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「ＮＰＯ活動支援事業報告書」について 

この報告書は、令和元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 

令和元年度は登録未更新の団体が新規登録２４団体を上回ったため、総数は微

減となった。その他の法人数は増加傾向にある。 

 

    【登録団体数の推移】 
 

 

年度 ＮＰＯ法人 任意団体 その他法人 総計 

H27 62 114 2 178 

H28 66 112 4 182 

H29 64 117 3 184 

H30 59 120 8 187 

R1 66 109 9 184 

 

＊任意団体 ：法人格を持たない公益活動団体 

その他法人：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】 

 
 

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 

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 

（25.8%） 

11 

（6.0%） 

5 

（2.7%） 

1 

（0.6%） 

182 

(100%) 

H29 
47 

(25.5%) 

69 

(37.5%) 

43 

(23.4%) 

9 

(4.9%) 

13 

(7.1%) 

3 

(1.6%) 

184 

(100%) 

H30 
60 

(32.0%) 

67 

(35.9%) 

35 

(18.7%) 

3 

(1.6%) 

13 

(6.9%) 

9 

(4.9%) 

187 

(100%) 

R1 
71 

(38.6%) 

57 

(30.9%) 

33 

(18%) 

4 

(2.2%) 

10 

(5.4%) 

9 

(4.9%) 

184 

(100%) 
 

＊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、オープンスペース、

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定款改正や広報など団体運営関連、助成金申請、会計処

理等であり、登録団体以外からの相談は主にＮＰＯ法人・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 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 印刷室 パソコン 総利用人数 

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 

R1 6,191 1,015 4,204 560 85 12,055 

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 

H27 307 6 313 

H28 340 7 347 

H29 334 0 334 

H30 371 2 373 

R1 368 0 368 

 
 

（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】 
 

以前より子ども食堂に関心があり、本格的に団体を立ち上げたい。仲間とも立

ち上げへの合意が取れつつあり、なるべく早く活動を開始したいと考えている。 

 

■支援および実現内容 

子ども食堂ハンドブックやＮＰＯ活動支援センターで行っている食材提供に関

する資料、区内で活動する子ども食堂団体について情報提供を行った。実際の活

動を見学したい場合などは、他団体への仲介・紹介ができる旨説明した。初めて

の団体立ち上げであるため、まずは法人ではなく任意団体として活動を開始する

ことを助言した。現在、ＮＰＯ活動支援センターに任意団体として登録し活動し

ている。 

 

【相談事例２】 
 

 

ママ友を中心に子どもカフェや自宅ガレージで、絵画、食育、学習などの支

援・指導をしている。約１年で５０人以上の子どもを指導した実績もできたの

で、より安定した活動を継続していくための組織化や助成金の活用を考えてい

る。 
 

■支援及び実現内容 

ＮＰＯ活動支援センターへの団体登録や「げんき応援事業助成金」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、子どもを対象と

したアート活動を実施している。ＮＰＯフェスティバルへの出展や、「げんき応援

事業助成金」を活用した事業では地域のイベントスペースや商店街と連携するな

ど活動の幅を広げている。 
 

【相談事例３】 
 

介護訪問等の介護事業に取り組んでいるが、人材不足や雇用の困難さがあり、

２年ほど前からＮＰＯ法人の解散を考えている。解散の手続き、残余財産の取り

扱い及び関係官庁への手続きについて相談したい。仮に残余財産が出た場合、足

立区に譲渡することはできるか。 

 

■支援及び実現内容 

解散にあたっては、解散報告書を所轄庁の東京都、事業終了を税務署、登記抹

消を法務局にそれぞれ手続きする必要があることを説明。残余財産については、

特定非営利活動促進法に地方公共団体への譲渡が明示されていることから、足立

区への譲渡は可能であることを伝えた。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ている。 
 

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、実際に活動体験も出来るプログラムで実施した。 

参加者数は６０５名で、そのうち１５７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（年間計画：１９回 実施回数：１７回）】 
 ※新型コロナウイルス感染症対策により２講座中止 

 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
(定員) 

1 平成 31年 4月 23 日（火） 
子ども食堂スタッフ体験 
【講師】いちかポケットの会/東綾瀬子ども食堂/足立活

き活き会/NPO法人スマイル・エイジングパートナー 

20名(20名) 

2 令和元年 5月 18日（土） 
コミュニティビジネス養成講座 ～基礎編～ 
【講師】中小企業診断士 姫野 剛慶 

19名(20名) 

3 令和元年 6月 15日（土） 
コミュニティビジネス養成講座 ～発展編～ 
【講師】中小企業診断士 姫野 剛慶 

12名(15名) 

4 令和元年 7月 23日（火） 
地域が応援！夏休み宿題お助け教室 

「実験 色水マジック」 
【講師】Y-ベース 

10組 22名  

(12組 24名) 

5 令和元年 7月 24日（水） 

地域が応援！夏休み宿題お助け教室 

「社会 なりきりユーチューバー」 
【講師】子育てスタイル研究所 

17組 34名  

(20組 40名) 

6 令和元年 7月 25日（木） 
地域が応援！夏休み宿題お助け教室 

「工作 くるりランチョンマットづくり」 
【講師】クラフト☆マスターズ 

19組 38名  

(20組 40名) 

7 令和元年 7月 26日（金） 
地域が応援！夏休み宿題お助け教室 

「勉強 宿題まとめてサポート」 
【講師】あだち子ども食堂たべるば 

8組 19名  

(20組 40名) 

8 令和元年 8月 4 日（日） 
日本文化体験 すごいぞ！にっぽん 
【講師】和文化継承委員会まほろば 

47組 97名  

(60組 120名) 

9 令和元年 8月 24日（土） 

世界の子どもをとりまく現状から考えよう！

２０３０年までにできること 
【講師】公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ 

ジャパン 川口 真実 

17名(20名) 

10 令和元年 9月 7 日（土） 
外国人の子どもの居場所づくり 
【講師】認定 NPO法人 外国人のための勉強会 

海老名 みさ子 

21名(20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) 

