
1 Athlete Shared Value
子供達に夢を与える
【夢レクリエーション教室】

1

子どもたちに、サッカーをはじめ、フットゴルフ・セパタクロー
などのマイナースポーツやパラスポーツを日本代表のアス
リートとともに体験することで、夢を持つことの大切さを感じ
てもらう。

240,000

2 バンブー学び塾

不登校・ひきこもりの児童、
青少年、家族に対し学習支
援、相談、居場所等の支援
を通じ自立を目指す事業

1

不登校・ひきこもりの児童、青少年、家族に対し学習支援、
相談、居場所等の支援を通じ自立を目指す。また、そうした
児童・生徒・若者が安心して自己成長できる居場所を提供
する。

300,000

3 虹色畑クラブ

発達障害やひきこもり等の
人達が社会復帰をするため
の気力・体力の回復を目指
す農業体験

2

発達障害や不登校・ひきこもりの方などが農業体験を通じ
て、気力体力の回復や、感謝される体験・野菜を収穫する
体験などで生きる価値を感じ、ひいては社会復帰や自立へ
の一歩を踏み出せるようになることを目指す。

240,000

4
ＮＰＯ法人ハッピーマザー
ミュージック

ウェルカムベビーコンサート 2
妊産婦を対象に、夫婦や親子で参加できるコンサートを開
催する。

116,400

5
梅の丘公園ミュージックＦＥ
Ｓ実行委員会

師岡町梅の丘公園で野外コ
ンサート（フェスティバル）の
実施

2
師岡町にある梅の丘公園で入場無料で若い世代も高齢者
も楽しめるコンサートを開催する。

120,000

6
大倉山秋の芸術祭実行委
員会

大倉山秋の芸術祭展示事業 2
大倉山秋の芸術祭において、来館者の高齢化に伴い現地
までの送迎車の運行を行うとともに、展示部門と演示部門
を融合した企画を行う。

80,000

7
NPO法人　街カフェ大倉山
ミエル

地域の子どもたちとともに、
居場所とつながりを考える連
続企画

2
「子どものまちをつくろう」などのイベントを通じ、子供たち
が、街や多世代との交流とつながるきっかけづくりを図る。

179,200

8
小机城のあるまちを愛する
会

小机城のあるまちを愛する
会

2
「小机城秋の陣」イベントの開催や地域の歴史を知る歴史
散歩、小机城見学会を実施する。

240,000

9 アイネット
プレママ＆ビギママサロン事
業

2
手作りの育児グッズづくりをしながら、妊娠中の女性と出産
直後の母親が気軽に交流できる場をつくる。

106,700

10 こうほく子育て応援隊
「子育て応援隊」缶バッジ配
布運動

3

子連れでの外出時などに、手を貸してもらいたい！手伝っ
てあげたい！等の意思表示として「「子育て応援隊缶バッ
ジ」を作成・配布し、支え合いの輪を広げる。
(スタートアップコースより移管)

54,400

令和元年度地域のチカラ応援事業補助金交付事業等一覧

補助額

チャレンジコース　１８団体

事業名団体名 助成回数 事業概要



補助額

チャレンジコース　１８団体

事業名団体名 助成回数 事業概要

11 港北区民俗芸能保存会
第７回港北区民俗芸能のつ
どい

3
技術向上や後継者育成を目的に、区内に伝承されている
民俗芸能の発表会を開催する。

199,200

12
港北ふれあいストリートダ
ンスまつり実行委員会

港北ふれあいストリートダン
スまつり

3
子どもたちがダンス作品を発表したり、ゲストライブショウ、
ダンスレクチャーなど“出て学び”“観て学ぶ”、お互いに学
び合い楽しめるキッズダンスイベントを開催する。

