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「足立区ＮＰＯ活動支援事業報告書」について 

この報告書は、平成３０年度に区が取り組んだＮＰＯ活動支援事業の概要や実績を

お知らせするために発行するものです。 

本文中の活動団体等に関する表記について 

○ＮＰＯ法人・・・都道府県及び政令指定都市で「特定非営利活動法人」と認証された団体 

○任意団体・・・・法人格を持たない公益活動団体 

○登録団体・・・・足立区ＮＰＯ活動支援センターに登録している「ＮＰＯ法人」及び「任意団体」 

○ＣＳＲ活動・・・企業が収益を求めるだけでなく、倫理的観点から事業活動（環境活動、ボランテ

ィア、寄附活動など）を通じて、自主的に社会に貢献する活動 
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１ ＮＰＯ活動支援センター事業 

ＮＰＯ活動支援センターは、社会貢献を目指すＮＰＯ法人及び任意団体への支援と育

成を行い、地域社会の活性化を目的として設置された施設である。 

本センターでは、相談業務や講座の開催、会議室や印刷室等の貸出し業務、機関紙等

の発行による情報発信業務を通じて、人材と団体の発掘・育成、活動へのアドバイスや

支援、団体間の連携のコーディネート等の業務を行っている。 

 

（１）ＮＰＯ活動支援センターの登録団体について 

ＮＰＯ活動支援センターでは、各団体の活動状況を把握し、その団体に応じた支

援を実施するため、団体登録制度を導入している。 

 

ア 登録団体数について 

登録団体数は年々増加している。平成３０年度は、ＮＰＯ法人数は減少したが、

任意団体およびその他の法人は増加した。 

 

    【登録団体数の推移】 
 

 

年度 ＮＰＯ法人 任意団体 その他法人 総計 

H26 58 93 3 154 

H27 62 114 2 178 

H28 66 112 4 182 

H29 64 117 3 184 

H30 59 120 8 187 

 

＊「任意団体」とは法人格を持たない公益活動団体。 

＊「その他法人」とは一般社団法人、社会福祉法人、公益財団法人。  
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イ 登録団体の分野別団体数について 

登録団体を主な活動分野別に分類すると「福祉・健康・子育て」「教育・文化・

スポーツ」「まちづくり・環境」が上位であり、この３分野の登録団体が全体の約

９割を占めている。 
 

   【活動分野別の登録団体数の推移】 

 

 
＊上段：活動分野別の登録団体数 

下段：登録団体総数における活動分野別の登録団体割合 
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（２）施設利用について 

ＮＰＯ活動支援センターには、会議室、ミーティングルーム、サロン、印刷室等が

あり、登録団体の活動・交流の場の提供や講座等の参加の場として利用されている。 

【施設設備の利用延人数】 

 

 

（３）相談事業について 

総合相談と専門相談の２部門を設け、団体や区民の方からの様々な相談に応じてい

る。相談内容は、団体の設立や運営に関する相談のほか、地域活動に関心のある方へ

のＮＰＯ団体の紹介など多岐にわたっている。 

登録団体からの相談は主に助成金申請、所轄庁への報告書類作成、経理処理等であ

り、登録団体以外からの相談は主にＮＰＯ法人設立、任意団体設立等である。 

 

年度 会議室 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ サロン 印刷室 パソコン 総利用人数 

H26 5,056 596 929 452 40 7,073 

H27 3,841 399 1,578 469 20 6,307 

H28 5,254 534 2,004 469 71 8,332 

H29 6,466 972 3,134 366 75 11,013 

H30 8,504 948 4,127 592 168 14,339 

総合相談 
ＮＰＯ法人の活動及び団体の事業運営等についてのノウハウを持つ相談スタ

ッフが対応する。 

専門相談 
会計・税務、人事・労務、経営など専門性の高い相談に対し、税理士等の専門の資

格を持った専門相談員が対応する。 
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【相談件数の推移】 

 
 

年度 総合相談 専門相談 総件数 

H26 245 9 254 

H27 307 6 313 

H28 340 7 347 

H29 334 0 334 

H30 371 2 373 

 
 

（４）主な相談、支援内容について 

相談内容 支援及び実現内容 

活動等の相談・他団体との連携 ・ 活動、事業展開への助言 

・ 活動団体の紹介 

・ ＮＰＯフェスティバルへの出展 

・ 活動場所等の紹介 

・ 他団体とのイベント共催 

助成金獲得 ・ げんき応援事業助成金申請内容の助言 

・ 民間団体助成金の紹介、申請への助言 

・ 申請書類作成及びプレゼンテーションへの助言 

法人化手続き ・ 法人化への助言（メリット、デメリット等） 

・ 事業報告書作成、定款変更等の助言および作成支援 

・ ＮＰＯ法人の認証 

クラウドファンディング 

・ 講座の紹介 

・ 活動実践者の紹介 

・ インターネットを活用した資金調達方法の助言 

寄附 ・ 担当窓口の紹介 

・ 寄附物品を区に提供する方法の案内 

・ 寄附物品情報の団体周知、コーディネート 
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【相談事例１】 
 

地域の子どもたちの居場所の拠点をつくるため知人の空き家を借りているが、

改修がかなり必要なため、資金をどうすればよいか。団体登録をして「げんき応

援事業助成金」を申請したい。 
 
■支援および実現内容 

かなりの費用がかかるのであれば「げんき応援事業助成金」では足りない。そ

こで改修すること自体を、ＤＩＹ形式のワークショップとすれば経費も抑えられ、

参加者も自分たちが作った居場所という意識も持てるしボランティアの育成も兼

ねることができる。ワークショップを事業化して、皆さんで居場所づくりを進め

るのはどうかと提案した。これらの経緯を経て、イベント型ＤＩＹ形式のワーク

ショップを開催し、居場所の拠点が完成した。 

 

【相談事例２】 
 

 
区内で小松菜を生産している農家と交流がある。出荷できない小松菜を廃棄す

るのはもったいないので、生産農家の販売と競合しない形で活用策を考えてい

る。子ども食堂への寄贈や加工販売などの活動を進めるためＮＰＯ（任意団体）

を立ち上げたい。 
 

■支援及び実現内容 
区内農業の現状（小松菜の廃棄量等）の把握や集荷方法等についての検討が必

要であることを説明した。また、区内には野菜を扱う工場もあることや団体登録

について情報提供を行った。 

現在ＮＰＯ活動支援センター登録団体として、こども食堂への小松菜提供やイ

ベントでの活動を開始している。人員不足から活動が振るわないとの相談があっ

たが、センターでの他団体との意見交流会等への参加により、団体の認知度を向

上させ、他団体との連携により活動場所を増やすことが可能であることを助言し

た。 
 

【相談事例３】 
 

以前、認定法人化の相談をしたが、認定法人はハードルが高いので特例認定法

人の申請をしたい。団体の運営には寄附金も必要で、寄附したいとする企業もあ

ることから、寄附者にメリットのある特例認定を得て寄附者を後押ししたい。 

 

■支援及び実現内容 

特定非営利活動法人ガイドブック（認定編）に基づき、申請の流れ等について

説明し、申請書作成後は東京都への事前相談を勧め、申請にあたっては、東京都

ＮＰＯ法人ポータルサイトでの確認や事前チェックシートを活用して作成するこ

とを助言した。その後、継続的に手続きの支援を行っている。 
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（５） 地域活動人材養成講座について 

平成２４年度から地域活動人材養成事業として「あだち皆援隊講座」を実施してい

るが、平成３０年度からは「あだち皆援隊講座」と「センター登録団体向け講座」を

地域活動人材養成講座として統合し実施した。 
 

ア あだち皆援隊講座 

一般区民を対象に、具体的な活動に結び付く機会の増大を目指し、区内の様々な

ＮＰＯ活動の紹介に加え、実際の現場での活動体験も出来るプログラムで実施した。 

参加者数は６２３名で、そのうち１７４名が講座受講修了後に、既存のＮＰＯ法

人やボランティア団体等に参加したり、新たに団体を設立したりするなど、地域活

動の担い手となっている。 

 

【あだち皆援隊講座一覧（全１８回）】 
 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
(定員) 

1 平成 30年 4 月 21 日（土） 
親子カフェの作り方 
【講師】NPO 法人リトルワンズ 小山 訓久  
    NPO 法人グランファミリア 鈴木 圭子 

18 名(20 名) 

2 平成 30年 5 月 26 日（土） 
子どもの学習指導模擬体験 
【講師】NPO 法人カタリバ 加賀 大資  

11 名(20 名) 

3 平成 30 年 6 月 1 日（金） 
親子ヨガ＆ハワイアンリトミック 
【講師】あだちママカフェ 

101 組 202 人 
(120組240人) 

4 平成 30年 6 月 29 日（金） 
子ども食堂スタッフ体験 
【講師】いちかポケットの会/社会福祉法人からし
だね/1010キッズ食堂/NPO法人グランファミリア 

32 名(20 名) 

5 

平成 30年 7 月 14 日（土） ステージスタッフ活動体験（講義編） 15 名(20 名) 

平成 30 年 8 月 10 日（金） 

平成 30年 8 月 12 日（日） 

 

ステージスタッフ活動体験（体験編） 
【講師】NPO 法人おたまじゃくしクラブ 野田 重雄 

7 名(20 名) 

6 平成 30年 8 月 18 日（土） 
コミュニティビジネス入門講座 
【講師】NPO 法人 MamaCan 山田 美和  

16 名(30 名) 

7 平成 30年 8 月 21 日（火） 

ベーゴマ普及員＆ 

森林インストラクター活動体験 
【講師】ベーゴマ普及協会 有澤 次男／NPO 法人 

森林インストラクター会フォレスト 萩原 循 

26 名(45 名) 

8 平成 30年 9 月 13 日（木） 
誰かに話したくなる健康講座 
【講師】健康プラチナコミュニティ 田中 恭子 

37 名(30 名) 

9 平成 30年 10 月 27日（土） 
コミュニティビジネス講座～講義編～ 
【講師】NPO 法人 MamaCan 山田 美和 

6 名(30 名) 

10 平成 30年 11 月 24日（土） 
傾聴ボランティア入門講座 
【講師】足立 SPC クラブ 池田 洋子 

26 名(20 名) 

