各種支援
・地域・組織内の会合デザインの助言、講師・ファシリテーターの派遣

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティ・ビジネス起業・運営相談　　・各種講座、事業企画運営のアドバイス
・印刷機、パソコン等サービス・活動団体の概要・活動内容の情報提供
・ボランティアの情報提供とマッチング　・助成金、補助金等支援情報の提供

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティ・ビジネスの起業・運営相談　・プロモーション支援　・地域市民活動の交流の場づくり
・行政、企業、NPO等との協働に関するアドバイスとネットワークづくり
・大学生/若者との事業コーディネート

＜その他の主な支援事業＞
・「共感寄付」事業など、NPOのファンドレイズ支援事業
・NPOへの助成事業
・企業へのCSR・社会貢献コンサルティング事業
・寄付者への社会貢献コンサルティング事業

＜その他の主な支援事業＞
・ボランタリー基金による各種助成　・活動団体概要・活動内容の情報提供
・各種活動支援の情報提供

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティビジネス等起業/運営相談　　  　　・起業/就労支援講座、セミナー、交流会
・仲間募集支援、ボランティア斡旋　　　         　・インターンシップ /ＮＰＯ研究員制度

相談内容

相談内容

＜その他の主な支援事業＞
・ファンドレイジング、広報戦略、理事会運営、協働事業推進等各種マネジメント相談・講座
・NPO関連制度､事例､人材紹介等情報提供
・活動拠点（NPO共同オフィス）、会議・作業の場、ネットワークの提供

相談
無料

料金

料金

無料

有料
（一部
無料）

無料

無料

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティビジネス等起業支援、運営相談　　・ボランティア、インターンシップの情報提供と斡旋
・助成金情報の提供　　・経営コンサル・経理などの専門家派遣　　・若者の職業的自立支援
・ＮＰＯで働く人材マッチング　　・会議ファシリテーター派遣　　・各種講座、セミナー、交流会等の開催

有料
（一部
無料）

＜その他の主な支援事業＞
・事業企画運営､助成金等アドバイス　　・会議室､印刷機､等施設サービス
・各種実務講座

無料

有料
（一部
無料）

＜その他の主な支援事業＞
・市民活動団体等への情報提供・交流の場の提供　・折り機、プロジェクター等機器の貸し出し
・会議室の貸し出し（有料）　　・印刷機利用（有料）　　・パソコン等施設サービス
・ＮＰＯ関連の講師派遣（有料）　　・ＨＰの活用により仲間募集・イベント紹介等サービス



川西市市民活動センター
　〈併設：川西市男女共同参画センター〉

（市民事務局かわにし）

NPO相談については、以下の時間内に
原則（５０分／回）で要予約
・月曜日から金曜日：９時～２０時
・土日祝日については応相談
※申請により２２時まで利用可
※休館日：第４日曜日・年末年始（12/29-1/3）

・法人設立認証・登記申請手続きのアドバイス
・法人定款・役員変更や登記書類作成等のアドバイス
・法人会計、事業報告書作成についてのアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒666-0015　川西市小花1-8-1
TEL：072-759-1826（市民活動センター）

TEL：072-759-1856（男女共同参画センター）
FAX：072-759-1891　e-mail ：info@gesca-kawanishi.jp

http://www.gesca-kawanishi.jp/

三田市　市民活動推進プラザ
（公益財団法人神戸ＹＭＣＡ）

年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く
１０時～１７時

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人会計のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒669-1528　三田市駅前町2-1キッピーモール6F
TEL：079-559-5168  　FAX：079-559-5169

e-mail：kippy-suishinp@bz04.plala.or.jp
http://kippy-net.genki365.net/　※市民活動情報サイト

場とつながりの研究センター

※完全予約制　時間・場所等は相談に応じますので、
必ず事前にご連絡ください。
（事務員が常駐していませんので、電話の場合は折返
し連絡ができるよう、留守電に必ず残してください）

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・事業計画・報告書作成支援
・法人会計・労務・登記等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒669-1533 三田市三田町29-14 【三田ほんまち商店街内】
TEL：079-553-2521 　 FAX：079-553-2522

e-mail：info@batotsunagari.net
http://www.batotsunagari.net/

生きがいしごとサポートセンター播磨東
（ウィズアス）

月曜日から金曜日
９時３０分～１７時３０分

(但し年末年始、祝日を除く)
※要予約

・法人設立のアドバイス
・法人設立認証申請手続のアドバイス
・事業報告書・活動計算書作成支援
・法人会計・登記・労務、定款変更等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒673-0891　明石市大明石町1-13-36　白菊センタービル3F
TEL：078-915-0075  　FAX：078-915-0076

