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草の根活動支援事業全国ブロック 採択事業

凡例

注記

（NPO）：特定非営利活動法人（NPO法人）
（認定NPO）：認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）
（特例認定NPO）：特例認定特定非営利活動法人(特例認定NPO法人)
（一社）：一般社団法人
（一財）：一般財団法人
（公社）：公益社団法人
（公財）：公益財団法人
（株） ：株式会社
記載なしのものは、公表資料では法人格が不明のもの
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・この資料は、2020年7月末時点で資金分配団体が公開している情
報をもとにJANPIAで作成したものです。情報の詳細については、
各資金分配団体のウェブサイトをご確認ください。
・実行団体の表は、各資金分配団体ごとに団体名・五十音順に掲載
しています。
・事業や実行団体の詳細については、各資金分配団体にお問い合わ
せください。
・助成金額の表示については、1万円未満を切り捨てしています。
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉
「公益財団法人 お金をまわそう基金」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://okane-kikin.org/janpia-koubo

医療的ケア児と家族に安心して楽しい思い出をつくってもらうことや、きょうだい児が叶えたい夢を
サポートするなど、孤立することなく夢や希望をもって生活することができる社会を目指す。
※本事業はマッチング寄付により実行団体への助成を行う。お金をまわそう基金を通じて集まった実
行団体への寄付金へ、さらにその寄付金額の３倍の助成金を加算して助成する。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

（公社）ア・ドリーム ア・
デイ IN TOKYO

5,889万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

全国

 これまでにサポートしてきた医療的ケア児の家族の中に、同じ境遇の家族を応援し
たいという方が増えていることから、他の家族を励ます場を増やし、より多くの家
族をサポートすることを目指す
 他の病児支援団体、企業の協力を仰ぎ、それぞれの強みを活かして 幅広い家族をサ
ポートできるプログラムを作る

806万円

（公社）難病の子どもとその 全国
家族へ夢を

 モデルケースとして沖縄県の離島を含め、立地的に外出が困難であったり、社会資
源の活用がしにくい地域の医療的ケア児とその家族をサポートする

1,000万円

（NPO）Lino

 重症心身障害児・者が日常生活に充実感を得られるために商業施設と連携をはかり、 1,024万円
【３か年】
毎月一回映画の上映会を開催
 日本で唯一の海洋リハビリ学科で学んだ専門スタッフのもと、海洋リハビリテー
ションプログラムを実施する

【東京都品川区】
https://guesthouse.or.jp/

【東京都中央区】
https://www.yumewo.org/

【東京都東村山市】
https://20180702lino.amebaownd.
com/
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全国
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉
「更生保護法人 日本更生保護協会」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

https://www.kouseihogo-net.jp/hogokyoukai/subsidy.html

犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する地域密着型の草の根活動の重要性が高まっているが、新た
な担い手確保の難航、財政基盤や組織基盤の脆弱性等の問題を抱えているため、民間ボランティアの
基盤強化、活動の活性化事業により、安心安全な社会の実現を目指す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

JANPIAからの助成額
1億1,151万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

更生保護法人ウィズ広島

広島県

 更生保護施設退所者への心理生活相談及び居場所づくり等の拡充

1,009万円

更生保護法人滋賀県更生保護
事業協会 【滋賀県大津市】

滋賀県

 生きづらさを抱えた人々が支援を受けられる体制を順次県下で整備する

1,.054万円

更生保護法人清心寮

埼玉県

 多様な地域の資源をつないで対象者を孤立させない持続性のある支援活動を実施

全国再非行防止ネットワーク
協議会

全国(愛知･ 大
阪･広島)

 罪を犯した子ども・若者の社会的居場所について、県域を越えた支援の枠組みづく
りと、「自立準備ホーム」のネットワーク構築の環境整備を実現する

【３か年】

（NPO）愛知県就労支援事業
者機構【愛知県名古屋市】

愛知県

 国の制度の狭間を埋める、刑務所出所者等への就職活動支援と協力雇用主への支援
を実施

【３か年】

（NPO）神奈川県就労支援事
業者機構 【神奈川県横浜市】

神奈川県

 非行等の問題行動のある少年を対象に、関係機関と連携し、就労の場を提供する

1,196万円

【広島県広島市】
http://www.with-hiroshima.com/

【３か年】

【３か年】

http://shiga-kousei.jp/

【埼玉県さいたま市】

【愛知県名古屋市】

994万円

【３か年】

1,029万円

https://www.facebook.com/zensaikyo/
（facebook)
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「更生保護法人 日本更生保護協会」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）ジャパンマック

福岡県

 触法依存者に対する地域での再犯防止・回復を可能とするコーディネート機関を創設 1,047万円
【３か年】

（NPO）TFG

福岡県

 若年女性を対象としたアウトリーチ活動と相談活動、自立支援等の事業を拡充して実 895万円
施。青少年にフォーカスした（再）非行防止運動である「ブルークロス運動」の展開 【３か年】

【福岡県福岡市】
https://japanmac.or.jp/jmacfukuo
ka/index.html
【福岡県田川市】
http://npo-tfg.org/

（NPO）のわみサポートセン 愛知県
ター
【愛知県一宮市】
http://nowami.han-be.com/

 刑余者の住居、生活、就労の支援等を実施。当事者主体による当事者支援

（NPO）両全トウネサーレ

 常習窃盗者や依存症的行動傾向のある者に対する認知・行動変容支援ツールの作成と 1,052万円
実施
【３か年】

【東京都中野区】
https://tone3re.jimdofree.com/
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本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。

870万円

【３か年】

5

2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉
「公益財団法人 日本対がん協会」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

https://www.jcancer.jp/kyumin

JANPIAからの助成額

がん就労支援事業、AYA世代（15歳から39歳）患者や小児がん患者の支援、希少がんや障害者の患者支援、 1億1,600万円
新たながん相談体制の構築等、４つの課題に取り組む。
【22年度までの３か年】
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（公財）がんの子どもを守る 全国
会 【東京都台東区】

 小児がん経験者を適切な医療機関と繋ぎ、現在の健康状態を確認すると共に、今後の 1,678万円
健康管理についての方針を医療者から受けられるようにする
【３か年】
 それらを通じて晩期合併症等のリスクを理解し、適切な健康管理により小児がん経験
者の生活をサポートしていく

（認定NPO）キャンサーネッ 全国
トジャパン【東京都文京区】

 がん患者やそのパートナーに向けて、性（セクシュアリティ）の問題を、WEB・冊
2,087万円
子・動画・セミナーを活用して専門家監修のもと広く情報発信する
【３か年】
 がん治療中の患者や治療を終えた人の不安解消等を目的として、スマートフォン向け
アプリ・WEBを使って専門家に相談出来る仕組みを構築する

（一社）CSRプロジェクト

東京都
全国

 企業内でのピアサポーター育成、がん罹患社員の身近な相談先確保、企業内でのがん 657万円
理解促進等の就労支援全般の体制を向上する
【３か年】
 中小事業者向けにはオンラインでのコミュニティ支援・ｅラーニングの活用、ピアサ
ポーター研修の合同開催などで支援する

（一社）仕事と治療の両立支 愛知県
援ネット ブリッジ

 患者・企業・医療機関を結ぶプログラムの包括的支援により、がん患者の多様性ある 1,044万円
労働環境を確保する
【３か年】
 治療プロセスの早期から医療機関内の個人面談や企業への調整支援を行う
 これらを通じ、がん治療による心身の変化に応じた働き方の実現をサポートする

（一社）日本希少がん患者会 全国
ネットワーク

 希少がんの相談支援、専門施設間連携による紹介を促し、専門医の質向上、受療体制 1,565万円
等の向上、結果生存率やQOLの向上に繋げる
【３か年】
 産官学患連携の希少がん患者サミットやキャラバン、患者家族意識調査、掲示板、関
連学会等５つのプログラムを実施する

