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平成 26 年度第２回横浜市市民活動推進ファンド 
団体登録及び助成金交付審査結果について 

 
１ 市民活動推進ファンド登録団体の選考について 
  横浜市市民活動推進ファンド団体登録要綱の申請要件に照らし、４団体について審査を

行いました。※表１のとおり 
 
２ 市民活動推進ファンド助成金申請について 

(1) 助成内容 

平成 26 年度第２回に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行い

ました。今回は、平成 26年５月 14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審査を行いました。 

(3) 申請状況  10事業  5,690,000円 

(4) 交付結果  ８事業   5,188,532円 

   ※表１のとおり 
 
３ 平成 26 年度第１回市民活動推進ファンド助成金事業の交付辞退について 
 (1) 団体名 

特定非営利活動法人 楠の木学園 

 (2) 団体概要 

   「学習障害」（ＬＤ）及びその周辺の子どもたちや小・中学校で不登校だった子、引 

きこもりで学習や社会参加の機会をえられなかった若者たち、高校と養護学校の狭間で 

行き場を失っている子どもや若者、高校中退の若者などのために居場所、学習の場、将 

来社会に出ていくための力量を育成する場を提供し、健全な発達を促すことを目的とし 

ている団体です。 

 (3) 事業内容 

    事業名「楠の木学園を快適な空間とするための空調設備リニューアル（取り替え）

事業」 

    木造築 20年の建物であり、修繕の必要な個所が多くみられる。今回は特に老朽化が 

進んでいる２部屋のエアコン２台の取り換え工事を行う。今回の空調設備リニューアル 

事業では、教室を使用する生徒と、地域の方々のためにより快適な空間を提供し、教育 

と地域社会のために役立つ、という楠の木学園の活動目的の達成に向けて大きな力を発 

揮するものと期待できる。 

(4) 助成金交付決定額（交付辞退額） 

600,000 円 

(5) 辞退理由 

空調取り換えを楠の木学園にて実施する予定で、助成金の交付申請を行ったが、家



主側で空調取り換えを実施することとなったため。 

 (6) 審議結果 

    助成金交付決定の辞退について承認しました。 

 
４ 平成 26 年度第１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 26 年５月 15 日（木） 13 時 00 分～16 時 30 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 泉 一弘 特定非営利活動法人 ふらっとステーション・ドリーム理事長 

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 
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平成26年度第２回横浜市市民活動推進ファンド登録団体

結果

1 登録

2 登録

3 登録

4 登録

平成26年度第２回横浜市市民活動推進ファンド登録団体助成金　交付結果

1
チャーミングライフ
サポート協会

【「歌って回想」健康法指導者養成事業】

　「歌って回想」という団体オリジナルの健康法につい
て、昨年度横浜市民活動推進ファンドを用い、指導者養
成講座を行ったところ、反響が大きく、地域のケアプラザ
から地域交流の柱にしたいと、指導者の養成を依頼さ
れ、今回の事業を計画した。

300,000円 270,668円 300,000円

2 スローレーベル

【ヨコハマ・パラトリエンナーレでの福祉活動PR事業】

　今夏が初開催となる「ヨコハマ・パラトリエンナーレ
2014」は、その開催第１回目として「ファースト・コンタクト」
をテーマに展示やパフォーマンス、ものづくりなど多彩な
プロジェクトを展開する。３年ごとの発展的開催を見据
え、初回開催後も継続して各プロジェクトに取り組む。
スローレーベルでは、この展覧会の中で、地域で行われ
る福祉活動を広く市民にアピールしていく部分を担い、記
録集の制作などを行う。

3,200,000円 3,000,000円 3,200,000円

3
横浜シュタイナーこ
どもの園を育てる会

【子育て支援事業（交流会、冊子発行、クラス開催など）】

・交流会・勉強会・・・ドイツ伝統のおもちゃ作りのノウハ
ウを、一般参加の希望者に一部公開・制作する交流会を
毎月開催。
・「手仕事の会」・・・手仕事の伝統をつなぎながら、子ど
もの育ちやおもちゃの意味を学び、技術を習得し、広く世
の中に伝える。週２回開催。
・冊子発行・・・専門家による教育にまつわるエッセイ、教
師による保育の様子などを掲載。12月、３月に発行。
・親子クラス・・・０～２歳の子どもと保護者のためのクラ
ス。整えられた環境の中で子ども達がふれあい、親は悩
みや思いを分かち合う。週１回開催。

450,000円 420,000円 398,532円

4 アース・エコ

【親子工作教室で地球温暖化防止】

　小学生とその保護者を対象に親子工作教室を２～３回
開催する。工作教室では、気候変動の原因、影響と対策
について学び、省エネ実験を体験して省エネの具体的な
方法を学び、親子で取り組める省エネの行動目標を立て
る。なお、開催にあたっては、地区センター等の公共施
設に協力を求め、共同実施する。共同実施者には参加
者募集と会場提供を依頼する。

70,000円 100,000円 70,000円

ハマトラ・横浜フットボールネットワーク

あっちこっち

　アーティストと障害者の協働により、商品
開発、創造産業の支援を行い、市民の生き
がいづくりに寄与することを目的としている
団体です。

交付金額団体名 申請金額

団体あて希望
寄附金額

（平成26年５
月14日現在）

事業名・事業内容等団体概要等

主な分野

　国際シュタイナー幼稚園連盟と連携し、ル
ドルフ・シュタイナーの理念に基づいて、本
法人に属する横浜シュタイナーこどもの園
の運営を行い維持発展に努めると共に、
シュタイナー教育の実践及び普及活動を通
して、こどもの健全育成及び社会教育の推
進に寄与することを目的としている団体で
す。