11 平成 30年 12 月 8 日（木） 
フラワーセラピー講座 
【講師】NPO 法人 

フラワーセラピー研究会 秋田 ゆう子 

30 名(30 名) 
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【あだち皆援隊講座一覧】 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
(定員) 

12 
平成 31年 1 月 20 日（日） 

平成 31 年 2 月 3 日（日） 

イクメン!!あだち塾（2日制） 
【講師】NPO 法人子育てパレット 松舘 香代子 

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 安藤 哲也 

計 21 組 42 人 
(30 組 60 人) 

13 平成 31 年 1 月 26 日（土） 

コミュニティビジネス養成講座 

～事業計画の作り方～ 
【講師】中小企業診断士 姫野 剛慶 

10 名(15 名) 

14 平成 31 年 2 月 6 日（水) 
災害支援とＮＰＯ 
【講師】一般社団法人ピースボート 

災害ボランティアセンター 合田 茂広 
39 名(100 名) 

15 平成 31年 2 月 16 日（土） 
地域の空き家について考える 
【講師】NPO 法人 

空家・空地管理センター 中村 竹志 
21 名(20 名) 

16 平成 31年 2 月 24 日（日） 
国際協力とＮＧＯ 
【講師】公益社団法人 

セーブ・ザ・チルドレン 福田 直美 

31 名(30 名) 

17 平成 31年 3 月 15 日（金） 
地域における防犯活動 
【講師】NPO 法人日本ガーディアン・エンジェルス 

NPO 法人ライフライツインパクト東京 

 

13 名(20 名) 

18 平成 31年 3 月 23 日（土） 
親子でコンピュータープログラミング体験 
【講師】Code for Adachi 村上 武士 

 20 組 41 名 
(10 組 20 名) 

合 計 623 名（790名） 

 

イ センター登録団体向け講座 

センター登録団体を対象とした講座では、団体を運営するうえで必要な知識や技術

の習得と、団体運営の強化及び活動の継続化を図ることを目的とし、講義とワークシ

ョップを組み合わせたプログラムで開催した。 
 

【センター登録団体向け講座一覧（全１１回）】 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
（定員） 

1 平成 30 年 4 月 14 日(土) 
ＮＰＯ法人設立入門講座 

【講師】NPO 活動支援センター相談員 影山 貴大 
12 名(15 名) 

2 平成 30 年 5 月 19 日(土) 
上手な会議の進め方 

【講師】NPO 活動支援センター相談員 影山 貴大 
9 名(20 名) 

3 平成 30 年 6 月 30 日(土) 
助成金申請のコツ 

【講師】千葉市民活動支援センター 原田 正隆 
14 名(30 名) 

4 平成 30年 7月  7 日(土) 
区民に響く！チラシの作り方のコツ 

【講師】ベンデザイン・オフィス 高山 ベン 
8 名(20 名) 

5 平成 30 年 8 月 25 日(土) 
人が集まる！イベントの作り方 

【講師】NPO 法人男女共同参画おおた 坂田 静香 
13 名(20 名) 

6 平成30年 11月 22日(木) 
実践！会計処理講座 

【講師】NPO 活動支援センター相談員 田沼 繁 
13 名(30 名) 
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（６）センター登録団体交流会について 

登録団体間のネットワークづくり及び情報交換・共有の場のひとつとして、平成

２５年度から団体交流会を実施している。平成３０年度は、①団体の最新情報・課

題(悩み)の聴取、②団体間の情報共有・事業連携、③区関係所管との協働事業の３

点を目的に開催した。「登録団体との意見交流会」と「登録団体と区関係所管を交

えた意見交流会」の２種類を設定し、団体間の情報交換・共有だけでなく、イベン

ト時の新たな連携・協力関係が生まれた。 
 

  【登録団体との意見交流会一覧（全１２回）】 
 

 実 施 日 名   称 参加団体・人数 

1 平成30年  6月  7日(木) 「ＮＰＯ夏まつり」を成功させよう 20 団体(21 名) 

2 

平成 30年 6月 27 日(水) 

平成30年 7月  4日(水) 

平成 30年 7月 11 日(水) 
ＮＰＯ活動の課題を共有する 17 団体(22 名) 

3 平成30年  9月15日(土) 「ＮＰＯフェスティバル」を成功させよう 48 団体(48 名) 

4 平成30年 10月 20日(土) 「ＮＰＯフェスティバル」振り返り会 17 団体(17 名) 

5 平成30年 11月13日（火） 冬まつり打ち合わせ 7 団体（7名) 

6 平成30年 11月30日（金） ベテラン団体から運営のコツを学ぶ 10 団体(10 名) 

7 平成 30 年 12 月 7日(金) 「ＮＰＯ春まつり」を成功させよう 8 団体( 9 名) 

8 平成 31 年 1 月 23 日(水) 相互協力と相互連携について考える 10 団体(13 名）

9 平成 31 年 1 月 31 日(木) 情報発信のノウハウを共有する 3 団体( 3 名) 

10 平成 31 年 2 月 23 日(土) 団体が企画する区民向け講座を考える 7 団体( 7 名) 

【センター登録団体向け講座一覧】 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
（定員） 

7 
平成 30年 12月 15日(土) 

つながる！ひろがる！ＳＮＳ活用講座 基礎編 

【講師】NPO 法人埼玉情報センター 秋本 創 
7 名(20 名) 

平成30年 12月 15日(土) 
つながる！ひろがる！ＳＮＳ活用講座 応用編 

【講師】NPO 法人埼玉情報センター 秋本 創 12 名(20 名) 

8 平成30年 12月 19日(水) 
団体運営・事業計画のコツ 

【講師】NPO 活動支援センター相談員 影山 貴大 
8 名(30 名) 

9 平成31年 1月 12日 (土) 
活動資金の集め方 

【講師】ファンドレイジング・ラボ 徳永 洋子 21 名(30 名) 

10 平成31年 1月19日 (土) 
ＮＰＯのイメージアップ大作戦 
～ブランディングを学ぶ～ 

【講師】クリエイティブディレクター 益田 幹也 
10 名(10 名) 

11 平成31年 3月19日 (火) 
助成金申請のコツ 

【講師】千葉市民活動支援センター 原田 正隆 
12 名(30 名) 

合 計 139名（275名） 
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【登録団体との意見交流会一覧】 

 実 施 日 名   称 参加団体・人数 

11 平成 31 年 3 月 16 日(土) 助成金の活用と事例発表 7 団体(12 名) 

12 平成 31 年 3 月 22 日(金) 年度末団体交流会 5 団体(10 名) 

合 計 159 団体(179 名)

 

【登録団体に関係所管を交えた意見交流会（全６回）】 

 実 施 日 名   称 参加団体・人数 

1 平成 30年 5月 29 日(火) ＳＳＷとの意見交流会 12 団体(14 名) 

2 平成 30年 8月 30 日(木) 女性の活躍とＮＰＯ 12 団体(16 名) 

3 平成30年 10月 25日(木) ＳＳＷとの意見交流会 16 団体(19 名) 

4 平成 30 年 12 月 5 日(水) げんきな高齢者の活躍の場をつくる  7 団体( 9 名) 

5 平成 31年 2月 14 日(木) ３０代～４０代女性の地域活動について 10 団体(12 名) 

6 平成31年 3月  8日(金) 
孤立ゼロプロジェクト 
「絆の安心ネットワークについて」 

7 団体(10 名) 

合 計 64 団体(80 名) 

 

（７）「あだちＮＰＯフェスティバル２０１８」について 

あだちＮＰＯフェスティバルは、ＮＰＯ活動団体と区民の交流の場、ＮＰＯ活動の

周知啓発事業として毎年開催しているイベントである。平成３０年度は『魅力たっぷ

りのＮＰＯ活動にふれてみよう！つくる つながる ひろがる』をテーマに、ワーク

ショップや体験ブース、庁舎ホールでのステージ発表を行った。また、ＣＳＲ活動を実

施している企業も出展し、企業と団体との連携の契機になった。 
 
ア 日  時：平成３０年１０月１３日（土） 

１１：００～１６：００ 
 
イ 場  所：区役所本庁舎（屋外中央広場、アトリウム、 

２階フリースペース、庁舎ホール、ホワイエ） 
 
ウ 参加団体：８６団体（昨年度７２団体） 

【ＮＰＯ団体７８団体、ＣＳＲ企業７団体、 

足立区社会福祉協議会】 
 
エ 周知方法：あだち広報、地方紙、ケーブルテレビ、 

ポスターやチラシの配布、コミュニティ 

バスはるかぜの車内広告 
 
オ 来 場 者：約３,２００名（昨年度３,０００名） 
 
カ 内  容：① 登録団体による活動紹介展示、活動体験、 

ステージ発表、資金調達のための食品・商品販売 

② ＣＳＲ企業による商品を使用したワークショップ、企業紹介展示 

③ 企業、団体協賛品によるスタンプラリー抽選会 

④ ストリートパフォーマンス 
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＜ フ ェ ス テ ィ バ ル の 様 子 ＞ 

 

 

１階アトリウム 

 

１階アトリウム 

 

２階企業ブース 

 

２階企業ブース 

 

屋外ブース 

 

屋外ブース（ベーゴマ体験） 

 

屋外ブース（企業による餅つき体験） 

 

庁舎ホールステージ発表 

  



１ ＮＰＯ活動支援センター事業 

12 

（８） プチイベントについて 

平成３０年度から新たに、ＮＰＯ活動の周知およびＮＰＯ活動支援センター登録

団体の活動発表を目的としたプチイベントを開催した。 

ＮＰＯ活動支援センター登録団体およびＣＳＲ活動を実施している企業とともに、

夏・冬・春の年３回開催し、ＮＰＯ活動の周知強化に努めた。 
 

ア ＮＰＯ夏まつり 
 

（ア）日  時：平成３０年８月４日（土）１０：００～１６：００ 

（イ）場  所：ＮＰＯ活動支援センター 

（ウ）出展団体：１０団体 

①足立区演劇連盟      ②足立平成五色桜を育む会 

③ＮＰＯ法人五色桜の会   ④健康プラチナコミュニティ 

⑤出張キッズスペース mamato ⑥スマイル農園・食談会 

⑦大衆芸術開拓組合     ⑧Human Animal Pairs 

⑨ボードゲームズ      ⑩みんなの村☆わくわくサロン実行委員会 

（エ）来 場 者：３７６名 

（オ）内  容：・狂言絵本読み語り ・五色桜の写真展示 ・ヨーヨー釣り 

・高齢者向け筋力チェック ・ボードゲーム ・子ども向け工作 

・怪獣記念撮影 ・朝どれ野菜販売 ・ドリップコーヒーの販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨーヨー釣り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども向け工作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝どれ野菜販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狂言絵本読み語り 
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イ ＮＰＯ冬まつり 

