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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２９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」 
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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。 

 

① 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２９年度は、平成２８年度と比較してＮ

ＰＯ法人数及びその他の法人数は微減したが、任意団体数は増加した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「その他法人」は一般社団法人および社会福祉法人である。 

＊平成２９年度の新規登録は３５団体で、そのうち、ＮＰＯ活動支援センターが団体の設立

を支援した団体は、２０団体となっている。  
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H29 64 117 3 184 
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② 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「教育・文化・スポーツ」、「福祉・健康 

・子育て」、「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。 
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年 度 
福 祉 ・ 健

康・子育て 

教育・文化・  

スポーツ 

ま ち づ く

り・環境 

ＩＴ・経済

活動 

国 際 ・ 平

和・人権 
その他 総 数 

H25 
55 

（41.3） 

31 

（23.3） 

27 

（20.3） 

9 

（6.8） 

10 

（7.5） 

1 

（0.8） 

133 

（100） 

H26 
62 

（40.3） 

35 

（22.7） 

41 

（26.6） 

8 

（5.2） 

7 

（4.6） 

1 

（0.6） 

154 

（100） 

H27 
75 

（42.1） 

42 

（23.5） 

43 

（24.2） 

11 

（6.2） 

6 

（3.4） 

1 

（0.6） 

178 

（100） 

H28 
74 

（40.7） 

44 

（24.2） 

47 
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11 
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（0.6） 
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（100） 

H29 
47 

(25.5) 
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(7.1) 

3 

(1.6) 

184 

(100) 
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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、サロン、ミーティングルーム、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。 

 

 

（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。 

相談件数は、平成２８年度までは毎年増えていたが、平成２９年度は微減した。これ

は、情報ツールが充実してきたことに伴い、インターネット等で簡単に調べられる内

容が減少したことが原因と考えられる。 

3,759 
5,056 

3,841 
5,254 

6,466 
694 

596 

399 

534 

972 

800 

929 

1,578 

2,004 

3,134 

542 

452 
469 

469 

366 

32 

40 
20 

71 

75 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H25 H26 H27 H28 H29

施設設備利用人数(延べ）

パソコン

印刷室

サロン

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

会議室

年度 会議室 サロン ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 印刷室 パソコン 総利用人数 

H25 3,759 800 694 542 32 5,827 

H26 5,056 929 596 452 40 7,073 

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

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

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

総合相談 
ＮＰＯ法人の活動及び団体の事業運営、コミュニティビジネス等について

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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年度 総合相談 専門相談 総件数 

H25 239 7 246 

H26 245 9 254 

H27 307 6 313 

H28 340 9 347 

H29 334 0 334 

 
 

（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 

・寄付物品を区に提供する方法の案内 

・寄付物品情報の団体周知 
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【相談事例１】 

 

高齢者の身のまわりの事を支援する事業を中心に展開しているが、受付やマッ

チングなどの事務が、従来のやり方では限界があり、特に電話対応するスタッフ

に負担がかかっている。ＩＣＴシステム化のために助成金を獲得したい。 
 

 
■支援及び実現内容 

団体の課題を全体的に洗い出しするとともに、ＩＣＴ導入による利用者サービ

スを実施するための資金獲得の手段の一つとして、足立区公益活動げんき応援事

業助成金制度を案内した。（団体は、足立区公益活動げんき応援事業助成金を申請

し採択された。平成３０年４月からＩＣＴシステムが本格稼働している。） 
 

【相談事例２】 

 
４年前から一軒家を丸ごと活用した親子カフェを検討している。ＮＰＯ活動支

援センターの創業スクール講座を受講し、くつろぎ空間の提供と安心して食べら

れるお菓子や知育玩具等の導入についても検討するなど、イメージを固めてき

た。具現化するための事業計画を作成したい。 

 
 
■支援及び実現内容 

地域での活動を「事業」として捉え、創業しようとする区民の育成・支援する

コミュニティビジネス創業支援講座『ＣＢＳＢ創業スクールin足立』にエントリ

ーし、より具体的な事業計画を作成した。また、ＮＰＯフェスティバルをテスト

マーケティングの場として、オリジナル菓子等を販売した。これらを経て、平成

３０年４月から親子カフェをオープンした。 

 

【相談事例３】 

 

子どものものづくり体験イベントの実施や子育てで孤立しがちなお母さん向け

にコミュニティの場を提供している。会員の特技を活かし、活動を広げていくた

めの場所の確保と集客について相談したい。 

 

■支援及び実現内容 

活動の連携が可能な団体などを紹介した。また、センターへ登録することで、

継続して情報収集や情報発信が可能となることなどのメリットを団体に伝えた結

果、1月にセンターに登録し、あだち協働パートナーサイトを活用して情報発信

を開始した。（団体は、助成金獲得講座や団体運営お助け講座などのセンター主催

の登録団体向け講座を受講し、スキルアップを図っている。） 
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（５）講座について 

ＮＰＯ活動の人材育成及びコミュニティビジネスの普及・啓発、ＮＰＯ法人設立、団

体運営のサポート等を目的とした講座を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。 
 

【講座数と講座参加人数の推移】 

年 度 H25 H26 H27 H28 H29 

講 座 数 14 11 13 20 22 

参加人数 207 145 278 423 376 

 

【平成２９年度の講座実績】 全２２講座 ３７６名受講 
 
ア 法人設立及びＮＰＯマネジメントに関する講座 

 実 施 日 講 座 名 参加人数（定員） 

1 平成29年 5月27日(土) 
ＮＰＯ入門講座 
～様々なＮＰＯの形を知る～ 

6名(20名) 

2 平成29年 6月 3 日(土) 
ＮＰＯ団体設立講座 
～グループで地域に貢献するために～ 

9名(20名) 

3 平成29年12月 2日(土) 
ＮＰＯ入門講座 
～様々なＮＰＯの形を知る～ 

14名(20名) 

4 平成29年12月 9日(土) 
ＮＰＯ団体設立講座 
～グループで地域に貢献するために～ 

8名(20名) 

5 平成30年 3月10日(土) ＮＰＯのための助成金獲得講座 入門編 10名(20名) 

6 平成30年 3月10日(土) ＮＰＯのための助成金獲得講座 実践編 8名(20名) 

 計 55名 

 

イ コミュニティビジネス講座 

 実 施 日 講 座 名 参加人数（定員） 

 1 平成29年 4月 8 日(土) オープン・スクール事前説明会 12名（20名） 

 2 平成29年 4月15日(土) オープン・スクール事前説明会 13名（20名） 

 3 平成29年 4月19日(土) オープン・スクール事前説明会 12名（20名） 

4 平成29年 5月13日(土) オープン・スクール 29名（30名） 

 5 平成29年 5月20日(土) オープン・スクール 34名（30名） 

 6 平成29年 6月10日(土) エントリー・スクール 15名（30名） 

 7 平成29年 6月17日(土) エントリー・スクール 15名（30名） 

8 平成29年 6月24日(土) エントリー・スクール 15名（30名） 

 9 平成29年 7月10日(土) 公開プレゼンテーション 70名（70名） 

10 平成29年 7月19日(水) コミュニティビジネス超入門 10名（20名） 

11 平成29年 8月26日(土) エントリースクール中間報告会 10名（30名） 

12 平成29年11月21日(火) コミュニティビジネス超入門 8名（20名） 

 計 243名 
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ウ スキルアップ講座 

 実 施 日 講 座 名 参加人数（定員） 

 1 平成29年11月  4日(土） クラウドファンディング実践講座  10名(20名) 

 2 平成29年12月  2日(土） 空き家活用講座 42名(30名) 

 3 平成30年  3月 17日(土） 三つ折りパンフレット作り方講座 16名(20名) 