11 令和元年10月 5 日（土） 
コミュニティビジネス養成講座～実践編～ 
【講師】中小企業診断士 姫野 剛慶 

7名(10名) 

12 令和元年11月 9 日（土） 
まちへかかわる第一歩 
ジブンをいかす輪の広げ方 
【講師】非営利型株式会社 Polaris 市川 望美 

16名(25名) 

13 令和元年11月 13日（水） 
子ども食堂スタッフ体験 
【講師】がきんちょファミリー/NPO 法人たんぽぽ会
/東綾瀬子ども食堂/あやせもりのひろば 

8名(20名) 

14 令和元年12月 18日（水） 

♪クリスマスソング♪でリトミック＆英語あ
そび（４部制） 
【講師】 
リトミック：NPO法人リトミック研究センター 

吉岡 真喜子／金谷 千瑛子 
英語あそび：NPO法人こどものくに 

海保 知里／前川 愛奈 

計 89組 182名 

(120組 240名) 

15 令和元年12月 22日（日） 

アートが繋ぐ人とまち 

～東京都美術館×東京藝術大学「とびらプロ

ジェクト」を参考に～ 
【講師】東京藝術大学 美術学部 特任准教授 
    伊藤 達矢 

27名(20名) 

16 令和 2 年 1月 26 日（日） 

人生１００年時代の過ごし方 

～地域と繋がる元気のヒケツ～ 
【講師】東京都健康長寿医療センター研究所 

藤原 佳典 

42名(50名) 

17 令和 2 年 2月 22 日（土） 

リメイク＆シェアでまちづくり 
～新たな価値が吹き込まれたモノが生む 新し
い地域の暮らし～ 
【講師】クリーニングデイ・ジャパン事務局 

森下 詩子 

24名(20名) 

合計 605名(744名) 

 
 
※下記講座は新型コロナウイルス感染症対策により中止 

 講 座 日 
講 座 名 
講 師 名 

定員 

18 令和 2 年 3月 1 日（日） 

あだちをみんなで面白くしよう！ 

【講師】東京藝術大学 美術学部 特任准教授 

伊藤 達矢 

20名 

19 令和 2 年 3月 28 日（土） 

親子でコンピュータープログラミング体験 

（２回制） 
【講師】Code for Adachi 

各回 10組 20名 
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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（年間計画：１２回 実施回数：１１回）】 

※新型コロナウイルス感染症対策により１講座中止 

 実 施 日 
講 座 名 
講 師 名 

参加人数 
（定員） 

1 平成 31年 4月 13日（土） 
ＮＰＯ入門・法人設立講座 

【講師】NPO 活動支援センターコーディネーター 

影山 貴大 

16名(20名) 

2 平成 31年 4月 20日（土） 
資料作成＆プレゼンテーション 

【講師】ファンドレイジング・ラボ 徳永 洋子 
16名(20名) 

3 令和元年 5月 24日（金） 
広報力アップ講座～文章力向上編～ 

【講師】NPO 法人埼玉情報センター秋元 創 
11名(20名) 

4 令和元年 6月 8 日（土） 
広報力アップ講座～ＳＮＳ活用編～ 

【講師】NPO 法人埼玉情報センター 秋元 創 
17名(20名) 

5 令和元年 6月 16日（日） 
広報力アップ講座～人が集まるチラシの作り方編～ 

【講師】NPO 法人男女共同参画おおた 坂田 静香 
16名(20名) 

6 令和元年 6月 29日（土） 
共感を呼ぶ仲間の集め方 

【講師】東京ボランティア・市民活動センター 

    森 玲子 

12名(20名) 

7 令和元年 7月 6 日（土） 
クラウドファンディング講座 
【講師】ファンドレイジング・ラボ 徳永 洋子 

13名(20名) 

8 令和元年 9月 18日（水） 
審査する側が納得する！助成金申請とプレゼンテー
ション 
【講師】ファンドレイジング・ラボ 徳永 洋子 

6名(15名) 

9 令和元年10月 26日(土) 
労務を学んで人を活かす組織運営のポイント 

【講師】特定社会保険労務士 後藤 勝 
12名(15名) 

10 令和元年12月 7日 (土) 

みんなの「やりたい！」を引き出す 

効果的な場のつくり方 

【講師】NPO 活動支援センターコーディネーター 

影山 貴大 

11名(15名) 

11 令和 2 年 2月 1日 (土) 

初心者の方必見！日々のお金の記録と管理 

入門講座 

【講師】東京ボランティア・市民活動センター 
    森 玲子 

6名(15名) 

合計 136名(200名) 

 

 

 

 

 



１ ＮＰＯ活動支援センター事業 

10 

 

 

（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。令和元年度は、①区内の課題解決、②団

体の課題解決、③ＮＰＯの課題解決、④団体間の交流・連携の４点を目的に開催し

た。団体間の情報交換・共有だけでなく、関係機関や若者との新たな連携・協力関

係が生まれた。 
 

  【登録団体との意見交流会一覧（年間計画：８回 実施回数：８回）】 
 

 実 施 日 名   称 参加団体・人数 

1 令和元年 5月 11日(土) お悩み共有 解決のヒントを探る 2団体・2名 

2 令和元年 6月 26日(水) あだち協働パートナーサイトについて考える 
1団体・1名 

個人・2名 

3 令和元年 7月 30日(火) ＳＳＷを交えて地域の子どもを考えよう 11団体・16名 

4 令和元年8月 31 日(土) 若者がまちで活躍できる場を探そう 

8団体・8名 

個人・7名 

学生・5名 

5 令和元年 9月 25日(水) 外国人の子どもの居場所＠あだち 
6団体・6名 

個人・2名 

6 令和元年11月 2 日(土) あだちＮＰＯフェスティバル 2019振り返り会 22団体・23名 

7 令和元年12月 18日(水) プレシニアが参加したくなる活動のＰＲ術 10団体・13名 

8 令和 2年  2月  8日(土) 
「足立区公益活動げんき応援事業助成金」 

採択事例発表と活用 
5団体・10名 

 

