
NPOとは？

NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略です。

日本では「非営利組織」または「民間非営利組織｣と訳されます。

非営利の意味は「利益を上げてはいけない」ではなく、「出た利益は団体

の活動目的を達成するための費用に充てる」ということです。

NPOの目的は、さまざまな社会問題の解決に向けて活動することにあり

ます。したがって、NPOとはさまざまな社会的課題解決に向けて活動す

る営利を目的としない民間の組織です。

NPO中間支援
組織とは？

「NPOを支援するNPO」という言い方で要約される場合もありますが、

具体的には、地域の課題やNPOの実情を把握し、人材・資金・情報など

の資源提供者とNPOの仲立ちをしたり、各種サービスの需要と供給を

コーディネートすることで、NPOの様々な活動を支援するものです。

〒960-8043  福島県福島市中町8-2 福島県自治会館7階

開所時間　9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

TEL.024-521-7333  
FAX.024-523-2741

HP：https://f-saposen.jp/

Eメール：saposen@f-npo.jp

【運営委託】福島県企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課

【運営受託】認定特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター
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サポートセンター

Non-Profit 

Organization

自治会館正面玄関前駐車場は30分間利用可能です。
30分を超える場合は県庁駐車場をご利用ください。

福島市市民活動サポートセンター TEL. 024-526-4533

郡山市市民活動サポートセンター
（アシストパーク郡山） TEL. 024-924-3352

しらかわ市民活動支援センター TEL. 0248-23-8909

須賀川市市民活動サポートセンター TEL. 0248-73-4407

喜多方市市民活動支援センター TEL. 0241-22-0603

南相馬市市民活動サポートセンター TEL. 0244-23-5420

伊達市市民活動支援センター TEL. 024-563-6970

会津美里町集落支援みさとねっと TEL. 0242-36-7714

市・町にて設置している
中間支援センターはこちら

関係先リンク
・福島県 文化振興課
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/
・内閣府NPOホームページ
 https://www.npo-homepage.go.jp/
・公益財団法人 日本財団
 https://www.nippon-foundation.or.jp/
・CANPAN：日本財団が提供する公益事業コミュニティサイト
 https://fields.canpan.info/
・公益財団法人 助成財団センター
 https://www.jfc.or.jp/