 4 平成30年  3月 27日(火） 
任意団体が最低限押さえておくべき 

会計・税務の基礎知識 
10名(20名) 

 計 78名 

 

（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２９年度は、意識的に交流会の機会を増やす

ため、開催数を増やした結果、参加人数が大幅に増えた（H29：16人→H29：216人）。 

交流会によって団体間の情報交換・共有だけでなく、新たな連携・協力関係が生まれ

た。 

 

 実 施 日 名   称 参加団体・人数 

1 平成29年  5月  9日(火) 

個人情報保護法一部改正に伴う説明会及び

意見交換会 

12団体（14名） 

2 平成29年  5月  9日(火) 5団体（ 6名） 

3 平成29年  5月10日(水) 11団体（12名） 

4 平成29年  5月11日(木) 6団体（ 8名） 

5 平成29年  5月12日(金) 15団体（15名） 

6 平成29年  5月12日(金) 3団体（ 3名） 

7 平成29年  6月20日(火) 

子どもたちにとって必要な地域活動 

～夏休み期間中の地域活動について～ 

【ゲスト】子どもの貧困対策担当課 
青少年課 

18団体（28名） 

8 平成29年  8月24日(木) 

ボランティアとＮＰＯ 

【ゲスト】総合ボランティアセンター 
ＮＰＯ活動支援センター 

12団体（14名） 

9 平成29年  8月29日(火) 第１回子どもの居場所交流会 12団体（32名） 

10 平成29年12月16日(土) 超高齢社会のなかのＮＰＯ 8団体（11名） 

11 平成30年  2月24日（土） ＮＰＯの情報発信 7団体（ 7名） 

12 平成30年  2月27日（火） 第２回子どもの居場所交流会 12団体（29名） 

13 平成30年  3月13日（火） 
もっと活動を広げる・人を呼び込むために
は？ 

27団体（37名） 

 計 148団体（216名）
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（７）「あだちＮＰＯフェスティバル２０１７」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２９年度は、『足立で活躍する７０以上のＮＰＯに会いに行こう～つくる・ひろ

がる・つながる～』をメインテーマとして、ワークショップや体験ブース、活動発表等

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。 

 
 

■日  時：平成２９年１０月１日（日） 

１１：００～１６：００ 
 

■場  所：区役所 1階アトリウム、２階フリースペ 

ース、中央広場、中央公園 
 

■参加団体：７２団体（昨年度７０団体） 

【ＮＰＯ団体：６８団体】 

【出展企業（ＣＳＲ企業）：４団体】 

カルビー株式会社/コープみらい足立区みらいひろ

ば/スターバックスコーヒージャパン株式会社/ピ

ーアークホールディングス株式会社 

【協賛品提供企業：９団体】 

有限会社浅野商店/イケア・ジャパン株式会社/カル

ビー株式会社/株式会社享屋/コープみらい足立区

みらいひろば/スターバックスコーヒージャパン株

式会社/株式会社日本典礼/株式会社農友/ピーアー

クホールディングス株式会社 
 
■周知方法：あだち広報、地方紙、ケーブルテレビでの 

ＰＲ、ポスターやチラシ、ハガキの配布 
 

■来 場 者：約３,０００名（昨年度２,０００名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポスター） 

 
■運営方法：企画会議形式 

団体が主体的に実施することを前提にＮＰＯ活動支援センターがコーディネーター 

役となり、ワークショップ形式で会議を実施。集客、展示ブース、ステージ発表、他団 

体とのコラボレーション等について意見を出し合い、企画をまとめた。企画会議等は１

０回開催、延べ２１６人が企画会議に参加した。 
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＜フェスティバルの様子＞ 
 

【ステージ】 

 日本舞踊、ハンドベルの演奏、音楽ライブ、お笑いライブ 等 

  
 

【体験・展示・販売】 

 ギター体験、空手、ものづくり、草木染め、ポンプ車・パトカー展示、朗読劇、 

スポーツ吹き矢、パステルアート、販売 等 

   

   

   

 

【子どもの遊び場・親子カフェ】 

丸太切り、七輪遊び、親子カフェ、大型紙芝居、ベーゴマ体験 等 
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【その他】 

コミュニケーションタイプ診断、フラワーセラピー、合唱、100マス認知症予防 等 

   

   

(８) 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。また、情報紙は、一般

区民で構成される区民レポーターが、活動する団体に対して取材、紙面企画・作成を

行った。（平成29年度に新たにレポーターを4名登録。計12人） 

また、発行紙の「街なか設置」については、区民レポーターが主体となり、個人商

店や飲食店などの街なかの「設置協力店」を開拓している（平成２９年度は３３箇所）。 

① 情報紙「Ａ-Partners」の発行 
「Ａ-Partners」は、平成２２年度から、一般区民で構成する区民レポーターとＮＰ

Ｏ活動支援センターが共同し、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、新たに足立区の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紙「キミツタ」を年３回（５・９・１月）発行してい

る。 

 

■Ａ-Partners 

発行月 タイトル 発行部数 

平成２９年５月 第19号「よりそってマイウェイ♪地域まるごと大家族」 10,000部 

平成２９年９月 第20号「カラフルでいこう∞」 10,000部 

平成３０年１月 第21号「ここが晴れ舞台」 13,000部 

 

■キミツタ 

発行月 タイトル 発行部数 

平成２９年５月 第4号｢サッカーをやりたい女子、みんなあつまってー！｣ 10,000部 

平成２９年９月 第5号｢あたたかい晩御飯を作って待っています！｣ 10,000部 

平成３０年１月 第6号｢お昼ごはんも宿題も！第4土曜日は子ども食堂たんぽぽ｣ 13,000部 
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A-Partners キミツタ 

 

② 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。 

 

③ 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「ＮＰＯ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 H25 H26 H27 H28 H29 

ＩＤ付与数 69 61 71 80 89 

 

④ メールマガジンの配信 
月２回のペースで配信。平成２９年度末の登録者数は７０１人。団体のイベントや

ボランティア募集情報、助成金情報、区主催のイベント情報などを発信している。 

 

⑤ ＳＮＳを活用した情報発信 
Facebook、Twitterを活用し、登録団体のイベント情報や区主催の講座情報、セン

ターで実施された講座の報告などを発信している。平成２９年度のフォロワー数は、

Facebook ４３３人、Twitter ４７０人である。 

http://adachi-kyodo.genki365.net/
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（９）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 

・登録団体向けの交流会の開催数を増やしたことにより、交流の機会と幅が広が

るとともに団体間の相互理解が深まり、ＮＰＯ活動にあたっての課題を共有す

ることができた。 

・今後は、さらにＮＰＯ活動支援の中間支援施設としての機能の充実・強化が図

れるよう登録団体のニーズを把握しつつ、サービス提供を行っていく。 

・ＮＰＯ活動の裾野を広げていくために、引き続き区民向けのＮＰＯ活動情報紙

の発行やＮＰＯ活動支援センターの機能をわかりやすく区民に発信していくと

ともに、地域活動の担い手を育成するため、啓発事業を強化していく。 

 

■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・・・情報誌「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） 
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２ あだち皆援隊事業 

平成２４年度から、地域活動の人材育成事業として、「あだち皆援隊講座」を実施して

いる。平成２９年度は、具体的な活動に結びつく機会の増大を目指し、区内のさまざまな

地域活動を知る機会の提供と受講者の志向に沿った地域での活動体験を実践出来る講座

やまちの中での居場所づくり、人とのつながりに視点を置いたプログラムを実施した。 

あだち皆援隊講座の受講終了後、受講生は既存のＮＰＯ法人やボランティア団体等に参

加したり、新たに団体の設立を計画する方など、地域の担い手となっている（２９年度実

績：１５６人）。 

 