  

※下記講座は新型コロナウイルス感染症対策により中止  

 講 座 日 
講 座 名 
講 師 名 

定員 

12 令和 2 年 3月 14 (土) 
審査する側が納得する！助成金申請書の書き方 

【講師】ファンドレイザー 堤 大介 
15名 
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（７）「あだちＮＰＯフェスティバル２０１９」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。令和元年度は『あそぼう！ま

なぼう！体験 体感 あだちライフ』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。 

 
 ◇ フ ェ ス テ ィ バ ル の 様 子 ◇ 

 

 

１階アトリウム 

 

１階企業ブース 

 

２階企業ブース 

 

庁舎ホールステージ発表 

 

屋内ブース（組み立て式 

鉄道模型「ブリッジャー」体験） 

 

１階アトリウム 

(エンディングイベント) 

 
ア 日  時：令和元年１０月１９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８６団体） 

【ＮＰＯ団体７６団体、ＣＳＲ企業９団体、 

足立区社会福祉協議会】 
 
エ 周知方法：あだち広報、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３,０００名（昨年度３,２００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 
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（８） イベント出展等について 

平成３０年度から、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ている。その他、区内イベントへの出

展も行い、ＮＰＯ活動の周知強化に努めている。 

 
 

ア 舎人公園千本桜まつり２０１９ 
 

（ア）日  時：平成３１年４月６日（土）１０時～１６時 

４月７日（日）１０時～１６時 

（イ）場  所：都立舎人公園 

（ウ）出展団体：４団体 

（４月６日：和文化継承委員会まほろば／パークエンジェルの会） 

（４月７日：大衆芸術開拓組合／Ａ－ステップ） 

（エ）来 場 者：４月６日（土）  ８２０名 

        ４月７日（日）１，１２０名 

（オ）内  容：・ 和小物、着物の販売      ・ 華道ワークショップ 

・ 材木、新聞紙を使った自由工作 ・ 革のネームタグ作り 

・ 怪獣人形の展示、記念撮影   ・ ストラップキット販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ Ａ－フェスタ２０１９  ※台風１９号の影響により中止 

（ア）日  時：令和元年１０月１２日（土）１０時４０分～１６時 

１０月１３日（日）１０時～１６時 

（イ）場  所：荒川河川敷 虹の広場 

 

  ウ ＮＰＯ春まつり２０２０ ※新型コロナウイルス感染症対策により中止 

（ア）日  時：令和２年３月７日（土）１０時～１６時 

（イ）場  所：足立区ＮＰＯ活動支援センター 
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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年度に区内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２６号 令和元年 ６月２５日 ６，０００部 

第２７号 令和元年１１月 ５日 ６，０００部 

第２８号 令和元年１２月２０日 ６，０００部 

第２９号 令和２年 ４月１５日 ６，０００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「ＮＰ

Ｏ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（平成 22年 7月サービス開始）】 

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

ＩＤ付与数 ７１ ８０ ８９ １２１ １２１ 

 

エ メールマガジンの配信 

月１回のペースで配信。令和元度末の登録者は７０６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、センター主催事業など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。 

http://adachi-kyodo.genki365.net/
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（１０）物品・食品支援について 

    足立区ＮＰＯ活動支援センターでは、区民の方や企業等から提供を受けた物品・

食品の一時保管、配付を希望する登録団体へのマッチング、受け渡しを行ってい

る。主に子ども食堂など、食の提供事業を行うＮＰＯ活動団体へ提供し、約１５の

センター登録団体が活用している。 

 

  【食品提供一覧】 

食品提供元 主な提供食品 提供数（年間） 
提供団体数 

(重複あり) 

青森県農家 ・ りんご ２７６個 ８団体 

阿久津ブロイラー株式会社 ・ 鶏むね肉 
６０キロ 

(２キロ×３０袋) 
１２団体 

 

有限会社浅野商店 

・ 冷凍食品 

・ 加工用食品 

・ 調味料 

・ 菓子類   他 

 

２８０個 

 

１２団体 

津軽みらい農業協同組合 ・ 津軽みらい米 
４００キロ 

(５キロ×８０袋) 
１５団体 

東京中央ロータリークラブ ・ ハムセット ９個 ９団体 

株式会社農友 ・ いろは米 
３６０キロ 

(５キロ×７２袋) 
１５団体 

株式会社ハリカエ 
・ 鶏もも肉 

・ 鶏むね肉 

５７２キロ 

(２キロ×２８６袋) 
１７団体 

 

フードドライブ 

(未利用食品の回収) 

・ インスタント食品 

・ 缶詰 

・ 菓子類 

・ 調味料 

・ 飲料    他 

 

８０８個 

 

１１団体 

株式会社 

ベストフードカンパニー 
・ 里芋 ３０キロ ４団体 
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（１１）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 
 

  ア 事業の評価 

・ 皆援隊講座では、アートを活用したまちづくりなど、身近な関心事をテーマ

に設定した講座を複数回実施したことにより定員以上の申し込みがあり、講

座参加者数が４４名増加した。 
 

・ 関係機関や区内外の大学と連携した講座や意見交流会を開催したことで、新

たな交流の機会と輪が広がり、団体とのマッチングを進めることができた。 

  イ 今後の方向性 

・ 今後はニーズを把握し効果的に地域活動の担い手を発掘するため、アクセス

の良い地域学習センターなどの区内施設を会場とするアウトリーチ講座を進

めていく。 

・ イベント出展時の出張相談や団体活動場所への出前相談等を実施し、相談機

能の拡充を図っていく。 

・ 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、情報紙の内容充実、ＳＮＳの活用、協働パートナーサイトの改修等、情

報発信の強化に努めていく。 

◇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） 
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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。 

 

（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 

協働・協創パートナー基金 

寄附金実績 

 足立区公益活動げんき応援事業 

コース別事業実績（申請数） 

年度 金額  年度 げんき応援 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 助成金額 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