e-mail：info@cb-withus.org
http://cb-withus.org/

一般財団法人明石コミュニティ創造協会
月曜日から金曜日

8時55分～17時40分

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人会計・労務・登記等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒673-8686　兵庫県明石市中崎1丁目　5-1
　　　　　TEL 078-918-5248　FAX 078-918-5157

e-mail：sozo@akashi135.jp
http://www.akashi135.jp/

東播磨生活創造センター「かこむ」
（シミンズシーズ）

月曜から土曜日：９時～２１時
日曜・祝日：９時～１７時３０分

（但し第３日曜日、年末年始は休み）
※要予約

・法人設立認証申請手続きのアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人会計・労務・登記等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒675-8566　加古川市加古川町寺家町天神木97-1
TEL：079-421-1136　FAX：079-421-1148

e-mail:kitene@kacom.ws
http://www.kacom.ws/

小野市うるおい交流館「エクラ」
（北播磨市民活動支援センター）

９時～２２時※受付は２０時まで
（但し第４火曜日、年末年始は休み）

※要予約

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人財務会計・決算書作成等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒675-1366 小野市中島町72小野市うるおい交流館エクラ内
TEL：0794-63-8156　　FAX：0794-62-2400

e-mail：window@ksks-arche.jp
http://www.ksks-arche.jp/

加西市地域交流センター
年末年始(１２月２８日～１月４日)を除く

９時～２２時
※要予約

（市内法人）・法人設立認証申請手続承認まで完全サポート
　　　　　 　　・法人主事業支援,　・収益（その他事業）的事業支援
　　　　　 　　・登録制度により施設使用などについてサポート
　　　　　 　　・法律、会計・財務のアドバイス
（市外法人）・法人設立認証申請手続サポート
　　　　　 　　・登録制度による活動のサポート

〒675-2312　加西市北条町北条28-1アスティアかさい３Ｆ
TEL：0790-42-0106　　FAX：0790-42-0133

e-maile：nehimehall@nehime-net.jp
http://www.nehime-net.jp/

生きがいしごとサポートセンター播磨西
（コムサロン２１）

月曜日から金曜日
１０時～1８時

※要予約

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人財務会計のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒670-0932 姫路市下寺町43姫路商工会議所新館4階
TEL：079-224-8900　　FAX：079-224-1553

e-mail：info@ikisapo-harima.com
http://www.ikisapo-harima.com

姫路市市民活動・ボランティアサポートセンター

火曜日から日曜日
９時～１９時

休館日：毎週月曜日、施設保守点検日（月１回）、
年末年始（12/28～1/3)

・法人設立、運営のアドバイスなど

〒670-0015　姫路市総社本町112番地（姫路市市民会館内）
TEL：079-281-2660  　FAX：079‐281‐2662
e-mail：shimin-support@city.himeji.hyogo.jp

http://himeji.genki365.net/

ひと・まち・あーと
月～金曜日

１０時～１９時
(但し年末年始、祝日を除く)

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・法人登記、納税、雇用等手続のアドバイス
・法人財務会計のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒679-4161 たつの市龍野町日山437番地
TEL：0791-63-5001　　FAX：0791-72-9039

e-mail：info@npo-hma.net
http://www.npo-hma.net/

コミュニティアートセンタープラッツ

休館日を除く毎日
９時００分～１７時１５分
休館日：毎週火曜日、

　　　　　　年末年始（１２月２９日～１月３日）
※要予約

・法人設立認証申請手続のアドバイス
・事業企画、運営のアドバイス
・法人登記、法律、税務等のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス

〒668-0031　豊岡市大手町４-5　アイティ７Ｆ　豊岡市民プラザ内
TEL：0796-34-6078　　FAX：0796-24-3004

e-mail：info@platz-npo.com
http://www.platz-npo.com

篠山市民プラザ
年末年始(１２月２８日～１月４日)を除く

９時～１７時
（NPO相談については要予約）

・法人設立のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス(その他の支援参照）

〒669-2321　篠山市黒岡191篠山市民センタ-内
TEL/FAX：079-552-0001

e-mail：sasayamaplaza@office.email.ne.jp
http://www.voluntary.jp/weblog/myblog/697

NPO法人ソーシャルデザインセンター淡路
月・水・金（10：00～16：00）

8月13日～16日、年末・年始（12月26日～1月5日）除く
（事前にFAXでの予約が必要です。）

・法人設立のアドバイス
・その他法人運営に関するアドバイス(その他の支援参照）

〒656－0456　南あわじ市神代地頭方1538－1
TEL/FAX:0799-42-0399
E-mail:hello@awajisoda.jp

http://awajisoda.jp/

利用案内

東
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地
域

団体名 連絡先等

阪
神
北
地
域

北
播
磨
地
域

＜その他の主な支援事業＞
・市民活動団体等の情報提供　　・事業企画運営のアドバイス
・助成金・補助金等支援情報の提供　　・ブログやＨＰ立ち上げについての助言
・多世代での交流事業または協働企画の提案　　　・各種講座での人材育成