 

（ア）日  時：平成３０年１２月２２日（土）１１：００～１５：００ 

（イ）場  所：ＮＰＯ活動支援センター 

（ウ）出展団体：７団体 

       ①ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会 東京地区 

②ＮＰＯ法人ＬＩＬＡ子どもの学びを支援する会(リエゾン・アダチ) 

③大衆芸術開拓組合    ④ベーゴマ普及協会 

⑤ボードゲームズ     ⑥読み語りボランティア 

⑦ライジングスター 

（エ）出展企業：２企業 

・(株)大田乳業 ミルクセンター竹ノ塚（骨密度測定） 

・ゼネラルパーソンカンパニー(株) (餅つき体験、つきたて餅の提供） 

（オ）来 場 者：６２１名 

（カ）内  容：・オリジナルリースづくり ・クリスマスカードづくり 

・怪獣記念撮影 ・ベーゴマ体験 ・ボードゲーム 

・絵本の読み語り ・手作りキーホルダー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター入り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスカードづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作りキーホルダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

餅つき体験、つきたて餅の提供 
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ウ ＮＰＯ春まつり 

 

（ア）日  時：平成３１年３月２日（土）１０：００～１７：００ 

（イ）場  所：ＮＰＯ活動支援センター 

（ウ）出展団体：７団体 

       ①足立区女性団体連合会 ②一般社団法人ミナー 

       ③ＮＰＯ法人五色桜の会 ④ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会 東京地区 

⑤大衆芸術開拓組合   ⑥ベーゴマ普及協会 

        ⑦和文化継承委員会まほろば 

（エ）出展企業：２企業 

・(株)大田乳業 ミルクセンター竹ノ塚（骨密度測定） 

・ドン・キホーテ環七梅島店（焼きそば、ソーセージ、飲み物販売） 

（オ）来 場 者：５６８名 

（カ）内  容：・折り紙体験、読み聞かせ、お昼寝アート ・ベーゴマ体験 

・活動紹介、展示 ・フラワーアレンジメント ・怪獣記念撮影 

・忍者体験 ・ネパールチャイの販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外ブース外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼きそば等の販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み聞かせ、お昼寝アート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忍者体験 
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 (９) 情報発信について 

足立区ＮＰＯ活動支援センターでは、情報紙や機関紙の発行及びインターネットサ

イトを通じて様々なＮＰＯ活動に対する情報を発信している。 
 

ア 情報紙「A-PARTNERS」の発行 

「A-PARTNERS」は、平成２２年度から区内ＮＰＯの認知度向上を目的として創刊

した情報紙である。平成２８年度からは、子どもの居場所づくりに取り組む団体の

活動を周知するため、子どもの居場所情報「キミツタ」を年３回発行していたが、

平成３０年度から「A-PARTNERS」に「子どもの居場所情報」を含めて、年４回発行

している。 
 

【A-PARTNERS 一覧】 

号数 発行日 発行部数 

第２２号 平成３０年 ７月１３日 ８，０００部 

第２３号 平成３０年１０月１３日 ８，０００部 

第２４号 平成３１年 １月１７日 ８，０００部 

第２５号 平成３１年 ３月１０日 ８，０００部 
 

イ 機関紙「あだちの轍」の発行 

登録団体向けの情報紙「あだちの轍(わだち)」を隔月で発行した。主な内容は、

専門相談員による団体運営に関する助言、ＮＰＯ活動支援センターの実施事業、

区および他機関の助成金情報、各団体のイベント情報である。 
 

ウ あだち協働パートナーサイト 

あだち協働パートナーサイトは、区内のＮＰＯ法人・任意団体など公益活動団

体の紹介及び活動内容についての情報発信ツールである。区のホームページの「Ｎ

ＰＯ団体等地域活動」からも閲覧できる。 

協働に関する区からの情報や助成事業紹介、ＮＰＯ活動支援センターの事業案

内その他団体の事業・イベント紹介等を区民へ情報提供している。 

 

《あだち協働パートナーサイトアドレス》http://adachi-kyodo.genki365.net/ 
 

あだち協働パートナーサイトＩＤ利用団体数推移（平成 22 年 7月サービス開始） 

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

ＩＤ付与数 ６１ ７１ ８０ ８９ １２１ 

 

エ メールマガジンの配信 

月１回のペースで配信。平成３０年度末の登録者は７０４人。登録団体のイベン

トやボランティア募集情報、助成金情報、センター主催事業を情報発信している。 
 
オ ＳＮＳを活用した情報発信 

Twitter を活用し、登録団体のイベント情報や活動報告、センター主催の講座

情報や実績報告などを発信している。 
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（１０）ＮＰＯ活動支援センター事業の評価と今後の方向性について 
 

・ ＮＰＯ活動支援センターを会場として、ＮＰＯ活動周知のプチイベントや、

登録団体の自主事業を多く実施したことにより、センター利用者が３，００

０人以上増加した。 
 
・ 登録団体との意見交流会の開催数を増やしたことにより、交流の機会と輪が

広がるとともに、団体自主事業（イベント）での新たな連携・協力関係が生

まれるなど、団体間の相互連携の契機となった。 
 
・ 今後はＮＰＯ団体間および区民や関係機関等とのマッチング・連携を推進す

るため、区内地域学習センター等を利用したＮＰＯ活動の相談機能の拡充

や、ＮＰＯ活動支援センターの情報発信の強化等を進めていく。 
 
・ 地域活動人材養成講座を通して、地域活動を体験する場や情報を提供し、受

講を契機に、地域活動の担い手となる人材の発掘と育成を図っていく。 

 

■足立区ＮＰＯ活動支援センターの歩み 

平成 15 年 6 月・・・センター開設（区直営） 

平成 19 年 4 月・・・区直営からＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンターへ 

業務委託 

平成 22 年 4 月・・・ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター業務委託更新 

平成 23 年 3 月・・・情報紙「A-Partners」の創刊 

平成 24 年 4 月・・・あだちパートナーサイトの運営をセンターの業務委託へ抱合 

平成 25 年 4 月・・・ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター業務委託更新 

平成 28 年 4 月・・・ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター業務委託更新 

平成 28 年 5 月・・・子どもの居場所情報誌「キミツタ」創刊 

平成 30 年 4 月・・・ヤオキン商事株式会社へ業務委託（事業者変更） 



２ 足立区公益活動げんき応援事業助成金 

17 
 

２ 足立区公益活動げんき応援事業助成金 

足立区公益活動げんき応援事業助成金は、公益活動の活性化を図るため、「足立区協

働・協創パートナー基金」に寄せられた寄附金を活用し、ＮＰＯ法人や任意団体等が実

施する事業に対し助成を行っている。助成対象事業の審査は、学識経験者、税理士や社

会保険労務士などの企業経営等の専門知識を有する者で構成される「足立区協働・協創

パートナー基金審査会」が行っている。 

 なお、平成３０年度にＮＰＯ活動の活性化の促進および助成金制度の利便性の向上を

図るため、「足立区公益活動げんき応援事業助成金交付要綱」を改正した。 

 

 

【主な変更内容】 
 

《げんき応援コース》 助成交付上限金額 １０万円 
 

 改正前 改正後 

改

正

内

容 

・１団体３回まで 

・採択事業件数は１団体につき 

年度１事業まで 

・１事業３回まで 

・採択事業件数は１団体につき 

年度２事業まで 

 
 
 
 

《ステップアップコース》 助成交付上限金額 ６０万円 
 

 改正前 改正後 

改

正

内

容 

・単年度単位での助成 

・助成上限額５０万（補助率 2/3） 

 

 

・支払方法：精算払い 

・複数年度実施事業を対象 

・助成上限額６０万 

（補助率 1 年目 10/10、 

2 年目 2/3、3 年目 1/2） 

・支払方法：分割払い可能（２回まで） 
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（１）足立区公益活動げんき応援事業助成金のしくみと実績について 
 
 

ア 助成の種類 

助成コース名 目   的 助 成 額 

げんき応援コース 
事業の活性化と維持継続を

目的とする 

対象事業費全額  

※限度額 10 万円 

ステップアップコース 

自主事業化を目指すなど、

団体の自立や発展を目的と

する 

対象事業費全額 

※限度額 60 万円 

（補助率 1 年目 10/10、 

2 年目 2/3、3 年目 1/2） 

 

イ 助成実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

足立区公益活動げんき応援事業 

コース別助成実績(申請数) 

年度 げんき応援 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 助成金額 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

10 件(11) 

14 件(14) 

19 件(21) 

23 件(25) 

21 件(25) 

15 件(21) 

18 件(27) 

 16 件(19） 

 20 件(22） 

  26 件(39) 

2 件(3) 

1 件(5) 

4 件(5) 

3 件(4) 

6 件(9) 

5 件(8) 

3 件(4) 

 6 件(9） 

 5 件(7） 

 4 件(11) 

1,225,000 

1,700,000 

2,796,000 

3,394,000 

4,087,000 

3,545,000 

2,755,000 

3,325,000 

3,287,000 

4,433,000 

実績 182 件（224） 39 件（65） 30,547,000円 

協働･協創パートナー基金 

寄附金実績 

年度 金額 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

352,000 円 

1,420,257 円 

20,939,943 円 

810,242 円 

3,918,303 円 

954,014 円 

465,687 円 

5,932,715 円 

4,677,488 円 

4,423,049 円 

実績 43,893,698 円 

活用 
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（２）平成３０年度 公益活動げんき応援助成金一覧および活用事例について 
 
