
共助の取組マッチング　専門家ボランティアリスト（団体）

令和元年6月30日更新　    団体登録数78団体

番号 団体名 ふりがな 住所 活動可能エリア 具体的なスキルやノウハウ、人生経験 資格・免許等 登録分野

006 埼玉県行政書士会
さいたまけんぎょうせいしょ
しかい

さいたま市 県内全域
役所等に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成および提出代行
2,400名

行政書士

1.経営・財務・法律,2.NPO・ボランティア支援

089
（一社）埼玉県建築士事務
所協会 景観整備機構

さいたまけんけんちくしじむ
しょきょうかい けいかんせい
びきこう

さいたま市 特に問わない 良好な景観の形成に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他援助、景観調査、古民家調査等　60名

15.建築・住宅・まちづくり・交通

090
サンエイソフトウエアジャパ
ン（株）

さんえいそふとうえあじゃぱ
ん

川越市 特に問わない NPO・市民団体のホームページを作成の支援。

4.広報・情報発信・IT

093 染色工房　稲木 せんしょくこうぼういなき 朝霞市
県内全域　（遠方は
要相談）

公益社団法人日本工芸会の会員による伝統工芸の技術を活かし型紙を使ってエコバッグなどを作る染色体験ワークショップ。
友禅染め着物作品を前に制作、技法についての解説講演。
ワークショップ担当者２～３名（詳細は要相談）
友禅の解説講演２名（詳細は要相談＊会場は建物内のみ）

7.手工芸・料理

102 株式会社　YELL　FUNDING
エール　ファンディング

えーる　ふぁんでぃんぐ さいたま市 県内全域

団体内の社会リテラシー向上及び社会インフラ設計・運用
企業との連携による資金調達（企画、マーケティング、提案、営業の代行）
イベントや戸別訪問による資金調達（B to Cによる寄付金取得）
合計　５名（準認定ファンドレイザー　２名）

準認定ファンドレイザー

1.経営・財務・法律,3.起業・マーケティング・商
品開発

111
特定非営利活動法人パン
ニャ・メッタ蓮華会

ぱんにゃめったれんげかい 熊谷市

熊谷市、深谷市、東
松山市、行田市、本
庄市、鴻巣市、羽生
市

ヨーガ指導：母（父）と子（５才以上）のヨーガ
男性のためのヨーガ、高齢者のヨーガ（施設等）
健康法について（講演）　　※ヨーガ指導・講師＝８名

8.健康・スポーツ・美容

118 グループ　　〝ゆう〟 ぐるーぷ　ゆう 和光市
和光市近郊・県内全
般

箏・三味線・尺八・１７絃により、数名から１２名くらいでのボランティア演奏をいたします。（古典曲から現代曲、
ポピュラー、懐メロ等々）

11.文芸・音楽・パフォーマンス

120 転勤族協会 てんきんぞくきょうかい さいたま市
戸田市、川口市、さい
たま市

全国47都道府県の転勤族の妻＋海外の駐在妻ネットワーク3000名
SNSおよび全国の転妻の口コミを活用した地域情報の広報PR、各種イベント企画
実績：水戸市役所「転妻がセレクトする水戸のおみやげもの」パンフ企画、本庄市ねぎ「本庄美人」PRソング　https://youtu.be/QFcwZf6fjq4

3.起業・マーケティング・商品開発　4.広報・情
報発信・IT　5.地域活性化・地域活動支援・イ
ベント　13.女性・子育て・若者

127
NPO法人川越子育てネット
ワーク

かわごえこそだてねっとわー
く

川越市 県内全域
川越市で9年間実績のある協働モデル「子育て体験学習」を実施するノウハウを提供します。地元の子育て支援団体が赤ちゃんを連れて学校に
伺い、「いのちの講座」を実施するための、赤ちゃんゲストの募集から学校へお連れするノウハウまで、支援団体と市民（親子と生徒）と行政、そ
のすべてがWIN&WINになる方法を伝授します。３名。

10.教育・人材育成,13.女性・子育て・若者

134
特定非営利活動法人みんな
で元気

みんなでげんき 和光市
和光市内、和光市近
郊

・介護予防に通じる様々なプログラムの提供
・世代間交流イベントの企画・運営
・シニアの活躍の場づくり
・福祉施設交流ボランティア
・食の提供

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,8.健
康・スポーツ・美容,11.文芸・音楽・パフォーマ
ンス,12.高齢者・障害者（児）・福祉