H26 

H27 

H28 

H29 

H30 

R1 

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 

2,725,963円 

 

 

活用 

 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

H26 

H27 

H28 

H29 

H30 

R1 

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) 

34件(41) 

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) 

3件(8) 

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 

4,334,000 

実績 46,619,661円  実績 216件(265) 42件(73) 34,881,000 
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（２）令和元年度 公益活動げんき応援事業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（助成件数：３４件） 
 
【子ども食堂（２件）】 

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 

子どもや保護者及び地域の方々を対象に月に 1～２回子ども食堂を

開催するとともに、退職した教員や学生の協力を得て学びや遊びの

場所についても提供する。また、保護者や地域の方々の協力を得て、

地域で子どもを支えるネットワークを築く。 

197,000 100,000 

いちかポケ

ットの会 

こども食堂「いちか」～活動３年目への参加児童の拡

大事業～ 

鹿浜地区において、平成 29 年 2 月よりこども食堂を押皿谷住区セ

ンター、特別養護老人ホームで月２回程度開催している。「食」

「子どもの居場所」の提供を通じて、地域の大人と子どもの繋が

りや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」が心配される夏休み期間に重点を置き、解決すべき重要

課題として積極的に取り組む。 

185,000 100,000 

 

【子どもの居場所（１１件）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

千住プレイ

ス 

『千住プレイス』…子どもの居場所づくり 

不登校の子どもは増加傾向にあり、引きこもり等の長期化を防ぐ

ための支援が課題となっている。問題を抱えている子どもを対象

に、ゲームや手芸など居場所での活動（人間関係）を通し他者と

の関わりを肯定的に捉え、学校や地域社会に適応できる力を育め

るようにする。多様な問題に直面している子どもや保護者の社会

的なつながりの場としての居場所を作り、ゲートキーパー的な役

割を担っていく。 

128,000 98,000 

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、行燈まつりでの近

隣幼稚園児の絵の展覧や親子食堂、スポーツ吹き矢、餅つき等の

イベントを実施する。他団体や関係機関とも連携して交流の場を

提供することで地域の繋がりと絆を深め、孤立ゼロと安全・安心

なまちづくりに寄与する。 

130,000 100,000 

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、親子が安全に外

出して遊べる場が少ない。乳幼児期の親子が安心して過ごせる

場、子どもが身体を動かしてのびのびと遊べる場を定期的に開催

する。孤立した子育ての解消を図るとともに地域の方との繋がり

がもてる取り組みを行うことで世代間の理解を深める。 

143,000 100,000 
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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２ 
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

い。食について学べる機会や自然や工作等の体験、講演会等の学

べる機会も少ない。みんなで作るイベントを開催し、世代を超え

た地域の交流、仲間づくりのよりよいきっかけを作っていく。特

に食について重点を置いて取り組みを行っていく。 

118,000 100,000 

パークエン

ジェルの会 

子どもを見守る そだちの「い・ろ・は」 

子どもたちがのびのびと過ごせる遊び場やこどもの発達・行動に

ついて学ぶ場・共有できる場が少ない。子育ての不安の軽減と孤

育ての脱却を図るために具体的な事例・体験的なワークショッ

プ、見学研修会、交流会を実施する。子どもの育ちを安心して見

守ることができる環境を築いていく。 

160,000 100,000 

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 

地域のつながりが希薄になっているため、子育て情報の共有する

機会の減少、核家族の孤立、子どもたちの居場所の減少が地域課

題となっている。夏祭りの開催を通して、「地域コミュニティでの

子育て」を実現し、子育て中の家庭、子どもたちの活動を応援、

サポートしていく。祭りに参加した子どもたちが、地元に貢献し

活躍する大人となることを目指す。 

350,000 100,000 

「こどもが作る未来のまち～みらまち～」の開催 

子ども達には自ら気づき、行動し、作り上げていく力が求められ

ている。子ども達が発案し、作り上げた仕事を運営する「みらま

ち」を開催することで、住んでいるまちについて考え、考えたこ

とを実践して行動する力・くじけない力を身につける。大人は子

どもと一緒に学び、地域の繋がりを深めることができる。企業と

地域との繋がりも深め、地域活性化の契機としていく。 

195,000 100,000 

足立区女性

団体連合会 

こども夢プロジェクト 

区内には経済的に恵まれない子どもが多く、様々な体験の機会が

少ないように感じる。子どもの体験を豊かにするため、会員の技

能・経験を生かした各種講座・教室を開催し、子どもの貧困対策

にも寄与したい。会員を中心に高校生、大学生のボランティアで

実施し、多世代交流を図っていく。 

150,000 100,000 

NPO法人 

ベーゴマ 

普及協会 

ベーゴマを使用した居場所づくり事業 

子どもたちには遊び場所が少なく、児童館・学童も不足してい

る。一方、公園が使用・活用されていない。また、地域住民との

交流が少ない。ベーゴマを通じて、高齢者・子ども等の居場所づ

くりに協力したい。区が進める地域の高齢者の居場所づくりや子

どもの居場所づくりと連携・協力していく。 

129,000 100,000 
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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） 

NPO法人 

アフォール 

にしいこうこどもひろば 継続運営と参加者倍増の基盤
づくり 

共働きやひとり親世帯などが増え、子育て世帯の孤立化や子ども

の多様な体験の格差が広がっている。子どもが多様な関係の中で

非認知能力を高めるため、逆境を乗り越えられる力をつけられる

環境を地域に作ることが求められている。本事業は活動開始から

３年経過し実施基盤は整備されてきたが、子どもが成長するにつ

れ活動から離れる特徴があるため、支援者等を増やし安定的に運

営する体制を築く。 

136,000 94,000 

一般社団法

人あだち子

ども支援ネ

ット 

あだち子ども未来応援円卓会議２０１９ 

あだち子ども支援ネットは、こども・若者・家族・家庭に関わる

環境課題全般の講演会や関係団体の連携・交流の場を設定してい

る。「あだち子ども未来応援円卓会議」では、語りにくい現代社会

の家庭・家族について、課題に取り組む支援者が語り合う。その

記録を報告書としてとりまとめ、区内小・中学校へ配布し子ども

たちの現状を伝える。 

145,000 100,000 

 

