
地域の担い手の輪を広げよう！

ハマボノmini活用の手引き

令和5年 1月版

事務局：
横浜市健康福祉局
高齢健康福祉部地域包括ケア推進課
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https://grant.community/yokohama

ハマボノminiとは？（概要と特徴）

https://grant.community/yokohama


地域団体と新たな担い手とをつなぐ仕組み
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ハマボノminiは、地域団体・NPO等の “ちょっとしたお困りごと” と、
それをお手伝いする現役勤労者等の新たな担い手とのマッチングを、
支援者が最小限の労力で関わりながら進めるためのしくみです。

地域団体・NPO等
高齢者の支援・社会参加 等

新たな担い手
現役勤労者・学生・シニア世代 等

支援者
・区役所
・生活支援コーディネーター（1層・2層）
・地域交流コーディネーター 等

いつでも
いくつでも
募集可能

最短１日～
３ヵ月の

小規模な支援



「ハマボノmini」と「ハマボノ」
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ハマボノmini ハマボノ

1日～3カ月程度 支援期間 3～4カ月程度

個人による支援が中心 支援体制 5～6名程度のチームで支援

いつでも自由に募集・依頼できる 募集方法 年1回の決まったタイミング

いくつでも何度でも
募集・進行が可能

支援件数
1期につき1件

初回応募団体を優先

団体が募集し採否を決定
ボランティアの

調整方法
事務局が募集しチームを編成

団体が主体的に
希望する支援内容を設定する

支援内容の
調整方法

団体の希望をもとに
事務局が成果目標を調整する

対象要件
●主に高齢者を支援している非営利の地域活動
または高齢者主体による担い手が活躍し、かつ多世代交流を目的とした非営利の地域活動
※以上について、市の委嘱及び委託事業又はそれに類する活動、介護保険等の指定事業は除く

●生活支援コーディネーター等が継続的に関わりを持っていること
●横浜市内に活動拠点を有し、少なくとも１年間以上の活動実績があること

ハマボノmini支援対象団体はハマボノに準じます



「ハマボノmini」これまでの事例
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団体名 区 支援内容

NPO法人宮ノマエストロ 泉区 ランチ・子ども食堂のチラシ作成 R2年度完了

桜木カフェ 西区
美味しいお茶の入れ方を
教えていただける方

R3年度
（活動休止中）

NPO法人 笑顔 緑区
ホームページのリニューアルに向けた
写真撮影

R3年度完了

NPO法人 笑顔 緑区
リモート認知症予防プログラムを
広げるための情報発信支援

R3年度完了

ふれあい体操教室 都筑区 体操教室のチラシ作成 R3年度完了

高田コミュニティカフェ
ゆずの樹

港北区
今あるホームページ
を見やすくしてほしい

R3年度完了

金沢東部地区社会福祉協
議会

金沢区 シンボルマークの作成 R3年度完了

都筑区老人クラブ連合会 都筑区 定期刊行物の企画内容アドバイス R3年度完了

NPO法人 洋光台生活サ
ポートくらぶ

磯子区 会員募集リーフレットのリニューアル R4年度完了

みんなの体操 保土ヶ谷区
「みんなの体操」に参加してもらうた
めのチラシ作成

R4年度完了

男たちの活動グループ
ducks

泉区
活動5周年を振り返るチラシデータの
作成

R4年度完了

NPO法人 笑顔 緑区
リモート認知症予防プログラム録画の
YouTube配信をお手伝いください

プロジェクト中

NPO法人 オールさこんや
ま

旭区 移動支援の広報用チラシの作成 プロジェクト中

男たちの活動グループ
ducks

泉区
インスタグラム投稿に向けた講師役の
募集

募集中



社会参加プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」について

NPO・地域活動団体の多くが担い手不足に悩む一方、社会課題解決に
関心を持つ人は増えています。

社会参加プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」は、両者のニーズを効果的
につなぐ仕組みとして、全国各地の中間支援組織によるコーディネー
ションを支援し、より多くの人に「良質な社会参加機会」を創出する
ことを目指すプラットフォームです。

社会参加プラットフォーム
「ＧＲＡＮＴ」は

2022年度グッドデザイン賞
を受賞しました。
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社会参加プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」 ３つの特徴