（NPO）日本キャリア開発協 東京都
会 【東京都中央区】

 がんの罹患により休職中、退職したがん患者に対する復職に向けた就労移行を支援す 1,670万円
る
【３か年】
 就労や生き方に対する価値観をキャリアカウンセリングにより再認識、リハビリボラ
ンティアによる就労体験を通じて罹患後の心理状態や職務能力についての患者自らの
評価を支援する

http://www.ccaj-found.or.jp/

http://www.cancernet.jp/

【埼玉県越谷市】
http://www.workingsurvivors.org/

【愛知県名古屋市】
https://bridge-nagoya.jp/

【東京都千代田区】
https://www.rarecancersjapan.org/

https://www.jcda.jp/outline/index.php
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉
「公益財団法人 パブリックリソース財団」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://www.info.public.or.jp/kyumin-kodomo

助成とコンサルティング、伴走支援により、困難を抱える子どもたちへの支援プログラムに取り組む
団体の組織基盤強化を図る。団体の組織力強化を通じて、子ども支援プログラム等の量や質の向上と
安定的、持続的な提供、そして子どもの状況改善を目指す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

8,169万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）沖縄青少年自立援助 沖縄県
センターちゅらゆい【沖縄県那

 放課後等デイサービス等の障害福祉作業所を開設し、新規事業を開発する。
 受益者負担型の子どもの居場所の拡張や、寄付収益を増やし、既存取り組みの強化
と効率的運用を行う。

1,138万円

（認定NPO）発達わんぱく会

千葉県

 経験を積んだ療育 スタッフに暗黙知として蓄積されている 4 種の療育の目的、実施
方法、実施プログラムを 明文化し、療育スタッフ間で共有する。
 療育スタッフとして の共通概念、理論を明らかにし、療育を自立して行うための育
成プロセスを確立する。

1,138万円

東京都

 団体の「広報啓発事業」を専門的知見を取り入れながら根本から見直し強化する。 1,138万円
 「広報啓発事業」を強化することで、以下の2つを達成する。
【３か年】
1.里子の支援を充実、よりきめ細やかさと個別性の高まる里親里子支援を行うことので
きる人材の確保。
2.社会的養護、親を頼れない子どもへの理解者を増やし、養育里親登録者を増やし、社
会的養護の受け皿を増やす。

（一社）無限【奈良県⽣駒市】 奈良県

 スタッフ個人に対するキャリア支援
1,138万円
 組織に対する自己組織化組織（ホラクラシー）体制構築の実施により、個人と組織 【３か年】
の自律化を促進し、未来の福祉課題を創造的に解決できる福祉の担い手を育成する。

覇市】
https://www.churayui.org/

【千葉県浦安市】

https://www.wanpaku.org/index.ht
ml

（認定NPO）ブリッジフォー
スマイル【東京都千代⽥区】
https://www.b4s.jp/

https://mugen-mugen.com/

Copyright 2020 JANPIA

本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。

【３か年】

【３か年】

7

2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉

「公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://www.bgf.or.jp/kyuminyokin/koubo.html

全国で障害児や児童養護施設等の子供たちを対象に、海洋性レクリエーション体験活動を実施している 6,972万円
団体と連携し、個人の障害や家庭・経済的事情により参加できない状況下の子供たちの海洋体験活動を 【22年度までの３か年】
推進する。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

宮城県障がい者カヌー協会

実行団体の事業概要

助成額（予定）

宮城県内（川）  障がい児と健常児と分けることなく、カヌー体験を提供することで、受動的な入口
（体験）から、能動的（趣味や競技としてのカヌー）活動へ橋渡しを行う。

220万円

龍ケ崎市Ｂ＆ＧＵＳＣ海洋ク 茨城県龍ケ崎市  運動・スポーツを通じて発達障害のある青少年の余暇を支援し、地域とつながるこ
（沼）
とを最終目的に、参加者が主体的に取り組めるアプローチを行う。
ラブ【茨城県取手市】

220万円

（認定NPO）Ocean’s Love

325万円

【宮城県加美町】

https://ushikunuma.jimdofree.com
/
【神奈川県茅ケ崎市】
http://oceanslove.com/

神奈川県茅ケ崎  知的障がい児・発達障がい児を対象にサーフィンスクールを開催し、子供たちが
市（海）
ソーシャルスキルを獲得できるようにスクールのプログラムを進化させる。

【３か年】

【３か年】

【３か年】

（認定NPO）オーシャンファ 神奈川県葉山町  海に行く機会がないなど見えない制約がある子、通級指導教室に通う子などに海辺
での自然体験に参加する機会を設ける。
ミリー海洋自然体験センター （海）

325万円

（公財）身体教育医学研究所 長野県東御市
【長野県東御市】
https://pedam.org/

（池）

 障害児や児童養護施設の子供、一人親家庭の子供等を対象に自然体験活動を実施。
健常児との交流を通して子供自身が育ちやすい地域や仕組みを整える。

430万円

（有）SHIPMAN

静岡県浜松市
（湖）

 障がい児など個々に必要な合理的配慮の基に、水辺での活動などを通して、規律や 220万円
協力を体験的に学びながら子供たちの成長を促す。
【３か年】
 自分の力を最大限に発揮できる支援の環境づくりのモデル施設となることを目指す。

【神奈川県葉山町】
https://www.oceanfamily.jp/

【静岡県浜松市】
http://www.shipman.co.jp/
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「公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）海の達人

三重県津市
（海）

 障がい児や児童養護施設の子供などを対象に、海洋性レクリエーションを主とした自 430万円
然体験活動を通じ、子供たちの心身の成長を促し、社会性や自立心を育む。
【３か年】
 他の子供たちとの交流や活動団体間の交流等を通じて、支援の環境づくりを行う。

（株）株式会社 FEEL

山口県内3ヵ所
（海）

 発達障害や四肢障害、母子家庭や貧困家庭、不登校や養護施設で暮らす子供たちなど 536万円
を対象に、水辺の体験活動を定期的かつ複数年体験してもらい、体験不足の子供たち 【３か年】
の体験格差を解消する。

【三重県津市】
https://www.umi-tatsujin.net/

【山口県下関市】
http://www.feelkankyo.com/index
.html

（NPO）コバルトブルー下関 山口県下関市
（海）
ライフセービングクラブ

【山口県下関市】
http://www.cobaltblueshimonose
ki.com/

 経済的困窮など家庭内に課題を抱える子供や、日常生活や成長に困難を抱える子供た 430万円
ちに海の楽しさや怖さを伝える親水教育を通じて、人との関係や心の育成を促す。
【３か年】
 大学のボランティアサークルなどの人たちを巻き込み、若者の能力の向上を促す。

（NPO）あそびとまなび研究 福岡県北九州市  体験格差の解消を目指し、安全に通年の海辺や水辺の体験活動を行える仕組みを作り 536万円
（海）
上げる。
所
【３か年】

【福岡県北九州市】

http://playmanabi.sakura.ne.jp/
asobitomanabi/

Copyright 2020 JANPIA
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・全国ブロック〉
「認定特定非営利活動法人 まちぽっと」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

http://machi-pot.org/pecs/

JANPIAからの助成額

「①社会貢献」「②先駆性」「③発展性」「④地域コミュニティ」の4つを特に注視して、『草の根』 9,665万円
的に活動する全国の団体を対象に助成による活動支援とともに、関係団体による連携、協力をすすめ、 【22年度までの３か年】
地域社会の強化を図る。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）エコ・コミュニケー
ションセンタ－
（ECOM）【東京都豊島区】

埼玉県西部地
域および隣接
都市

 若者を対象に「地域資源をしごとにする」起業家としての能力開発を行い、3か年の 595万円
事業終了後には参加者の1/3以上が起業することを目指す。また、当該地域の地域循 【３か年】
環経済の担い手になっていただく。3か年計画で、現場OJTと専門家による研修を組
み合わせて、必要な能力開発を行っていく。

（特例認定NPO）くるみー来
未 【神奈川県川崎市】

神奈川県川崎
市

 2014年の設立以来６年間、自閉症などの発達障害児者・家族の支援活動を実施。地 600万円
域で社会的インパクトの高い事業を行うため、築５０年の空き家をＤＩＹ改修した 【３か年】
「くるみのおうち」を2020年2月に立ち上げた。今回の提案事業は ①当事者向け社
会体験 ②シェルター機能 ③地域ニーズに向けた事業 ④担い手育成事業 等。

（NPO）芸術家と子どもたち

東京都

 児童養護施設や子ども食堂などの居場所に通う子どもたちを対象に、音楽や演劇、 600万円
ダンス等を用いて、各々の場所に集う子どもたちが、自己表現力や自己肯定感、コ 【３か年】
ミュニケーション能力を培うアーティスト・ワークショップを継続的に実施。アー
ティストは、国内外で活躍し、ワークショップの経験も豊富なプロの芸術家を起用。