195,200

13 Ｋｉの会
クラシックの演奏家による心
あたたまる音楽の時間「愛す
るおとなのうた」

3
高齢者に特化したコンサートを開催し、音楽を楽しむととも
に、日ごろの心身の疲れを癒し、よい刺激にする。

173,500

14
ＮＰＯ法人　フォーラム・ア
ソシエ

子育てLABO 4
子育て支援の状況がわかる連続講座を開催し、産前産後
を支える支援者の研鑽と交流を図る。

123,000

15 港北ふるさとテレビ局 港北ふるさと映像祭 4

家庭に眠る地域の行事や学校の運動会など昔懐かしい地
域行事の古い映像を発掘し、デジタル化して、その地域で
の上映会を開催する。また、それらを一堂に会して“ふるさ
と映像祭”を開催する。

160,000

16
城郷地区子ども会育成連
絡協議会

城子連フェスティバル 5

城郷小机地区センターを会場に、モールアート、プラ板作
り、釣りゲームなどのコーナーを設置し、地域の子どもたち
を対象にしたフェスティバルを開催する。また、同時に絵画
工作展・書道展も開催する。

83,400

17
大豆戸菊名打ち水大作戦
実行委員会

くらしとエネルギーを見える
化プロジェクト

5

エコワークショップや暮らしの中のエネルギー調査を通じ、
暮らしの中のエネルギーの使われ方などが見えるマップを
作る。最終年度となる今年度は太陽光発電について大人
の勉強会を開催し、未来のエネルギーを考えるフォーラム
を開催する。

81,500

18
鶴見川舟運復活プロジェク
ト

鶴見川に和舟を浮かべよう 5

鶴見川流域の文化や伝統、自然の豊かさなどを区民や子
ども達に伝え、関心や理解を深めるため、流域文化の史跡
見学や和舟による自然観察会を開催する。
(H22～24・29実績あり)

75,000



1 ちくちくCafé
布おもちゃを作ろう！広めよ
う！

1

ぬくもりのある布おもちゃを手作りし、子育て
支援組織への寄贈や、布おもちゃを広めるた
めの講座を開催する。

40,000

2
食の安全と安心を学ぶ
港北の会

食の安全と安心を学ぶため
の講演会開催と広報活動

1
食の安全と安心について学ぶことのできる講
演会を開催する。

30,000

3 ベビそね 大曽根子育て講演会 1

親子が集まることができる交流の場として講
演会を開催し、地域の親同士・子ども同士の
ネットワークづくりの一助とする。

40,000

4

もっと港北を元気に！♪
オジさん、オバさん達の
音楽祭♪実行委員会

もっと港北を元気に！♪オ
ジさん、オバさん達の音楽
祭♪実行委員会

1

中高年世代バンドの発表の場を提供し、地域
活性化や中高年の音楽活動の発信地として
の港北区をアピールする。

50,000

5 オール高田 歌って踊れば健康体 2

高田音頭の普及啓発することで、地域住民の
健康維持管理や、地域で顔の見える関係を作
り、地域の活性化を図る。

50,000

6 わんわんキッズ 親子で友達作り地域交流 2

未就園児の親子を対象に、親同士、子ども同
士のコミュニケーションを深める場として地域
ケアプラザや近隣公園などで活動を行う。

28,000

7 月曜サロン 月曜サロン 2

高齢者が心身ともに健康で楽しく過ごしていく
ために、講師を招いての体力づくり講座や健
康体操・茶話会を開催する。

50,000

8
ベイ・ビーンズ・プランニ
ング

音祭り2019＊WINTER
つなげよう未来の子どもたち
へ

1

子どもたちとプロの演奏者との体験できるワー
クショップや共演など触れ合いのある演奏会
を開催する。
特に課題を抱える子どもたちにも焦点をあて、
集客する。

30,000

9 コローカル
子供たちのわくわくエンジン
を引き出そう！

2

子供たちが自分の人生をデザインしていくた
めに必要なのは好奇心や、自分で考え実行で
きる力です。誰もが持っているわくわくエンジン
を子どもたちの周りにいる大人がどう引き出
し、認め、伴奏できるかを学ぶ講演会を開催し
ます。