【学習支援（４件）】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

スマイル・

メイツ 

障がい児（者）のダンス発表と見学体験会の開催 
障がいのある子どもの放課後の行き場は学齢期のみに限られ、卒

後の居場所が少なく、親同士の交流もほとんどない。親同士の交

流を重視し、情報交換や子どもたちの将来を共に考え学ぶ場とし

て勉強会を実施している。社会参加に繋がる地域のイベントへの

参加やダンス発表会の開催などにより、子どもの自己肯定感を高

めていく。 

514,000 100,000 

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 

2020年度から小学校でのプログラミング教育の必修化がスタート

する。有料の塾などが出始め、収入の格差が学びの格差を広げる

懸念がある。プログラミングスキルを持つ人材を活用した「無償

プログラミング教室」を開催することで、子どもたちの問題解決

能力やプログラミングスキルを身につけられるようにする。 

100,000 67,000 

NPO法人 

アンドスプ

ーン 

お花で右脳活性！想像力や応用力を身につける脳力＆

能力『こども花育教室事業』 

当団体のメルマガアンケート結果等から子どもの特性や能力を伸

ばしていける環境や楽しみながら身につく場を求めていることが

わかった。脳と心の発達を促すことから幼児教育や情操教育等に

も取り入れられている「花育」を事業として実施する。子どもた

ちが想像力や能力を発揮する機会を提供することで、自発的能

力、コミュニケーション能力、社会性を育んでいく。 

200,000 100,000 
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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」の普及 

お金の使い方は将来の自立に向け大切な生活スキルであるが、知

的障がいや発達障がいのある子は正しくお金を使うことに課題が

多く、子育てに悩む親も多い。昨年度作成した障がいのある子ど

も向けの適切なお金の使い方を体験できる「お小遣いゲーム」を

継続実施するとともに保護者向けのミニセミナーも開催する。ま

た、ペアレントメンターの活用の情報提供などを行い、子育てを

支援していく。 

121,000 26,000 

 

【その他（１７件）】 

団体名 
事業名 

事業内容 
事業総額 
(円） 

交付額 
(円） 

しかはま 

自然観察会 

のらえもん 

子どもの仲間づくりと情緒性・自主性を育てる 

―四季の多様な自然活動を通して― 

子どもたちには学校間の壁を越えてお互いを高めあい、交流でき

る場・機会が必要である。また、親と子が多様な自然活動に共に

参加することで共有体験が増え、家庭内の絆が深まることが期待

できる。今年度は、キャンプ活動のほか、室内活動（篆刻・しめ

縄づくり等）にも取組み、活動の充実と会員の増加を図ってい

く。 

220,000 50,000 

ニャンコ

TNRの会 

第二期 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、地域環境の悪化や住民間のトラ

ブルが依然として生じている。ノラ猫のＴＮＲ（不妊去勢手術）

を実施してきたが保護器の数が少なく、まだＴＮＲの必要な猫が

たくさんいる。保護器を多く貸出することで、ＴＮＲ件数の増加

を図り、ノラ猫によるトラブルを軽減し、地域環境を改善してい

く。 

100,000 99,000 

ノラ猫の譲渡促進事業（ケージ及びビブスの整備） 

足立区内はノラ猫が非常に多く、地域環境の悪化や住民間のトラ

ブルが依然として生じている。ノラ猫のＴＮＲ（不妊去勢手術）

を実施後に、譲渡を実施しノラ猫問題の軽減に取り組んでいる。

今後は、譲渡数を増やすとともに、地域ネコ活動支援について普

及啓発を強化し、地域環境の改善を図る。 

101,000 100,000 

“がきんち

ょ”ファミ

リー 

ほつかハートプロジェクト 

2017年度より保塚地域を中心に“やさしいまちづくり”をコンセ

プトとした「地域井戸端会議」及び「こども地域包括情報交換

会」等の様々な活動を行ってきた。これらの活動を包含する『ほ

つかハートプロジェクト』として、地域での町会自治会とは別の

拠点づくり、人にやさしい孤立させないつながりづくり、世代間

交流・多世代交流等の可能な出会いの場づくりを行っていく。 

70,000 70,000 
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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） 