青森県

 青森県の不登校児童生徒は小中学校合わせて 1591 人。このような状況を踏まえ、教 600万円
育委員会、学校現場、保護者等に対して学校以外の居場所としてフリースクールの 【３か年】
周知・理解を図り、また、ＩＴを活用した通信教育等により出席扱いを実現するこ
とで、利用者個々の状況に応じた社会的自立を促していく。

全国

 DV・性暴力被害者等の相談支援において専門性をもった人材を確実に育成するため
の基準やカリキュラム及び認定の仕組みを作る。①他国の実践、国内の民間団体や
行政の先駆的な職員の経験・知識などを集めてカリキュラムを構築し、人材育成プ
ログラムを作成。そのことによって、求められている相談支援活動の内容、それを
実行するために求められる知識、能力、訓練などの「基準」を提示する。

https://npo-ecom.jimdofree.com/

http://kuruminaoto.org/

【東京都豊島区】

https://www.children-art.net/

（NPO）コミュサーあおもり

【青森県青森市】

http://コミュサーあおもり.com/

（NPO）全国女性シェルター
ネット

【東京都】

https://www.nwsnet.or.jp/

Copyright 2020 JANPIA
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「認定特定非営利活動法人 まちぽっと」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）東京里山開拓団

東京都八王子市  児童養護施設の子どもたちとともに自らの手で荒れた山林を開拓する活動。過去8年 600万円
等
で60回実施し、厚労省表彰や林野庁助成等も受けている。児童養護施設と開拓してき 【３か年】
【東京都世田谷区】
http://satoyamapioneers.web.fc2.
た里山を活用した企業向け里山体験研修事業で、2019年度に初実施している。
com/

（一社）栃木県若年者支援機 栃木県
構

【栃木県宇都宮市】
https://www.tochigi-yso.org/

（認定NPO）びーのびーの

【神奈川県横浜市】
http://bi-no.org/index.html

 長期ひきこもりや社会に対する信頼を持てずにいる人たちの、最初の一歩を提供し、 600万円
社会的自立につなげていく。具体的には、①SNSを活用した当事者との接点づくり
【３か年】
②「しごとはじめ」となる新たな中間的就労体験の場づくりと、個別に異なる出口の
開拓 ③不登校や高校未進学、高校中退でも参加可能な「寺子屋」での学びなおし
④上記を組み合わせ、各相談機関との連携や周知広報 等。

神奈川県横浜市  現在の日本では、妊娠中の家庭及び出産直後の家庭に対する支援体制が脆弱である。 600万円
と隣接地域
古来の日本社会のように、地域ぐるみで支え合う、多世代による共助社会の実現のた 【３か年】
め、医療と福祉の連携で、本質的な切れ目のない支援体制や環境整備を検討し、「新
生児ファミリーミニステイ」の足掛かりとなるプラットフォームを構築し、
実現のための環境整備を提言していくことが本事業の目的である。

（NPO）フリースクール木の 広島県廿日市市 
を中心に県内外
ねっこ【広島県廿日市市】
https://kinonekko.info/

フリースクール生によるカフェ運営、ICTの利用による県内外のフリースクールや 600万円
連携コミュニティとの交流、ICT教材・Eラーニングシステムによるグローバルで多 【３か年】
様な学び支援、次世代教育としての外国人労働・移住等の方との異文化共生、体験
としての語学・文化交流の場づくり、等々を実施。

（NPO）ワセダクロニクル

市民社会の担い手に対して、調査・発信を強化するノウハウを提供し、市民社会の 600万円
主役としてプレゼンスを高めていくことがこのプロジェクトの狙い。合言葉は「1 【３か年】
人ひとりをジャーナリストに」。私たちの取材と発信のノウハウを、地域コミュニ
ティーとNGO、若手ジャーナリストに伝えていく。

【東京都港区】
https://www.wasedachronicle.org
/

Copyright 2020 JANPIA
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草の根活動支援事業地域ブロック 採択事業

凡例

注記

（NPO）：特定非営利活動法人（NPO法人）
（認定NPO）：認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）
（一社）：一般社団法人
（一財）：一般財団法人
（公社）：公益社団法人
（公財）：公益財団法人
（株） ：株式会社
記載なしのものは、公表資料では法人格が不明のもの
Copyright 2020 JANPIA

・この資料は、2020年7月末時点で資金分配団体が公開している情
報をもとにJANPIAで作成したものです。情報の詳細については、
各資金分配団体のウェブサイトをご確認ください。
・実行団体の表は、特別な注記がない限り、各資金分配団体ごとに
団体名・五十音順に掲載しています。
・事業や実行団体の詳細については、各資金分配団体にお問い合わ
せください。
・助成金額の表示については、1万円未満を切り捨てしています。
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉

「一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://www.hf-osaka.jp/public

●孤立、貧困、不就労、健康不安等の様々な課題が集中していると言われる公営住宅が集積した地域で、7,630万円
高齢者や多様な世代の交流、居場所づくり、顔の見える地域づくり並びに総合的な相談等と関係機関と 【22年度までの３か年】
の協働により、孤立や多様な課題を解決する。
●公にたよら ない民による互助・共助又は地域ネッワークづくりを行う団体の事業のモデル化を目指
す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

実行団体の事業概要

助成額（予定）

岬町人権協会【大阪府岬町】

大阪府岬町

 高齢者一人世帯住民の安否確認、社会的孤立を防ぐための見守り活動。喫茶・健康
体操、食事提供等をとおした居場所づくりと交流活動。
 食品、物品の購入支援や移動支援活動、空き家を活用した物品による買い物弱者支
援。

822万円

（NPO）スイスイ・すてい
しょん【大阪市淀川区】

大阪市淀川区

 公営住宅に居住する子どもを中心に「人とつながる場」「さまざまな経験の場」等
をつくること通じて、心を育み、自己肯定感を高める。
 未来の地域活動を担う人材を育成する。
 スタッフに孤立状態の若者を起用し、その若者の「居場所支援・役割の提供」から
社会的な自立促進を行う。
 子どもや若者の親に対する相談支援、包括的支援により経済的困窮や家庭内の課題
解決をはかり、安心・安全な地域の創造を叶える。

315万円

【３か年】

【３か年】

（NPO）共生と自立のまちづ 大阪市東住吉区  住民自らがプレイヤーとなる居場所と出番・人権の矢田まちづくり。
くり・ふれあい

730万円

（一社）タウンスペースＷＡ 大阪府高槻市
ＫＷＡＫ【大阪府高槻市】

672万円

【大阪市東住吉区】

https://wak2.jimdofree.com/

Copyright 2020 JANPIA

 自治会等地縁組織、学校、行政、企業等の多セクターとの共創により、民家の空き
家を改装し、コミュニティソーシャルワーク機能を併せ持った多世代型の包摂コ
ミュニティスペースを創出する。
 多様な層がいつでも気軽に立ち寄り困りごとを相談でき、かつ、そこで多世代を対
象とした多様な事業を展開し、「つながる・つつみこむ・出会う」包摂の居場所お
よび住民主体のまちづくり社会的企業を設立する。

本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。
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「一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社」の選定団体（続）
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）三島コミュニティ・ 大阪府茨木市
アクションネットワーク

 地域の顔の見えるネットワーク、社会資源を活用しながら、巡回相談活動安心ドアセ 630万円
ンサーの設置、緊急時の一人ひとりの避難計画策定などの見守りを支援する。
【３か年】

（NPO）釜ヶ崎支援機構

 高齢化が進み、健康の維持及び適切なケアが必要な住民を対象にカフェ＆健康促進プ 483万円
ログラムを開催し社会的孤立の解消や、相談支援が必要な方とのつながりを作ること 【３か年】
で、総合的な相談への入口を拡げ、地域とのつながりを強化する。
 生活保護受給者の方へボランティアや中間的就労機会を提供し社会活動を促進する。
 ホームレス状態で生活する人々の社会的包摂を進めるために、あいりんシェルターの
整理券配布の仕組みを改善し結核対策等医療支援や自立支援と連携させる。
 LGBT、刑務所を出所した人等、多様な生きづらさを抱える当事者の居場所の自律的
な運営に伴う活動を行う。