料金

無料

有料
＜その他の主な支援事業＞　※相談料１回2000円（約1時間）　ただし、初回相談は無料です。
・事業企画運営のアドバイス　　・NPO関連制度（認定NPO含む）､事例､人材・ネットワーク等の情報提供
・各種セミナーの開催・講師、ファシリテーター派遣・助成金情報等の提供および企画相談・情報発信・広報支援
・NPOや市民活動の交流の「場」の提供と、「場づくり」のアドバイス

無料

＜その他の主な支援事業＞
・コミュニティビジネス等の起業・運営相談　　・一般社団法人の設立相談
・経営支援アドバイザーの派遣　　・ボランティア、求職者、求人者のマッチング
・事業企画、事業計画、助成金等のアドバイス　　・各種講座・セミナーの開催

無料

無料

＜その他の主な支援事業＞
・事務局機能代行　　・講師派遣　　・事業企画、事業計画等のアドバイス
・ボランティアの情報提供とマッチング　　・市民の交流の場の提供
・各種講座・セミナー、イベントの開催

無料

＜その他の主な支援事業＞
・事業企画・広報手段、助成金等のアドバイス　　・ボランティアの情報提供とマッチング
・ワークスペース、印刷機等のOA機器の貸出　　・各種講座・セミナーの開催
・その他市民活動に関する全般の助言

無料
＜その他の主な支援事業＞
・市民活動団体のサポート　　・ボランティアの情報提供とマッチング
・地域まちづくり支援　　　　　 ・各種講座・セミナー、イベントの開催　　　・あかし市民活動コーナーの運営

＜その他の主な支援事業＞　※「市民活動・NPO・起業などサポート相談」は毎火曜日１３時～１７時
・会議室・フリースペース・印刷機・コピー機・パソコン等施設サービス（一部有料）
・事業企画・事業運営についてのアドバイス　　・メディアプレスリリースなど広報の仕方のアドバイス
・助成金に関するアドバイス　　・社会的起業の相談やサポート・NPOや市民活動の交流の「場」の提供
・各種ワークショップなどの運営・実施　　※男女共同参画社会推進のための事業も実施

無料
＜その他の主な支援事業＞
・地域活動団体の事務局代行　　・地域活動団体等の情報発信　　・地域活動団体等の交流会の開催
・各種講座、イベントの開催　　・講師派遣　　・サロンスペースの開放　　・クラウドファンディングに関する相談
・ワークスペースやコピー機の貸出　　・コミュニティビジネスに関する相談　　・まちづくりに関する相談

有料
（一部
無料）＜その他の主な支援事業＞

・市民活動に関する全般相談受付と支援
・地域活動団体の情報提供,　・各種講座、イベントの開催

＜その他の主な支援事業＞
・登録制度により1年間施設使用料全額無料（市内法人）　　・翌年度以降半額減免（市内法人）
・その他事業の有無にかかわらず法人市民税均等割り減免：5年間(市内法人)
・事業協働　　・マーケティングサポート

初回
無料

無料

＜その他の主な支援事業＞
・市民活動団体の事務局代行　　・市民活動団体等の情報発信
・サロンスペースの開放　　・行政、企業等との協働に関する各種事業
・求職者、求人者のマッチング　　・各種講座、イベントの開催　　・講師派遣

無料

＜その他の主な支援事業＞
・市民活動団体に関する情報の提供、情報紙の発行（月１回）、ホームページの運営、メール配信など
・講座や研修会、交流会等の開催
・センター登録団体については会議室・印刷機等の利用サービス、ホームページによる情報発信支援など

丹
波
地
域

無料

淡路
地域

＜その他の主な支援事業＞
・事業企画運営のアドバイス 　・地域活動団体の情報提供 　・まちづくり活動の指導、助言
・会議室、コピー、パソコン等のサービス 　・サロンスペース、ギャラリースペース提供
・市民文化芸術活動への支援　 ・但馬地域のＮＰＯネットワークづくり支援  　・その他、まちづくりに関する全般の助言

無料

＜その他の主な支援事業＞
・市民活動に関する全般相談受付と支援
・ミーティングスペースの提供、輪転機（有料）、紙折り機、プロジェクター、スクリーン等の貸し出し
・地域活動団体の情報提供,　・各種講座、イベントの開催

中
・
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