50,000

10
小さな丘のメリークリス
マス実行委員会

第35回小さな丘のメリークリ
スマス

1

35回目のイベントを契機に、このイベントが持
続可能な取組となるよう主に子育て中の親、
学生、生徒を対象にボランティアのきっかけづ
くりの場や担い手づくりの場となるよう組織を
刷新する取組を行います。

50,000

スタートアップコース　10団体

事業概要助成回数番号 事業名 補助額団体名



1
和輪話のまちにっぱ健
康づくり部会

ウォーキングでひろ
げる地域の輪

1

ウォーキングの実施や新鮮野菜づくり、大新羽音頭
の普及などを通して、新羽地区の子どもから高齢者
の健康をテーマとした交流を図る。
(キックオフコースより移管)

98,500

2
太尾宮前地域まちづく
り運営協議会

子どもが主役になれ
るまち　太尾宮前

3

子どもが主役になれるよう、地域ぐるみで子育てをし
ていく。子どもに関連する施設、団体が多くあること
を活用し、様々なイベントを開催することで、子どもた
ちが地域へ愛着を持ち、まち全体に子育てに関心を
もってもらうようなまちづくりを目指す。

250,000

3 新羽の未来をつくる会
明るく美しいまちづく
り

4

新羽駅の高架下に、地域住民による花植え等の企
画を進め、地域の新たな担い手を育成する。また、
伝承遊びのイベントを通じて、地域の世代間交流を
図る。

125,000

4
ひっとプラン港北樽町
地区推進委員会

「思いあいのまち樽
町」愛着推進２０１8

4

地区の地域活動や地域の様々な情報の収集、発
信、入手する手段としてホームページを立ち上げた。
地域の方が情報を受けるだけではなく掲載ができる
ような仕組み作りにも取り組む。併せて地域の方が
記事や写真を投稿できる仕組みづくりを行う。

150,000

補助額

地域元気づくりコース　４団体

受付
番号

団体名 事業名 助成回数 事業概要



1 スターリンクス
インターンシップシア
ター公演

1

若年層の地域活動参加の糸口とすることを目的に
演劇公演を実施する。
（チャレンジコースより移行）

2
日吉台地下壕保存の
会

日吉台地下壕群の
保存と活用

1

地域に残る戦争遺跡「日吉台地下壕」見学会のガイ
ドボランティアの養成講座を開催する。
（チャレンジコースより移行）

3
産前産後ママクラブ
100smile

産前産後ママクラブ
100smile

1

産前産後のママ達が孤立しないようにコミュニティー
を形成する機会を増やし、地域で子育てができる環
境を形成する。
（スタートアップコースより移行）

4 篠原城と緑を守る会
篠原城址緑地を活
かした魅力ある街づ
くり

2

篠原城の城めぐりや歴史まち歩き、講演会の開催な
どを通し、篠原城を中心とした魅力ある街づくりを目
指す。

5 Ｋｉの会

お母さんと一緒に０
歳児からのクラシッ
クコンサート「愛する
こどものうた」

5

０歳児からの赤ちゃん連れで家族が安心して、楽し
めるクラシックコンサートを開催することで、子どもの
感受性を育てる手伝いをする。

6 ウエルカム
親のための家庭教
育

8

日吉本町地域ケアプラザを拠点に、0歳児～小学生
の保護者と中学・高校生の保護者を対象に、子ども
の成長発達に合った親の関わり方の勉強会を開催。

7 ま～の・ま～の
親のための家庭教
育

8

綱島地区センターを拠点に、子どもの成長発達に
合った親の関わり方について家庭教育有資格者に
よる講義や、ディスカッション・質疑応答、実践報告
等の勉強会を開催。

パートナーシップコース　７団体

受付
番号

団体名 事業名 申請回数 事業概要