【大阪府茨木市】
http://m-can.net/
【大阪市西成区】

大阪市西成区

http://www.npokama.org/

（公財）住吉隣保事業推進協 大阪市住吉区
会【大阪市住吉区】

http://sumiyoshi.or.jp/

 「断らない相談」と継続的な伴奏支援で社会的に孤立しがちな困窮者をサポートする。649万円
 「自分らしく安心できる」居場所や「一人ひとりが主役になれる」出番の機会を地域 【３か年】
住民と共に創出・発掘し、協力体制を築く。
 多様な組織・機関と連携し、それぞれの専門性を活かした包括的な支援体制を構築す
る。
 相談・居場所・出番のトライアングルで人材を育成し、「誰一人取り残さない」共生
のまちづくりの基盤をつくる。

（NPO）富田林市人権協議会 大阪府富田林市  福祉的な困難を抱えた同和地区の小学校地区において、地域の絆を活かし、各関係機 421万円
関・団体・企業が連携して、居場所づくり、誰もが社会貢献できるボランティアシス 【３か年】
【大阪府富田林市】
https://tjinken.jimdofree.com/
テム、小学校の学習支援を行う。

Copyright 2020 JANPIA
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「公益財団法人 佐賀未来創造基金」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

https://saga-mirai.jp/休眠預金/休眠預金事業内定団体/

JANPIAからの助成額

九州をはじめとした地域（各県）の人口減少に伴う共通・汎用性のある課題を3つの重点テーマで設定、1億1,157万円
解決のためのコレクティブインパクト型のモデル事業を募り課題解決策を見出していくモデルづくり 【22年度までの３か年】
事業
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）空家・空地活用サ
ポートSAGA

佐賀県佐賀市

 空家問題解決に資する様々な専門家・団体との連携によるプラットフォームを構築し、
あらゆる空家問題にワンストップで対応できる体制を整える
2,025万円
 空家を利用して、住居を確保することが困難な社会的弱者の居住の支援を行う
【3か年】

（NPO）唐津環境防災推進
機構ＫＡＮＮＥ

佐賀県唐津市

 松葉かきが行われなくなったことで、かつてあった地域コミュニティが衰退し、知名
度が高い「虹の松原」も荒廃が進む
 松原の魅力を活用することで、地縁、志縁、知縁を通した新たなコミュニティを創設 1,333万円
し、全ての人が居場所と活躍の場があり、将来にわたり安心に暮らせる持続可能な地 【3か年】
域社会の実現を目指し、地域ビジネスモデルを創出

基山こどもねっと

佐賀県三養基郡
基山町

 実績のある学習支援モデルを導入し、基山町の障がいを持つ子ども達の学習意欲が向
1,993万円
上することで、その将来の選択肢を拡大
【3か年】
 発達障がいの子ども達のためのモデル地域になることをめざす

チームおもやい

佐賀県武雄市、
同 大町町ほか

 2019年8月末の水害で大きな被害を受けた武雄市、大町町を中心に、水害の経験を振
り返り、大雨への対策を各世帯ごとに準備、地域で共有し、共に取組を行うことで、
2,000万円
地域の災害時のあり方を確認する
【3か年】
 地域のレジリエンスの向上のための情報弱者を減らす取り組みを行う

【佐賀県佐賀市】
https://sora-sora-saga.com/

【佐賀県唐津市】
https://npokanne.com/

【佐賀県三養基郡基山町】

【佐賀県武雄市】
https://www.facebook.com/o
moyaivc/
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「公益財団法人 信頼資本財団」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

https://shinrai.or.jp/event-info/2019datsukoritsu.html

障がいや疾病、精神的な状況、生活困窮などの課題を抱える個人が、他者からの支援を受けられず、課
題を解決するどころか、一層孤立を深める悪循環を断ち 切り、他者と支え合う関係性を築く活動を支援
して、「誰もが社会とつながり将来に希望を 持てる」社会づくりを目指す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

（一社）Team Norishiro

JANPIAからの助成額
1憶2,925万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

滋賀県

 ひきこもりなど孤立した人に本人の特性に合わせた就労と支援の組み合わせを提供
し、地域からの評価を「課題のある人」から「必要な人」と変え、本人が変わる
きっかけを作る。

800万円

わをんソーシャルサポートシ 京都府
ステム株式会社【京都府京都

 障害や引きこもりなどが原因で支援が必要な人やその家族に向けて、戸別訪問する
ことで信頼関係を築き、生活と精神の状況が安定させる。
 家族にとっての次のステップに進むことを支える。

1,500万円

immi lab【滋賀県草津市 】

滋賀県

 外国人工場労働者や留学生などのうち、日本の医療にアクセスすることが非常に難
しい所得水準が低い層から、聞き取りにより現状を把握し、仮説とプロトタイプを
作る。
 最終的には当事者が安心して医療を受けられる状態を目指す。

900万円

お産＆子育てを支える会【滋 滋賀県
賀県東近江市】
https://www.facebook.com/shiga
(facebook)
mw/

 バースセンターの設置、産後ケア、普及啓発、開業助産師支援を通して、母親の妊
娠、出産、子育てに伴走する助産師を増やし、そして母親が孤立しにくい環境の整
備を目指す。

1,200万円

（一社）KYOTOGRAPHIE

 国際写真展を開催し、視覚障害者にまつわる展示と、独居高齢者の写真を扱う展示
を行い、来場者に課題の現状に触れてもらう。
 継続したコミュニケーションの場を作り、行動への意識を持ってもらうこと、また
そのコミュニティ作りに取り組む。

800万円
【２か年】

【滋賀県東近江市】

市】

【京都府京都市 】

京都府

https://www.kyotographie.jp/
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「公益財団法人 信頼資本財団」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）こどもソーシャル
ワークセンター【滋賀県大津
市】http://cswc2016.jp/

滋賀県

 子ども、若者をとりまく様々な課題に関し十分なアプローチがされず孤立している若 1,000万円
者に対して、孤立した経験を持つ若者によるアウトリーチを行なう。
【２か年】

（NPO）釜ヶ崎支援機構

大阪府

 ネットカフェ難民のような若者のホームレス、就労困難者へのアウトリーチのための 850万円
オンラインサービスを開発する。
【２か年】
 そのサービスにより就労困難者・生活困難者が安全なオンライン上の場所で生きるた
めに必要な情報を得て、就労先を見つけ、困窮状態から抜け出すことを支援する。

奈良県

 若年性認知症者への福祉事業へボランティアとして参加した若者の中に、将来的に働 1,450万円
きづらさを抱えるリスクの高いと予想される人物が一般的な集団より高い割合でいた。【２か年】
彼らは支援がなければ社会の壁にぶつかり孤立してしまうリスクがある一方、自らの
困りごとを自分で解決したいという意思や、他者に貢献し支える役割を担いたいとい
う意思をもっている。事業ターゲットとなる「課題や困難を抱える若者」が学び、働
き、実現する場と支援を提供する。

【大阪府大阪市】

http://www.npokama.org/
（一社）ＳＰＳラボ 若年認
知症サポートセンター きず
なや【奈良県奈良市】

http://www.kizunayaoiwake.com/index.html
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「一般財団法人 中部圏地域創造ファンド」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

https://www.crcdf.or.jp/9_kyuminyokin/kyuminyokin.html
※団体名はトップページhttps://www.crcdf.or.jp/ に掲載

以下A～Cの3つの課題にチャレンジする取組を応援する。
NPOが課題解決のための包括的な協働・連携体制をつくり、新たなサービスを創出する。
事業プロセスと効果を調査分析し、モデル事例の中部圏拡大を図る。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

JANPIAからの助成額
1憶3,762万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

A：虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺など子ども・若者が抱える深刻な課題への支援
（NPO）アイダオ

長野県上田市

 不登校の生徒に上田映劇で映画を見ることができるバウチャーを配布し、子ども・
若者が同じ空間で同じコンテンツを共有する。
 侍学園のノウハウを活用して、上田映劇のカフェスペースを整備し、新たな若者の
居場所提供や若者支援の拠点としての活用を提案する。