ア げんき応援コース助成（２３団体） 
 
【子ども食堂（３団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

NPO 法人 

たんぽぽ会 

子ども食堂たんぽぽ 
地域の子どもたちとその保護者及び高齢者を始めとした地域の

方々を対象に、月に１、２回子ども食堂を開催し、その中で学習支

援や遊びの場を提供することで子どもたちとの交流の場を作る。ま

た、保護者や地域の方々の協力を得て、子どもたちの成長を地域で

支えるネットワークづくりを目指す。 

190,000 100,000 

いちかポケ

ットの会 

こども食堂「いちか」月２回開催への参加児童の拡大

事業 

子どもの孤立、食の偏りが注目されているが、鹿浜地区はこども

食堂の空白地域である。月２回子ども食堂を開催することによ

り、子どもと地域のステークホルダーとの繋がりを作り、地域の

大人と子どものコミュニケーションの強化を図る。特に、子ども

の孤立、食の偏りが懸念される夏休み期間は重点をおく。 

195,000 100,000 

子ども食堂

ポッポたつ

の子 

子ども食堂の運営 
地域には児童の孤食や欠食、学習指導の不足などの解決、改善す

べき状況がある。学校と協力して子ども食堂を開催することによ

り、地域の大人が子どもをやさしく見守る環境をつくり、子ども

の貧困の状況を見えるものにする。 

139,000 73,000 

 

【子どもの居場所（１０団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

NPO 法人 

アフォール 

にしいこう子どもひろば継続運営と 

「みんなで考え対話するプログラムの開発事業」 
共働き世帯やひとり親世帯等の、小・中学生とその保護者を対象

に、自炊して食べる力を身につける週末ランチや学習、集団遊

び、体験イベントを実施するにしいこう子どもひろばを開催す

る。家庭と学校以外の子どもの居場所作りにより、子どもが継続

的に参加できるみんなで考え対話するプログラムの継続実施を目

指す。事業実施により、子育て家庭の孤立化防止や貧困世帯のニ

ーズ把握を可能にする。 

107,000 100,000 

足立 

活き活き会 

地域のちからで見守りと町おこし！ 
乳幼児から大人まで多世代の人たちを対象に、行燈まつりに近隣

幼稚園児の絵の展覧活動、親子食堂やスポーツ吹き矢、餅つき等

のイベントを実施する。高齢者が参加する地域の交流の場を創設

することによって、「自分に何かできるか」を考える契機となり地

域に関わる人が増え、希薄となっている地域の絆を深めることを

目指す。 

130,000 100,000 
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【子どもの居場所】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

あだち 

ママカフェ 

親子のふれあいと、ママがつながる会やイベント事業 
親子がふれあいながら同じ育児中の家庭と繋がれる場を求めてい

る孤立しがちな母親が、地域の母親同士やお店の方と繋がれるよ

うな場として、お茶会やランチ会、イベントを開催する。開催に

より、母親がリフレッシュでき、有益な育児情報も得られる等、

孤立育児の軽減となる。 

345,000 100,000 

NPO 法人 

LILA 子ども

の学びを支

援する会 
(リエゾン・

アダチ) 

リエゾン・ビーンストーク・キッズクラブ 

学び・体験の機会が乏しい生活保護・児童扶養手当受給世帯で就

労年収２５０万円以下の家庭の小学１年生から６年生を対象に、

夏休み期間に食を介した子どもの居場所を作り、自己肯定感を向

上させ、学習への関心を高める。また、区内在住の大学生をボラ

ンティア・インストラクターとして登用し、地域課題解決への関

心を高め、課題解決に向けて行動する人材を育成する。 

187,000 100,000 

ライジング

スター 

いつでも自由研究 製作所 

新田の新しい町ハートアイランドにおける子ども達の居場所つく

りや、希薄な人間関係等を解決するため、「自由研究 製作所」や

ハロウィンスタンプラリー等を開催する。母親と子ども達、町会

や地域のシニア世代が交流する事業の実施により地域分断化が解

決され、多世代が豊かな時間を共有することができる。 

180,000 100,000 

梅島キッズ

サポート 

 

梅島キッズ夏祭り及び交流会の開催 

地域の大人が関わりながら子どもたちが育っていく「地域コミュ

ニティでの子育て」を実現するため、夏祭りを開催する。子育て

を終えた地域の大人にも積極的に参加してもらうことにより、地

域で遊ぶ子ども・保護者と地域を見守る大人たちの関わりが増

え、地域ネットワークが構築される。子どもたちも地域活動に意

義を感じ、将来地元に貢献する大人となる。 

372,000 100,000 

「こどもが創る未来のまち～みらまち～」の開催 
地域には、まちの活力の低下、低学歴化・貧困の連鎖、軽犯罪予

防の抑止力の低下という課題がある。子どもたちを対象に「自分

で考え、行動し、問題を解決する」体験ができる「みらまち」を

開催することにより、子ども達の主体性が芽生え、地域の大人と

のつながりや社会や経済への関心も生まれる。また、今住んでい

る足立区に興味を持ち、自分たちが街にできることについて考え

る意識が育まれる。 

190,000 100,000 

みんなの村

☆わくわく

サロン実行

委員会 

みんなの村☆わくわくサロン「クリエイティ部（幼

児）」 

核家族化によって、母親と子どもが社会から孤立し、子育てが母

親一人の負担になっている。「地域のみんなで子育てを協力し合お

う！楽しもう！」のコンセプトのもと、地域の方や同じ子育て中

の親子と交流できる「工作教室やロボットプログラミング体験」

を開催する。親子が楽しい時間を過ごすことにより親の心身の負

担を軽減し、親同士の繋がりの輪を広げ子育てを楽しく豊かなも

のにする。さらに、子ども主体の工作活動で発想力を養う。 

115,000 100,000 
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【子どもの居場所】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
（円） 

交付額 
（円） 

Ｙ－ベース 

みんなで作るＹ－ベース 

地域には、住区センター以外に柔軟に子連れで集える場所が少な

く、自然体験・工作等を学べる機会も少ない。空き一軒家をリノ

ベーションし、田舎の家に帰ってきたような雰囲気で地域親子が

交流できる場所を住民で作り上げていくことで、交流が生まれ、

地域コミュニティへの関心も高まり、地域の活性化につながる。 

159,000 100,000 

足立区竹ノ

塚ママとベ

ビー・キッ

ズのコミュ

ニティ Koen 

コミュニティ koen おやこ園 
乳幼児期の母親がつながりを持てる場が少なく、孤立した子育て

をしていたり、親子で安全に外出して楽しめる場が少ない。親子

が共に育ち合える場を提供することで、子育ての価値観が近い仲

間と出会うことができ、孤立した子育て環境を解消することがで

きる。 

159,000 100,000 

EAST あだ

ち 

足立区の東っかわを中心とした子どもが自然と集まる

基地的な学び＆遊び場 
足立区の東側には、ギャラクシティのような子ども向けの学べて

遊べる施設がない。また、学習意欲や地域の子育て力が低下して

いる。施設の代わりになるイベント開催や学習支援をすることに

より、子どもが安心して過ごせる場所ができ、学習意欲も高ま

る。また、子どもを通じて大人同士が顔見知りになることで、地

域の防犯力が上がる。 

177,000 18,000 

 

【学習支援（４団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

PCN 北千住 

足立区の子どもたちへのプログラミング教育推進事業 
プログラミング教育において、収入の格差による学びの格差があ

るなかで、無償プログラミング教室を開催することにより、子ど

もたちへのプログラミング教育を推進し、問題解決能力やスキル

を身につけることができる。また、今回の取り組みを足立区教育

委員会と共有し、足立区のプログラミング教育推進に協力する。 

120,000 100,000 

コミュニテ

ィ英語教育

ラボ 

英語で遊ぶ・学ぶ子供英会話 

英会話力の有無が進学や就職等に影響するため、子どもを０歳か

ら英会話教室に通わせる家庭が増えている。また、家庭の経済格

差が生徒の英語学力の差になっている側面もある。英語で遊ぶ・

学べる子どもの居場所を低価格で提供し、英語に興味を持たせ、

英語学習に前向きに取り組むよう促すことにより、経済的な理由

で高度な英語教育を受けられない子供を減らし、貧困の連鎖を断

つことを目指す。 

140,000 53,000 
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【学習支援】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

一般社団法

人ねっとワ

ーキング 

障がいのある子ども向けの「お小遣いゲーム」構築と

普及 

お金の使い方は大切な生活スキルだが、知的・発達障がいのある

子は、自然に学ぶことにハンディがあり、正しくお金を使うこと

に課題が多い。将来の金銭管理の基礎を養い安全な社会生活を送

れるようになるための一助として、「発達に課題のある子向けの

お小遣いゲーム」を構築・普及していくことにより、金銭管理の

基盤等を創ることができる。また、同じ境遇の親同士が出会う場

の創出にもなる。 

142,000 100,000 

あだちママ

カフェ 

子供のプログラミング体験事業 

プログラミング教育必修化にむけて、ママのお茶会の中で、子ど

もにプログラミング体験をさせたい母親の要望が多くあった。幼

児期からプログラミング体験ができる場を提供し、物事の手順や

解決方法を論理的に考えていく力をつけるきっかけを作る。 

200,000 100,000 

 

