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よこはま夢ファンド団体登録及び助成金交付審査結果について 

 
１ 平成 27年度第３回よこはま夢ファンド登録団体申請について【審査】 

  よこはま夢ファンド団体登録要綱の申請要件に照らし、１団体について、市民活動運営

支援事業部会が審査を行いました。※表１のとおり 
 
２ 平成 27年度第３回よこはま夢ファンド登録団体助成金申請について【審査】 

(1) 助成内容 

登録団体が行う市民公益活動に係る事業の経費について助成を行います。今回は、

平成 27 年 11月４日までに受領確認ができた寄附金を活用します。 

(2) 審査 

    登録団体からの助成金交付申請内容について審査基準に基づき、市民活動運営支援 

事業部会が審査を行いました。 

(3) 申請状況  12事業  7,959,000円 

(4) 審査結果  11事業  6,823,439円 ※表２のとおり 

    
３ 平成 27年度第２回横浜市市民協働推進委員会市民活動運営支援事業部会 

 (1) 開催日時 平成 27 年 11 月４日（水） 14時 00分～17時 00分 

 (2) 市民活動運営支援事業部会名簿（部会長を除き五十音順） 
 氏名 所属等 

部会長 名和田 是彦 法政大学 法学部 教授 

専門委員 清水  靖枝 長屋門公園歴史体験ゾーン 事務局長 

専門委員 堤   剛史 横浜信用金庫 融資部 企業経営支援チーム 

推進委員 時任  和子 特定非営利活動法人 夢・コミュニティ・ネットワーク 理事長 

推進委員 松村  正治 
恵泉女学園大学 人間社会学部 准教授 

特定非営利活動法人 よこはま里山研究所 NORA 理事長 
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【参考】 

１ 登録団体助成金の仕組み 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※寄附をすると、税の控除を受けることができます。 

   モデルケース：給与収入 500万円、夫婦２人（配偶者を扶養）の場合 

   

 

 

 

２ 寄附種類別 基金残高（平成 27年３月 31日時点） 

内訳 金額（円） 小計（円） 

①希望団体寄附 15,291,394 

39,150,588  ②分野希望寄附 

保健・福祉・子ども 12,909,507 

15,356,143 
まちづくり・環境 1,925,735 
文化・スポーツ 486,568 
国際・人権・平和 3,200 
経済・観光振興 31,133 

③希望なし  8,503,051 

開設のための積立 1,000,000  
1,085,755 

利子（～Ｈ27.03） 85,755  

合計  40,236,343 

 

 

 

 

 

 

登
録
団
体 

支
援
者 

寄附の呼びかけ 寄附 

助成金の交付 

① ② 

③ 

④ 

助成金の申請 

市
民
活
動
推
進
基
金 

寄附 59,000 円 

税の控除額 57,000 円  

 
自己負担額 
2,000 円 
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３ 平成 27年度企業等からの寄附について   

    名前・金額の公表について同意が得られた平成 27年度寄附者を掲載しています。（活 

用の希望先で登録団体を希望された方を除く）（平成 27年 11月 30日現在） 

企業・団体名 金額 活用の希望先 

Rockin' YOKOHAMA155 実行委員会  

代表 榎本 勝彦 様 
100,000円 ― 

ＮＥＸＵＳ株式会社   

Ｄ’ステーション綱島店 様 
50,000円 文化・スポーツ 

ＮＥＸＵＳ株式会社  

Ｄ’ステーションン上永谷店 様 
50,000円 文化・スポーツ 

国際ロータリー第２５９０地区  

ガバナー 箕田 敏彦 様 
250,000円 文化・スポーツ 

株式会社文明堂  

代表取締役社長 平川 尚義 様 
126,890円 保健・福祉・子ども 

 

   

 



１　平成27年度第３回よこはま夢ファンド登録団体申請

団体名 団体概要等 主な分野 結果

1 だんだんの樹

　住民の相互扶助の理念に基づき、高齢要介護者とその家族に対し、要介護者の介護と介護家族の生活の保全に関す
る事業を行うと共に、地域の中で高齢者に限らず身障者、そして「助けて」の声をあげた人に応えるため常に新しい知
識、情報を提供できるべく自らの資質の向上に努め、ボランティアだからできる「私が生きてきた私の町」の福祉に貢献す
ることを目的としている団体です。

保健・福祉・子ども、まちづくり・環境 登録
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２　平成27年度第３回よこはま夢ファンド登録団体助成金申請