(１)あだち皆援隊講座の実施について 

 

No 
開催日 

参加者数・定員 
講座名 講座内容 

1 

平成29年 

6月17日（土） 

 

参加者：36名 

(定員：40名) 

子どもが笑顔でいられる居場所

をつくる 

【講師】 
気まぐれ八百屋だんだん 

近藤 博子 氏 

足立区の食をキーワードにした子ども

の居場所づくりの現状と大田区で実践し

ている地域の居場所づくりに取り組んで

いる事例を参考に、現状の課題について

理解を深め、その課題に対して自分にで

きることを考えた。 

2 

平成29年 

7月1日（土） 

 

参加者：12名 

(定員：40名) 

１０代のココロに灯をともす 

～若者と取り組む子どもの居場所

づくりを考える～ 

【講師】 
認定NPO法人カタリバ 

加賀 大資 氏 

家庭・教育環境により自分の境遇を選

べない１０代が「自分の未来イメージの

格差」を解消する場づくりのために何が

できるか、参加者が当該世代との関わり

の重要性を意識しながら、活動に参画す

るきっかけを学んだ。 

 3 

平成29年 

7月15日（土） 

 

参加者：15名 

(定員：40名) 

子育てが、地域を育てている 

【講師】 
NPO法人子育てパレット 

三浦 りさ 氏 
ねりま子育てネットワーク 

安田 眞裕美 氏  

子育て世代の活動グループがつながり

地域と連携した取り組みをすることで、

孤立しがちな親に情報提供したり、子育

て中の親が置かれている状況を知ること

ができることを事例で紹介。また、地域

全体で子どもを育てるためのネットワー

ク化が進められている事例も学び様々な

課題について理解を深めた。 

 4 

平成29年 

7月29日（土） 

 

参加者：17名 

(定員：40名) 

アートがつなげる地域の居場所 

【講師】 
ココノカ 

 小林 あか里 氏 
かみいけ木賃文化ネットワーク 
山本 直 氏 

区内外のアートを基軸とした拠点づく

りをしている事例を取り上げた。古民

家、空き家でのアートイベントの展開を

行うためのヒントや自分の活動拠点づく

りを考えた。 
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No 
開催日 

参加者数・定員 
講座名 講座内容 

 5 

平成29年 

8月23日（水） 

 

参加者：17名 

(定員：40名) 

シニアが輝き、シニアが支える

まちを考える 

【講師】 
五番街ふれあいセンター 

新井 節子 氏 

足立区の「孤立ゼロプロジェクト」や

マンション住民が主体となって見守り活

動を組織し、運営している「五番街ふれ

あいセンター」の取り組みを紹介。これ

らの活動を通して、できるだけ元気に生

き続けられるまちをつくるためのしくみ

を学び、自分ができることを考えた。 

6 

平成29年 

9月2日（土） 

 

参加者：15名 

(定員：40名) 

まちもひとも輝く、ママのプチ

起業 

【講師】 
NPO法人MamaCan 

山田 美和 氏 

コミュニケーションが薄れがちな社会

の中で子育てをする現代のママたちが、

自分の生き方に迷いが生じる時期に、セ

カンドキャリアを応援し「自分育て」を

支援する事例を紹介。また、クラウドフ

ァンディングを使っての空き家活用の拠

点づくりや企業と連携してのワーキング

スペースの運営方法などを学んだ。 

 7 

平成29年 

9月16日（土） 

 

参加者：15名 

(定員：40名) 

コミュニティカフェのつくりか

た（対話から生まれるまちづくり） 

【講師】 
一般社団法人 

地域デザインプラットホーム   

川上 和宏 氏 

コミュニティづくりの一つの手法であ

る「コミュニティカフェ」を取り上げる

とともに場所がなくてもできるコミュニ

ティづくりの事例を紹介。積極的に人が

活動に取り組むこと、自由に人が出会い

拠点を作って活動している和光市の「ア

ルコイリス」の事例について学んだ。 

 8 

平成29年 

9月30日（土） 

 

参加者：9名 

(定員：30名) 

地域に対する自分の想いを実現

する～対話がみがくわたしの思

い～(第1回) 

【講師】 

一般社団法人CAT 

犬塚 裕雅 氏 

地域で活動を始めたい人のために、地

域活動へ一歩を踏み出す準備の方法を３

回にわたって実施。 

初回は、自分が活動を進めていくうえ

での相談場所としてのＮＰＯ活動支援セ

ンターを紹介し、参加者の想いを全体で

共有。やりたいことをそれぞれ出し合

い、想いが近い人同士の情報交換を行っ

た。 

 9 

平成29年 

10月14日（土） 

 

参加者：8名 

(定員：9名) 

地域に対する自分の想いを実現

する～想いを実現する、アクシ

ョンプランニング～(第2回) 

【講師】 

一般社団法人CAT 

犬塚 裕雅 氏 

個人、もしくはグループで、やりたい

ことを見える化するために、計画ワーク

シートを活用した講座を実施。「想い」

をお互いに共有しながら、アドバイスし

合った。 

10 

平成29年 

10月28日（土） 

 

参加者：3名 

(定員：9名) 

地域に対する自分の想いを実現

する～思いを実行する活動を発

表する～(第3回) 

【講師】 

一般社団法人CAT 

犬塚 裕雅 氏 

お互いの活動プランを発表し、それぞ

れのプランで連携できることを話し合っ

た。活動の一つひとつを見つめ直すこと

で新しい発見があり、新たな取り組みを

考えるきっかけを得るとともに活動計画

の立て方を学んだ。 
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No 
開催日 

参加者数・定員 
講座名 講座内容 

11 

平成29年 

10月25日（土） 

 

参加者：27名 

(定員：40名) 

犯罪心理学に学ぶ防犯テクニ

ック 

【講師】 
警視庁科学警察研究所 

犯罪行動科学部犯罪予防研究室 

島田 貴仁 氏 
NPO法人 

日本ガーディアン・エンジェルス 

小田 啓二 氏 

毎日、私たちの身近なところでさまざ

まな犯罪や事件が起きている。犯罪や事

件が起きる背景には、人間心理の落とし

穴がある。できるだけ犯罪や事件に巻き

込まれないよう自分を守る術はないもの

か。防犯テクニックと地域での防犯活動

の事例を知り、犯罪などを寄せ付けない

方法を学んだ。 

12 

平成29年 

11月18日（土） 

 

参加者：9名 

(定員：40名) 

コミュニティカフェがつなぐ

わたしの居場所 

【講師】 
大倉山ミエル 

鈴木 智香子 氏 

コミュニティカフェを立ち上げる際の

きっかけや運営などを紹介。立ち上げま

での準備や具体的な計画づくりの手法を

学んだ。また、活動に係る人を徐々に増

やし、楽しく住みやすい街に自分たちで

作っていく人材確保の工夫を学んだ。 

13 

 

平成29年 

11月29日（水） 

 

参加者：9名 

(定員：40名) 

地域の中で国際交流 

【講師】 
イクリスせたがや 

  吉田 千春 氏 

 
 

東京オリンピック2020を控え、イン

バウンド定住外国人の増加が見込まれ

る。これら「海外にルーツを持つ人」

と、どのように付き合い、まちづくりを

していくのが良いのか、そのために文化

の違いをお互いに楽しむとともに、認

め・許容し・尊重するまちづくり＝多文

化共生を、ロールプレイ・ワークショッ

プなどのゲーム感覚を交えて考えた。 

14 

平成29年 

12月16日（土） 

 

参加者：4名 

(定員：40名) 