「ＧＲＡＮＴ」は、NPO・地域団体のニーズを随時発信でき、個人単
位で、成果物やアクションを支援するマッチングの仕組みです。

個人とのマッチング

「個人」を基本として
参加者を募集します。

（職場や学校などの同僚・
友人等からなるチーム・ユ
ニットで応募がある場合も
あります。）

具体的なアクション

開始当初に合意した成
果目標の実現に向けた
「具体的なアクショ
ン」に取り組みます。

随時募集が可能

団体のニーズが発生した
タイミングで、随時担い
手を募集することが可能
です。

（同時に複数の募集をすること
もできます。）

66
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ハマボノmini のつかいかた

まずは「団体登録」から始めます｜ 9-14

支援の募集は「プロジェクト」で｜15-29

その他、いろいろな機能のご紹介｜30-35
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地域団体・NPO

参加者（プロボノワーカー・講師ボランティア等希望者）

「団体登録」と「プロジェクト登録」

「ハマボノmini」の利用を希望する団体は、まずは「団体登録」をお
願いします。（初回１回のみ）

その後、具体的な支援内容の希望を記載する「プロジェクト登録」に
より、参加者の募集ができます。（何度でも・いくつでも）

ハマボノ事務局（健康福祉局・サービスグラント事務局）

①利用許可

②公開許可

プロジェクト登録
具体的な支援の募集内容を記載

団体登録
連絡先・基本情報等を入力



団体登録は「ハマボノmini」のページからお願いします

団体登録をご案内する際には「ハマボノmini」のURLをご案内いただ
きますよう、お願いします。
※「ＧＲＡＮＴ」のトップページ等、他のページをご案内すると、他県市のコーディネーターに団体
登録を行ってしまう可能性がありますので、ご注意をお願いします。

団体登録は
コチラをご案内
お願いします

https://grant.community/yokohama
このURLを
ご案内ください
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団体登録の流れ❶ メールアドレス・パスワードを入力
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のボタンを押下すると
下記の画面が開きます。

☑チェックポイント
登録先のコーディネーター
に「ハマボノ」が表示され
ていることを確認します。

☑チェックポイント
・団体のメールアドレスを
入力します。
・パスワードは団体と相談
の上設定してください。



団体登録の流れ❷ 確認メール内のリンクを押下

登録したメールアドレスに、確認メールが届きます。

確認メール内のリンクを押下していただくことで、次のステップにお
進みいただくことができます。

確認メールの本文は以下のようになっています。

☑チェックポイント
確認メール内のリンクを押
下してください。
※ どちらのリンクも同じ
です

1111



団体登録の流れ❸

前頁②のリンクを押下し、ログインした後に、団体情報を入力する
ページが開きます。

団体名、ご担当者様のお名前、所在地、連絡先をはじめ、「団体概
要」の入力や「写真」(1点)のご用意をお願いします。

☑チェックポイント
前もって、団体登録フォー
ム（下書き用）に記入して
おくことで、団体内部での
確認や、登録作業をスムー
ズに行うことができます。

☑チェックポイント
写真（1点）が必須です。
団体の活動の様子が分かる、
公開可能な写真をお手元に
ご用意のうえ、登録を行っ
てください。
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【ご案内】団体登録の事前準備

Word版「団体登録フォーム（下書き用）」に、事前に必要事項を記
入しておくことで、団体内部での内容確認や、ウェブ上での登録作業
をスムーズに行っていただくことができます。

団体登録フォーム（下書き用）
【Wordファイル】【団体登録時の留意点】

●団体登録の際は、団体の活動の様子がわかる

公開可能な写真(または画像)１点をご用意ください。

・横長の写真（または画像）

・データサイズは10MBまで

●1団体につき1個のメールアドレスが必要です。

同一のメールアドレスを使用して、

複数の団体登録はできません。

ケアプラザ等が代理で団体登録をされる場合は、

メールアドレスの使い分け等の対応をお願いします。
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https://grant.community/public_files/7


「プロジェクト登録」とその後のマッチングの進め方

ハマボノminiでは、具体的な目標や期間を定めた「プロジェクト」の
形で、支援を募集します。

ハマボノminiでは次のような流れでプロジェクトを進めていきます。

⑤ 目標達成・成果物完成

機能① プロジェクト紹介ページ
団体のニーズをもとに
支援内容をまとめます

機能② エントリー受付
支援を希望する人から
応募を受け付けます

機能③ 面談・マッチングサポート
応募者と面談等を行い
採否を判断します

機能④ プロジェクト進行管理
担い手とやり取りし
プロジェクトを進めます

機能⑤ アセスメント目標が達成したら
プロジェクトを完了します

④ プロジェクトを進行

③ 面接等による選考

② 応募者からのエントリー

① 希望する支援内容を募集

プロジェクト実施の流れ 「ハマボノmini」の機能
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機能① プロジェクト紹介ページ