（NPO）侍学園スクオーラ・
今人【長野県上田市】

長野県上田市

 上田映劇を子どもや若者たちが時間やコンテンツを共有できる場所として提供し、 520万円
新しいライフスタイルとして提案する。
【３か年】
 地域協議会を通じて東信を中心とした地域に在住する子ども・若者へのアクセスを
提供する。
 『公開授業』を上田映劇にて開催し、あらゆる人を対象とした新たな社会教育の場、
コミュニティスペースとして発展させていく。

（NPO）上田映劇

長野県上田市

 様々な理由で学校にいくことができない子どもたちの「オルタナティブな学びの
場」として映画館を活用していく「うえだ・こどもシネクラブ」を立ち上げる。
 あらゆるジャンルの作品鑑賞や映画監督や脚本家等のクリエイティブな人材を講師
とした、“主体的で対話的で深い学び”の提供だけでなく、孤独を生み出さないため
の子どもたちの居場所として、コミュニティシネマを活用する新しい視点の“支援”
を試みる。

512万円
【３か年】

愛知県県営住宅自治会連絡協
議会【愛知県西尾市】

愛知県豊田市

 ゴミ問題を始めとする「ゴミ環境」、人や社会との関係を築く力を身につけるため
の「子ども支援」、外国人住民が自主・自立的に生活するためのエンパワーメント
につながる「交流」や「情報発信」について、各課題実行団体と連携しながら解決
に向けて取り組む。

1,573万円
【３か年】

【長野県上田市】
http://aidao.jp/

http://samugaku.com/

【長野県上田市】
http://www.uedaeigeki.com/
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「中部圏地域創造ファンド」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

B：日本社会における在留外国人が抱える課題解決への支援と多文化共生
県営保見自治区

愛知県豊田市

 「HOMIアートプロジェクト」により新しい切り口で団地内の一角を落書きからアー 512万円
トへと蘇らせた後の住民の変化を調査し、団地の声をプラス面もマイナス面も拾い 【３か年】
上げていく。
 自治区は外国籍住民からみた地域づくりの実現可能な方法を考える手助けをする。
そのための場として公共の集会所を改修し、住民が集まりやすい「居場所」を作る。

（NPO）トルシーダ

愛知県豊田市

 サッカーやポルトガル語教室の指導者、YouTuber などの活動をするブラジル人と、 523万円
自治区活動の役割を担う住民を対象に、地域への理解や参加意識についてのインタ 【３か年】
ビューや、現状を共有するための対話の場の創出、ブラジル人主体のワークショッ
プ等を行う。
 活動を通し、自治区とは異なる立場で活動する人材を見える化し、個別の活動につ
ながりを作ることで、交流と多文化多様性の地域づくりの充実を目指す。

保見プロジェクト（中京大
学）【愛知県豊田市】

愛知県豊田市

 中京大学学生とNPO団体等の構成員を中心とした、保見団地清掃活動によるごみ問 469万円
題及び不法投棄問題の解決。
【３か年】
 地域住民と大学生の信頼関係構築、融和、後の活動と事業を柔軟に進めるためのイ
ベントや、大学生とトルシーダによる外国人と日本人の子どもとの交流を目的とし
たイベント等の企画立案と開催。
 子ども食堂の設立と高齢者への給食の実施。
 上記活動による、保見団地に暮らす在住外国人および高齢者と大学生との交流促進。
将来的に、大学生が保見団地内の空き公営住宅に住み込み、ボランティア活動、清
掃活動等の実施を目指す。

外国人との共生を考える会
【愛知県西尾市】
https://www.facebook.com/ky
ouseinokai/ （Facebook）

愛知県豊田市

 日本赤十字社愛知県支部との協働による、外国人防災指導員の育成事業。
62万円
 豊田市消防署との連携で、外国人主体の自主防災会の立ち上げ。
【３か年】
 豊田市保見団地４自治区にて外国人が地域に参画する活動促進に向けての情報発信。
地域課題解決のためのコミュニティビジネス設立支援のための情報発信。

【愛知県豊田市】

【愛知県岡崎市】
https://torcida.jimdofree.com/
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「中部圏地域創造ファンド」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

C：過疎地域におけるコミュニティの維持と環境保全
（NPO）かしもむら

岐阜県中津川市、 過疎地域コミュニティの維持再生という課題を解決するためには、産業の創出、地
1,573万円
下呂市
域づくりへの意識の共有、助け合いのネットワークづくり、地域と都市部の若者に 【３か年】
よる協議体モデル形成を行い、中部圏へ展開することが効果的だと考えられる。
 そのためには、地域の特性・資源を活かす新たな発想での林業、農業、観光業の創
出に向け、地域と大学等が連携し、調査研究、実践、成果の共有が必要である。
 この取り組みを推進する新たな担い手の地域での掘り起し、都市部の大学生へ働き
かけと共に、新たな視点での地域づくりの体制構築を進めていく人材の育成を行う。

（NPO）馬瀬川プロデュース
【岐阜県下呂市】

岐阜県中津川市、 会員を確保し体制を整える。
下呂市
 ＷＷＯＯＦ（Willing Workers On Organic Farms ）制度等で外国の若者をスタッフ
として迎え入れ、連携して事業を実施する。
 「森林アドベンチャー」、沢登り、釣り教室によるアウトドアビジネス等を行う。
 地域住民の支援活動として、森林・林業の活性化、環境保全について都市と連携し
て共同作業等・清掃活動を行う。
 語学教室（プチ留学）の本格的稼働に向けて、施設の整備、体制づくりを進める。

522万円
【３か年】

（一社）aichikara
【愛知県名古屋市】
https://www.step-aichikara.com/

岐阜県中津川市、 地域資源を有効に活用し、地域外の若者が地域に参加できるプログラムを継続的に
下呂市
実施する。プログラムには、意識や行動変容のきっかけとなるよう、地域の魅力や
諸課題への理解を深め、住民と交流し、貢献の実感を得られる機会や、自己開示や
内省の機会を重点的に設ける。
 プログラム後も参加者が継続的に地域に関われるような機会や場を整備する。

498万円
【３か年】

学生団体 加子母木匠塾
【岐阜県中津川市】

岐阜県中津川市、 大学では学ぶことのできない木造建築の実習体験を通じて、わが国の伝統的な木造
下呂市
建築技術を承継する人材の育成、建築技術の発展を図る。
 山村集落維持の課題に対して、若者たちによる地域への貢献、森林・林業の再生に
向けた自然科学、産業の発展及び、都市と農村、若者と高齢者が交流できるシステ
ムの整備、コミュニティ再生を模索する活動を行う。

472万円
【３か年】

【岐阜県中津川市】
http://www.kashimo.jp/

http://www.mazegawa.com/produce/
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「公益財団法人 長野県みらい基金」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://www.mirai-kikin.or.jp/kyumin/koubo.php

こどもの貧困・若者の引きこもり問題について、地場産業を活用した多機関連携による居場所づくり
事業に取り組み、全国的なモデルケースを目指す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

1億477万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）ITサポート銀のかさ
さぎ【長野市】

長野県千曲市、  千曲市・千曲市教育委員会、千曲商工会議所などと協働で学習困難な子どもたちの居 920万円
長野市
場所をつくる、ICTを活用した学習支援の事業を実施
【３か年】
 引きこもりの若者への職業あっせんや不登校改善を行い、取り組み手法、成果等を
ICTで全国発信

（NPO）いいだ人形劇セン
ター【飯田市】

長野県飯田市
下伊那地域

（NPO）Gland・Riche

長野県 安曇野
 地元農家と協力し、様々な課題を抱える人たちが、わさび田を整備し、守り育てる
965万円
市・北安曇郡・  山際の荒廃農地を利用して、生薬栽培を行い生産単価の高い新たな農業をスタートす 【３か年】
東筑摩郡
ることにより安定した収入の確保を目指し、貧困問題等の解決を目指す

https://www.i-kasasagi.com/

http://iidapapecen.com/

【安曇野市】

http://gland-riche.com/

 人形劇という文化財の持つ特性を生かしたコミュニティを基盤とし、若者、高齢者、 964万円
障がいや生きづらさを感じる人が集まり、人形劇の制作・上演をする
【３か年】
 空き民家を借り上げることで、まちの賑わいを創出