NPO綾瀬わ

んわんサポ

ーター 

防災の為の飼い犬の訓練と地域の人や犬の交流事業 

首都直下型地震などの災害時に備えて、日頃から地域の犬の防災を

目的とした訓練を実施し、住民同士、犬同士の交友を深め相互扶助

に役立てる。また、昨年に引き続き、犬をつれての公園内の清掃活

動やしつけ教室の開催に取り組み、飼い主のモラルや犬の社会性の

向上、公園内の秩序が保たれるよう活動を行っていく。 

114,000 100,000 

子育てカフ

ェ eatoco 

ナナシノ商店街～個人店を結ぶローカルバッグプロジ

ェクト～ 

大型ショッピングセンターやチェーン店などに押され、個人商店の

経営が厳しい状況にある。そこで、各個人商店から出る廃材を活用

した買物バッグの開発・製造・販売を通して、顧客が個人商店で買

い物する楽しさの創出や商店への応援、環境保護に寄与するしくみ

をつくる。ＳＮＳサイトの開設などにより他エリアからの顧客流入

も期待できるような話題を提供し、地元経済を活性化することを目

的とする。 

162,000 100,000 

Ｄ－アドー

ル 

思春期・青年・成人期のダウン症に関わる情報共有・伝

達事業 

区内の障がい児（ダウン症）の保護者は、小さい頃は保健センター

や療育施設で様々な情報を得ることができるが、卒園後は、個人の

意識等により情報差が生じている。また、新しい情報を取り入れる

には個人の力では限界がある。卒園後の情報収集と悩みを共有する

場をつくり、保護者が子どもの将来に対して抱く不安を軽減する。 

120,000 36,000 

NPO法人 

スマイル・

エイジング

パートナー 

地域高齢者の介護予防事業「脳の健康教室」 

当団体は介護事業者であるが、通常の事業とは別に健康な高齢者を

対象に「要介護」「要支援」になるのを予防することに力を入れ、

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう「脳の健康教

室」を実施する。介護予防の必要性の周知とサポーターの増加や地

域交流の活性化を図る。 

627,000 100,000 

地域食堂「ちびっこどんぶりの日」 

地域では顔の見える関係が薄れ、子どもから高齢者が気軽に声かけ

できる機会も少なくなってきている。そのため、子どもから高齢者

が安心して過ごせる居場所として地域食堂等を開催する。人と人と

の繋がりにより、子どもたちを元気に、地域の方々の安心した生活

を支えることに貢献していく。 

170,000 100,000 

ＡＤＩＳＣ 

(アディス

ク) 

知的障がい者（児）運動支援事業 

障がい者は運動する機会と場が少ない状況にあり、特に義務教育終

了後は激減し、肥満やコミュニケーション不足等の弊害が生じてい

る。サッカーを通して定期的に運動することで心身ともに健康促進

を図ることや親同士の繋がりを深めていく。また、健常者と障がい

者のバリアのない関係を構築していく。 

100,000 57,000 
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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） 

NPO法人 

アンドスプ

ーン 

親子のふれあいや、ママ同士が繋がり学びの場となる会

や教室事業 

核家族が多く、孤立育児が増えており、地域と関わる機会が必要と

感じている。過去の親子のイベント開催等を通じて、ママが情報共

有や体験の場、繋がりを求めていることが明らかになっている。孤

立しがちなママがリフレッシュできる、子どもと安心していられる

場を増やすとともに、起業ママのスキルアップや専業主婦のお仕事

体験の場として居場所づくりを行っていく。 

420,000 100,000 

NPO法人 

石綿被害者

支援の会 

石綿被害者支援のための「学習相談事業」 

区内には石綿製造企業等が多く、石綿被害を受ける労働者が多い。

被害者の労災保障などの生活支援が必要だが相談する機関が少な

い。石綿被害者の生活支援のため、石綿健康被害についての啓発、

相談事業を展開し、石綿被害者の生活・福祉増進につなげていく。 

118,000 54,000 

一般社団法

人ねっとワ

ーキング 

学校不適応と不登校の対応を考える講演会 

学校不適応や不登校は身近な問題で、早期に適切な支援が受けられ

ることが大切である。困っている本人の特性や思い、不自由をくみ

とる手法を学ぶ必要がある。応用行動分析学に基づき早期対応プロ

グラムなどの開発を手掛けた有識者が、保護者・支援者・学校等が

学びを共有できる場を提供する。関係者がそれぞれの環境での役割

を確認し、要支援者を取り囲む課題を共有する。 

157,000 100,000 

あだちＴＳ

ネット 

あだちＴＳネット ３周年記念講演会 

地域でトラブルに巻き込まれたり、トラブルを起こしてしまう脳機

能や精神機能に障がいを抱えている人を地域のネットワークで支

え、障がいの有無にかかわらず誰もが地域で安心して暮らせる仕組

みづくりと権利擁護を目指す。地域で暮らしていく中で起こる様々

なトラブルについての対応や解決のヒントを学ぶため、専門家を招

いたパネルディスカッションを行い、多くの区民等に周知啓発す

る。 

147,000 100,000 

Fletcher 

足立区主産野菜の小松菜を使用したこどもへの「食

育」促進事業 

出荷時における間引き小松菜を活用し、小松菜の認知度向上と子ど

もの野菜に対する苦手意識の改善など食育の促進を図る。子ども食

堂と提携し、子どもと一緒に小松菜のお菓子を作り、小松菜の生産

環境や生産者の想いを子どもに伝える。事業の恒常化を図るため、

区内賛同者を増やし、子ども食堂へ無償提供していく。 

130,000 38,000 
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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） 

NPO法人 

なりわいプ

ロジェクト 

農業体験を通した障がい者・引きこもり者の社会自立・

就労支援 

足立区には就業に課題のある若年層が多く潜在している。社会的引

きこもり状態にある人たちは約 6,500 人いるとされており、農業を

はじめとした戸外で社会に関わる機会が失われている。就業に課題

のある方々が、自分の力を自覚し、自信を持つことができるよう、

社会参画や就業につながる有効な手段として農業体験の機会を提

供する。 

149,000 100,000 

やわらかア

ートアカデ

ミー 

子供の心を豊かにするアート活動「ビシャバシャアー

ト」 

子どもたちの遊びがデジタル化し、五感を使ってアナログに感覚、

感性を育成する場が減っている。感性を鍛えるにはアートが最適で

あり、子どもが自分の好きなように絵を描ける表現の自由の場とし

て「ビシャバシャアート」の場を提供する。地域のイベントスペー

ス、子育てカフェ、商店街と連携して地域の中にアート活動できる

場を作り、アート活動により親子の絆を深め、心豊かな子どもを育

成していく。 

90,000 51,000 

げんき応援コースの合計 6,096,000 2,940,000 

 

 

 

 

イ ステップアップコース助成（助成件数：３件） 
 
【子ども食堂（１件）】 

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」 
家庭の経済状況や保護者の就労等の事情により孤食になる子ども