136 中央グリーン開発株式会社 ちゅうおうぐりーんかいはつ 越谷市

越谷市・川口市・さい
たま市・吉川市・草加
市・春日部市・松伏
町・八潮市・三郷市

住宅関係・リフォーム・コミュニティ　４名

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,15.建
築・住宅・まちづくり・交通

141 ちぇぶら ちぇぶら 所沢市 戸田市
座学：「女性ホルモンと更年期・身体のトリセツ」
実践：「ちぇぶら体操」「骨盤エクササイズ」「バランスボールエクササイズ」

8.健康・スポーツ・美容,13.女性・子育て・若者

160
Choinaca Works（ちょいなか
ワークス）

ちょいなか　わーくす 杉戸町 県内全域

・わたしたちの月3万円ビジネス講座／トークショー
・デザイン講座（非デザイナー用）・コピーライティング
・Webサイト・チラシ作成講座　・企画書づくり
・中国語　　・イベントづくり

4.広報・情報発信・IT,5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日本文化・国際交流

162
特定非営利活動法人川越き
もの散歩

かわごえきものさんぽ 川越市 県内全域
親子きもの体験など
おとな・こども用の着物を持参し着付けなどの体験

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,7.手工
芸・料理,9.語学・日本文化・国際交流,13.女
性・子育て・若者

163
大人の秘密基地アルコイリ
ス

あるこいりす　かふぇ 和光市 県内全域 コミュニティカフェの運営

3.起業・マーケティング・商品開発,5.地域活性
化・地域活動支援・イベント

178
特定非営利活動法人チーム
東松山

ちーむひがしまつやま 東松山市 県内全域

・NPO立ち上げ支援
・創業、企業支援
・まちづくり、コミュニティカフェ
・環境分野（太陽光発電）

2.NPO・ボランティア支援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,5.地域活性化・地域活動支援・
イベント,6.環境保全・農業

185
一般社団法人　地域公益推
進機構

ちいきこうえきすいしんきこう 和光市 県内全域

・子どもへの読み聞かせ　10名
・手回しオルゴール演奏家、作家、指導者 　1名
・おもちゃコンサルタント　2名
・子どもの健全育成事業の企画、イベント支援　３名
・法人格取得支援　1名

1.経営・財務・法律,2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・IT,7.手工芸・料理,8.健
康・スポーツ・美容,9.語学・日本文化・国際交
流,11.文芸・音楽・パフォーマンス
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187
二樹の会（語りと琵琶がた
り）

にきのかい　かたりとびわが
たり

鴻巣市 県内全域

・語りと琵琶がたり
演目例　古典：『耳なし芳一』『熊谷直実』『雪女』『小松姫物語』
現代もの：『ひばり笛』『小っちゃなかみさん』『奥の手』　その他多数
・日本演出家協会会員
・２名

11.文芸・音楽・パフォーマンス

191 こまどり社 こまどりしゃ 深谷市 県内全域
獅子舞、紙芝居（自作）、似顔絵、イラスト書き、チンドン屋その他業務。
獅子舞などは各１名。チンドン屋は２～５名での支援に対応します。

11.文芸・音楽・パフォーマンス

194 ワンツーはあと わんつうはあと 川越市
川越近辺（和光・東上
線）

知的障がい者及び高齢者等に対し、体操指導。介護予防運動の普及活動を目的にしています。

8.健康・スポーツ・美容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

195 NPO法人ふうせん ふうせん 蕨市
蕨市、川口市、戸田
市など南部地域

年間、蕨市内および近郊にて年間約260講座の託児を請負う。
講師照会（ヨガ・３Ｂ体操、英語、ＮＰプログラム、工作、創業、その他）
子育て学級の企画のお手伝い、子育て広場の企画・運営。
保育サポーター養成。
ママ向け講座の企画、運営。
産前・産後ケア

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,7.手工
芸・料理,11.文芸・音楽・パフォーマンス,13.女
性・子育て・若者

198 株式会社スタジオステパノ すたじおすてぱの 群馬県前橋市 埼玉県全域
劇場用映画の企画・制作 http://studio-stepano.co.jp/
専属スタッフ１名

4.広報・情報発信・IT

208
特定非営利活動法人　和
光・緑と湧き水の会

わこう・みどりとわきみずの
かい

和光市 県内全域

①環境にかかわる行政との協働事業
②和光市の身近な自然を知り、守り、活かす活動
③観察会、フォーラム等企画と運営
④環境保全ボランティア活動の推進
⑤学校への協力