団体が求める支援募集内容をまとめた「プロジェクト紹介ページ」を、
直感的な操作で作成することができます。
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ハマボノminiのトップページには
プロジェクト一覧が掲載されます

希望する支援内容の詳細を掲載した

「プロジェクト紹介ページ」



プロジェクト作成の流れ❶ 「プロジェクト新規作成」を押下

団体ログイン後、ページ右上に表示される「プロジェクト（支援者募
集）」新規作成 を押下し、お進みください。

☑チェックポイント
「プロジェクト」と「オン
ラインセッション」につい
ての説明は、次ページをご
覧ください。
※成果物の提供や具体的な
アクションを伴いものはす
べて「プロジェクト」にな
ります。
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【ご案内】「プロジェクト」と「オンラインセッション」
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パンフレット作成 講師型ボランティア

【その他の支援内容例】
・ホームページの更新や改修
・動画の撮影や編集
・アンケート調査の計画づくりや集計・分析
・事業計画の検討

・・・など

プロジェクト
具体的な成果物の作成や

現場での講座の実施等を依頼

オンラインセッション
ITツールに関する質問など
オンライン上での簡単な相談

このマークが目印

【その他の支援内容例】
・SNSの使い方の質問や運用のアドバイス
・ExcelやWordの使用方法
・アイデア出しのためのブレスト
・課題の棚卸・整理

・・・など

Zoom活用 イベントの相談



プロジェクト作成の流れ❷ 「プロジェクト情報」の入力

最初に表示される「ご案内」の内容をよくお読みいただいたうえで、
その後に続く質問に順を追って回答していくだけで、プロジェクト紹
介ページの作成ができます。

プロジェクトの作成は、
画面の案内に沿って
直感的に操作できます

☑チェックポイント
前もって、プロジェクト登
録フォーム（下書き用）に
記入しておくことで、団体
内部での確認や、入力作業
をスムーズに行うことがで
きます。
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【ご案内】プロジェクト登録の事前準備

Word版「プロジェクト登録フォーム（下書き用）」に、事前に必要
事項を記入することで、団体内部での内容確認や、ウェブ上での登録
作業をスムーズに行っていただくことができます。

プロジェクト登録フォーム（下書き用）【Wordファイル】
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機能② エントリー受付

支援を希望する人からエントリーが入ると、団体にメールでお知らせ
が届くとともに、エントリーした人の自己紹介等を閲覧できます。
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プロジェクト紹介ページから
「エントリー」が入ると…

団体は、応募者の自己紹介等を
閲覧することができます

☑チェックポイント
支援を検討中の人から、正式な
エントリーの前に、「問い合わ
せ」が入る可能性もあります。

☑チェックポイント
この時点では、メールアドレス
や電話番号等の連絡先は団体に
は開示されません。GRANT上
でメッセージのやり取りをお願
いします。



機能③ 面談・マッチングサポート

団体は、応募内容を確認の上、面談（対面またはオンライン）を行い、応募
者とのマッチングを進めます。

マッチングの流れを５つのステップに分けてご案内しています。
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目標・スケジュール合意マッチング内定面談実施予定面談日程調整中エントリー

応募者からエント
リーが入った状態
です。
応募者に対して、
面談に進めるか、
お断りするか、い
ずれかの対応が必
要です。

応募者に団体から
面談の候補日程を
送信した状態です。
応募者から、面談
日程の折り返し連
絡を待ちます。

応募者との面談日
程が確定し、面談
の実施が予定され
ている状態です。
面談終了後に、
マッチングの採否
を団体から連絡す
る必要があります。

団体から応募者に
マッチング内定を
連絡した状態です。
応募者から、具体
的な目標・スケ
ジュールの提案を
待ちます。

応募者から送られてきた目
標・スケジュールに対して、
団体が合意することで、正
式にマッチングが成立しま
す。
これより、プロジェクトの
実際の取組がスタートしま
す。