スポーツを通したなかまづく

り・居場所づくり 

【講師】 
NPO法人スマイルクラブ 

阿部 孝 氏 

総合型地域スポーツクラブとして、年

齢、性別、障がいの有無を越えてスポー

ツを楽しみ、健康づくり、仲間づくりを

進めている活動を紹介。ボランティア人

材を活かした介護予防やスポーツでの取

り組みについて学んだ。 

15 

 

平成30年 

1月13日（土） 

 

参加者：33名 

(定員：40名) 

お母さんたちの防災大作戦 

【講師】 
NPO法人ささえ手 

 齊藤 実和子 氏 

NPO法人日本防災士会足立区支部 

名取 惠 氏 

災害のときに使えるツールとして高齢

者向けiPad教室、アルミ缶コンロづく

り、サロン運営、消防団の活動を紹介。

防災をキーワードにしたまちづくりの活

動について学んだ。また、防災士会足立

区支部や区担当課の話から自分でできる

区内での防災活動の取り組みを考えた。 
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No 
開催日 

参加者数・定員 
講座名 講座内容 

16 

平成30年 

1月27日（土） 

 

参加者：15名 

(定員：40名) 

学びが生み出す、わたしのオリ

ジナルライフ 

【講師】 
一般社団法人コペンカレッジ 

岩永 悠子 氏 

必要なタイミングで必要な教育を受け

るための「リカレント教育」を紹介。結

婚・出産の影響を受けやすい女性に、リ

カレント教育による新たな学びと生き方

の模索方法を紹介するとともに「自由で

楽しい生き方を実現するまち」を考え

た。 

17 

平成30年 

2月 3日(土） 

 

参加者：9名 

(定員：10名) 

ＮＰＯの事業化はじめの１歩 

～よいことを続けるために～ 

【講師】 
NPO法人リトルワンズ 

小山 訓久 氏 

地域活動やＮＰＯ活動にとって事業は

大切な柱。良いことを続けるために、自分

たちでも事業を作る必要がある。ＮＰＯ

活動の基礎となる事業の運営のコツを学

んだ。 

 

18 

 

平成30年 

2月10日（土） 

 

参加者：37名 

(定員：40名) 

お菓子作りで健康づくり 

【講師】 

米菜日和 

印南 悦子 氏 

年々増えている小麦アレルギーの知識

を学ぶとともに調理を実践。国産米粉

100%使用のパンや菓子を親子で作りなが

ら、食生活から健康の維持・増進を考え

無理なく普段の生活に取り入れる方法を

学んだ。 

 

 

19 

平成30年 

2月16日(土） 

（午前の部） 

参加者：55名 

(定員：40名) 

親子で楽しくNPO体験 読み聞

かせ編～子どもも保護者もシ

ニアも元気になれる地域づく

り～ 

【講師】 
NPO法人りぷりんと・ネットワーク 

渡邉 晴子 氏 

植田 たい子 氏 

シニアボランティアが、保育園、幼稚

園、小中学校、高齢者施設等で定期的に

絵本の読み聞かせ活動を行っている事例

を紹介。読み聞かせ活動は、世代間交流

や社会貢献、生涯学習、グループ活動を

通じて、子どもたちの豊かな感性を育ん

でいることやシニア世代の健康づくり・

生きがいづくりに繋がっていることを知

るとともに、読み聞かせの技術を学ん

だ。 
20 

平成30年 

2月16日(土） 

（午後の部） 

参加者：32名 

(定員：40名) 

21 

平成30年 

2月23日(土） 

参加者：22名 

(定員：40名) 

スウェーデンの食文化講習会 

【講師】 
IKEA新三郷 

  南條 禎雄 氏  

スウェーデンで有名な料理（材料：ミ

ートボール）を調理するとともに、スウ

ェーデン文化を「食」を通して学んだ。 

22 

平成30年 

2月24日（土） 

 

参加者：22名 

(定員：30名) 

地域（あだち）へ踏み出す、一

歩～地域を見つめ、想いを語っ

てみよう！～（1回目） 

【講師】 
中小企業診断士 

為崎 緑 氏 

地域で活動を始めたい人向けに地域活

動への一歩を後押しする講座を３回にわ

たって実施。初回は、事例を基に自身に

置き換えて「地域課題」に自分の「強

み」を活用できるかを考えるプランづく

りの基礎知識を習得。また、グループに

よるプランづくりのシミュレーションを

行い、自身のプラン（マイプラン）づく

りの土台を構築することを学んだ。 

  



２ あだち皆援隊事業 
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No 
開催日 

参加者数・定員 
講座名 講座内容 

 

 

 

23 

 

平成30年 

3月 2日(土） 

 

参加者：144名 

(定員：120名) 

親子で楽しくＮＰＯ体験～ハ

ワイアンリトミック＆リズム

で英語編～ 

【講師】 
NPO法人日本こども教育センター 

井上 幸子 氏 
あだちママカフェ 

長汐 ちはる 氏 

子育て支援と子どもの教育に係るＮＰ

Ｏ団体の活動紹介と活動の体験をした。

団体の事業のひとつであるハワイアンリ

トミックやリズム遊びをしながら親子の

ふれ合いを深めた。 

24 

平成30年 

3月 2日(土） 

 

参加者：27名 

(定員：40名) 

親子で楽しくＮＰＯ体験～親

子ヨガ～ 

【講師】 
NPO法人子育てパレット 

吉田 智子 氏 

ＮＰＯ団体の活動紹介と活動の体験を

した。団体の事業のひとつである親子ヨ

ガを体験し、親子のスキンシップを深め

た。 

25 

平成30年 

3月10日（土） 

 

参加者：7名 

(定員：22名) 

地域（あだち）へ踏み出す、一

歩～語った想いをプランに描

いてみよう！～（2回目） 

【講師】 
中小企業診断士 

為崎 緑 氏 

第２回目として、プランづくりの基礎

知識を習得した上で、グループによるプ

ランづくりのシミュレーションを行い、

自身のプラン（マイプラン）づくりの土

台を構築してもらった。 

26 

平成30年 

3月17日（土） 

 

参加者：7名 

(定員：7名) 

地域（あだち）へ踏み出す、一

歩～描いたプランを伝えて、仲

間とつながろう！～（3回目） 

【講師】 
中小企業診断士 

為崎 緑 氏 

第３回目として、プランを作成して発

表することを体験し、実行に向け動き出

すためのスタートラインに立つととも

に、同じ想いを抱く仲間とつながり、ネ

ットワークの基盤を作った。 

プラン発表は、昨年度、一昨年度の皆

援隊受講生や区内活動団体にも参加を呼

びかけ、「多様な人・団体がつながる」

環境（場）と評して公開で行った。 

 

（２）あだち皆援隊講座の評価と今後の方向性について 

・区内外の魅力あるＮＰＯ活動を多く紹介するとともに、マッチングを意識した講座を

開催したことにより、講座受講者数が増加した。 

・受講生が地域活動の担い手となるよう、区民ニーズと地域課題を捉えつつ講座プログ

ラムを企画していく。 

・受講を契機に活動に芽生えた区民へ活動の継続を促す情報や場の提供を行うととも

に、活動体験の機会の充実も図っていく。 

・平成３０年度は、地域活動人材養成講座としてＮＰＯ活動支援センターでの普及啓発

講座へ整理統合し、事業として一連性を担保していく。 
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３ 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、「足立区協働パートナー基金」に寄せられた

寄附金を活用し、公益活動の活性化を図るため、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「足立区協働パートナー基金審査

会」が行っている。 

なお、平成３０年度から「足立区協働パートナー基金」は、「足立区協働・協創パート

ナー基金」に名称を変更した。 

 

（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 
 

① 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10万円以内 

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 

対象事業費の3分の2 

※限度額50万円以内 

 