が多い。このため、ニーズのある子どもと家族に対して食事と居

場所の提供や学習支援を行なうことで、経済的な支援とともに社

会との繋がりが提供できている。今後も地域の民生・児童委員と

の連携により、子どもと家族の支援のための取組みとネットワー

クを更に強化し、子どもへの支援を行っていく。 

901,000 546,000 
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【学習支援（１件）】 

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 2019 

2030 年の社会のために学ぼう！やってみよう！PART2 
子どもたちは総じて自ら学ぶ姿勢と自己肯定感の低下、コミュニ

ティ意識の欠如が課題であり、加えて貧困やひとり親というリス

クを背負った子どもたちには学び・体験機会が乏しいという課題

がある。子どもたちが自らシンポジウムを企画・運営し、学ぶ楽

しさや体験の機会を得ることで自己肯定感の向上と学習へのモチ

ベーションを高めていく。また、貧困の連鎖のリスクが減少する

効果が見込める。 

705,000 248,000 

 
【その他（１件）】 

団体名 
事業名 

事業内容 

事業総額 

(円） 

交付額 

(円） 

NPO法人 

あだち音楽

文化指導者

の会 

生演奏で子どもや大人の心を豊かにする事業 

足立区の子ども達は五感を使って音楽を楽しみ、心が豊かになる

「生演奏」に触れる機会が少ない。「生演奏」を通じて子ども達

の心を育て、足立区の全ての人に音楽文化を普及させていく。小

学生から社会人までの音楽コンクールを実施し、「聴く」「歌

う」「演奏に参加する」で五感を使い、音楽を体感する「みんな

ｄｅ演奏会」を保育所等の施設で開催していく。 

1,593,000 600,000 

ステップアップコースの合計 3,199,000 1,394,000 

 
 
 
 
（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 

  ア 事業の評価 

・ 助成金の説明会を複数回開催し周知を図ったことで、全採択団体の約４割が新

規の団体となる等、採択件数が昨年度と比較し増加した。採択事業は、子ども

食堂や子どもの居場所、福祉、教育、環境など、幅広く地域の課題に取り組む

活動となっている。 

  イ 今後の方向性 

・ 助成金に関する説明会の開催やあだち広報、ＮＰＯ団体への機関紙、メールマ

ガジンなどを活用した情報発信を強化し、助成金制度の周知に努める。また、

助成金の利便性向上を図るため、制度の更なる見直しを行っていく。 
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【資 料 編】 

 

 

１ ＮＰＯ法人認証の推移            （令和元年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 

R1 51,269 9,286 190 182 

（「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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全国のＮＰＯ法人数 

 
 

東京都のＮＰＯ法人数 
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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） 

（令和元年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 104 

2 社会教育の推進を図る活動 100 

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 65 

7 環境の保全を図る活動 30 

8 災害救援活動 12 

9 地域安全活動 18 

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 37 

11 国際協力の活動 36 

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 22 

13 子どもの健全育成を図る活動 95 

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 6 

16 経済活動の活性化を図る活動 27 

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 45 

18 消費者の保護を図る活動 10 

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 
125 

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 190 

＊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（令和元年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】福祉・健康・子育て（７１団体）  

№ 団体名 形態 事業内容 

1 足立区更生保護女性会 任意 
青少年の非行防止と立ち直りを支援。施設の慰問や研

修を行う。 

2 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。 

3 足立区民の世代を繋げる会 任意 
地域食堂等を開催することで、乳幼児から高齢者まで

世代を超えて関われる場の提供を行う。 

4 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。 

5 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。 

6 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。 

7 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。 

8 あだちセブン会 任意 
地域交流を目的にサロンを運営。交流による生きがい

探しを行う。 

9 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。 

10 あだちＴＳネット 任意 
障がいのある人の権利擁護および生きやすい地域をつ

くるため、相談や講演会を行う。 

11 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。 

 

 

≪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 
「健康無関心層を減らす」をスローガンに生活習慣病

対策を推進するため、勉強会、イベント、相談を行う。 

13 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。 

14 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。 

15 アルテミスＴＯＫＹＯ 法人 
女性が豊かな人生を送るための出会いの場の提供や、

女性の社会進出促進のための情報提供・支援を行う。 

16 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。 

17 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。 

18 石綿被害者支援の会 法人 石綿による被害者の労災申請等、支援を行う。 

19 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。 

20 
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。 

21 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。 

22 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

適切な保健医療サービスや福祉サービスの情報提供を

行う。 

23 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。 

24 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。 

25 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。 

26 くまハウス 法人 
認知症高齢者に対して、介護に関する事業および介護

保険に関する事業、地域向け事業を行う。 

27 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。 

28 コーチングバリュー協会 その他 

社会と教育の発展に寄与することを目的とし、子ども

から高齢者を対象にコーディネーション運動指導を行

う。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

29 
国際ビフレンダーズ東京自殺防止

センター 
法人 

自殺防止を図ることを目的とし、年中無休で夜間の電

話相談を行う。 

30 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。 

31 子ども食堂 ちゅーりっぷ 任意 
子どもの孤食を減らし、子どもやその保護者が安心で

きる居場所づくりのため子ども食堂を実施する。 

32 子ども食堂 ポッポたつの子 任意 
子どもの食育や自己肯定感を高めることを目的とし、

食事・音楽の提供を通して交流を図る。 

33 サザンさわやか倶楽部 任意 

団塊世代の生きがい・仲間づくりに寄与することを目

的とし、スポーツ吹き矢、ウォーキングを通して交流

を図る。 

34 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。 

35 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。 

36 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、福祉の向上の増進に寄与する。 

37 
出張キッズスペース ｍａｍａｔ

ｏ 
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。 

38 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とする。 

39 
スペシャルニーズグループ 

ハレオリオリ 
任意 

障がい児（者）が余暇活動を通して達成感や人の役に

立つ喜びを感じられるよう、フラダンスレッスンを実

施する。 

40 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。 

41 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。 

42 千住プレイス 任意 
家庭や学校などの環境に問題を抱えている子どもに対

して、居場所の提供や過ごしやすい環境づくりを行う。 

43 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。 

44 つながるサポート 法人 
高齢者（認知症含む）が安全で健康に暮らせるように、

健康体操や講座等を実施しサポートする。 

45 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。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