☑チェックポイント
マッチングの流れは、5つのス
テップを順に進むことで確認す
ることができます。
各ステップの意味を理解してお
くと、より安心してマッチング
を進めることができます。

マッチングの流れ － ５つのステップ



面談・マッチングの流れ❶ メッセージの送信

応募者との面談日程の調整や、マッチング内定の通知など、団体が行
う主なやり取りは、ひな型を選んで必要な情報を書き足すだけ。

団体の労力を最小化しています。

例：応募者からエントリーがあった場合

対応の選択肢が表示されますので、もっと
も近いものをお選びください。
該当するものがなければ「フリーメッセー
ジを送信する」を選択します。

☑チェックポイント
メッセージ本文の大半は自
動で表示されます。
団体は、面談の候補日程と
場所を記入するだけで、
メッセージを送信すること
ができます。
※ 他の文章も、自由に修
正・加筆等できます。
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面談・マッチングの流れ❷ ステータスの変更

メッセージ送信後に、現在のステータスを確認する画面が表示されま
す。エントリーを受けてから正式にマッチングが成立するまでの状態
を管理するために有効な仕組みですので、ぜひご活用ください。

メッセージ送信後に、以下のような画面が表示されます
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☑チェックポイント
メッセージを送信したこと
によって、状態が変化した
（ステップが進んだ）場合
は、右のオレンジ色のボタ
ンを押下します。
状態に変化がなければ、左
の緑色のボタンを押下しま
す。
※ どちらにも該当しない
場合は「このウィンドウを
閉じる」を押下します。

23



面談・マッチングの流れ❸ マッチング不成立の場合

エントリー内容を読んで期待とずれていた、面談を実施したが意見が
折り合わなかった、複数の応募があり一部をお断りせざるを得ない、
等の場合には「マッチング不成立」を選択してください。
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☑チェックポイント
マッチングを不成立にする
場合は、画面右上の「不成
立にする」ボタンを押下し
ます。
不成立の理由やエントリー
への御礼の気持ちを伝えて
いただきますようお願いし
ます。

24



機能④ プロジェクト進行管理

応募者は、プロジェクトの「目標・スケジュール」を団体に提案し、
団体はその内容に確認・合意することで、正式にマッチングが成立し、
プロジェクトが開始します。

プロジェクト実施期間中は、当初合意した目標・スケジュールに沿っ
て進んでいるかどうかを随時確認していきます。
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プロジェクトの進捗状況を
「％」で表示

スケジュールの「予定」と「実績」について、
担い手が入力した内容が団体に共有されます

担い手に対して、リマインド
メールを自動発信しています

【発信タイミングの例】
① 予定のスケジュールが近づいたと
き
② 予定のスケジュールが終了後、ス
ケジュールの更新がないとき 等

プロジェクト進行管理画面



機能⑤ 完了確認と相互の評価

プロジェクト終了後には、団体と担い手との間で、メッセージや評価
アイコンを交換することで、お互いの取り組みを振り返りながら、感
謝の気持ちを表現することができます。
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担い手の特徴や長所をあらわす
アイコンを選択してください

担い手に御礼のひとことなどの
メッセージを送信できます



プロジェクト登録時の事務局確認ポイント

1｜プロジェクト1件につき支援内容は1種類

プロジェクト1件で募集する支援内容は、具体的な1種類に絞り込んでいただくよう
にお願いします。

ハマボノminiでは、いつでも・いくつでも「プロジェクト」を作成し、担い手を募
集することができます。複数の支援内容を希望する場合は、プロジェクトを小分け
にして、複数の募集記事を登録していくことをお勧めします。

2｜支援期間は2～3ヵ月間程度を想定

プロジェクト1件の支援期間は、2～3カ月間程度で完了する規模感を想定し、短期的
に達成できる目標設定をお願いします。

支援期間が終了したあとに、当事者同士の合意が成立すれば、継続的な関わりを
持っていただくことは可能です。まずは、「ハマボノmini」を活用する期間中に、
お互いの相性などを見極めていただければ幸いです。

3｜期待する時間量・作業量等は明確に

平日日中に活動に参加してほしい、月1回の定例会議には必ず出席してほしい、打ち
合わせは土日に実施したい、週1回は定期的にオンラインで打ち合わせをしたい、期
限までに完了してほしい、など、団体によってニーズはさまざまです。