② 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 

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）  

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）  

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 

実績 156件（185） 35件（54） 26,114,000円 

協働パートナー基金 

寄附金実績 

年度 金額 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

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 

実績 39,470,649円 

活用 
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（２）平成２９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（２０団体） 
 
【子ども食堂 ７団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

足立活き活

き会 

子ども食堂と地域のつながり！ 
小学校 4年生から 6年生および親子を対象に毎月 1回子ども食堂

を開催する。また餅つき大会など地域との交流を行う。地域の人と

共に食事や交流をすることで、子どもたちに家族や地域の繋がりの

大切さを伝え、心身ともに健全な子どもたちを育成する一助とす

る。 

175,000 100,000 

いちかポケ

ットの会 

こども食堂「いちか」 
子どもの孤立・食の偏りが心配される夏休み期間に、子ども食堂

の空白地域である鹿浜地区で子ども食堂や夏休み子どもランチを

開催することにより、子どもと地域の繋がりを作り、子どもと地

域の大人のコミュニケーション強化を図る。 

240,000 100,000 

NPO法人 

アフォール 

にしいこう子ども広場づくり事業 
西伊興地域で子ども食堂や学習、異年齢交流（ゲームや外遊び

等）の場を提供することで、大人数で日常的な時間を過ごす機会

を提供する。また、資金や労力を賄う活動を子どもたちも一緒に

行うことで、地域の中で役割を担いながら、お互いに支えあうこ

とを体験する。 

157,550 100,000 

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保護者を対象に、月に1回子ども食堂を開催

し、その中で学習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。また地域の方の協力を得て、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。 

136,000 100,000 

“がきんち

ょ”ファミ

リー 

“がきんちょ”食堂 
孤立しがちな地域の子どもを中心に、月に２回“がきんちょ”食

堂を開催し「食」と「学習」の支援を行う。これまでの保塚地域

学習センターでの取り組みに加え、青井地区などエリアを拡大

し、孤立防止や精神的支援を目的に居場所を提供する。 

237,042 100,000 

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」の運営 
子どもの貧困は潜在化されていて十分な配慮が払われていない。

地域の民生児童委員と協力し、幼児、小中学生を対象に週１回の

居場所づくりと食事の提供を行なう。また関心のある区民にボラ

ンティアとしての参加を呼びかける。 

1,013,000 100,000 

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「ランチ会」 
「地域のみんなで子育てを協力しあい楽しむ」をコンセプトに、

地域の方や子育て中の親子同士が交流できるイベントや持込自

由・入退室自由のランチ会を開催し、親子の楽しい時間の提供、

親の心身の負担の軽減、子どもの健やかな成長を促す。 

130,000 92,000 
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   【子どもの居場所 ５団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

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親子ひろば 
地域の子育て中の母親の孤立を解消するため、「親子ひろば」や

「クリスマス会」など定期的な交流の場づくりを行い、親子とも

ども元気になれる居場所を提供する。また、地域住民にも活動に

関わってもらえるよう働きかけ、多世代で交流できる居場所を目

指す。 

189,505 100,000 

あだちママ

カフェ 

梅島～西新井エリアの移動式ママのお茶会 
もともと元気だった女性でも、産後は心身ともに不安定な状態で

家事や育児を行ったり、産前の友人と疎遠になることも多い。孤

立しがちな育児を解消するため、移動式のお茶会（座談会）を開

催し、相談したり何でも話せる居場所を提供する。地域の母親の

交流の場を作ることで母親同士のつながりや、地域、企業とのつ

ながりを目指す。 

135,000 100,000 

梅島キッズ

サポート 

ベルモント公園での紙芝居の開催と梅島キッズ夏祭り

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」の実現にむけて、夏祭りや公園での紙芝居を

開催する。事業のボランティアを募ることで、子育てを終えた地

域の大人が子どもたちを見守るきっかけを作る。 

237,042 100,000 

パークエン

ジェルの会 

公園のようちえん継続のためのサポーター制度の検討 
乳幼児期の子どもに自然を生かした自由な公園遊び（泥んこ遊び

や草花遊び等）の機会を提供する。げんき応援助成3回目となる

今年は、継続的な運営を視野に他団体への見学研修会や公園サポ

ーター養成講座を行う。 

155,400 100,000 

ライジング

スター 

新田ちくちく♪いきいきプロジェクト～糸の会～ 
新田の新しい町ハートアイランドで、母親と子どもたち、地元シ

ニアが裁縫を通して交流する事業。手作り日用品の作成や販売を

行い、新旧住民の多世代交流の場、子どもの居場所、子育て中の

母親とシニア世代の活躍の場を提供する。 

160,000 100,000 

 
【学習支援 ５団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

NPO法人

PIECES 

保塚地域学習支援 
主学習支援をはじめとする子どもを支援する場や機会が少ない保

塚地域で、学校のみでは十分対応しきれない子どもたちを対象に

学習支援を行い、学習の遅れを取り戻すことで、学習に対する嫌

悪感をぬぐったり、楽しさを実感してもらう。 

120,000 100,000 

スマイル・

メイツ 

障がい児（者）の余暇活動支援と親向け福祉勉強会 
ハンディのある子を中心とした地域での仲間づくり、家庭同士の

交流、障がい児（者）の将来を共に考え学ぶ場づくりとして、社

会参加に繋がるダンス発表・身だしなみ勉強会・障がい者の就労

支援を行う企業見学・講演会を行う。 

499,000 100,000 
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【学習支援 ５団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

発達障がい

児余暇活動

クラブカラ

フルキッズ 

五感を使って自由に作る「発達障がい児向け臨床美

術」事業 
集中の持続が難しいなど、コミュニケーションに課題を持つ場合

が多い発達障がいの子どもたちを対象に、五感を刺激する臨床美

術体験を実施し、子どもたちの感性や創造力、コミュニケーショ

ン力を高める。 

140,000 100,000 

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 
プログラミングスキルを持つ人材を活用し、無償のプログラミン

グ教室を開催。子ども達の問題解決能力や自分たちの作りたい物

を自ら作るスキルを身につけられるよう地域の力でプログラミン

グ教育を提供する。 

100,000 100,000 

ヘルスケア

サポート

NRehabilit

ation Labo 

足立こどもとおとなの健康サポート事業 
転倒をきっかけに鬱などの精神症状の発症や身体の虚弱化を増悪

させてしまう高齢者が多いため、転倒予防に関する講義と運動指

導を実施。また、近年は運動器機能不全を抱えた子どもが増加し

ており、子どもの体力低下や姿勢に関する知識の普及活動と運動

指導を小中学生を対象に実施する。 

112,820 100,000 

 
【その他 ３団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

足立区パー

キンソン病

友の会 

楽々バスハイク 
障がい者や高齢者など介助が必要な人たちは「人に迷惑をかけた

くない」という思いからイベントの参加機会が少なくなってい

る。介助が必要な人と介助者や支援者が一緒にバスハイクに参加

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

な方の精神的健康の向上を目指す。 

235,000 100,000 

下町文化ウ

ェディング

協議会 

足立区役所届け出挙式プロデュース 
区では未成人の出産や結婚が増加傾向にあり、結婚式を挙げない

ことも多く、結婚式を挙げた夫婦と比較すると離婚率も高い傾向

にある。シングルマザーとなると子どもの貧困にもつながってし

まうため、日本の文化である結婚式を通じて日本人本来の「家族

の絆」「家族の大切さ」を見直してもらうことで子どもの貧困対

策の一助とする。 

964,000 100,000 

パパｔｏｏ 

パパたちが楽しみながら共に参加して創るネットワー

ク形成事業 
地域との関わりを持つ機会が少ない父親が孤立しないように、子

どもとの共同作業や野外活動等を開催する。家族で参加できるイ

ベントをきっかけに、互いにコミュニケーションを図り、父親同

士のネットワークを形成する。 

135,000 100,000 

げんき応援コースの合計 5,271,359 1,992,000 
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(イ) ステップアップコース助成（５団体） 
 