【その他（７団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

アトリエ 

ほ・ほっと 

高齢者の終活課題解決支援事業 

足立区は高齢者の一人暮らしが増加しており、人生の終末期の不

安な問題を気軽に相談したり個別に解決できる場と信頼できる専

門家につなぐ支援活動が必要である。終活セミナーを開催するこ

とにより高齢者の先行きの不安が解消でき、セミナー参加をきっ

かけに仲間ができることで、地域でのコミュニケーションも活発

になる。 

140,000 100,000 

ＮＰＯ東綾

瀬公園わん

わんサポー

ター 

わんわんパトロール及びわんフェスでのＰＲ事業 
都立東綾瀬公園には、外国人の飼い主や犬の飼育初心者から躾訓

練や情報共有の要望が多く寄せられている。また、未登録犬や未

予防接種、糞の放置などマナー違反やモラルに問題のある飼い主

が多く、植栽活動をする方とのトラブルも少なくない。事業実施

により、飼い主のマナーやモラル及び犬の社会性が向上し、公園

の秩序が保たれる。また、飼い主同士の交流が促進され、住民交

流にも繋がる。 

105,000 100,000 

足立区パー

キンソン病

友の会 

楽々バスハイク 

高齢者や障がい者など介助が必要な人々には、「人に迷惑をかけ

たくない」等の理由により、外出を嫌がる人も少なくない。介助

が必要な人と介助者や支援者が一緒にバスハイキングに参加する

ことで交流を深め、相互理解につなげる。また、介助が必要な方

の精神的肉体的健康の向上を目指す。 

280,000 100,000 

しかはま自

然観察会の

らえもん 

冬の価値に気づく、探す 

子どもたちとその保護者は、冬に対して、「寒い」「何もない」

等、負のイメージを抱えており、冬に室内で過ごす時間が多くな

っている。スキー体験及び里山体験により、冬の寒さを工夫しな

がら積極的に利用し、明るいイメージで楽しんでいこうとする行

動力を培っていくきっかけとなることを目指す。 

583,000 100,000 
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【その他】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

青井駅前緑

化ボランテ

ィア 

Ａ・Ｋ・Ｂグリーン大作戦（青井駅近辺美化運動） 
青井地区に公園は点在するも緑が少なく、人情希薄を感じている。

青井駅から始まる公園までの緑のロードの実現に向けた美化運動

を実施することにより、地域住民の関心を高め、心をなごませる地

域の美化に貢献することができる。また、活動により地域の仲間作

りと人情希薄という地域課題の解決にも繋がる。 

110,000 100,000 

健康プラチ

ナコミュニ

ティ 

「誰かに話したくなる健康講座」定期開催事業 
健康意識の高い高齢者は地域活動に積極的に参加し、いきいきとし

ているが、そうでない高齢者は閉じこもりがちで心身の健康に悪影

響を及ぼしやすい。健康講座を開催し、正しい知識を知ることによ

り、健康について考えるきっかけとする。また、受講者が家族等に

伝え続けることにより、地域の健康啓発や活気ある地域作りに貢献

することができる。 

191,000 100,000 

高齢者による手作り雑貨の展示販売 
高齢者の所得格差・社会的孤立・心の健康維持という課題に対し、

商店街の空き店舗を利用して、高齢者の交流や生きがい作りを行

う。手作り雑貨の展示販売により高齢者の収入源の確保、販売作品

を作る喜びなどの作業を実施する。うつや認知症予防対策、人や地

域社会と交流することにより、孤立解消を図るとともに地域の連

帯、活性化にもつなげていく。 

131,000 100,000 

ニャンコＴ

ＮＲの会 

地域ネコ活動支援事業（ノラ猫保護器の無料レンタル事

業） 
足立区内はノラ猫が非常に多く、糞尿等による地域環境の悪化や住

民間のトラブルが生じている。保護器を購入し、動物愛護精神の高

い区民に無償で貸し出しすることで、ノラ猫の保護件数および不妊

去勢手術件数の増加を図り、住民間のトラブル軽減および地域環境

を改善する。 

100,000 100,000 

げんき応援コースの合計 4,887,000 2,444,000 

 

 

イ ステップアップコース助成（４団体） 
 
【子ども食堂（２団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

社会福祉法

人からしだ

ね 

子ども食堂「じぃじハウス・ばぁばキッチン」 
地域の民生・児童委員と連携して貧困やニーズのある子どもと家

族を発掘し、貧困の悪循環を断ち切る。保護者の就労等の事情に

より孤食になる子どもやニーズのある幼児、小・中学生とその家

族を対象に、居場所づくりと食事の提供を行う。また、家庭環境

により学校の授業に困難を抱える子どもへの学習指導も行う。 

1,046,000 600,000 
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【子ども食堂】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
（円） 

交付額 
（円） 

NPO 法人 

グランファ

ミリア 

地域創生プラットフォームカフェ環境整備（Ohana 

ダイニング） 
乳幼児を抱えた家庭、高齢者、障がい者、外国からの移住者等、

孤立化しやすい人たちにとってのつながる場所づくりをするた

め、「食べる場」の提供により交流が醸成され、困った時に頼れ

る場づくりを目的とする。また、Ohana ダイニングが入る施設は

耐震性に優れているため、災害時の支え合いの場として整備する

ことも目指す。 

871,000 600,000 

 
【子どもの居場所（１団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

NPO 法人 

若者就職支

援協会 

自律支援型子ども居場所事業 

人間関係性や経験、経済的貧困により、生きづらさを抱えた中高

生とその保護者を対象に、無料相談、中高生の基礎学力部分の補

講や資格取得支援、地域の商店街や工場見学、農業体験等の職業

関連と子ども食堂と料理教室開催の食関連の事業を行うことによ

り、こどもの自己肯定感の向上、逆境を乗り越える力を育む。 

1,088,000 465,000 

 
【学習支援（１団体）】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

NPO 法人 

LILA 子ども

の学びを支

援する会

（リエゾ

ン・アダ

チ） 

リエゾン・キッズプロジェクト 2018 

2030 年の社会のために学ぼう！やってみよう！ 

子どもたちの自ら学ぶ姿勢と自己肯定感の低下、コミュニティ意

識の欠如といった課題に加え、貧困やひとり親という発達のリス

クを背負った子どもたちの学び・体験機会が乏しいという課題が

ある。子どもシンポジウム、子ども食堂、スイミングレッスンを

実施することにより、コミュニティ意識が芽生え、地域課題解決

に向けて活動する若者を育む。また、貧困の連鎖のリスクが減少

する効果が見込める。 

441,000 324,000 

ステップアップコースの合計 3,446,000 1,989,000 

 

（３）足立区公益活動げんき応援事業助成金の評価と今後の方向性について 
 

・ 要綱改正を実施した結果、申請件数及び採択件数ともに昨年度と比較し増加した

（申請件数２９件→５０件）。採択事業は、子ども食堂や子どもの居場所、福祉、環 

境、高齢者・障がい者支援など、幅広く地域の課題に取り組む活動となっている。 
 

・ 助成金の説明会やあだち広報、メールマガジンなどにより、助成事業の活用を促進

していくとともに、NPO 活動の継続と活性化につながるよう、登録団体の現状に即

した助成金制度について研究していく。 

 



資料編－１ ＮＰＯ法人認証の推移 

25 
 

【資 料 編】 

 

 

１ ＮＰＯ法人認証の推移            （平成３１年３月末現在） 

年度 全国法人数 東京都法人数 
足立区法人数 

（＊1） 

主たる事務所が

足立区（＊2） 

H11 1,724 386 0 - 

H12 3,800 863 14 - 

H13 6,596 1,459 29 - 

H14 10,664 2,252 47 - 

H15 16,160 3,248 70 68 

H16 21,280 4,135 97 92 

H17 26,394 4,839 114 107 

H18 31,115 5,392 138 131 

H19 34,369 5,836 141 133 

H20 37,192 6,200 156 144 

H21 39,734 6,494 163 150 

H22 42,120 6,861 173 158 

H23 45,146 7,247 190 171 

H24 47,548 9,391 186 169 

H25 48,992 9,360 186 167 

H26 50,094 9,464 174 169 

H27 50,870 9,501 186 180 

H28 51,526 9,468 184 174 

H29 51,872 9,452 191 179 

H30 51,613 9,360 189 181 

（「内閣府ＮＰＯホームページ」、「東京都ＮＰＯ法人情報システム」を元に作成） 

 

＊１・・・「主たる事務所が足立区」および「従たる事務所が足立区」の団体の総数。 

＊２・・・「主たる事務所が足立区」の法人数については、平成１５年度より集計を開始した。 
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２ 足立区に事務所のあるＮＰＯ法人の活動分野（複数選択） 

（平成３１年３月末現在） 

 活動分野 法人数 

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 107 

2 社会教育の推進を図る活動 99 

3 まちづくりの推進を図る活動 63 

4 観光の振興を図る活動 6 

5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 5 

6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 62 

7 環境の保全を図る活動 31 

8 災害救援活動 11 

9 地域安全活動 17 

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 38 

11 国際協力の活動 34 

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 20 

13 子どもの健全育成を図る活動 93 

14 情報社会の発展を図る活動 17 

15 科学技術の振興を図る活動 8 

16 経済活動の活性化を図る活動 22 

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 42 

18 消費者の保護を図る活動 7 

19 
前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助

言又は援助の活動 
124 

20 
前各号に揚げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の

条例で定める活動 
0 

区内に主たる事務所を置く NPO 法人数 181 

＊18～20 の活動分野は、平成２４年４月より追加された。 

 

  

 

ＮＰＯ法人の代表者氏名・事務所の所在地・連絡先・近年の事業報告書等について 
 

「内閣府ＮＰＯホームページ」及び「東京都ＮＰＯ法人情報システム」にて確認する 

ことができます。 
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３ 足立区ＮＰＯ活動支援センター登録団体一覧（平成３０年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】福祉・健康・子育て（６０団体）  

№ 団体名 形態 事業内容 

1 足立区パーキンソン病友の会 任意 
パーキンソン病患者の日常生活の質の向上を図るた

め、会員相互の情報交換・交流を図る。 

2 足立さくら会 法人 

誰もが安心感を持って生活できる社会づくりに寄与す

るため、誰にでも起こりうる高次脳機能障害に関する

相談・支援、啓発、デイサービスを行う。 

3 あだちシニア大学 任意 
会員相互の親睦・健康維持向上を図り、スポーツ・座

学等の活動を通じ介護予防と体力意欲向上を図る。 

4 あだち社会福祉士会 任意 
社会福祉に関するテーマでの勉強会や意見交換会、講

演会を通じて、地域福祉に貢献する。 

5 あだちセブン会 任意 
薬膳料理や、絵手紙などを楽しむサロンを運営。交流 

による生きがい探しを行う。 

6 足立たすけあいワーカーズつみき 法人 

地域福祉の増進を目的として、子どもから高齢者ま

で、生活の支援を必要とする市民に対して自立援助、

障がい福祉サービスを行う。 

7 あだち防災ママ 任意 

足立区で子育てをするパパ・ママを災害時に子どもを 

守れる親にするべく、地域での勉強会や交流繋がりを

つくる。 

8 足立ほがらかネットワーク 法人 
地域での支え合いを軸としたコミュニティづくりのた

めに高齢者や障がい者の生活支援サービスを行う。 

9 あだちママカフェ 任意 

お茶会、体験・ワークショップ、イベントを通じた地

域のママさんや子どもたちのコミュニティの場の提供

を行う。 

10 あだっちパパ 任意 
区内で子育てをするお父さんを支援するため、ワーク

ショップ、親子で参加出来るイベント等の開催を行う。 

11 あつまりどころ おじゃんせ 任意 
高齢者も子どもも障がいのある人もふれあい、交流で

きる「地域の交流の場」づくりを行う。 

 