団体として、参加者に求めることがある場合はできる限り明確にすることが、マッ
チング後の期待のズレを防ぐことにつながります。

27



ハマボノmini プロジェクト事例①
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ステップ 実施時期

1. 面談 兼 キックオフミーティング
エントリー者との顔合わせ。
十分な情報共有もできたため、これをキックオフミーティングとし、活
動場所訪問・写真撮影の日程を調整。

０日

2. 現場見学 兼 写真撮影
活動日に活動見学、写真撮影を実施。
写真はオンライン上のフォルダに保存いただき納品完了。

2週目

団 ＝支援先団体 ＝支援者支プ ＝プロボノワーカー対応者・参加者：

団 プ

団 プ

（Zoom）

（対面）

支援内容
ホームページのリニューアルに向けた写真撮影
情報発信用に、生き生きとした魅力的なアピール写真の撮影を
お願いしたい

支援先団体 NPO法人笑顔（緑区）

【支援の流れ】

素敵な写真をいただきました

ホームページでの情報発信に力を入れるにあたり、ホームページの印象を左右する写真の撮影のみに特化したプ
ロジェクトにしました。ハマボノminiを通じて、本業でカメラマンをしている方とのご縁が生まれ、素敵な写真
を撮影していただくことができました。

【団体の声】



ハマボノmini プロジェクト事例②
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支援内容
チラシ作成
コロナ後の活動の再開にあたって、分かりやすいチラシと更新
手順書の作成を手伝ってほしい

支援先団体 みんなの体操（保土ケ谷区）

【支援の流れ】

ステップ 実施時期

1. 面談
エントリー者との顔合わせ、採択を検討。

マッチング決定後、既存チラシをプロボノワーカーに共有。
0日

2. キックオフミーティング
プロジェクトの進め方、チラシ掲載内容、活用場面、
使用ソフトなど確認。プロボノワーカーからサンプル
デザインの提示、デザインイメージを合意。

2週目

3. チラシ案の確認
プロボノワーカーからのデザイン案について修正点を確認。

3週目

4. 成果物の確認
配布用、掲示用のチラシ案の提案があり、修正点を確認。
更新手順書の素案について意見交換。

5週目

5. チラシ更新手順書の確認
更新手順書案について、団体代表とチラシ更新担当者で確認。

7週目

6. 納品及び完了後のサポートについて確認
チラシ最終データ納品。プロボノワーカーは、完了後も
サポートも対応可能であることを確認。

8週目

7. 完了、更新手順の引き継ぎ
チラシ更新方法を確認し、プロジェクト終了。

10週目

支

プ

団

支団

プ 支団

プ 支団

プ 支団

プ 支団

支団

（Zoom）

（Zoom）

（対面）

（Zoom）

（対面）

（Zoom）

（Zoom）

成果物① 配布用チラシ

団 ＝支援先団体 ＝支援者支プ ＝プロボノワーカー対応者・参加者：

成果物② 掲示用チラシ
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ハマボノmini プロジェクト事例②