【学習支援 ２団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

育てよう！

いのちの根

っこ 

「中学校に赤ちゃんがやってくる」いのちの授業 
中学生に生命教育として誕生学と赤ちゃんとのふれあいを提供

し、また子育てママの社会参加の場をつくる事業。一部予算化さ

れた継続校6校に加え2～3校の新規開拓を目指す。 

291,400 75,000 

NPO法人

LILA子ども

の学びを支

援する会 

リエゾン・キッズプロジェクト2017「好き」「できな

い」「苦手」を力に変えよう！ 
貧困の子どもたちが学力と対人スキルを高め、貧困の連鎖を断つ

ことを目的とし、料理作りや水泳教室、英語教室を実施する。集

団でプロジェクトワークに取り組むことで人と関わることの楽し

さを学び、自己肯定感や学習能力の向上を図る。 

438,000 150,000 

 
【その他 ３団体】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

あだち団塊

ネットサエ

ラ 

歌声でつなぐ地域と絆の輪 
独居老人の孤立化を防ぎ、仲間作りに繋げるため出張歌声会を開

催する。障害者支援団体や子どもサポート団体と連携し健常者、

障がい者とのコミュニティの場を提供する。 

650,000 400,000 

NPO法人 

足立ほがら

かネットワ

ーク 

「自動利用受付・マッチングシステム」導入による利

用者サービス向上事業 
高齢者や子育て中の方を主な対象に、生活上の困りごとの手伝い

を行なう事業。現在の「電話受付・マッチング業務」に情報通信

技術を駆使した「自動利用・マッチングシステム」を導入し、２

４時間３６５日申込み受付を可能にさせ、連絡のとりづらさの改

善および利用者のサービス向上を目指す。 

861,400 500,000 

ＮＰＯ扇こ

とぶき会 

孤立高齢者０プロジェクト 
孤立しがちな高齢者と核家族が居住する扇地区で「ランチ会」を

開催し、高齢者や子どもの見守りを行う事業。今年度は新拠点で

事業を開始し、既存参加者の維持とともに新たな近隣住民や子ど

もたちの居場所を目指す。 

298,000 170,000 

ステップアップコースの合計 2,538,800 1,295,000 

 

（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 

・申請件数及び採択件数ともに、昨年度と比較し増加した。採択事業は、子育て、子ど

もの居場所、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。 

・助成事業の説明会やあだち広報、メールマガジンなどにより、団体への周知を強化

し、申請団体数の増加を図っていく。 

・平成３０年度は、ＮＰＯ団体にとって、より利便性の高い助成金となるよう助成金制

度の見直しを図っていく。 
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【資 料 編】 

 

 

１ ＮＰＯ法人認証の推移            （平成３０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 9,468 184 177 

H29 51,872 9,452 191 179 

（「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。 

 

 

 

 

 

 



資料編－１ ＮＰＯ法人認証の推移 

25 

 

全国のＮＰＯ法人数 

 

 

東京都のＮＰＯ法人数 

 

 

足立区に事務所があるＮＰＯ法人数 

 

 

1,724
3,800

6,596
10,664

16,160 21,280

26,394
31,115

34,369
37,192

39,734
42,120

45,146
47,548

48,992
50,094

50,870

51,526

51,872

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

386
863

1,459 2,252

3,248 4,135

4,839
5,392

5,836
6,200

6,494
6,861

7,247

9,391
9,360

9,464
9,501

9,468

9,452

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

0 14
29 47

70
97

114
138

141
156 163

173

190
186

186

174

186

184

191

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
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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３０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 110 

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 66 

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 66 

7 環境の保全を図る活動 33 

8 災害救援活動 12 

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 39 

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 18 

13 子どもの健全育成を図る活動 97 

14 情報社会の発展を図る活動 18 

15 科学技術の振興を図る活動 10 

16 経済活動の活性化を図る活動 24 

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 5 

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 
123 

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 

区内に事務所を置くNPO法人数 179 

＊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２９年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】福祉・健康・子育て（４７団体） 

【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 アイ・サポート 法人 
視覚障害者に対する移動介護、デイサービス、PC講座

およびガイドヘルパーの養成・派遣をしている。 

2 アクティ工房 任意 
発声や腹式呼吸等の講座を通じた高齢者の孤立の防

止、認知症予防や健康づくりを行う。 

3 あしだちにじの会 任意 
視覚障がい者が外出しやすく住みやすいまちづくりを

進める。 

4 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。 

5 足立心の友こむにた 任意 
精神障がい者のノーマライゼーションをすすめる活動

を行う。 

6 足立さくら会 法人 
（誰にでも起こりうる）高次脳機能障がいに関する相

談、啓発、デイサービスを行う。 

7 あだちシニア大学 任意 
会員相互の親睦・健康維持向上を図る。活動を通じた

地域コミュニティ作りを行う。 

8 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、足

立区における社会福祉士のネットワーキング活動を行

う。 

9 足立たすけあいワーカーズつみき 法人 
地域で共に生きるための助け合いのまちづくり。自立

援助、障がい福祉サービスを行う。 

10 足立ほがらかネットワーク 法人 
地域を支え合うコミュニティづくりとして、高齢者や

子育て世代の生活支援を行う。 

11 ＡＤＭＳ 法人 
健康無関心層を減らし、生活習慣病対策を推進すると

ともに、勉強会、イベント、相談を実施する。 

  

 

≪掲載順について≫ 

分野順で基本アイウエオ順に掲載をしている。 
 

≪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 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」をつくる。 

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

うための講座や場作りを行う。 

14 寿活支援協会 法人 
高齢者やその家族への終活の相談窓口サービス、専門

家とつないで悩みや問題に対処する。 

15 
医療介護福祉ネットワーク・メディ

ネットあだち 
法人 

地域医療機関と連携するネットワークづくり、西新井

を中心とした訪問介護・介護予防を行う。 

16 
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。 

17 うめだ・あけぼの学園  その他 
発達が気になる子どもとその家族の総合的支援知的障

がい児通園施設運営を行う。 

18 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。 

19 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、ふれあいサロンを運営する。 

20 介護支援隊 法人 
介護が必要な高齢者に対して適切な保険医療サービス

や福祉サービスの提供する。 

21 かがやき 法人 
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に、活動を通じて会員相互の

親睦を図る。 

23 社会福祉法人 からしだね その他 
地域の高齢者の憩いの場の提供と自立サポート。通所

介護、在宅支援、相談を実施する。 

24 里親さんを広め隊 任意 
多くの人に養育家庭制度について知ってもらうため

に、広報やＤＶＤサロンを開催する。 

25 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

行う。 

26 シルバーサロン晴れる家 任意 高齢者同士の交流・日本と韓国の交流を行う。 

27 スマイル・エイジングパートナー 法人 
地域高齢者の認知症予防に関する事業として、「脳の健

康教室」を実施する。 

28 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、居場所作り

を支援していく。 

29 たんぽぽ会 法人 
高齢者支援及び子育て支援、高齢者向け「いきいきサ

ロン」子ども向け「子ども食堂」の食事会を実施する。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

30 月の和 任意 
障がい児への理解を深める活動。コミュニケーション

の助けとなる絵カード等を作成する。 

31 つばさの会 法人 
知的・身体・重複障がいのある方を対象にトランポ

リンを通した運動療育活動を行う。 

32 デフ・サポート足立 法人 
聴覚障がい者の生活支援・情報保障・相談、啓発、交

流、手話の普及活動を行う。 

33 なごみ会 法人 
高齢者、障がい者の自立支援。デイケアとしてのレザ

ークラフト教室の運営を行う。 

34 なつかし堂 任意 
昭和歌謡・同様の演奏をし、区内の高齢者を中心に

歌う喜びを届ける。 

35 日本健身文化交流協会 法人 
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、指導員の養成を行う。 