 

≪掲載順について≫ 

分野別に５０音順で掲載している。 
 

≪団体形態の表記について≫ 

法人・・・ＮＰＯ法人  任意・・・任意団体  その他・・・一般社団法人ほか 
 

≪具体的な事業内容について≫ 

足立区ＮＰＯ活動支援センターへの団体登録時に団体より提出された「団体シート」の原文を元 

に記載している。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

12 ＡＤＭＳ 法人 
生活習慣病対策を推進するため「健康無関心層を減ら

す」をスローガンに、勉強会、イベント、相談を行う。 

13 アフォール 法人 
子どもを産み育てることの負担や不安を地域で支え合

うための講座や互いに学び合う場を提供する。 

14 アンドスプーン 法人 

女性や子どもの人生を取り巻く様々な環境において、

情報やノウハウの共有ができる環境を構築し、問題解

決に向けて支援する。 

15 寿活支援協会 法人 

地域と社会の福祉の増進を図るため、高齢者やその家

族への終活相談窓口サービスを行い、専門家とつない

で終活を支援する。 

16 ＥＡＳＴあだち 任意 

子どもの学校以外の学びと遊びの場となり、子どもた

ちの自主性や自立を応援するために、子ども向けイベ

ントの開催、企画、告知、サポートを行う。 

17 
ｳｯﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨ・ﾊﾞﾗﾝｽ体操 

女性の笑顔で地域活性化の会 
任意 

肩こり、腰痛、バランスの悪さを改善する体操を普及

する。 

18 ＷＥＬ‘Ｓ 法人 企業就労を目指す障がい者の就業準備訓練を行う。 

19 おはなしのにわ 任意 

子どもたちの健全な情緒の発達に貢献していくため

に、保育園・学童保育室などを起点として、絵本の読

み語り、手遊びを行う。 

20 介護支援隊 法人 

福祉の増進を図るため、介護が必要な高齢者に対して

適切な保険医療サービスや福祉サービスの情報提供を

行う。 

21 かがやき 法人 
地域福祉に寄与するため、高齢者（認知症も含む）や

障がい者等に対する介護事業を行う。 

22 家族を介護する人をつなぐ会 任意 
在宅介護者の支援のため、介護に関する知識・理解を

深める活動を行うとともに、会員相互の親睦を図る。 

23 くまハウス 法人 
認知症高齢者に対して、介護に関する事業及び介護保

険に関する事業、地域向け事業を行う。 

24 健康プラチナコミュニティ 任意 
地域の健康意識向上を図るため、介護予防、認知症予

防、健康維持について学ぶ健康体操講座等を開催する。 

25 子育てカフェ ｅａｔｏｃｏ 任意 
カフェ事業を通じての子育て支援、空き店舗を活用し、

食を通じた地域交流の場づくりをする。 

26 子ども食堂ポッポたつの子 任意 
食事の提供、学習の支援、遊びを通して子どもとの交

流を行い、子どもの自己肯定感を高める。 

27 サポート倶楽部 絆 法人 
生きがいづくりの支援事業、青少年育成事業、福祉サ

ービス事業を行う。 

28 里親さんを広め隊 任意 

児童福祉の増進に貢献することを目的とし、多くの人

に養育家庭制度について知ってもらうために機関紙の

寄贈や情報交換を行う。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

29 からしだね その他 

保健、医療・福祉の増進と子どもの健全育成を図る

ために、障がい児通所・相談支援、保育所の経営、

子ども食堂等の活動を行う。 

30 Japan Improvement Association 法人 
高齢者や障がい者（児）に対する生活サポート事業を

行い、福祉の向上と増進に寄与する。 

31 スマイル・メイツ 任意 
ハンデのある子を中心に交流の場づくり、居場所づ

くりを支援し、社会参加を目的とする。 

32 スマイル・エイジングパートナー 法人 

認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進するた

め、地域高齢者の認知症予防講座、脳の健康教室、地

域食堂等を実施する。 

33 ダウンズアドール 任意 
ダウン症を抱える思春期、青年期の子どもに関する情

報収集及び保護者間の交流を行う。 

34 たんぽぽ会 法人 
高齢者・子育て支援事業を通じて地域社会の福祉に

寄与するため、高齢者サロン、子ども食堂を行う。 

35 つばさの会 法人 
知的・身体・重複障がい者を対象にトランポリンを通

した運動療育活動を行い、スポーツ振興に寄与する。 

36 デフ・サポート足立 法人 

市民に広く聴覚障がい者の生活・福祉に関する理解を

働きかけ、聴覚障がい者の生活支援、情報保障、相談、

啓発、交流、手話の普及活動をする。 

37 和 ｎａｇｏｍｉ 任意 

癒しと健康を目指す活動として、子育て中の方や高齢

者に対してのマッサージや小学校でのふれあいマッ

サージ等を行う。 

38 なごみ会 法人 
高齢者の交流を図るために、レザークラフト教室や野

菜づくりを行う。 

39 日本健身文化交流会 法人 

健康増進及び国際協力の発展に寄与するために、中国

の健康法（健身気功、太極拳、養生法）に関する講習

会開催、指導員養成を行う。 

40 日本タッチングケア協会 任意 

人々の心身の健全な育成と健康の維持、増進を図るた

め、タッチング等の「手当て法」及び各種「自然療法」

を普及する活動を行う。 

41 ねっとワーキング その他 
障がい特性のある者を支える為の相談、情報、集いの

場、余暇活動、家事支援を提供する事業を行う。 

42 ＮＰＯはつらつ健康Ｄａｎｃｅ 任意 
音楽のリズムに乗って体を動かすことで、健康な老後

の人生を共に作り上げる。 

43 ＮＰＯはなみずき 法人 
介護保険及び障がい者自立支援法に基づいた介護サ

ービスの提供、ふれあいサロンの運営を行う。 

44 パークエンジェルの会 任意 
子どもを含めた、多様な世代が気持ちよく過ごせるた

めの公園あそびボランティアを行う。 

45 
発達障がい児 

余暇活動クラブカラフルキッズ 
任意 

発達障がい児や保護者の親睦、さまざまな経験を通し

て心を豊かにする活動としてデイキャンプ、調理実

習、ゲーム大会等を行う。 

46 発達障害相互支援ネットワーク 任意 
当事者及び関係者の居場所作り、情報交換、知識の普

及を行う。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

47 ピリアロハ 任意 
フラダンスを通して足立区の良さを小さな子どもか

ら高齢者まで伝え、健康と地域のつながりを保つ。 

48 ふぁいん 法人 

住民同士の支え合いを基盤とした福祉サービスとし

て、子どもの預かり送迎支援、夜間学童保育、相談支

援事業を行う。 

49 フォーエバーヘルスネットワーク 任意 
全ての人の心と身体の健康をサポートし、地域と密着

した仲間作りを行う。 

50 フラワーセラピー研究会 東京地区 法人 

花を通した生活の質の向上と環境保全意識の高揚を

図るために、すべての人が花（植物）に親しむ機会を

提供する。 

51 ベジモア食育協会 その他 

食を通したコミュニケーション、コミュニティの活性

化を目指し、料理教室、食育教室、食育等の各種イベ

ント、講師の育成を行う。 

52 
ヘルスケアサポート 

N Rehabillitation Labo 
任意 

区民の健康を増進するため、子どもの姿勢改善教室等

の開催や慢性的な痛みの対処法の知識の提供を行う。 

53 ボードゲームズ 任意 

ボードゲームを通し、その楽しさの普及を図り、コミ

ュニケーション能力の向上とコミュニティの構築を

行う。 

54 mamato ～出張キッズスペース～ 任意 
母親が働きながら育児を楽しめる環境、出張キッズス

ペース等をつくる事で健やかな子どもの成長を促す。 

55 みみより会 法人 
聴覚障がい者が地域で自立生活できる社会の実現を

目指し、情報発信、講演会、野外活動などを実施する。 

56 
みんなの村☆わくわくサロン実行

委員会 
任意 

子どもの健やかな成長を促すため、子どもや子育て中

の方向けのイベントや、子育て中の相談ができるよう

な居場所づくりを行う。 

57 ＵＤ社会創生社 任意 

誰もが使いやすい、暮らしやすいデザイン（ユニバー

サルデザイン）による社会を創生するための講演会等

を行う。 

58 
ＬＩＬＡ子どもの学びを支援する会 

リエゾン・アダチ 
法人 

貧困・親の無関心で学びのサポートが得られない子ど

もに学びや体験の環境を提供する。 

59 レスポワール 法人 

精神障がい者や知的障がい者の社会復帰に寄与する

ために、手芸品やケーキづくり、接客トレーニングを

行う。 

60 ワーカーズコープ青井 法人 精神障がい者就労の支援を行う。 

 

【分野】まちづくり・環境（３５団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 青井駅前緑化ボランティア 任意 

青井駅周辺５００ｍにある公園を緑化ロードでつなぐ

事で、区民へゆとりのある生活空間を提供し、地球温

暖化対策をする。 
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【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