【支援者の声】

支援者の関わり方や負荷について

団体登録から完了まで伴走しました

• 団体代表がパソコンが苦手だったため、パソコンを使う部分は全面的にサポートしました

• 団体登録内容・募集情報、プロボノワーカーへの連絡内容などは団体代表とともに作成しました

• Zoomミーティングの手配と参加のサポートをしました

• 団体自身がメール送受信・Zoom参加などができれば、通常の支援業務と変わらない負荷で見守れ

ると思います

ハマボノminiの使い勝手について

分からない点は、ガイドを確認したり、事務局に相談しました

• ハマボノminiの研修に参加したり、ガイドを読んだりしました

• 団体登録や募集情報の投稿など、分からない点は事務局にサポートしてもらえるので安心でした

プロジェクトの感想

外部の力を借りて、新たな視点が生まれました

• 「外部の力を借りるとこんなことができるのか」という、新たな視点が団体の中に生まれました

• パソコンでチラシ更新作業が出来る人を探したところ、身近に対応できる人がいることも分かり、

実は高齢者でもパソコンできる人がいるという発見につながりました



【参考】プロジェクトの成立可能性
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ICT活用

ウェブサイトの更新等

ファンドレイジング・営業

取材・記事作成

料理・飲食の講師

経理

パンフレット作成

運営マニュアル作成

NPO経営支援

翻訳

動画制作・映像関連

写真撮影

税理士

2022年10月15日現在。実績は随時変化しています。

最新のマッチング実績は、こちらをご覧ください。 ⇒ https://grant.community/stats

マッチング率

75%以上

マッチング率

50%-74%
マッチング率

50%未満

https://grant.community/stats


こんなときは…？ 複数のメールで通知を受け取りたい場合

「メールアドレスの追加と削除」機能より、団体登録時に使用した
メールアドレス以外にも、各種連絡や通知が届くよう設定できます。

【メールアドレスの追加方法】

●団体ログイン後、団体名を押下して操作
メニューを表示します。（右図）

「メールアドレスの追加と削除」を選択し
てください。

●次の画面で、登録する人のお名前とメー
ルアドレスを入力すると、以後、すべての
通知が届くようになります。

※メールアドレスは何件でも追加登録できます。

※追加したメールアドレスの削除はいつでもできます。

3232



こんなときは…？ 公開後のページを修正したい場合

公開後のページは、団体や区役所・ケアプラザ等の媒体やイベントを
通じてひろく告知にお役立ていただけます。

公開後のページを修正をしたい場合は、「プロジェクト管理」のペー
ジから団体様ご自身で更新していただくことができます。

より分かりやすい表現・伝わる表現にするにはどうしたらよいか、と
いう視点から、募集内容の確認・更新は随時ご検討をお願いします。

「団体ログイン」後
「プロジェクト管理」より

直接更新をお願いします

修正が必要な場合は…

3333



こんなときは…？ 団体からエントリーを呼びかけたい場合

募集を開始してもなかなかエントリーが来ない…そんな場合には、
「ＧＲＡＮＴ」上でプロジェクト完了実績を持つ人を一覧できるペー
ジ「参加者の部屋」の活用も一案です。

団体が参加者に対して、直接、個別にお誘いすることができる「エン
トリーをお声がけする」機能があります。

https://grant.community/people

団体からエントリーのお声がけができる
「エントリーをお声がけする」ボタン

3434

https://grant.community/people


こんなときは…？ プロジェクトが遅延・停滞した場合

プロジェクトが当初合意したスケジュール通りに進んでいない（スケジュー

ルの進捗入力が確認できない）場合は、担い手に対して、定期的に確認メッセージ
を発信しています。

多くの場合、確認メッセージの発信を機に入力が進み、プロジェクト
の最新状況を把握することができます。

それでも担い手が反応しない場合などは、個別に団体または担い手へ
の連絡を入れ、進捗状況の確認が必要となります。

当初合意した予定を変更する場合、
担い手が修正を行い、スケジュール
を最新の状態に保つようにします 3535



＜ご参考／団体の皆さま向け＞ 「ＧＲＡＮＴ利用ガイド」

主に団体の皆さまに向けて、「ＧＲＡＮＴ」の活用方法についてご紹介しています。実
際の画面の動きに沿って、一つひとつステップごとにご説明していますので、コーディ
ネーターの皆さまは、団体とご一緒にガイドを見ながら活用いただければ幸いです。

https://note.com/grant_usersguide

団体登録や
プロジェクト登録

について

マッチングから
プロジェクト運営

について

3636

https://note.com/grant_usersguide


＜ご参考／参加者向け＞ 「フォロー」機能

登録済みの参加者がハマボノminiを「フォロー」すると、新着のプロジェクト情報が、
いち早く届く機能です。

フォロワーが増えることによって、エントリーやマッチングが発生する可能性を高める
ことができます。

ココを
クリック

3737



お問い合わせ

38

「ハマボノmini」を運用する社会参加プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」では、継続的に機能の向上・改善を図ってい
ます。そのため、本資料に掲載の内容から、画面デザインや各種機能等に変更・追加・改廃等が生じている可能性が
ありますがご了承願います。

「ハマボノmini」は、利用する皆さまの声をいただきながら随時改善を進めていきます。活用にあたってのご質問や
ご相談、また、仕組みの改善に向けてお気づきの点やご要望などがありましたら、事務局へのご連絡をお待ちしてい
ます。

▼「ハマボノmini」に関するお問い合わせは事務局へどうぞ。

ハマボノ運営事務局
（認定NPO法人 サービスグラント内）

電子メール: hamabono@servicegrant.or.jp

電話: 03-6419-4021（担当：樫尾・中島）

https://grant.community/yokohama