（NPO）子ども・若者サポー 長野県
上伊那地域
トはみんぐ【伊那市】

 上伊那地域の様々な団体と連携し、子ども食堂の立ち上げ支援・相談窓口を設置
965万円
 学校外の居場所づくり、研修会、自立支援者の支援、食堂、支援者養成講座を開催し、【３か年】
子ども・若者の成長を支える地域力を強化していく

（認定NPO）フードバンク信 長野県
州【長野市】

 食品製造企業及び関係機関・団体等で構成する「食の循環システム検討会議（仮）」 889万円
を設置し、地域の困窮者支援に資するフードロス対策の仕組みを検討する
【３か年】
 県内企業300社に、食品寄贈と困窮者支援の意識調査を実施し課題とシステム構築に
反映
 支援者と企業向けクラウドシステムの構築により食品循環の仕組みを整備

https://kksc.org/

http://foodbank-shinshu.org/

（NPO）ふくろうSUWA
【茅野市】

https://www.fukuro-suwa.jp/

長野県
 困難を抱える若者等に、シイタケ栽培を通した就労支援事業、就労準備訓練等を実施 969万円
諏訪6市町村
 地域企業での就労体験等も併用
【３か年】
塩尻市、伊那市  新たな相談機能を持つ困難を抱える若者や家族が安心して居られる居場所づくり

（⼀社）ぷれジョブ長野支部 長野県
【小海町】
https://www.purejob.net

南佐久郡6町村

 小海駅舎内に南佐久６町村在住の子ども・若者を対象とする居場所を開設
 不登校やひきこもりなどの生きづらさのある住民や家族からの相談に対応
 小海町を中心とする南佐久６町村に様々な支援を展開

Copyright 2020
JANPIA
本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。
Copyright
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JANPIA
本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。

965万円

【３か年】
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

格差及び所得格/

http://npoc.or.jp/project-data/cat_f_02/【休眠預金】中国5県における地域

JANPIAからの助成額

『地方のくらしの崩壊・消滅』を解決するため「活動団体との連携を通じて解決したい課題＝くらしの 1憶521万円
要素をテーマと する『テーマ課題』」と「資金分配団体である私たち自身が解決したい課題＝仕組み 【22年度までの３か年】
（システ ム）づくりをテーマとする『システム課題』」の2課題に取り組む。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

たすき株式会社 （島根県エリ
ア）
【島根県雲南市】
https://tasuki.town/

島根県雲南市
三新塔地区

実行団体の事業概要

助成額（予定）

 地域自主組織と連携しながら商店街に隣接する2棟の空き家を改修し、「働く」「泊 2,000万円
まる」の機能を持つ施設と「食べる」「集う」の機能を持つ施設を運営。「まちの 【３か年】
縁側をつなげる」というテーマのもと、境界を緩やかに共有できる工夫を仕掛ける。
 本施設をきっかけとして、住民・行政・企業／大人・子ども／域内・域外、内外の
垣根を超えた多様な交流を促し、人とチャレンジの行き交う拠点を創出する。

（NPO）子どもシェルターモ 岡山県
モ（岡山県エリア）【岡山県岡

 児童養護施設等退所後のアフターケア事業における居場所機能の拡充や就労困難な
若者への訓練の場の必要性から、不動産取得による拠点整備と一人一人に合った支
援拡充と強化を図り、貧困の連鎖を減らす。
 拠点施設において生活・学習・就労・住居支援を展開すると共に、不足している支
援者の育成、個々の支援者の抱えるケースの共有など、多様な機関との連携を取り
ながら、子どもたちに寄り添い、次の生活へ向けたサポートを行う。

（NPO）湯来観光地域づくり
公社（広島県エリア）

広島市佐伯区
湯来町

 人口が減少している湯来町の現状に対し、収益性の高い観光のモデルを構築するこ 1,000万円
とで、包括的な地域経済循環を創出していく。広島市中心部からの近接性と、美し 【３か年】
い自然を活用したアドベンチャーツーリズム事業、研修事業、サイクルツアー事業、
温泉街再生に向けた、飲食店立ち上げ事業で収益性を高め、雇用を創出し、湯来に
住む若者世代を増やす。また、町内の事業者に収益が還元され、事業承継が可能と
なることでUターンを増やす。

（NPO）NPO 狩留家 （広島
県エリア）【広島県広島市】

広島市安佐北
区狩留家町

 新たに整備する物流センターでの狩留家なす事業を核に、自助・共助の仕組みを確
立し、地域の収益力をさらに向上させると共に、主体的に参画する狩留家人（ジ
ン）を増やし、地域に「やればできる」という雰囲気を醸成し、更なる参画を促す
好循環に繋げる。その利益や住民参画が地域に還元されることで、その活力と経済
の好循環がさらに加速し、自立し持続可能な狩留家の住民自治を実現する。そのノ
ウハウを社会に還元することで、「地域社会に貢献し、豊かな生活が出来る社会基
盤の構築」を達成する。

山市】
https://www.sheltermomo.org/top.html

【広島県広島市】
https://e-yuki.net/

http://www.urban.ne.jp/home/ishit
etu/
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2,000万円

【３か年】

1,000万円
【３か年】

22

2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「一般社団法人 北海道総合研究調査会」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

http://www.hit-north.or.jp/kmy/

JANPIAからの助成額

広域分散型の北海道では、各種サービスに対するニーズの量が薄く、人材不足であることから、実行 1億1979万円
団体の取組・連携を促進し、「支援の受け手が支援する側になる循環の仕組み」「都市部から地方部 【22年度までの３か年】
への人材の循環の仕組み」を構築する。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

実行団体の事業概要

助成額（予定）

■タイプⅠ（1団体当りの申請額上限1500万円）

（NPO）ezorock

北海道

 都市と地域の新たな関わり方としての関係人口を手法とした人材育成モデル構築事業 1,507万円
として実施
【３か年】
 全自治体に設置されている社会教育担当を地域側のコーディネーターとして、都市部
人材の受け入れ及び地域づくり人材育成の重要な窓口と位置づけ連携

（NPO）地域生活支援ネット 釧路市
ワークサロン

 就労等の機会を逸した若者たちに必要な生活と教育、就労の機会を提供し、人材不足 1,581万円
の地域の福祉分野等における地域生活支援の担い手の人材確保・育成
【３か年】
 分野横断的で持続可能な相互扶助の仕組みを創造するためのモデル事業を実施

（公財）さっぽろ青少年女性 北海道
活動協会【北海道札幌市】

 貧困や孤立のリスクが高い若年妊娠女性を対象に、キャリア支援と地域での居場所・ 1,533万円
つながり作りの支援を行うネットワークを構築
【３か年】
 キャリアについてのおしゃべり会や地域交流会を実施し、地域で孤立しないための環
境づくりと女性への伴走支援を行う

（株）ヒトココチ




学校の長期休みの間、こどもの受入れを行う学童保育所を新たに開設
1,580万円
通常登校期には、こどもの最低限の学習能力の保障を目的とした月会費の安価な個 【３か年】
別学習支援塾を開設し、職員の通年雇用を確保



LINEを用いたセクシュアル・マイノリティの若年層を対象とした一対一の相談事業。 664万円
マイノリティであるが故に苦しむ若者が気軽に誰にも知られることなく頼れるツー 【３か年】
ルとしての確立を目指す

【北海道札幌市】
https://www.ezorock.org/

【北海道釧路市】
http://n-salon.org/index.php

http://syaa.jp/

【北海道函館市】
http://hitococochi.jp/

函館圏

（NPO）北海道レインボー・ 全国
リソースセンター L-Port

【北海道札幌市】
https://www.l-port.org/

Copyright 2020 JANPIA
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「一般社団法人 北海道総合研究調査会」の選定団体（続）
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

■タイプⅡ（1団体当りの申請額上限300万円）

（一社）ちくだいKIP

【北海道帯広市】
https://chikudaikip.wixsite.com/ho
me

帯広市




（NPO）かしわのもり「ここ 鹿追町
から実験室」【北海道鹿追

町】

多様な「ひととの繋がり」で自律した子供を育成する次世代型ヘルスケア体操コ
316万円
ミュニティを既存の公共施設を利用して構築
【３か年】
運動プログラムとコミュニティ育成のパッケージ化により会費の安価な体操コミュ
ニティの下支えを行いたい