6.環境保全・農業,10.教育・人材育成

223 子育てママ　はじめの一歩
こそだてまま　はじめのいっ
ぽ

加須市 加須市内
子育てに関する講座の開催
子育て世代への会合等
タマホーム加須　利用

13.女性・子育て・若者

235
株式会社ボイスクリエーショ
ン シュクル

ぼいすくりえーしょんしゅくる さいたま市 県内全域

コミュニケーションにおける人材育成
スピーチ、アナウンス、司会指導
ラジオ番組制作
ボイストレーニング、健康声磨き体操

8.健康・スポーツ・美容,10.教育・人材育成,11.
文芸・音楽・パフォーマンス

247 子育て応援　みに北会 みにきたかい さいたま市 さいたま市北区近郊
ベビーカーコンサートin北区　年2回開催予定
地域ボランティア活動　子育て活動応援
障がい者活動応援　高齢者活動応援　　会員約20名程度

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,11.文
芸・音楽・パフォーマンス,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,13.女性・子育て・若者

279
特定非営利活動法人ふれあ
いサポーター

ふれあいさぽーたー 本庄市
本庄市・深谷市・熊谷
市

・終活関連セミナー、勉強会
・同　講師の派遣

10.教育・人材育成,12.高齢者・障害者（児）・
福祉

298
特定非営利活動法人埼玉
情報センター

さいたまじょうほうせんたー さいたま市 県内全域（応相談）
ＩＴ・情報発信（ＨＰ作成、ＳＮＳなど）
Jimdo講師（初回2時間　相談無料）

4.広報・情報発信・IT

307 ユメキッズ ゆめきっず 川口市

川口市・蕨市
※蕨駅より徒歩7分、
古い商店を改築した
スタジオ有り

地域の子どもたちによるまちづくりにチャレンジしています。
子ども向けイベントへの出店や地域活動への子どもの関わりについてご協力できます。
　※ユメキッズは、原則隔週日曜日の午後に子どもたちが縁joy和ッショイ工房に集まり、子ども達の自主性に任せて運営する居場所を提供して
います。

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,13.女
性・子育て・若者

308

特定非営利活動法人川口
市民防災ボランティアネット
ワーク
（通称：かわぐち防災ネット）

かわぐちしみんぼうさいぼら
んてぃあねっとわーく　ぼうさ
いねっと

川口市
川口市および近県地
域

・地震や風水害などの自然災害において、被災者の救援活動及び被災地の復旧活動を支援するため、平常時から市民・企業・ボランティア団
体・行政などと協力しあいネットワークづくりを進めており、広く防災に関わる知識・技術・教育の普及、啓蒙に関わる支援を行います。
・町会、団体、子ども対象などの会合に防災リーダー等の派遣
・街づくりワークショップ運営企画、ファシリテーター派遣

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,14.防
災・地域安全・災害救援,15.建築・住宅・まち
づくり・交通

324
特定非営利活動法人グリー
ンパパプロジェクト

ぐりーんぱぱぷろじぇくと 鴻巣市
県内全域、首都圏を
中心に全国

・父親の子育て支援
・ワーク・ライフ・バランス、働き方の見直し
・父子旅行
・NPO運営支援１名、Web広報１名

2.NPO・ボランティア支援,4.広報・情報発信・
IT,13.女性・子育て・若者

327 埼玉県民話語り協議会
さいたまけんみんわがたり
きょうぎかい

桶川市

さいたま市、上尾市、
桶川市、伊奈町、北
本市、鴻巣市、熊谷
市、寄居町、入間市

民話語り、本の読み聞かせ、会員200余人、ボランティア活動

11.文芸・音楽・パフォーマンス

331 かわごえ里山イニシアチブ
かわごえさとやまいにしあち
ぶ

川越市 県内全域 親子田植え体験、環境、地産地消、農業支援、生きもの調査、みつばちプロジェクトなど

6.環境保全・農業,7.手工芸・料理

336
特定非営利活動法人ヘル
プ・インターナショナル

へるぷ　いんたーなしょなる 八潮市 県内全域 英語、ウルドゥー語の通訳
9.語学・日本文化・国際交流

352
ホットほっとタイム　子ども食
堂ネットワークｉｎ上尾

ほっとほっとたいむ　こども
しょくどうねっとわーく　いん
あげお

上尾市 上尾市
学童保育指導員や、読み聞かせ、民話ボランティアなどが参加しています。月1回第3金曜16：30～19：00新聞店の会議室を借りている。（こども
100円。大人400円、1回目は会員登録）