　持続可能な社会実現のために、地域の環
境保全及び環境教育・環境学習を推進する
ことを目的としている団体です。

こどもりクラブ

ＳＵＮファミリー

団体名

保健・福祉・子ども、まちづくり・環境

保健・福祉・子ども、文化・スポーツ

まちづくり・環境、文化・スポーツ

保健・福祉・子ども、まちづくり・環境、文化・スポーツ

　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。
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5
横浜カーフリーデ―
実行委員会

【横浜カーフリーデ―2014＆モビリティウィーク】

　９月23日に開催する「横浜カーフリーデ―」は、横浜公
園と日本大通りを使って、電気自動車、水素カー、ユニ
バーサルタクシー、アシスト自動車、車椅子等を展示す
る。また、環境やまちづくり等、他の団体の活動報告（展
示）を行う。行政や参加団体の一部（NPO、社会福祉団
体）は横浜カーフリーデ―実行委員会が出展費用等を負
担する。一般からも出展を募集し、スタンプラリー等を行
い、会場内を楽しく散策できるようにする。また、無料の
安全教育などを会場内で行い、交通ルールのPRを行う。

100,000円 2,000円 不交付

6
ルンビニー・わらべ
園

【保育環境整備事業】
　
　認可外保育事業所「ルンビニー・わらべ園」の施設を安
全に利用するために必要な定常的保守管理、老朽化し
た箇所の修繕を実施する。また、園舎・園庭の定常的な
清掃・保守作業、保育室での保育における必要な備品・
消耗品の整備・補充、及び菜園、花壇など園庭の整備作
業も行う。さらに、園児の遊具作りなども並行して実施
し、シュタイナー幼児教育実践のための環境作りを進め
る。事業実施に際しては、会員や地域の方々の参加の
下で行い、相互の交流を進め、シュタイナー理念の普及
に努める。

70,000円 70,000円 70,000円

7

【楠の木学園を快適な空間とするための照明器具リ
ニューアル（取り替え）事業】

　楠学園は木造築20年の建物であり、修繕の必要な箇
所が多くみられる。今回の照明器具リニューアル事業で
は、教室を使用する生徒と地域の方々のためにより快適
な空間を提供し、教育と地域社会のために役立つ、とい
う楠の木学園の活動目的の達成に向けて大きな力を発
揮するものとなることが期待できる。今回は不具合の出
ている15台の電燈をLED照明に取り替える。

350,000円 350,000円

8

【第21回　楠の木学園発表会】

　①横浜ラポールでの発表会・・・音楽・大道芸・和太鼓・
演劇などの舞台発表。美術・手芸・写真作品などの展
示。
　②発表会に向けての事前練習、事後のふりかえり活
動。

700,000円 700,000円

9
ワーカーズ・コレク
ティブたすけあい戸
塚

【「ふれあい広場よつば」出入口ドア取り換え事業】

　地域の皆様、特に高齢者及び親子連れの方が世代を
超えて交流し、学びの場としても利用されている「ふれあ
い広場よつば」の出入口ドアの取り換えを行い、楽に開
閉できる引き戸にする。

350,000円 52,000円 不交付

10 草の根援助運動

【ニュースレター「ぴいぷる２」発行事業】

　１年に２回、９月と３月に会報を発行・発送する。会報て
は毎号、地域開発プロジェクトと現地の報告を掲載して
いる。この数年間、フォントやポイントを読みやすいもの
にする、イラストや写真を多く取り入れる、など紙面を工
夫し、多くの方に手にとっていただけるよう努力してい
る。

100,000円 100,000円 100,000円

5,690,000円 7,224,857円 5,188,532円

団体名 団体概要等 事業名・事業内容等

　横浜市及び横浜市民に対して、カーフリー
デー＆モビリティウィークに関する事業等を
行い、都市の環境保全、都市交通の利便性
向上、福祉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。

　幼児の教育を通してシュタイナー理念を実
践することにより、子どもの健全育成及び社
会教育の推進を図り、あわせて地域福祉の
増進を図ることを目的としている団体です。

　南北問題の解決を目指し、主に第三世界
の人々に対して、自立自助の支援事業等を
行い、南北共存・共生社会の創世に寄与す
ることを目的としている団体です。

　相互扶助の精神に基づき、自らの生活技
術や技能を発揮し役立てることによって、健
全かつ多様な生活の実現と、助け合いの
ネットワークのある地域社会を推進し、核家
族や高齢者、障害者などの在宅生活を支援
するため、保育、介護など必要なサービスを
提供し、地域福祉の向上に寄与することを
目的としている団体です。

申請金額

団体あて希望
寄附金額

（平成26年５
月14日現在）

交付金額

3,210,189円

　　「学習障害」（ＬＤ）及びその周辺の子ども
たちや小・中学校で不登校だった子、引きこ
もりで学習や社会参加の機会をえられな
かった若者たち、高校と養護学校の狭間で
行き場を失っている子どもや若者、高校中
退の若者などのために居場所、学習の場、
将来社会に出ていくための力量を育成する
場を提供し、健全な発達を促すことを目的と
している団体です。

楠の木学園
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