 鹿追町の子どもを対象に、身体づくり、地域と子どもを繋げかつ経験の幅を広げる
234万円
アート・クック、保護者同士の交流用のカフェ、個別相談支援を実施
【３か年】
 地域活性化につながる、「暮らしたい地域での子供たちの健やかな成長」を、地域の
仲間たちと応援し伴走支援していく

311万円
（一社）国際交流団体ブロッ 七飯町、函館市、 語学を通じ、子供達の可能性を広げ、グローバルな感覚を養う場を提供
北斗市

遊びやコミュニケーションの中から楽しく自然に英語を習得できるメソッドを使用し
ク
【３か年】
たプログラムで子供たちに英語に触れあう機会を提供
【北海道七飯町】
（NPO）旭川ＮＰＯサポート 旭川市
センター【北海道旭川市】

http://www.potato.ne.jp/~asahinp
o/

 空き家の処分に伴う家財整理や、管理などを、一般就労が困難な生活困窮者の仕事と 230万円
して確立し、将来の自立を支援する仕組みを構築する
【３か年】

（NPO）飛んでけ車いすの会 札幌市、千歳市、

【北海道札幌市】
http://tondeke.org/

余市町



社会的弱者（引きこもり、不登校、生活困窮者、障がい者、外国人労働者など）に、316万円
熟練者による車いす整備技術を伝承（車いすの学校）、就労を支援
【３か年】
「車いすの学校」には、専門家による健康相談、家族が集う場の提供などを合わせ
て行い就労支援をサポートする

＊ 団体の並びは面談審査順位（タイプⅠ、タイプⅡ別）
＊ 助成額：20.4.30 時点の金額（予算計画値、資金分配団体－各実行団体間の資金提供契約に基づく金額）
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2019年度資金分配団体〈草の根活動支援事業・地域ブロック〉
「公益財団法人 みらいファンド沖縄」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

http://miraifund.org/kyuminyokin_ritou/

離島県沖縄において、住む場所により子どもたちの移動の自由が制限されているということが、子ども
から「体験すること」という人生の選択肢を奪っており、子どもの人権が守られていない不平等な状態
だと地域全体が認識することを目的に実施する。また、同時に、子どもはPTAや一部の関係者だけでな
く地域全体の資源であり、全体で育てるものであるという相互扶助の価値観の再構築も目指す。多くの
「体験」の機会の中でも、部活動の派遣旅費の負担の課題は、離島県の不利性を本人や家族が自己責任
で担保しているため、子どもの学びの機会に不平等が生じていることを社会課題と捉え、県民全体でこ
こを支える仕組み（基金）を作ることを目標とし、この仕組み（基金）が持続可能なものとなるよう、
実行団体とともに課題解決に向けた取り組みを連携および伴走支援する。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

9,569万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予
定）

（一社）沖縄県サッカー
協会

沖縄県

 離島や少人数のためにサッカーができない、大会を実施することができ 2,090万円
ないこどもたちへの支援事業を行う。
【３か年】
・サッカーファミリーの活動の充実（誰でも参加できる）・女子サッカー活
動の補助
・7つの障がい者サッカー選手たちへの大会運営・派遣補助・ビーチサッ
カーやフットサル団体への大会派遣補助

（株）ハブクリエイト

沖縄県石垣市、
沖縄県八重山郡

 沖縄県石垣島および竹富町の小中学生の派遣旅費等の課題解決に取り組
み、特に、派遣頻度の高い野球部、学校単位の部活動ではない文化芸能
（プログラミング・マーチングバンド・現代版組踊）を中心に助成を行
う。

2,090万円

（NPO）豊見城市体育協
会

沖縄県豊見城市

 補助金交付金交付事業の交付対象外の大会などに対して、経費の一部を
補助することで家計の負担軽減を図り、機会の平等を確保することを目
的とする。

2,101万円

【沖縄県那覇市】
https://okinawafa.com/

【沖縄県石垣市】
https://hub-create.com/

【沖縄県豊見城市】
http://www.tomitaikyou.org/
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新規企画支援事業 採択事業

凡例

注記

（NPO）：特定非営利活動法人（NPO法人）
（認定NPO）：認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）
（一社）：一般社団法人
（一財）：一般財団法人
（公社）：公益社団法人
（公財）：公益財団法人
（株） ：株式会社
記載なしのものは、公表資料では法人格が不明のもの
Copyright 2020 JANPIA
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2019年度資金分配団体〈新規企画支援事業〉

「一般社団法人 全国食支援活動協力会」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

http://www.mow.jp/saposen2019.htm

『こども食堂』に対する支援体制の遅れから運営側の負担は大きい。
本事業は、『子どもたちの食生活の乱れ』、『子どもたちが安心して通える地域の居場所が安定して
整備されていない』を課題とし、全国に『こども食堂サポートセンター』を設置、こども食堂間の
ネットワーク形成ノウハウの提供、食に向き合う体験プログラム実施や安全な作業環境整備の伴走支
援、地域資源の開発支援などを行い、子どもの健全育成を達成する。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

（一社）にしなりプレーパーク
プロジェクト
【大阪府大阪市】

1憶1,914万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

大阪府大阪市

 こども食堂サポートセンターを設置し、各こども食堂の安定的継続や、活動の発展 1,868万円
を⽀援する。こどもたちの⾃⼰肯定感向上等に向けた働きかけも行う。
【３か年】
 行政区単位のネットワークづくりやその活発化、社会福祉協議会等との連携、企業
等とのマッチング、イベントの開催も行い、こどもを中⼼とした取り組みを通じて、
地域の活性化を図る。

福島県

 21団体が加盟する任意団体「ふくしまこども食堂ネットワーク」の実行団体は事務
局の活動と組織基盤をこども食堂の中間⽀援団体として確⽴する。
 各団体の財政基盤、⼈材育成、地域ごとの行政等との連携を⽀援することでこども
食堂の持続可能性を⾼めてゆく。
 ３年後には現在45箇所のこども食堂を90箇所まで増やしてゆく。

1,798万円

（福）那覇市社会福祉協議会

沖縄県那覇市

 子どもの居場所を支援し、居場所の持続的運営に向けて取り組む。
 子ども支援を考えている企業や団体の掘り起こし、居場所とマッチングし、子供の
居場所の支援拡充を目指す。
 関係者で組織する「⽀援連携会議（仮称）」を⽴ち上げ、研修や情報発信、ネット
ワーク等を通じて課題を整理、共有し、解決に向けた取り組みを進めていく。

1,868万円
【３か年】

（一社）コミュニティシンク
タンク北九州 【福岡県北九州

福岡県北九州
市

 ⼦ども食堂や多世代が参加する地域食堂の普及促進と運営サポートなどを軸に、関
係者や⽀援者が無理なく活動出来るよう、サポート体制の構築を図る。
 改善事例の紹介や市内外への情報発信などを行っていく。
 産学官⺠が連携した「オール北九州」で実施できるよう環境づくりを行っていく。

1,869万円
【３か年】

こどもの居場所サポートおおさか
https://www.kodomonoibasyosupportosaka.com（公開準備中）

（NPO）寺⼦屋⽅丈舎
【福島県会津若松市 】

ふくしま子ども食堂ネットワーク
https://peraichi.com/landing_pages
/view/gi5qo

【沖縄県那覇市】
http://www.nahasyakyo.org/

市】
http://www.comtanq.jp/
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2019年度資金分配団体〈新規企画支援事業〉

「公益財団法人 日本国際交流センター」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

http://www.jcie.or.jp/japan/report/activity-report-4506/

外国ルーツ青少年が直面する教育・キャリア・就労等の課題に革新的な視点から取り組む実行団体の
協働により支援における地域格差や地域社会の認識不足の改善を図るとともに、当分野にかかわる制
度・施策の整備や企業・行政等との連携拡充に向けた啓発・政策提言活動を合わせて行う。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

JANPIAからの助成額
2億4,791万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

IKUNO・多文化ふらっと

大阪府大阪市生  大阪市生野区の特徴を生かし多文化共生をまちづくりの軸にすえた総合的・多面的
野区を軸とした
支援拠点を構築する。
大阪全域
 外国ルーツ青少年と家族の教育・生活面などの安定化に向けた仕組みをつくり、
「多文化共生の生野区モデル」の構築に寄与することを目標とする。