11.文芸・音楽・パフォーマンス,13.女性・子育
て・若者
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354 浦和○○部 うらわまるまるぶ さいたま市 さいたま市他
部活というスタイルで、地域で楽しむ・地域を楽しむ「○○部」を埼玉県で初めて立上げました。○○部を通じた新しい仲間づくりなどのアドバイス
やイベント企画共催経験あり。部活は多数（市民記者、絵本セラピスト、調理師、生花・アレンジメント、消しゴムはんこ、折り紙、特殊メイク、ゴス
ペル、手話、ＩＴなど）

調理師

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,7.手工
芸・料理,11.文芸・音楽・パフォーマンス,13.女
性・子育て・若者

370
特定非営利活動法人無料
塾ひこざ

むりょうじゅくひこざ さいたま市 さいたま市桜区 無料で小中学生の学習を支援する。無料塾の運営・ノウハウ・事例発表等。
5.地域活性化・地域活動支援・イベント,10.教
育・人材育成,13.女性・子育て・若者

372 株式会社ケア・クロス けあくろす 東松山市
大里広域、東松山
市、比企郡

高齢者、障がいのある方のためのケアシューズ専門ショップとして6年目を迎えています。シニア世代の66%が転倒のヒヤリ・ハットを経験し、実際
に合わないクツが原因での転倒は20%超えます。私たちは店に来られない方々のため、各施設、御自宅に伺い、正しいクツ選びのお手伝いをさ
せていただいています。健康関連イベントのお手伝い、出店、試着会開催等。

8.健康・スポーツ・美容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

373
特定非営利活動法人熊谷
市ほたるを保護する会

くまがやしほたるをほごする
かい

熊谷市 関東エリア
市民等に潤いを与える自然発生しているゲンジボタルを保護し、子ども達に繋いでいくため、市民等と一体になって環境保全を図る活動を目的と
しています。ホタルまつりなどを開催。自然保護活動団体を支援します（会員数110名）。

6.環境保全・農業

377
一般社団法人　埼玉いえ・ま
ち再生会議

さいたまいえまちさいせいか
いぎ

さいたま市 埼玉県南部 高齢者の住宅での家の修理や修繕等のお手伝いを中心とし、高齢者の残す住宅資産を若い世代に継承していくことで空き家の防止を図る。
5.地域活性化・地域活動支援・イベント,12.高
齢者・障害者（児）・福祉,15.建築・住宅・まち
づくり・交通

385 さいたま絹文化研究会
さいたまきぬぶんかけんきゅ
うかい

川越市 県内全域
絹文化関連会報発行、シンポジウム、フォーラム等の開催
県内神社との連携、川越、秩父高麗地方の観光関連情報提供など

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,6.環境
保全・農業,7.手工芸・料理,9.語学・日本文化・
国際交流

390 ウエルシア薬局株式会社 うえるしあやっきょく 東京都千代田区 県内全域

薬剤師　3名（医薬品の説明等）、管理栄養士　1名（栄養相談等）
（参考）埼玉県下店舗薬剤師正社員数：約500名（臨時従業員除く）
　　　  管理栄養士9名、栄養士12名
ウエルカフェの運営。

2.NPO・ボランティア支援,5.地域活性化・地域
活動支援・イベント,8.健康・スポーツ・美容,12.
高齢者・障害者（児）・福祉,13.女性・子育て・
若者

395 九星書道会 きゅうせいしょどうかい 川越市 県内西部～中央部
書道関係を通しての文化交流活動。展示発表、講演。実演。
特に古代文字・梵字の書法、解説。
小中学生から成人まで書文字の世界を楽しめます。担当メンバー10人。

9.語学・日本文化・国際交流,11.文芸・音楽・
パフォーマンス

409
特定非営利活動法人ベアリ
スランニングクラブ

べありすらんにんぐくらぶ 熊谷市 県内全域 健康づくり運動指導、ウォーキングやジョギング指導　8名
8.健康・スポーツ・美容

421 らしく株式会社 らしく さいたま市

さいたま市（本店所在
地より車又は電車で
30分以内のエリアが
望ましい）

代表者は元税理士として約10年間の実務経営、事務所経営経験あり。ほか、スタッフ2名は経理事務、会計事務所の経験が数年間あり。空き家
や空き店舗対策コンサルティング、フットサル事業に関するコンサルティング、相続・事業承継コンサルティングも対応可能。