団体名 団体概要等 事業名・事業内容等 申請金額

団体あて
希望寄附

金額
（平成27年11月４

日現在）

交付金額

1
在日外国人教育生活相
談センター・信愛塾

　日本に居住する外国人に対して、教育生活相談や学力・進路保
障などに関する事業を行い、在日外国人との共生社会実現に寄与
することを目的としている団体です。

【在日外国人子どもたちの「居場所」を使った子ども会活動】
　在日外国人の子どもたちを対象とし、オリニ・アートン会、クリスマス会を実施。
・オリニ・アートン会

補習教室の中で、子どもの誕生日月に随時実施予定。
・クリスマス会

平成27年12月22日に実施予定。

50,000円 44,000円 50,000円

2
神奈川県環境学習リー
ダー会

　地域の環境学習活動や環境保全活動に関する事業を行い、環境
の保全に寄与することを目的としている団体です。

【第22回市民環境活動報告会】
　横浜市を中心とした神奈川県下の各地域で環境保全活動をしている団体や個人に、
活動報告の機会を与える事により、活動者のモチベーション向上と、市民の環境に対す
る意識の向上を図るため、「市民環境活動報告会」を開催。
・開催日：平成28年３月９日
・開催場所：かながわ県民センター
・内容：基調講演、口頭発表、テーブルセッション

70,000円 100,000円 70,000円

3
チャーミングライフサ
ポート協会

　広く一般県民に対して、ピアカウンセラーの育成をはじめとする高
齢者向けの社会教育とそれを享受する高齢者・障害者に対し、
チャーミングな生活ができるように支援することを主な事業とし、
もって「すべての人がしあわせである社会つくり」に寄与することを
目的としている団体です。

【「高齢者による高齢者のための」楽しい居場所事業】
　高齢者がお互いの話を傾聴し、共有し、そして共感する集まりを実施。楽しく元気に暮
らしていくためにおしゃべりをしたり、話を聞いたりしながら集うことで、引きこもりを防ぎ、
生活不活発、認知症予防や介護予防につなげていくことを目的としている。
・開催日：平成27年12月～平成28年３月　計15日間実施
・開催場所：かながわ県民センター

135,000円 100,000円 90,000円

4
神奈川県防犯セキュリ
ティ協会

　神奈川県民に対して、県行政の推進する「安全・安心まちづくり」
に関わる分野において、自治体や関連団体と連携し、地域の安全・
安心に関する事業や健全な住環境づくりに貢献することを目的とし
ている団体です。

【『防犯技術セミナー』の実施】
　最近の犯罪情勢や防犯設備の技術動向などを提供することで、地域防犯活動の一助
としていただくことを目的として、防犯技術セミナーを開講する。
・開催日：平成28年２月15日
・開催場所：かながわ労働プラザ
・テーマ（案）：①最新の防犯カメラの技術動向と最新の機器紹介、②防犯カメラの基礎
知識及び設置事例と留意点、③犯罪情勢と新しい犯罪手口の実態について

104,000円 188,000円 104,000円

5 横浜金沢文化協会

　地域住民に対し鎌倉時代からの伝統を踏まえ、次世代を展望しつ
つボランティア精神をもって、地域文化振興の中核となる事業を行
い、各種の文化活動を通じて地域文化の総合的発展に寄与するこ
とを目的としている団体です。

【悠久につなぐ～金沢公会堂さよならコンサート～】
　金沢公会堂が平成28年３月末に取り壊されるため、多くの区民の方々と協働して、こ
れまでの様々なシーンのフィナーレを飾るコンサートを開催する。
・開催日：平成28年３月13日
・開催場所：金沢公会堂
・内容：第１部　伝統芸能の伝承に取り組む～金沢の未来を背負う若者の姿～

第２部　合唱「レクイエム」全曲

100,000円 105,000円 100,000円

6 横浜こどものひろば

　子どものためのすぐれた芸術・文化活動の振興を行い、地域にお
いて子どもたちの成長を図り、かつ子ども自身の社会参加の場とし
て、子どもの文化的権利が保障される豊かな子ども時代の創造に
寄与することを目的としている団体です。

【人間に出会う舞台芸術体験事業】
　幼児・小学生とその親、約700名を対象に、舞台劇「龍の子太郎」を上演する。
・開催日：平成27年12月23日
・開催場所：青少年センターホール

500,000円 810,000円 500,000円
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団体名 団体概要等 事業名・事業内容等 申請金額