ふくしま地域活動団体サポートセンターとは

大原綜合
病院



情報受・発信

NPOに関する情報をセンターのホームページで「知る」、「学ぶ」、「伝える」

という視点から発信しています。センターが開催する講座や助成金情報

など活動をする際に必要な情報を提供いたします。最新情報は

FacebookやTwitterも活用し、随時更新しています。

サポセンNews Letterは年3回程度発行し、県内で活動するNPO団体を取

り上げ、団体設立の際の思いや現在の活動内容などを紹介しています。

復興や地域活性化にむけ、更なる情報の受・発信を行います。

講　座

県内ＮＰＯのスキルアップを目指し、団体運営、人材育成など多種多彩な

講座を開催いたします。出前講座も行うため、ＮＰＯに必要な知識や情報

を得ることができます。地域課題解決のために活動に取り組む団体の方

が、そのミッションに向かってすすめるよう全力でサポートいたします。

連続講座、単独講座ともにニーズに応じて内容を変化させています。あ

わせて県内のサポートセンター、ＮＰＯ団体の意見を取り入れながら、地域

においても必要な講座を随時開催していきます。

相談窓口

センター開館時間内の月曜日から金曜日の9時から18時まで、設立、

運営、資金調達、労務、連携・協働、解散等、ＮＰＯ活動に関する各種相

談を受け付けています。特に相談件数の多い会計・税務・労務等は専

門家が無料で直接相談に応じます。専門家相談は事前に申し込みが必

要となります。団体が持つ悩みに的確なアドバイスができるよう、申

し込みにあわせて、具体的な内容を箇条書きで記載いただき、その後

センターにて相談日を調整いたします。相談時間は1回90分まで、各

団体最大3回までとなります。（申し込み多数の場合はお断りさせてい

ただくこともあります。）

情報交換会の開催・
ネットワーク形成

年3回程度、情報交換会として福島県内の中間支援センターや行政担

当者、まちづくり等に寄与する団体が集まる情報交換の場を設け、地

域を越えた横つながりの関係を築きネットワークの形成を行います。

地域に密着しているセンター同士が、最新の情報を収集できると共に

地域課題解決に向けて支援活動の方向性を確認し、今後のサポートに

つなげていきます。各センターの協力のもと、福島県内のNPO団体・

企業など多様な主体に参加いただく「福島県NPOのつどい」も開催し

ています。

ご相談は
月曜日～金曜日
9時～18時

専門家相談は1回90分まで
（各団体最大3回まで）

（予約制）

わ たしたち は

こん な 活 動 をしています

NPOと企業との
協働マッチング事業

福島県内のＮＰＯが様々に取り組んでいる「地域の社会的な課題」を解

決する方法のひとつとしてＮＰＯと企業との協働・連携があります。ふく

しま地域活動団体サポートセンターでは、このNPOと企業との協働を

サポートする「NPOと企業との協働マッチング事業」を実施しています。

NPO、企業、学生との連携・協力事業

「NPOと企業等のマッチング事業」ウェブサイト

https://fnpo-matching.f-saposen.jp/

ウェブサイト ▼ https://f-saposen.jp/

Facebook ▼  https://www.facebook.com/f.saposen/

Twitter  ▼  https://twitter.com/fukushimaNPO

ウェブサイト Facebook Twitter

チャレンジ
インターンシップ事業

「若者の学び・体験支援」をテーマとして、ユース（高校生・大学生・専

門学生）が自発的かつ意欲的に、県内で復興支援活動をしているNPO

法人で一週間から10日程度のインターン活動を行い、福島県の復興・

創生に若者が参加することを応援します。また、受入NPO法人にお

いても、若い人材による活動の活発化や将来の担い手育成につなが

るなど新たな活動の展開へつながっていくことを目指しています。

「チャレンジインターンシップ事業」ウェブサイト

https://f-intern.f-saposen.jp/

講座情報ウェブページ

https://f-saposen.jp/category/kouza/

ふるさと・きずな維持・
再生支援事業成果報告交流会

NPO法人等が被災者同士、被災者と支援者等を結びつける「絆力」を

活かして実施する、震災からの福島県の復興支援活動等を支援する

事業の成果報告交流会を行います。あわせて、採択団体の事業成果

を報告集に取りまとめています。

「ふるさと・きずな維持・再生支援事業」

成果報告集ウェブページ

https://f-saposen.jp/furusatokizuna/
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【運営受託】認定特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター

福 島 県 が 設 置 し た

県 内 の N P O を

サ ポ ー ト す る

組 織 で す 。

福 

島 

駅

●エスパル福島店

●
福島
稲荷神社

●
パセナカ
Misse

県庁外来
駐車場
　●

●

福島学院大学
短期大学部
福島駅前キャンパス
●

●こむこむ

●ラヴィバレ一番町

●
福島県庁ふくしま地域活動団体

サポートセンター

Non-Profit 

Organization

自治会館正面玄関前駐車場は30分間利用可能です。
30分を超える場合は県庁駐車場をご利用ください。

福島市市民活動サポートセンター TEL. 024-526-4533

郡山市市民活動サポートセンター
（アシストパーク郡山） TEL. 024-924-3352

しらかわ市民活動支援センター TEL. 0248-23-8909

須賀川市市民活動サポートセンター TEL. 0248-73-4407

喜多方市市民活動支援センター TEL. 0241-22-0603

南相馬市市民活動サポートセンター TEL. 0244-23-5420

伊達市市民活動支援センター TEL. 024-563-6970

会津美里町集落支援みさとねっと TEL. 0242-36-7714

市・町にて設置している
中間支援センターはこちら

関係先リンク
・福島県 文化振興課
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/
・内閣府NPOホームページ
 https://www.npo-homepage.go.jp/
・公益財団法人 日本財団
 https://www.nippon-foundation.or.jp/
・CANPAN：日本財団が提供する公益事業コミュニティサイト
 https://fields.canpan.info/
・公益財団法人 助成財団センター
 https://www.jfc.or.jp/

ふくしま地域活動団体サポートセンターとは

大原綜合
病院



NPOとは？

NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略です。

日本では「非営利組織」または「民間非営利組織｣と訳されます。

非営利の意味は「利益を上げてはいけない」ではなく、「出た利益は団体

の活動目的を達成するための費用に充てる」ということです。

NPOの目的は、さまざまな社会問題の解決に向けて活動することにあり

ます。したがって、NPOとはさまざまな社会的課題解決に向けて活動す

る営利を目的としない民間の組織です。

NPO中間支援
組織とは？

「NPOを支援するNPO」という言い方で要約される場合もありますが、

具体的には、地域の課題やNPOの実情を把握し、人材・資金・情報など

の資源提供者とNPOの仲立ちをしたり、各種サービスの需要と供給を

コーディネートすることで、NPOの様々な活動を支援するものです。

〒960-8043  福島県福島市中町8-2 福島県自治会館7階

開所時間　9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
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