税理士

1.経営・財務・法律,5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,8.健康・スポーツ・美容

432 株式会社　櫻井印刷所
かぶしきがいしゃ　さくらいい
んさつじょ

川越市 県内全域
制作・印刷相談
印刷会社による社会貢献へのアドバイス

2.NPO・ボランティア支援,4.広報・情報発信・IT

439
アロマケアチーム・プチマイ
ン

あろまけあちーむ・ぷちまい
ん

坂戸市
公共交通機関で移動
可能な県内

団体代表は高齢者施設や緩和ケア病棟でのアロマケア実績、団体外部での講師活動、講演等の実績あり、副代表は訪問介護士

2014年 発足、ボランティア養成講座他、アロマケアの啓蒙活動としての講座を開催。講座は年3回継続中。2018年 坂戸市社会福祉協議会に登
録。『アロマ・カフェ』を概ね月に１回開催。

2019年 この『アロマ・カフェ』がオレンジカフェの機能を内包していることが認められ、坂戸市おれんじカフェ協力団体に登録。また、『彩の国会
議』に参加しています。

英国IFA認定アロマセラピスト、介護福
祉士、AEAJ認定アロマセラピスト、国際
リドルキッズ協会認定自閉症タッチケア
セラピスト、認知症キャラバンメイト

8.健康・スポーツ・美容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

443 ＡＣＨＡプロジェクト あちゃぷろじぇくと 東京都荒川区 県内全域
児童養護施設出身者による、振袖きもの体験プロジェクトです
全国での展開を目指し活動しています
埼玉の施設でもプロジェクト開催を予定しています

9.語学・日本文化・国際交流,13.女性・子育
て・若者

444
一般社団法人川越織物市
場の会

いっぱんしゃだんほうじんか
わごえおりものいちばのか
い

川越市 県内全域

明治時代築・川越織物市場の保存運動を展開してきました
市民と行政の協働に知見あり
市民活動のノウハウ・法律に精通しています
弁護士、まちづくりコンサルタントが在籍しています

弁護士
1.経営・財務・法律,2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活動支援・イベント,15.
建築・住宅・まちづくり・交通

446
特定非営利活動法人　くに
たち農園の会

くにたちのうえんのかい 東京都国立市 県内全域

市民農園の運営・開設
食育・農業ビジネス研修　食育イベント企画・運営
畑で婚活
著書「都市農業必携ガイド」（農文協）
国立市にて田畑とつながる子育て古民家運営
東京都農林水産振興財団派遣専門家

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,6.環境
保全・農業,10.教育・人材育成,13.女性・子育
て・若者,15.建築・住宅・まちづくり・交通

447

特定非営利活動法人
Education in Ourselves 教育
を軸に子どもの成長を考え
るフォーラム

えでゅけーしょん　いん　あ
わせるぶず　きょういくをじく
にこどものせいちょうをかん
がえるふぉーらむ

さいたま市 県内全域
「発達の遅れ」を中心に、子どもの教育・医療に関する支援
セミナー、研修会、市民講座などの開催

10.教育・人材育成,12.高齢者・障害者（児）・
福祉,13.女性・子育て・若者

456 合同会社映像工房たまき
ごうどうかいしゃえいぞうこう
ぼうたまき

上尾市
上尾市、桶川市、蓮
田市、伊奈町

映像制作などによる広報支援
支援可能な人員：１人

4.広報・情報発信・IT



共助の取組マッチング　専門家ボランティアリスト（団体）

459
特定非営利活動法人血液
循環ロコモ体操指導協会

けつえきじゅんかんろこもた
いそうしどうきょうかい

川口市 県内全域

血液循環ロコモ体操（65歳以上・椅子に座ってできる体操）
ロコモ・サルコぺニア・フレイル予防体操及び測定

経験　市民大学・健康セミナー・体操教室・川口市介護予防ギフトボックス事業実施（平成２８年度、２９年度）
資格　血液循環ロコモ体操師範指導士・高齢者体力テスト指導士（血液循環ロコモ協会にて認定）・高齢者体力つくり支援士

