
 

ボランタリー活動補助金  ─  たのしい子どもの科学・暮らしの教室 ─

子どもの科学教室での一コマ 
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ボランタリー活動補助金  ─  たのしい子どもの科学・暮らしの教室 ─

 

[事 業 名] たのしい子どもの科学・暮らしの教室 

[実施主体] 団体名：特定非営利活動法人 かながわ子ども教室    設 立：平成16年8月 
      代表者：鳥居 圭市  担当者：白幡 善雄   会員数：46人（平成28年10月時点） 

住  所：〒244－0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1577番地72 
E-mail：kanagawakodomo@gmail.com 

HP：http://kanagawakodomo.com 
[実施年度] 平成25年度～27年度 
[総事業費] 4,528,880円（3年間） うち補助金交付額：2,250,000円 
[事業内容] 多くの子どもたちに対して、科学及び社会の教室を開催して、理科好きの子どもの育成及び子ども 

の健全な人格形成に寄与する。また、教室の開催を通じて定年後の活力へとつなげている。 
[実施実績]（実施回数及び参加者 本補助事業関係分） (かながわ子ども教室全体分推移は上記HPに記載) 

科学・暮らしの教室（H25） 83回  3,307人 
                （H26）105回  4,113人 
                （H27） 92回  3,829人 

暮らしの教室での一コマ 
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ボランタリー活動補助金  ─  アウトリーチ型よりそい相談・支援事業 ─

会議中の様子 
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ボランタリー活動補助金  ─  アウトリーチ型よりそい相談・支援事業 ─

 

[事 業 名] アウトリーチ型よりそい相談・支援事業 

[実施主体] 団体名：特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマン 設 立：1997年6月 
      代表者：藤本 直也 担当者：上杉 桂子   会員数：23人（2016年6月時点） 

住  所：〒253－0043 神奈川県茅ヶ崎市元町5-22 永井ビル3階 
E-mail：info@npo-snet.com 

HP：http://www.npo-snet.com 
[実施年度] 2013年度～2015年度 
[総事業費] 2,358,394円（3年間） うち補助金交付額：1,160,000円 
[事業内容] ・公的なサービスだけでは地域で生活することが難しい高齢者や障がい者によりそい、ほぼ 

     マンツーマン対応での相談・支援の実施 
・3年間の活動をまとめた冊子を作成し、多くの関係機関に伝え当事業の必要性を周知した。 

[実施実績] 年度別相談・支援件数  
 ・2013年度  95件 （障がい者20人･高齢者6人・障がい児の親2人） 
・2014年度 145件 （障がい者34人・高齢者11人） 

          ・2015年度 201件 （障がい者28人・高齢者29人） 
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ボランタリー活動補助金  ─  「小規模保育」の認知拡大と保育の質の確保 ─

専門家を招いての研修会 
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ボランタリー活動補助金  ─  「小規模保育」の認知拡大と保育の質の確保 ─

 

[事 業 名] 「小規模保育」の認知拡大と保育の質の確保  

[実施主体] 団体名：特定非営利活動法人 全国小規模保育協議会   設 立：平成25年10月  
      代表者：駒崎 弘樹   担当者：立原 久美子    会員数：102団体 

住  所：〒225－0014  神奈川県横浜市青葉区荏田西3-1-19 NPO法人ピッピ親子サポートネット内  
E-mail：jimukyoku@syokibohoiku.or.jp  

HP：http://syokibohoiku.or.jp/  
[実施年度] 平成25年度～27年度  
[総事業費] 11,975,632円（3年間） うち補助金交 付額：4,750,000円 
[事業内容] ・小規模保育が拡大、認知されるため、HPやツイッター等で情報の発信および、小規模保育に関する 
1            白書を作成。  

・小規模保育の質の担保と向上のために、視察や研修の実施。 
[実施実績] 年度ごとの加入団体数  

 ・平成25年度  正会員  41口  ( 29団体） 
・平成26年度  正会員  72口 （ 58団体） 
・平成27年度  正会員 131口 （102団体） 
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ボランタリー活動補助金  ─  社会的に弱い立場にいる若年層の自立支援に向けたポップカルチャーの活用 ─

川崎市市民ミュージアムでのイベント風景 
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ボランタリー活動補助金  ─  社会的に弱い立場にいる若年層の自立支援に向けたポップカルチャーの活用 ─

[事 業 名] 社会的に弱い立場にいる若年層の自立支援に向けたポップカルチャーの活用 

[実施主体] 団体名：特定非営利活動法人 コス援護会    設 立：平成19年8月 
      代表者：園田 明日香    会員数：10人 （平成28年10月時点） 

住  所：神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-10-17 
E-mail：infocosengokai@gmail.com 

HP：http://cosengokai.webcrow.jp/index.html 
[実施年度] 平成25年度～27年度 
[総事業費] 5,810,155円（3年間） うち補助金交付額：2,888,000円 
[事業内容] ・ニートやひきこもりといった若者に、ポップカルチャーを通じて社会参加への機会の 
      提供や、寄り添い相談支援を行い、精神的自立・社会的自立へとつなげている。 
[実施実績] ・社会参加につながるイベント事業     ・相談件数（面談、電話、FAX、SNS等） 

 平成25年度 9回 参加者379名      350件 
 平成26年度 3回 参加者328名      263件 

       平成27年度 3回 参加者141名      302件 

多摩大学で授業に参加しました 
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ボランタリー活動補助金  ─  女性生活再建のための支援事業 ─

       
 

                 

活動をまとめた冊子 
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ボランタリー活動補助金  ─  女性生活再建のための支援事業 ─

[事 業 名] 女性生活再建のための支援事業 

[実施主体] 団体名：特定非営利活動法人 ウィメンズハウス・花みずき    設 立：平成 11年 12月 
      代表者：中村 敏秀   担当者：大塚 加代子   会員数：75人（平成 28年 4月時点） 

住  所：神奈川県川崎市多摩区 
E-mail：hanamizuki@joseisoudan.com 

HP：http://www.joseisoudan.com 
[実施年度] 平成 26年度～27年度 
[総事業費] 7,934,956円（2年間） うち補助金交付額：3,000,000円 
[事業内容] ・女性とその同伴児への衣食住の提供と安全な居室の確保までの支援 
      ・活動報告冊子「女性の保護から自立支援」～ステップハウス 10年の取り組み～を作成し、 
       周囲の理解を深めた  
[実施実績] ・ステップハウス利用実績 

 平成 26年度 利用件数 12件 母子件数 7件 単身件数 5件 延べ利用日数 591日 
       平成 27年度 利用件数 13件 母子件数 8件 単身件数 7件 延べ利用日数 547日 

イベントのポスター 
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