2 あだち・まちづくり・コモンズ 法人 
自治体や地域住民と協働した新しい「あだちまちづく

り」の推進をする。 

3 あだち・荒川土手に桜を植える会 任意 
荒川土手に五色桜並木を復活させるため、五色桜の認

知活動、植樹、育成、見守りを行う。 

4 足立活き活き会 任意 
高齢者、障がい者、子どもたちの見守りや、地域活性

化のための行事を行う。 

5 あだち団塊ネット「サエラ」 任意 
「うたごえ喫茶」を企画・開催するとともに、参加者

との交流を図り、コミュニティづくりを行う。 

6 あだちブレーンプラス 任意 
足立区に暮らすという誇りや愛着、感動を醸成する事

を目的としたワークショップ等を開催する。 

7 あだちもりあげ隊 任意 
エンターテイメントのライブ、イベントを通して、足

立区を盛り上げ、地域の活性化を目指す。 

8 アトリエ ほ・ほっと 任意 
ふれあい交流を推進するコミュニティカフェとしての

場所と企画の提供をする。 

9 あやせもりのひろば 任意 

子ども又はその家族の貧困や孤食の軽減を目指し「食

育」や「交流」等の企画・運営を通じて健全な地域づ

くりを進める。 

10 あらかわ学会 法人 
荒川に関する調査や研究活動の報告、情報の交換なら

びに交流の場を持つ。 

11 足立ＳＰＣクラブ 任意 
地域での傾聴ボランティア及び傾聴のスキルアップを

図る。 

12 足立花と緑の会 法人 

環境に関する調査、観察会や講習会等の教育、花と緑

に関する普及啓発、循環型社会を推進するリサイクル

事業を行う。 

13 
足立区竹ノ塚ママとベビー 

キッズのコミュニティＫｏｅｎ 
任意 

「みんなで育てる」まちづくりの一環として子育て応

援活動と地域の居場所づくりを行う。 

14 ＡＰＣ 任意 
年齢、性別、障がい等に関係なく、それぞれが好きな

ことができ、感情を表すことができる場所をつくる。 

15 足立平成五色桜を育む会 任意 
荒川づつみに植栽された五色桜を足立区の誇りとなる

よう桜並木の成長を見守り、育む活動を行う。 

16 エコロジー夢企画 法人 
綾瀬川の環境調査と提言活動、生物生息環境調査、再

生可能エネルギーの普及啓発を行う。 

17 ＯＴＯＮＯＨＡ 任意 
ミュージックベルとトーンチャイムの活動を通し、発

達障がい、知的障がい者の交流、社会参加を支援する。 

18 “がきんちょ” ファミリー 任意 
地域の大人と青少年の交流を目的に、誰もが出入りで

きる多世代交流の居場所運営を行う。 

19 カフェモルテ 任意 
人生を最後まで自分らしく生きるため、生死のあり方

を語り合うサロンの運営、その他終活全般業務を行う。 
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【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

20 グランファミリア 法人 
地域の人々が孤立することなく安心して暮らせるよう

地域交流事業、地域防災事業、地域福祉事業を行う。 

21 クラフト☆マスターズ 任意 

子ども達にもの作りの大切さを伝えるとともに、ハン

ドメイドが得意な母親が活躍出来る場を作り、孤立を

解消する。 

22 コミュニティ・サロン「トゥギャザー」 任意 
健康で楽しみを持ち、社会に貢献したいと考えるシニ

ア世代の集まる居場所をつくる。 

23 
コミュニティーカフェ 

studio Re・BORN 
任意 

コミュニティカフェとして地域活性化のための場所を

提供する。 

24 
子どもを地域でサポートする会 

キラリン 
任意 

障がいの有無に関わらず、共に支え合って生きていけ

る地域づくりを目指し、ダンス、和太鼓、音楽遊びな

どの活動を行う。 

25 しかはま自然観察会のらえもん 任意 
親子で自然に親しみ、自然を楽しむことを目指し、田

んぼ体験や里山体験などの自然体験を行う。 

26 知らない路地の映画祭制作委員会 任意 

千住地域での自主映画制作および上映活動を通じて、

ミクストコミュニティを活性化し、地域の魅力を発見

する。 

27 森林インストラクター会フォレスト 法人 
森林インストラクターの視点から森林環境生態系に関

する啓発や教育、森林保全や再生に向けた活動を行う。 

28 スマイル農園・食談会 任意 
農業の体験と収穫物を食材として会食する活動を通じ

て、地域の人と人との絆をつなげる。 

29 集もろう会 任意 
古民家、ギャラリーを利用し、イベント、交流会、ワ

ークショップを開催する。 

30 ＮＰＯナナツホシ 任意 
親子を対象に区内外で自然観察や農業体験の実施をす

るとともに子どもの居場所づくりを行う。 

31 ニャンコＴＮＲの会 任意 

ＴＮＲ活動（飼い主のいない猫の不妊、去勢手術）に

よって野良猫を減らし、人と猫との共生、調和のとれ

た街づくりを目指す。 

32 ひまわり運動の会 法人 遊休農地の活用と子ども食堂支援を行う。 

33 東綾瀬公園わんわんサポーター 任意 
公園内での犬と飼い主のマナーの向上と犬を通じて住

民の世代を超えた交流を行う。 

34 Human Animal Pairs(HAP) 法人 
千住エリアの空き家を利用し猫とアートをコラボレー

ションした保護猫カフェを運営。猫の譲渡活動を行う。 

35 Ｙ-ベース 任意 
地域親子のコミュニティの拠点作り、小中学生の遊び

と学びの支援、イベント、講演会、講座等を開催する。 
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【分野】教育・文化・芸術・スポーツ（６７団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 ＡＤＩＳＣ（アディスク） 任意 
障がい者（主に知的）に対し体を動かす場所を提供し、

サッカーを通じて心身共に健康増進を目的とする。 

2 綾瀬学園綾瀬生涯センター 法人 
広く障がいを持った一般市民を対象とした治療教育

（療育）に関する事業を行う。 

3 あ★だちっこハウス実行委員会 任意 
子どもやその保護者が安心して過ごせる居場所を提供

する。 

4 足立区合唱連盟 任意 
足立区で主に活動する合唱団、コーラスグループを統

括し、その普及発展と相互交流を図る。 

5 
あだち学習支援ボランティア 

「楽学の会」 
法人 

生涯学習センターの講座・講演会の運営ボランティア、

あだち区民大学塾の企画・運営を行う。 

6 あだち子ども支援ネット その他 
子ども・若者・家族・家庭の生きづらさに関わる団体・

個人のネットワークや交流の場を作る。 

7 あだち子ども食堂 任意 

地域の子どもたちを地域の大人が愛情を持って見守

り、自己肯定感のある子に成長してもらうための子ど

もの居場所をつくり、「子ども食堂」を開催する。 

8 あだち子ども食堂 たべるば 任意 
地域の大人達が子ども達に食事を提供し、食育や子ど

もの自己肯定感を高める活動を行う。 

9 愛着あだちの会 任意 
足立区に愛着を感じるために何が必要かを研究。自主

的な学習活動の場を作る。 

10 綾瀬こども文庫 任意 
綾瀬地域の子どもたちが身近なところで本に親しめる

ための環境づくりを行う。 

11 安藤昌益と千住宿の関係を調べる会 任意 
安藤昌益と千住宿の関係を調査、研究、発表する活動

とそれによる街おこしをする。 

12 足立インターナショナルアカデミー 法人 
海外からの移住者の子どもたちが、日本社会に適応す

るため実践的知識の習得、相談、交流の場作りをする。 

13 足立フォーラム２１ 法人 
地域住民と企業、行政のパートナーシップの促進、ネ

ットワーク型の組織づくりを行う。 

14 足立区演劇連盟 任意 
青少年の健全育成、演劇文化の向上、区民による「竹

の塚劇団」の運営等を行う。 

15 足立区更生保護女性会 任意 
不幸にして非行や罪を犯した人たちの立ち直りを支

援。施設の慰問や研修を行う。 

16 足立区書道連盟 任意 
展覧会、講演会、研究会の開催。書道の普及と会員相

互の親睦を図る。 
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【分野】教育・文化・芸術・スポーツ 

№ 団体名 形態 事業内容 

17 

 

足立区地域で子どもを育てる会 

 

法人 
小中学生を対象にした工作教室、星空観察教室、プロ

グラミング体験やアニメ制作体験教室などを行う。 

18 足立子どもの育ちを見守る会 任意 
子どものよりよい育ち環境を実現するため、勉強会や

イベントを開催する。 

19 足立子ども組織を育てる会 任意 
地域における子育てや子どもの遊び文化への支援をす

る。 

20 イイトコサガシ足立 任意 
成人発達障がい当事者のための居場所作り、ワークシ

ョップを中心に活動を行う。 

21 いちかポケットの会 任意 
共働きやひとり親家庭の親子に対する食育及び家庭学

習等のサポートや、子ども食堂「いちか」を運営する。 

22 International Antique Institute 法人 
日本及び世界各地のアンティークや美術品、骨董品に

関する理解推進活動を行う。 

23 梅田きぼうじゅく 任意 
学習に不安のある子ども達を対象に学習の場を提供

し、学力向上のための支援をする。 

24 梅島キッズサポート 任意 
夏祭りの準備・開催など、既存の子ども会活動の支援

や交流会の開催をする。 

25 おたまじゃくしクラブ 法人 
若手の音楽家の育成のためのイベントを企画し実施す

る。 

26 音まち計画 法人 
足立区内の資源を有効活用し、まちを主体とした企画

やイベントの立案と運営を行う。 

27 親子あそび なないろ 任意 
親子あそびを通じた母親同士の交流をサポート。お話

会、外遊び、勉強会を行う。 

28 キッズドア 法人 
中学生のための放課後居場所づくり、大学生によるマ

ンツーマンの学習支援をする。 

29 子育てパレット 法人 
子育て環境改善、子育て相談、情報提供、一時預かり、

子育てシェアハウス運営をする。 

30 鼓動 法人 
健全な体を維持できる地域社会の実現のため、健康教

室、歩こう会、健康まつり、子ども食堂等を開催する。 

31 コミュニティ英語教育ラボ 任意 
英会話カフェ、子供向け英会話イベントを通じた地域

の人々の交流の場をつくる。 

32 五色桜の会 法人 
五色桜をテーマにした研究、芸術文化の発掘、創造。

桜のまち足立の認知度向上に取り組む。 

33 サザンさわやか倶楽部 任意 
団塊世代の健康づくりを支援するため、スポーツ吹矢

教室、ウォーキング等を行う。 
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【分野】教育・文化・芸術・スポーツ 