支援可能な人員
　　　　・体操指導　１４人
　　　　・測定　　　　　５人

血液循環ロコモ体操師範指導士、高齢
者体力テスト指導士（血液循環ロコモ協
会にて認定）、高齢者体力つくり支援士

8.健康・スポーツ・美容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

462
公益社団法人日本グラフィッ
クデザイナー協会（ＪＡＧＤ
Ａ）埼玉地区

こうえきしゃだんほうじんに
ほんぐらふぃっくでざいなー
きょうかいさいたまちく

さいたま市 県内全域
チラシ・カタログ、名刺、ＷＥＢサイト、パッケージ、ロゴマークなどのグラフィックデザイン全般、デザインセミナー・ワークショップ、コミュニケーショ
ンデザインなど
支援可能な人数：グラフィックデザイナー40名（2018年1月現在）

4.広報・情報発信・IT

464

公益財団法人ドナルド・マク
ドナルド・ハウス・チャリ
ティーズ・ジャパン　ドナル
ド・マクドナルド・ハウス　さ
いたま

こうえきざいだんほうじんど
なるどまくどなるどはうす
ちゃりてぃーずじゃぱんさい
たまはうす

さいたま市 さいたま市
提供可能なボランティアスキル：育成、モチベーション向上などの指導
活動可能な人数：ハウスマネージャー１人、アシスタント１人

10.教育・人材育成

466 株式会社エース広告
かぶしきがいしゃ　えーすこ
うこく

さいたま市 県内全域
・アクティブシニア名刺のデザイン・印刷で協力できます。
・プロのデザイナーによるデザイン協力できます。
・販促ツールの制作や印刷に係るアドヴァイスできます。

4.広報・情報発信・IT

473
きしゃぽん（運営：嵯峨野株
式会社）

きしゃぽん　さがのかぶしき
がいしゃ

入間市 県内全域
本・DVDや、使わなくなったブランド品などの物品をリサイクル換金して寄付できる新しい募金のシステム・リサイクル募金の運営サポート（古物
商）

16.その他

477 合同会社さわらび舎 ごうどうがいしゃさわらびしゃ 蕨市
蕨市、川口市、戸田
市、さいたま市を中心
に埼玉県内全域

書籍や印刷物の企画・編集・発行
支援可能な人数：１人

4.広報・情報発信・IT

482
一般社団法人埼玉県セルプ
センター協議会

いっぱんしゃだんほうじんさ
いたまけんせるぷせんたー
きょうぎかい

さいたま市 県内全域

当協議会は、埼玉県内の124の障害者施設で構成される団体です。
企業や団体から依頼された作業を障害者施設に斡旋する事業や、障害者施設の製品購入を希望される方へ該当施設を紹介する事業などを
行っております。

社会貢献をご検討くださる方へ情報提供が可能です。
・障害者施設製品の販売会予定について
・作業受注を希望する障害者施設の紹介　など

障害者施設に作業を斡旋する際、依頼者にお支払いいただく手数料について、特別価格での協力が可能です。

12.高齢者・障害者（児）・福祉

486 ユニコム株式会社 ゆにこむかぶしきがいしゃ 所沢市

所沢市、入間市、狭
山市、川越市

※順次拡大中

【取組】
ユニコム株式会社が運営するグルメアプリ「エシカルミン」の利用状況に応じて、県内各地の子ども食堂に寄附をする取組を行っています。
飲食店も、飲食店を利用されるお客様も、普段の生活の中で手軽に社会貢献ができる仕組みです。

【提供可能な支援内容】
・エシカルミンを通じた子ども食堂への寄付
　寄附を希望する子ども食堂を随時募集しています。
・子ども食堂への広報協力
　新聞折り込みチラシに、子ども食堂の情報を掲載させていただきます。

4.広報・情報発信・IT,13.女性・子育て・若者

491
ちょうの薬膳会　薬膳料理教
室

ちょうのやくぜんかい　やく
ぜんりょうりきょうしつ

川越市
車で行けるところ
（関東全域、秩父地
域以外の県内全域）

・中医学の視点で薬膳料理教室
・中国語と韓国語のネイティブスピーカー・語学講師（５年以上経験あり）・翻訳・通訳（１０年以上の経験あり）
【支援可能な人数】
１人

7.手工芸・料理,8.健康・スポーツ・美容,9.語
学・日本文化・国際交流

493
特定非営利活動法人　夢幻
陣

とくていひえいりかつどうほ
うじん　むげんじん

川口市 県内全域
和芸能パフォーマンス（忍者、侍など）
例）老人ホーム等での慰問公演、お祭りの忍者体験・ショー、小学校・幼稚園での忍者講座など
【支援可能な方の人数】規模による