（NPO）ABCジャパン

神奈川県

 高校中退等により「フリーター化」する外国ルーツの若者の課題が顕在化しつつあ 3,253万円
る鶴見・川崎地域において、移民2世・3世の経済的社会的自立に向けてロールモデ 【３か年】
ルとなる「先輩」と「後輩」の継続的な交流・情報交換の機会の確保や、キャリア
形成に向けた日本語学習・電気工事士等の資格取得講座を実施する。
 外国ルーツ青少年の多様な進路の可能性を示し、移民 2 世・3 世が主体的に自らの進
路を選べる社会を作り、貧困の世代間再生産を断ち切る仕組みづくりを目指す。

glolab

東京都

 学習や進路に課題を抱える外国ルーツの高校生を対象とした相談ツールや、進路・
在留資格等の動画等の情報を提供するオンラインプラットフォームの構築や、ロー
ルモデルとしての外国ルーツの社会人・大学生との助け合う、学び合う場の形成を
通じて、自律学習を促す仕組みの構築を目指す。
 高校現場での法律・生活・日本語教育にかかわる教員研修施を通じて、複数分野の
専門家や行政、学校と連携したバックアップ体制作りを目指す。

2,975万円
【３か年】

（福）さぽうとにじゅういち 東京都、埼玉県、 外国ルーツ青少年本人も親も頼れるリソースを持たず、学習の場にも来られない外
千葉県
国ルーツ青少年が教育から取り残されないように、拠点型とアウトリーチ型の学習
支援を組み合わせた包括的学習支援のモデル提示を目指す。

2,502万円
【３か年】

【大阪府大阪市】

【神奈川県横浜市】
https://www.abcjapan.org/

【東京都】
https://www.glolab.org/

【東京都品川区】
https://support21.or.jp/

Copyright 2020 JANPIA

本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。

2,648万円

【３か年】

28

「公益財団法人 日本国際交流センター」の選定団体（続）
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

（NPO）青少年自立援助セン 全国
ター
【東京都福生市】
http://www.npo-ysc.jp/

実行団体の事業概要

助成額（予定）

 日本人を主な対象とする既存の公益活動団体等に対し、海外ルーツの青少年にも対応 3,438万円
できるよう実践を含む研修・伴走支援機会を提供する。
【３か年】
 各団体との協働により各課題領域に応じた適切な多文化対応の推進を図り、海外ルー
ツの青少年とその家族が活用できる社会的資源の拡大を目指す。

高岡外国人の子どものことば 富山県高岡市と  CLD （Culturally Linguistically Diverse）青少年を主体としたワークショップやフィルム 1,798万円
フェスティバル等を通じて地域社会との接点を広げつつ、学習・キャリア支援を強化 【３か年】
と学力を考える会 (アレッセ 周辺市町村
する。
高岡）
 CLD 青少年が視野を広げ、自尊心を高め、地域の課題に主体的に社会参画していくた
【富山県高岡市】
めの基盤作りを目指す。
https://www.alece.org/jcie
（一社）DiVE.tv

【愛知県名古屋市】
http://dive-tv.nagoya/

Copyright 2020 JANPIA

愛知県

 外国人集住地域の愛知県において地域資源としての外国人学校、NPO、企業等の連携 2,070万円
により外国ルーツ青少年の健全な成長を応援する体制整備に向けて、実態調査、若者 【３か年】
のコミュニティ形成と情報サイトの構築、キャリア講座を実施。
 外国ルーツ青少年が適切かつ正確な情報を得て進路選択できるような体制作りに取り
組む。

本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。
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災害支援事業 採択事業

凡例

注記

（NPO）：特定非営利活動法人（NPO法人）
（認定NPO）：認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）
（一社）：一般社団法人
（一財）：一般財団法人
（公社）：公益社団法人
（公財）：公益財団法人
（株） ：株式会社
記載なしのものは、公表資料では法人格が不明のもの
Copyright 2020 JANPIA

・この資料は、2020年7月末時点で資金分配団体が公開している情
報をもとにJANPIAで作成したものです。情報の詳細については、
各資金分配団体のウェブサイトをご確認ください。
・実行団体の表は、各資金分配団体ごとに団体名・五十音順に掲載
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せください。
・助成金額の表示については、1万円未満を切り捨てしています。
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2019年度資金分配団体〈災害支援事業〉

「特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要 http://jvoad.jp/news/休眠預金等活用事業「中核的災害支援ネットワー-3/ JANPIAからの助成額
災害支援の様々な課題に備えるため、都道府県域の災害支援ネットワークのモデルを構築、
確立し、中長期的に全国で災害支援ネットワークが構築されることを目指す。
実行団体名【本拠地】

活動対象地域

3,904万円

【22年度までの３か年】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（NPO）いわて連携復興セン
ター【岩手県北上市】

岩手県

 岩手県域及び市町村域における行政・NPO・社会福祉協議会の三者連携の確立と、
支援現場での専門知識をもつ人材の育成、自然災害時のボランティアフェーズにお
ける活動層の創出を行う。

（NPO）岡山NPOセンター

岡山県

 県内の7割の市町村で災害発生時に即座に立ち上がる3者連携の支援体制を構築
1,500万円
 災害発生時に必要な支援を一歩先んじて洩れなくできる体制構築と訓練の実施（被 【３か年】
災家屋、避難所、在宅避難者、被災者の生業の4点で）
 上記のノウハウをどこでも訓練すれば再現可能なものとし、県外3以上の協定先との
ノウハウ共有化を実現する。

北の国災害サポートチーム

北海道

 中心的な支援機関（北海道、北海道社協）とのネットワーク構築（広域）とともに、 1,500万円
災害発生リスクが高い２地域におけるネットワーク構築（分散）を行う。
【３か年】
 自治体数が多い県や自治体が分散する県等に対し、この手法を波及モデルとする。

http://www.ifc.jp/

【岡山県岡山市】
http://www.npokayama.org/

【北海道札幌市】
https://kitanokunikaigi.wordpress.c
om/

Copyright 2020 JANPIA

本資料の内容を当機構に許可なく複製・転載・転用することは禁止いたします。

904万円

【３か年】

31

2019年度資金分配団体〈災害支援事業〉
「一般社団法人 RCF」の休眠預金活用助成事業
資金分配団体の事業概要

JANPIAからの助成額

https://rcf311.com/2019/11/29/pressrelease-3/

【大災害後の生活再建推進事業～企業・地域・NPOが連携し地域コミュニティと経済再生を目指す～】 1億3,719万円
発災時には、中長期的に地域の復興を目指す実行団体に対し、休眠預金等を原資とした助成及びノウハ 【22年度までの３か年】
ウ提供等の支援を実施。平時には、複数の企業との復興支援に向けたネットワークの形成を通じて、民
間主導の新たな復興支援の枠組みの構築を目指す。
活動対象地域

実行団体名【本拠地】

実行団体の事業概要

助成額（予定）

（一社）Teco

福島県いわき
市

 河川の氾濫により被害を受けた在宅避難者や復興公営住宅の入居者への個別ケア、 1,055万円
被災者の孤立防止に向けたコミュニティスペースの運営等、被災者の生活再建を
【１年間】
サポートする。

鋸南復興アクセラレーショ
ン【千葉県安房郡鋸南町】

千葉県鋸南町

 台風被害によって家屋が崩壊した住民が安心して生活できる環境を取り戻すこと
を目指し、防災に対する住民意識の向上や地域コミュニティの形成、関係人口の
創出などにより、住民が安心して生活できるバックアップ体制作りを行う。

1,378万円
【2年間】

（一社）YOMOYAMA
COMPANY

宮城県丸森町

 地域のステークホルダーが参加する情報共有会議等の実施を通して住民の地域参
画の機会を創出し、主体的に活動できる地域の担い手の発掘と育成を行い、持続
可能な復興まちづくり体制をつくる。
 また、事業を通じて次世代の地域リーダーが育成され、チャレンジの連鎖が育ま
れるコミュニティの形成を目指す。

1,492万円
【2年間】

【福島県いわき市】
https://ysuzukiteco.wixsite.c
om/tecoteco/blank

https://kyonanacceleration.o
rg/

【宮城県伊具郡丸森町】
https://www.facebook.com/
yomoyamacompany/
(Facebook)
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