36 発達障害相互支援ネットワーク  任意 
当事者および関係者の居場所作り、情報交換、知識の

普及を行う。 

37 フラワーセラピー研究会 法人 
花を通した生活の質の向上として、すべての人が花に

親しむ機会を提供する。 

38 
ヘルスケアサポート 

N Rehabilitation Labo 
任意 

子どもの姿勢障害の予防、慢性の痛みに対する対処法

等のリハビリテーション医療の知識技術を提供する。 

39 ぽこあぽこ 任意 
障がいを持つ子供たちが地域で暮らしやすくなるた

めの情報発信、場所づくりを行う。 

40 ぽぽらーと 法人 
障がい児、障がい者に対する自立支援、生活支援。福

祉サービス、ヘルパー派遣等を行う。 

41 
ｍａｍａｔｏ～出張キッズスペース

～ 
任意 

子どもを安心して預けられるスペースと保育者を用

意し、母親の外出（出張）を支援する事業を行う。 

42 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。 

43 

 

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

必要な知識や情報の習得するための支援を行う。 

44 レスポワール 法人 
精神障がい者や知的障がい者のための社会復帰施設。

手芸品やケーキづくり、接客トレーニングを行う。 

45 

 
わいわい 

 

法人 
移送、介護、障がい者の就労･生活支援、リサイクルな

どによる障がい者就労支援事業を行う。 

46 ワーカーズコープ 法人 
高齢者の介護予防や元気高齢者づくり・介護保険対応

事業、子育て支援事業を行う。 

47 ワーカーズコープ 青井 法人 
就労継続支援Ｂ型作業所。人と地域に役立つ仕事を起

こす。 
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【分野】まちづくり・環境（４３団体） 

【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 明日に架ける橋 任意 地域の抱える課題や社会問題等に関する学習会や討論

会を開催する。 

2 あだち・荒川土手に桜を植える会 任意 
「さくらのまち」と足立区を復活させるための五色桜

の植樹、育成、見守り活動を行う。 

3 足立活き活き会 任意 
地域の催しや行事などに参加し、高齢者、障がい者、

子どもを含めた地域社会の構築をする。 

4 あだち粋な活き方倶楽部 任意 
足立区に越して来た人や足立区について詳しく知りた

い人と勉強会を通して住みやすい地域を作る。 

5 足立SPCクラブ 任意 
地域での傾聴ボランティアおよび傾聴のスキルアップ

を図る。 

6 
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作りを行う。 

7 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

場として維持管理する。 

8 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。 

9 あだち団塊ネット「サエラ」 任意 
「うたごえ喫茶」の企画・開催を行うと共に地域の喫

茶店の活性化を図る。 

10 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、地域の

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。 

11 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

桜並木に育てる。 

12 足立フォーラム21 任意 
地域住民と企業、行政のパートナーシップを促進。ネ

ットワーク型の組織づくりを進める。 

13 あだち防災プロジェクト 任意 
災害時に孤立しがちな社会的弱者を含め、多世代の人

が助け合えるネットワーク作りを行う。 

14 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」の推進を行う。 

15 あだちもりあげ隊 任意 
お笑いライヴ、お笑いイベントを通して、西新井、足

立区を盛り上げていく。 

16 
アトリエ＆コミュニティーカフェ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を提

供する。 

17 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

場所と企画の提供する。 
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【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

18 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。 

19 伊興ソーシャルファーム実行委員会 任意 
多世代の地域住民や農に興味ある人が参加できるコミ

ュニティファームを運営する。 

20 エコロジー夢企画 法人 
一般市民に対しての環境事業。生物生息環境調査、学

校のビオトープ作り指導などを行う。 

21 ＮＰＯ扇ことぶき会 任意 
扇地区に住む高齢者の方の引きこもり防止のために、

催しを通じてサポートする。 

22 ＮＰＯナナツホシ 任意 
足立区の子どもたちが区内外で自然観察や農業体験、

自然体験できる機会を持つ。 

23 一般社団法人グランファミリア その他 
地域に暮らす人々が孤立することなく地域交流できる

場を提供する。 

24 クリーン＆フィットネス 法人 
スポーツやお祭り等のイベントと組み合わせた美化活

動を行い地域交流の活性化を図る。 

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

た食を通じた地域交流の場づくりを行う。 

26 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

目指していく。 

27 
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

る地域づくりを行う。 

28 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地域の

人々と交流する。 

29 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作る。 

30 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。 

31 しかはま自然観察会のらえもん 任意 
自然と親しみ、楽しみ、知る、働きかけることを目指

す。鹿浜地域の自然体験する。 

32 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

する啓蒙や教育、森林保全や再生に関する活動を行う。 

33 スマイル農園・食談会 任意 
農業の体験と調理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。 

34 超小型EV友の会 任意 
「超小型モビリティ」という新しいカテゴリー車がど

う貢献していくのか、提案し発信していく。 
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【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

35 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。 

36 脳トレサポーター・ななかまどの会 任意 
脳のトレーニングを通じた認知症予防。本の読み聞か

せ、手話の歌、昼食会を開催する。 

37 東綾瀬公園わんわん 任意 
公園内での犬と飼い主のマナーを向上と犬を通しての

住民の世代を越えた交流を行う。 

38 ひまわり運動の会 法人 

セミナー開催、個別相談会、結婚サポーターの育成組

織化など、今までの結婚支援や民間の結婚支援とは違

った基準と方法で結婚支援を行う。 

39 ふぁいん 法人 
住民同士の支え会いを基盤とした福祉サービス。通所

介護、子育て支援、相談事業を行う。 

40 Book Link 任意 
イベント企画を通じて人と本を繋げるきっかけを提供

する活動を行う。 

41 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

生に元気を届ける。 

42 
みんなの村☆わくわくサロン実行委

員会 
任意 

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を作る。 

43 よつばＳＰＯＴ 任意 
ブログを活用した子育て世帯、母子家庭、父子家庭向

けの情報発信をする。 

【分野】教育・文化・芸術・スポーツ（６９団体） 

【分野】教育・文化・芸術・スポーツ 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 足立インターナショナルアカデミー 法人 

足立区内の「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、交流の場作りを行

う。 

2 
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・運営する。 

3 

 

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」を運営する。 

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 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実施している。 

6 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 

7 

 

あだち子ども食堂 

 

任意 
様々な生きづらさを抱えた子どもたちのために地域の

居場所「子ども食堂」を開催する。 

8 あだち子ども支援ネット 任意 
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と研修、交流の場を提供する。 

9 足立子ども組織を育てる会 任意 
地域における子育て支援活動。子どものあそび文化へ

の援助を行う。 

10 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。 

11 

 

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設けている。 

12 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。 

13 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）に関する事業の実施する。 

14 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むこ

とのできる環境づくりを行う。 

15 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

とそれによるまちおこしを行う。 

16 ＡＤＩＳＣ（アディスク） 任意 
障がい者に対するサッカーを通じた体を動かす場を提

供する。 

17 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している。 

18 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。「いちか食堂」を運営する。 

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

交流会を開催する。 

20 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。 

21 ＮＰＯスポーツワンダーランド 任意 
オリジナルのプログラムでテニスを指導することを通

じて子どもたちの基礎体力増進を図る。 

22 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企画、実施する。 

23 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。 
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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 