9.語学・日本文化・国際交流,11.文芸・音楽・
パフォーマンス

498
特定非営利活動法人すぎと
SOHOクラブ

とくていひえいりかつどうほ
うじんすぎとそーほーくらぶ

杉戸町 県内全域
創業支援（３名）、団体設立・運営支援（1名）
ワークショップファシリテーター（3名）

2.NPO・ボランティア支援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,10.教育・人材育成

501 みんなの夢プロジェクト みんなのゆめぷろじぇくと 東京都新宿区
主に埼玉県、東京
都、神奈川県

みんなの夢プロジェクトには、計30名の各種専門家が在籍しております。主な支援内容は下記の通りです。

・予算ゼロ円からの広報・ＰＲ術：売り上げ約4.3倍の実績あり
・シングルマザー向けお金の相談会：ＦＰ、ＴＶ出演実績あり
・学習支援事業の学習ボランティア：元高校教諭など
・木のぬくもりを感じる、積み木を使ったワークショップ：建築士・県内のこども園の設計など
費用がかかる支援内容につきましては、専門家ボランティアとして特別価格で対応させていただきます。

【支援可能な人数】
ご要望に応じてご相談可能です。

1.経営・財務・法律,2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・IT,7.手工芸・料理,8.健
康・スポーツ・美容,10.教育・人材育成,11.文
芸・音楽・パフォーマンス,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,13.女性・子育て・若者,15.建築・住
宅・まちづくり・交通,16.その他

508 専門職集団「ほっこり会」
せんもんしょくしゅうだんほっ
こりかい

東松山市

東松山市、比企郡、
入間市、熊谷市、行
田市、鴻巣市、北本
市、坂戸市、川越市

＜高齢者向け＞アロマ、メイク、ハンドマッサージ、着付、心理、終活（介護等）、リラクゼーション
8.健康・スポーツ・美容,9.語学・日本文化・国
際交流,12.高齢者・障害者（児）・福祉

511
特定非営利活動法人空き家
対策協会

あきやたいさくきょうかい さいたま市 県内全域
空き家に関連するご相談
空き家予備軍に関するご相談

15.建築・住宅・まちづくり・交通



共助の取組マッチング　専門家ボランティアリスト（団体）

513
ＮＰＯ法人地域こども包括支
援センター

ちいきこどもほうかつしえん
せんたー

越谷市 越谷市内 子ども食堂の開設手続き支援、食材の支援、その他相談支援が可能です。 13.女性・子育て・若者

521
特定非営利活動法人わこう
子育てネットワーク

わこうこそだてねっとわーく 和光市 埼玉県南部
・子育て支援団体支援
・子育てサロン、子育て広場といった、お子さんを連れた保護者の方が気軽に来られる「ひろば」の立ち上げ支援
ひろばをやってみたいという団体やグループの方に向けた、「ひろば」の立ち上げ支援、傾聴、ロールプレイ等の研修も可能です。

2.NPO・ボランティア支援,13.女性・子育て・若
者

531
特定非営利活動法人都市づ
くりNPOさいたま

としづくりえぬぴーおーさい
たま

さいたま市
さいたま市を中心とし
た県内全域

・ワークショップやセミナーなどの企画、実施
・まちづくりに関する講師派遣（大学教員、行政OB、コンサルタントなどが所属）
・行政との協働に関するアドバイス
・住民相互の合意形成やまちづくりに関する話し合いの場のコーディネート
【支援協力可能な人数】
まちづくり分野の専門家の会員（理事）17名

10.教育・人材育成,15.建築・住宅・まちづくり・
交通

533
特定非営利活動法人パープ
ルネットさいたま

ぱーぷるねっとさいたま さいたま市 県内全域
・DVの問題についての講座や研修会の実施
・非暴力に特化した心理教育プログラムを紹介・体験する講座の実施

10.教育・人材育成,13.女性・子育て・若者

535 くきCAP くききゃっぷ 東京都練馬区 県内全域
子どもへの虐待、いじめ、つれさり、性暴力を防止するためにできること、相談されたときの話の聴き方や支援の方法を伝えます。
【支援可能な人数】
CAPスペシャリスト資格あり・５名