団体あて
希望寄附

金額
（平成27年11月４

日現在）

交付金額

7 あっちこっち

　一般市民に対して、芸術を通じた社会貢献活動に関する事業を行
い、文化・芸術の振興を図ることを目的としています。さらに、若手
芸術家に対して、社会性を身につけることを目的とした人材育成を
行い、若手芸術家の活躍できる場を増やし、社会活動について考
え、将来の日本、世界へ発信できる人材を増やしていくことを目的と
している団体です。

【子どものためのアート・音楽・ダンスをいっぺんに楽しむわくわくワークショップ】
　子どもたちが美術、音楽、ダンスを体験するワークショップ。芸術家、地域の子ども・保
護者、ボランティアが交流し、芸術作品の創作過程を一緒に楽しみながら体験する。
・ボランティアへの事前講習：３回
・プレ・ワークショップ開催日：平成27年12月５日、12月６日
・ワークショップ開催日：平成27年12月20日

150,000円 5,000円 不交付

8 横浜シュタイナー学園

　幼児から青年期に至る子どもたちを対象とする、ルドルフ・シュタ
イナーの教育理念に基づく学園を運営し、さらにルドルフ・シュタイ
ナーの哲学および教育理念に基づいた諸事業を行うことで、社会と
地域に対し子どもたちの健全育成をもって寄与することを目的とし
ている団体です。

【横浜シュタイナー学園の運営事業】
　霧が丘校舎（小1～小５）、十日市場校舎（小６～中３）を使用した、児童生徒への教育
実践事業を実施。両校舎及び外部施設を利用した一般向けの公開講座やイベントを実
施。

6,600,000円 5,832,826円 5,669,439円

9 NPOチーム白幡

　主として横浜市に居住する住民に対して、保育事業、子どものた
めの音楽及び学習事業及び育児中の母親を支援する事業を行うこ
とにより、地域の子どもの健全育成と地域のまちづくりに寄与するこ
とを目的としている団体です。

【小学生国際親善大使】
　近隣の小学生と大学の留学生が交流する会を冬休み２回、春休み２回の計４回開催
する。
・開催場所：アートフォーラムあざみ野

※初回申請

70,000円 0円 70,000円

10 日本ぬいぐるみ協会

　高齢者、病床の子ども、ハンディーキャップのある方、またその施
設、家族を中心とした広く一般市民が所有するぬいぐるみに、旅や
イベントを提供し、所有者にその情景などを還元することにより、活
力ある高齢社会作り、情操教育、豊かな心で生活していくための支
援をしていくことを目的としている団体です。
　また、ぬいぐるみを創作する方、楽しむ方のための情報交換の場
を設け、創作活動等の支援をし、多くの方にぬいぐるみに触れる楽
しさを普及させることも目的としています。

【ぬいぐるみ里親会】
　処分されるぬいぐるみや、処分できなくて困っているぬいぐるみを引き取り、新しい引き
取り手を見つけるための事業を実施する。
・開催時期：週３回程度の団体アトリエ開催時と、１月・３月に別途会場を借りて開催。

※初回申請

70,000円 0円 70,000円

11
アレルギーを考える母
の会

アレルギー疾患患者（児）及び保護者や学校など周囲の関係者、
支援者に対し、アレルギー疾患の正しい病態の理解と適切な自己
管理や支援に関する啓発活動、及び、適切な医療や医療機関に関
する情報の提供など相談活動、調査・研究活動などを行い、もって
アレルギー疾患患者（児）の生活の質、医療環境の向上に寄与す
ることを目的としている団体です。

【海外に行くアナフィラキシー児のための安心・安全対策懇談会】
食物アナフィラキシー当事者・家族、学校・園・行政支援者を対象に、アレルギー疾患に
ついての懇談会を実施。懇談会実施後、報告書を作成する。
・懇談会開催日：平成27年12月19日
・懇談会開催場所：旭区市民活動支援センター「みなくる」

※初回申請

70,000円 0円 70,000円

12
かながわスポーツボラン
ティアバンク

　関係各団体に対して、様々なスポーツ活動に関する事業の実施
及び支援を行い、生涯スポーツ等の振興に寄与することを目的とし
ている団体です。

 【外で遊ぼう・・・身体を動かしたり、紙工作に挑戦】
　主に子どもたちを対象に、高齢者の知恵を生かしたワークショップを開催。
・開催時期：平成28年２月
・開催場所：横浜市市民活動支援センター
・内容：①楽しく身体を動かす、②紙飛行機作り、③紙ブンブンゴマ作り、④竹笛づくり

40,000円 30,000円 30,000円

7,959,000円 7,214,826円 6,823,439円
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