46 Ｄ－アドール 任意 
ダウン症の子どもを持つ保護者間の情報交換、交流の

場の提供を行う。 

47 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。 

48 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。 

49 日本健身文化交流協会 法人 

健康増進およ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。 

50 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。 

51 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。 

52 
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。 

53 発達障害相互支援ネットワーク 任意 
発達障がい当事者および関係者の居場所づくり、情報

交換、知識の普及を行う。 

54 はっぴ＆麦わら帽子 任意 
高齢者の記憶力の維持・改善を図るため、レクリエー

ション（脳トレ、手遊び等）を高齢者施設で開催する。 

55 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。 

56 ＮＰＯはなみずき 法人 
介護保険およ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。 

57 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。 

58 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。 

59 ファミリーサポート十人十色 任意 

社会から孤立しがちな母親が身近な仲間・育児の専門

家と繋がれるコミュニティの運営や、家計、社会保障

に関する相談を行う。 

60 フォーエバーヘルスネットワーク 任意 
親子、子ども、シニアを対象にした運動、体操を行う

ことで健康面のサポートをする。 

61 
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。 
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【分野】福祉・健康・子育て 

№ 団体名 形態 事業内容 

62 ｐｒｅｓｅｎｔｓ 法人 
住民の健康増進を目的とし、子どもを中心とした体操

教室や食育講演などを行う。 

63 
ヘルスケアサポート 

N Rehabilitation Labo 
任意 

区民の健康を増進するため、子ども姿勢改善教室等の

開催や慢性的な痛みの対処法の知識の提供を行う。 

64 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図

る。 

65 ほしかぜ 任意 
地域活性化を目的に、地域の子どもたちが様々なパフ

ォーマンスを学び、イベントでの発表を行う。 

66 ぽぽらーと 法人 
障がい者（児）の介助や生活支援、保健・医療・福祉

の増進を図る活動を行う。 

67 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。 

68 
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。 

69 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。 

70 
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。 

71 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】教育・文化・芸術・スポーツ（５７団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 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。 

2 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。 

3 あだち音楽文化指導者の会 法人 
地域の音楽・文化の振興を図るため、音楽コンクール

や学校、企業での演奏会等を行う。 

4 
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。 

5 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。 
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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 

6 足立区合唱連盟 任意 
合唱祭の開催。合唱の普及発展と、区内で活動する合

唱団体の相互交流を図る。 

7 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。 

8 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。 

9 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。 

10 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。 

11 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。 

12 足立ひきこもり家族会 任意 
不登校、引きこもりなど精神疾患を抱える子どもを持

つ家族が集える場の提供を行う。 

13 
足立フレンドリーマラソン実行委員

会 
任意 

マラソン大会の企画、運営やランニングの普及、健康

増進活動を行う。 

14 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図ることを目的

とする。 

15 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。 

16 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。 

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を行う。 

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

習等のサポートや、子ども食堂「いちか」を運営する。 

19 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。 

20 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

や交流会を開催する。 

21 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。 

22 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 

23 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。 

24 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。 

25 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。 

26 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、健康まつり等を開催する。 

27 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。 

28 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。 

29 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。 

30 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。 

31 ソノ・エデュケーション 法人 
学校におけるキャリア教育の充実を目的とし、学校で

の講演会や生徒への職業体験、就労支援を行う。 

32 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。 

33 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。 

34 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。 

35 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。 

36 東京スケッチ会 任意 芸術活動への振興を目的に、スケッチ作品を作成する。 

37 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。 

38 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。 

39 日本ライフナビゲーター協会 法人 
人間教育を行うことでライフナビゲートの普及啓発を

促進する。 

40 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。 
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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 

41 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。 

42 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。 

43 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。 

44 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。 

45 ふるさと学舎 法人 
文化芸術およびスポーツ等の振興を目的とし、高齢者

施設での文化活動等を行う。 

46 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。 

47 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。 

48 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。 

49 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。 

50 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。 

51 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。 

52 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。 

53 やわらかアートアカデミー 任意 
五感を使って絵を描くアートレッスンや作品の展覧会

を開催することで、芸術に触れる機会の提供を行う。 

54 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。 

55 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。 

56 朗読ユニットぽらりす 法人 
「音」と「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。 

57 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】まちづくり・環境（３３団体） 

№ 団体名 形態 事業内容 

1 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。 

2 
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。 

3 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。 

4 足立パドラーズ 任意 
綾瀬川、毛長川、花畑川の美化活動（ゴミ拾い）やカ

ヌー教室を開催する。 

5 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。 

6 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。 

7 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。 

8 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。 

9 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。 

10 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。 

11 ＮＰＯ綾瀬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や、犬を通じた

住民の世代を超えた交流を行う。 

12 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。 

13 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。 

14 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。 

15 “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。 

16 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。 

17 クラフト☆マスターズ 任意 

子どもたち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できる場をつくり、孤

立を解消する。 

18 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。 
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【分野】まちづくり・環境 

№ 団体名 形態 事業内容 

19 
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。 

20 
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

ア世代の集まる場所をつくる。 

21 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。 

22 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。 

23 
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。 

24 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、地域の人と人の絆をつなげる。 

25 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。 

26 ナナシノ商店街 任意 

商店から出る廃材を活用した買い物バッグの開発・製

造・販売や、商店と顧客を繋げるイベントの開催を行

う。 

27 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。 

28 なりわいプロジェクト 法人 
働き方、生き方の活性化を目的とし、キャリアに関す

る情報発信や支援を行う。 

29 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。 

30 ひまわり運動の会 法人 
環境保護啓発事業や健康推進のための健康セミナーを

行う。 

31 ベーゴマ普及協会 法人 
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。 

32 保護ＰＥＴＳ Ｄｏｇ＆Ｃａｔ 任意 保護動物の里親探しを行う。 

33 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】IT/経済活動（４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 ～豊かな人生CREATE～ akari’s家 任意 
働き方改革の提案やハンドメイド雑貨の販売、子ども

向けワークショップを行う。 

4 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（１０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 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。 

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 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。 

7 日中経済技術促進会 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。 

8 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。 

9 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。 

10 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。 
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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 綾瀬学園綾瀬生涯センター 法人 障がい者（児）に対して通所治療教育を行う。 

4 えがお その他 
相続、遺言、成年後見等に関する無料相談会を実施す

る。 

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。 
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