CAPスペシャリスト 10.教育・人材育成,13.女性・子育て・若者

537 株式会社ナックプランニング なっくぷらんにんぐ 戸田市
さいたま市浦和区、
戸田市

・株式会社ナックプランニング本社（戸田市本町4-3-1）の打合せブース（８席）を火曜日に無料貸出中
・同社の浦和ウーマノミクス室を毎週金曜日に無料貸出中
女性活躍応援・子育て支援イベントにご活用下さい！

2.NPO・ボランティア支援,5.地域活性化・地域
活動支援・イベント,13.女性・子育て・若者

539
公益社団法人日本サードセ
クター経営者協会

にほんさーどせくたーけいえ
いしゃきょうかい

東京都大田区 県内全域

起業支援・経営支援は１０００社以上の実績
会計・労務支援、ガバナンス健全化支援、中期戦略作成支援、ロジックモデル作成支援、組織基盤強化支援など

【支援可能な人数】
jacevo認定コンサルタント・５名

jacevo認定コンサルタント 1.経営・財務・法律

542 さいたま日豪協会 さいたまにちごうきょうかい さいたま市 県内全域

・オーストラリアに関するプレゼンテーション（オーストラリア在住歴14年以上）
・海外で働くことに関するプレゼンテーション（元外交官、元海外ホテルのコンシェルジュ）
・国際交流支援（元在パース日本国総領事館広報文化担当職員）
・英語学習支援（オーストラリアの専門学校や大学院を卒業）
・海外生活にかかる相談(元オーストラリア永住者）
・外国人の日本滞在にかかる相談（元外国政府機関職員）

【支援可能な人数】
事務局１名ほか、活動毎の支援者複数

行政書士
1.経営・財務・法律,9.語学・日本文化・国際交流

543 たかつか行政書士事務所
たかつかぎょうせいしょしじ
むしょ

さいたま市 県内全域

【国際案件】
・海外とのやりとり等についてのご相談
・外国人の日本滞在にかかる各種ご相談（元外交官、元外国政府職員、海外生活14年以上）
【終活案件】
・エンディングノートを活用した遺言作成のプレゼンテーション
・終活全般についてのご説明（行政書士）
【支援可能な人数】
常勤１名ほか

・行政書士
・ビジネス法務エキスパート（東京商工
会議所）

1.経営・財務・法律,9.語学・日本文化・国際交流

546 趣味のIT しゅみのあいてぃー 志木市
県内全域
（志木市近郊は交通
費無料）

・ITを利用した業務効率化
・ホームページ作成
・活動内容を宣伝するためのマーケティング提案
・ITコンサルタント
・パソコンやスマホ利用基礎講座
・ITリテラシー教育
・情報セキュリティ研修
・小学生向けプログラミング教育（教員、保護者向け講義、児童向け体験会）
【支援対応可能な人数】
・無制限（ホームページ作成管理代行）
・50名（各種IT講演）
・10名（小学生プログラミング体験会）
・20名（ITコンサルタント）

・応用情報処理技術者
・CCNA
・情報セキュリティマネジメント
・ITILfoundation
・LPIC1
・第二種情報処理技術者
・TOEIC620

4.広報・情報発信・IT,10.教育・人材育成

557
特定非営利活動法人　街・
建築・文化再生集団

まちけんちくぶんかさいせい
しゅうだん

群馬県前橋市
埼玉県、群馬県（活
動エリアは限定して
いない）

・シルクロードネットワーク（埼玉県と群馬県の絹産業遺産を繋ぐ）を構築し、絹遺産を地域づくりに活かす取組
・各地でシルクロード・ネットワーク・フォーラムを開催
・歴史的建造物、産業遺産を地域づくりに活かす取組
・歴史遺産を活かした地域づくり情報の提供、支援等
・歴史的建造物・遺産調査、国登録文化財登録調査等
【団体メンバー】
実務：一級建築士（意匠・構造）・司法書士・税理士
研究：大学関係者など
【支援可能な人数】
支援内容に応じて派遣

・一級建築士
・司法書士
・税理士

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,15.建
築・住宅・まちづくり・交通

558
川越唐人揃いパレード実行
委員会

かわごえとうじんぞろいぱ
れーどじっこういいんかい

さいたま市 川越市
多文化共生に関する人脈があります。また、多文化共生についての講演が可能です。
川越唐人揃いパレードを15年に渡り市民活動として継続して運営。資金を根付かせています。(釜山市と共にユネスコ記憶遺産に認定されまし
た)

5.地域活性化・地域活動支援・イベント,9.語
学・日本文化・国際交流