24 おはなしのにわ 任意 
幼稚園・保育園・こども食堂などを起点とした子ども

たち（乳幼児～学童）への絵本の読み聞かせを行う。 

25 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、勉強会の実施する。 

26 “がきんちょ”ファミリー 任意 
地域の大人と青少年の交流の場づくり。「青少年の居

場所ほつか」運営を行う。 

27 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行う。 

28 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。 

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行う。 

30 こども日本語教室あそぼ 任意 
日本語を母国語としない児童に日本語学習のお手伝い

と国際交流、生活相談を行う。 

31 こどもピュアマインド 任意 
集団生活に困難のある子どもたちや保護者が問題に主

体的に取り組むための定例会を開催する。 

32 サザンさわやか倶楽部 任意 
団塊世代の健康づくり。スポーツ吹矢教室、ウォーキ

ングを行う。 

33 じぃじハウス・ばぁばキッチン 任意 
貧困の子どもたちを対象とした子ども食堂による食事

提供・居場所づくりを行う。 

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 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。 

36 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・養成する。 

37 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。 

38 大衆芸術開拓組合 任意 
絵画や工芸、写真、創作文などの心得のある者を求め

られる時・所へ講師を派遣する。 

39 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促進。子供たちに物づくりの

楽しさ、感動を伝える。 

40 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

震災の被災地でのボランティア活動を行う。 

41 哲学カフェParam（風） 任意 
月１～２回のゲストを招いての講演会と意見交換会の

開催する。 
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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 

42 東京芸術着物協会 法人 
着物の着付け・着付け舞を文化芸術として捉え、地域

や国際交流の行事に参加する。 

43 日本教育総合振興会 法人 
青少年及び一般市民を対象とした総合的学習の支援及

び生涯学習機会の提供を行う。 

44 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。 

45 日本古琴学会 任意 
日本古典音楽、邦楽の研究、古琴の美しい音色を若者

に教える。 

46 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。 

47 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活動を行う。 

48 Ｐａｓｔｅｌ・Ｓｗｉｔｃｈ 法人 

演劇や朗読の定期的な公演、話術演習を通じたコミュ

ニケーション能力の向上、福祉施設での演劇会に関す

る事業を通じた地域の文化および芸術の振興を行う。 

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、勉強会を実施する。 

50 
発達障がい児 余暇活動クラブカラ

フルキッズ 
任意 

発達障がい児同士の親睦、さまざまな経験を通して心

を豊かにする。 

51 パパtoo 任意 

地域に関わる機会が少ないパパが、家族同士で繋がり、

地域で子育てをするきっかけを作るネットワーク作り

を行う。 

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 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。 

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、子育て支援を行う。 

55 ＰＩＥＣＥＳ 法人 

孤立する子どもの伴走支援者育成、行政・市民との連

携によるネットワークづくり、研究機関との協同リサ

ーチを行う。 

56 ベーゴマ普及協会 任意 
ベーゴマを通じて、世代をつなぎ、地域をつなぎ、伝

統文化をつなぐ活動を行う。 

57 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

活動支援を行う。 

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。 
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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 

59 学び塾 任意 
子どもの学習支援。子どもや保護者の学習上の悩みに

共に向き合い、サポートする。 

60 まなびやなかま実行委員会 任意 
困難を抱えた子どもたちに食事と学習を通した支援を

行なう。 

61 ムジカ・フレスカ 法人 
声楽に関する研究・育成・普及・交流。音楽家を志す

若者の活動支援を行う。 

62 彌生プロ 任意 
伝統的な日本舞踊に触れることで真のグロ―バルな日

本人になれるよう尽力し、社会に貢献する。 

63 Yoga mamoon 任意 
出産前後の母親を対象として、母親同士がつながる場

を提供する。 

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

の世界を楽しみ学びあう。 

65 ライジングスター 任意 
バトントワリングや芸術文化に触れながら、世代を超

えた交流の輪を広げる。 

66 
ランニング・クラブ 

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。 

67 
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に

学びや体験の環境を提供する。 

68 リッチシーズン 任意 
演劇を中核とした地域コミュニティの活性化、子ども

の活力を地域に還元する。 

69 朗読ユニットぽらりす 法人 
広く一般市民を対象として、「音」の「ことば」を通

して、日本語の豊かな表現を広める活動を行う。 

【分野】IT/経済活動（９団体） 

【分野】IT/経済活動 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 Adachi Craft IT Community 任意 
地域の課題を、ＩＴ技術を導入することで解決し、区

民の暮らしをより便利で快適にする。 

2 アントレネットあだち 法人 
創業起業の増進に係る場の提供事業、文化芸術活動の

振興に係る場の提供事業等を行う。 

3 ＷＥＬ’Ｓ 法人 
企業就労を目指す障がいのある人の職業準備訓練を行

う。 

4 ＣＷＷ （ｸﾘｴｰﾃｨﾝｸ ・゙ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ・ﾜｰﾙﾄﾞ） 法人 
経営技術と情報化技術のノウハウを踏まえた問題解決

手法の調査研究する。 

5 下町文化ウェディング協議会 任意 
足立区の文化産業を外国人観光客にPRする事業、また

少子高齢化対策としての婚活事業を行う。 
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【分野】IT/経済活動 

№ 団体名 形態 事業内容 

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

他の職業訓練、教育訓練を行う。 

7 なりわいプロジェクト 任意 
区民の働く意欲を向上し、よりよい就業環境の創出に

つながる諸活動を展開する。 

8 ハート・デリ 任意 
スーパーや商店街の撤退により生活に不便をきたして

いる地域の支援と商店街活性化を行う。 

9 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（設計）の

ユニバーサルデザインを行う。 

【分野】国際交流・平和・人権（１３団体） 

【分野】国際交流・平和・人権 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 アジア・レインボー 法人 
ベトナム、カンボジアの戦後の障がいがある児童、孤

児などに対する教育支援を行う。 

2 足立区女性団体連合会 任意 
男女共同参画推進のための啓発活動、更生団体・グル

ープの交流を行う。 

3 あだちママカフェ 任意 
お茶会、体験・ワークショップ、イベントを通じ地域

のママや子供たちにコミュニティの場を提供する。 

4 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。 

5 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

トワーク作りを行う。 

6 おやじの会 任意 
知的障がい者の社会参加促進。正しい理解の普及・啓

発。会員相互の親睦を行う。 

7 クラフト☆マスターズ 任意 

ハンドメイドの得意なお母さん達がモノ作りの大切さ

を子供達に伝えるために、足立区新田を拠点とし、北

区近郊でも定期的なワークショップを開催する。 

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、子育てコミ

ュニティづくり等による地域づくりを行う。 

9 女性を応援するＳＨＩＮＥ 法人 

幼児を持つ勤労女性等、日常生活や職場確保における

援助を必要とする人々に対しての環境づくりと情報提

供を行う。 

10 セカンドハーベスト・ジャパン 法人 

ホームレス、貧困者、高齢者、幼児、災害の被害者な

どに対して、食事の提供及び生活支援に関する事業開

催する。 

11 第二の人生幸縁会 任意 
中国からの帰国者を中心に、講座や体操などを行ない、

生活を円滑にし、交流の機会をつくる。 

12 Ｍ．Ｕ．Ｍ 任意 
東アフリカ諸国の活動を支援。地域（足立区）の環境

問題に取り組む。 

  



資料編－３ ＮＰＯ活動支援センター登録団体一覧 

38 

 

【分野】国際交流・平和・人権 

№ 団体名 形態 事業内容 

13 遺言相続後見ネット 任意 
専門家による「無料相談会」「無料講習会」などの様々

な活動により、問題解決への助言や支援を行う。 

【分野】その他（３団体） 

【分野】その他 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 
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、災害時の支援活動を

行う。 

2 日本防災推進機構 法人 
災害救助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。 

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。 
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