№ 団体名 形態 事業内容 

34 スポーツカントリーアンビスタ 法人 
適切な指導のもとでスポーツを楽しみ、スポーツを通

じた人の絆を得る機会を提供する。 

35 スマイル 任意 
お年寄り、子ども、働くママ達を食事で応援。バラン

スの良い朝食を提供、子ども食堂、料理教室等を行う。 

36 １０１０キッズ食堂 任意 
子ども食堂を通して親子関係を深め、母親の気分転換

の場となるようなイベントを実施する。 

37 千住文化普及会 法人 
千住宿、芭蕉文学など郷土文化の伝承のため文化解説

員の登録・養成をする。 

38 全日本シニアアンサンブル連盟 法人 
中高年を中心とするアンサンブル演奏（器楽）の振興

を図り、生涯学習活動の向上発展を図る。 

39 育てよう！いのちの根っこ 任意 
子ども達と保護者に対し、妊娠・出産のしくみと命の

大切さに関する知識の教育を行う。 

40 大衆芸術開拓組合 任意 
工作や創作の講師を行い、健全なコミュニティの維持・

発展に協力する。 

41 団塊綾瀬ネットワーク「だんだん」 任意 
団塊世代シニアの社会的参加を促進。子供たちに物づ

くりの楽しさ、感動を伝える。 

42 地域の芽生え２１ 法人 
青少年健全育成を目的にしたイベント企画。東日本大

震災の被災地へのボランティア支援を行う。 

43 哲学カフェ Ｐａｒａｍ(風） 任意 
月１～２回、ゲストを招いた講演会や意見交換会、哲

学に関する勉強会を都内や地方に出向いて開催する。 

44 東京芸術着物協会 法人 

日本の民族衣装着物の着付けを指導し、伝統文化の継

承につとめる。銭太鼓を着物発表の場に取り入れてい

る。 

45 日本教育総合振興会 法人 
青少年及び一般市民を対象に、総合的学習の支援及び

生涯学習機会の提供をする。 

46 日本語教室「ともだち」 任意 
日本語の勉強を通じた相互理解の向上と親睦。外国人

対象に日本語を教える。 

47 日本バトントワリング協会 法人 
バトントワリングに関する教育普及、技術の向上、指

導者育成に関する事業を行う。 

48 Ｐａｓｔｅｌ・Ｓｗｉｔｃｈ 法人 
演劇、朗読の公演、アテレコ等の話術演習を通じ、子

どもの健全育成、より良い社会教育を推進する。 

49 発達しょうがい足立区の会ゆに～く 任意 
発達障がいを持つ子どもたちの家族、養育者、支援者

の交流、勉強会を開催する。 

50 はっぴ＆麦わら帽子 任意 

高齢者が自分らしく快適な生活を送る為、集団レクリ

エーション（和太鼓鑑賞、手遊び、脳トレ、歌等）を

開催する。 

51 ＰＣＮ北千住 任意 
無料のプログラミング教育を実施。子どもたちにプロ

グラミングの楽しさを伝える。 
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【分野】教育・文化・芸術・スポーツ 

№ 団体名 形態 事業内容 

52 東綾瀬こども食堂 任意 
貧困家庭の子どもだけに限らず多くの子どもと大人が

集まる交流の場を作る。 

53 ヒューマンラブエイド（HLA) その他 

いじめをテーマにしたミュージカル、講演会、駆け込

み寺、教育支援、認知症対策としての歌のプレゼント

等をする。 

54 ぷらちなくらぶ 法人 
高齢者、障がい者、児童・幼児の豊かな暮らしをサポ

ート。介護、子育て支援等をする。 

55 ベーゴマ普及協会 任意 
ベーゴマを通じて世代、地域、伝統文化をつなぐ事を

理念に、日々ベーゴマ回しを普及する。 

56 ほっとカフェ虹 任意 
不登校について子ども、親が支え合い学び合うための

活動を行う。 

57 マケナイズ 任意 
デイケアサービス施設を中心に音楽活動を実施し、余

生に元気を与える活動をする。 

58 学びすとサロン学友会 任意 
学習情報の提供、学習活動の継続化、学習実践者の相

互交流、ネットワークづくりを行う。 

59 まなびやなかま実行委員会 任意 

困難を抱えた子ども達が、大人とのつながりを作るこ

とで生き抜く力を持てるよう、月２回の食事と学習の

場を通して支援する。 

60 みらいママ 任意 
ママやママになる人が安心して子育てをするために必

要な知識や情報を習得するための支援をする。 

61 ムジカ・フレスカ 法人 
声楽に関する研究・育成・普及・交流をし、音楽家を

志す若者の活動支援を行う。 

62 彌生プロ 舞踊ユニットてんつく＋ 任意 
伝統的な日本舞踊に触れることで真のグローバルな日

本人になれるよう尽力し、社会に貢献する。 

63 読み語りボランティア 任意 
子どもの健やかな成長のため、子どもと共に読み語り

の世界を楽しみ学びあう。 

64 ライジングスター 任意 
新田地域の地元住民と新しい住民との交流の輪を広

げ、多世代交流の場所をつくる活動を行う。 

65 ＲＵＮ ＪＯ ＫＡＩ 任意 
ランニングを通した幅広い年代層へのスポーツの振興

および市民の交流を行う。 

66 朗読ユニットぽらりす 法人 
「音」の「ことば」を通して、日本語の豊かな表現を

広める活動、朗読講演、声の練習会等を開催する。 

67 和文化継承委員会 まほろば 任意 

和文化のイベントを通じて地域の歴史に興味を持って

もらい、親や子どもの学びの場、地域の交流の場を提

供する。 
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【分野】IT/経済活動（３団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 Ｃｏｄｅ ｆｏｒ Ａｄａｃｈｉ 任意 
ＩＴを活用し、オープンデータの活用推進、プログラ

ミング学習支援等を行う。 

2 下町文化ウェディング協議会 任意 
外国人観光客に対する体験イベント、区役所での届け

出挙式などの婚活事業を行う。 

3 若者就職支援協会 法人 
キャリア教育の出張授業、生きづらさを抱えた若者へ

の相談・就職支援、居場所づくりを行う。 

 

【分野】国際交流・平和・人権（１３団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 ADACHI WOMEN & ALLIES 任意 

男女共同参画へのアプローチ、女性のリーダー育成、

女性のエンパワーメント強化のための講座を開催す

る。 

2 足立区女性団体連合会 任意 
足立区の女性団体が連帯協力し、男女共同参画の推進

と平和で豊かなまちづくりを目指し活動する。 

3 遺言相続後見ネット足立 任意 
相続、遺言に関して、専門家による「無料相談会」「無

料講習会」などの活動により、助言や支援を行う。 

4 Ａ-ステップ 任意 
子育てに携わる世代、性別を超えた、地域に根付くネ

ットワーク作りをする。 

5 おやじの会 任意 
知的障がい者の社会参加促進や正しい理解の普及・啓

発活動を行うとともに、会員相互の親睦も深める。 

6 Ｇｒｅｅｎ Ｈａｎｄ 任意 
生活困窮者を対象として、相談者の生活、就労相談を

行う。 

7 ＡＦＳ日本協会 その他 
我が国と世界各国の高校生、その他青少年の交換留学、

討論会、研修会などを開催する。 

8 子育てスタイル研究所 任意 
親子で楽しむイベントの企画、意見交換、地域の子育

てコミュニティづくりを行う。 

9 人権問題研究協議会 その他 
差別や人権侵害の防止と被害者の支援を行い、エンパ

ワーメントを高めることを目的に活動する。 

10 日中（中日）経済技術促進会 任意 

日中両国の経済、技術、文化、産業界をはじめ、産官

学研の連携により両国の共なる発展に寄与する活動を

行う。 

11 Ｍ.Ｕ.Ｍ 任意 
東アフリカ諸国の活動を支援する。地域（足立区）の

環境問題に取り組む。 

12 ミナー その他 
難民および難民申請者への支援を行い、日本の地域社

会における難民との共生を目的とする活動を行う。 

13 ワーク・ライフ・バランス ラボ 法人 
児童の健全な育成を目的とした保育所の設置・運営、

保護者が互いに育ちあう勉強会や交流事業等を行う。 
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【分野】その他（９団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 足立区本木・水辺の会 任意 
本木ワンドの自然保護と活用。憩の水辺、環境学習の

場としての維持管理を行う。 

2 アットホーム婚活ハウス 任意 
ひとり親の結婚活動を支援するための相談、イベント、

婚活セミナー等を開催する。 

3 
足立区マンション管理組合ネットワ

ーク 
任意 

マンション管理組合の活動のすべてに対する相談、情

報交換、支援等を行う。 

4 北千住プレス 任意 
ｗｅｂサイトを活用した、足立区のローカル情報を発

信し足立区の価値向上を目指す。 

5 五反野ワンドの自然再生を考える会 任意 
五反野ワンドを完成当時のように復元し、自然再生を

目指す。 

6 職業能力開発支援機構 法人 
再就職やキャリアアップ等を目的としたＩＴ関連分野

の職業訓練、教育訓練を行う。 

7 日本防災士会 足立区支部 法人 
防災啓発活動、地域防災力向上、災害時における支援

活動を行う。 

8 日本防災推進機構 法人 
災害救援活動に役立つ講習会やイベントを開催し、地

域の防災力を高める活動を行う。 

9 Ｆｌｅｔｃｈｅｒ 任意 

小松菜のＰＲ活動を行い、健康・食育・食品ロスへの

関心を高める。子ども食堂や食育イベント、介護施設

へ小松菜の提供をする。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 足立区ＮＰＯ活動支援事業報告書 
 

令和元年８月発行 

発 行 足立区 

編 集 足立区 地域のちから推進部 区民参画推進課 

 

〒123-0851 

足立区梅田 7-33-1(エル・ソフィア２階) 

電 話： 03-3880-5020 

Ｆ Ａ Ｘ： 03-3880-0133 

Ｅ‐mail :  npo@city.adachi.tokyo.jp 

           


