
※本一覧表は，高評価順に記載しております。

№ 事業名 団体名 決定額(円） 事　業　概　要 審査会コメント

1
動物介在活動
(アニマルセラピー)

Smileアニマルセ
ラピークラブ 100,000

目的：動物と人とのふれあいや相互作用から様々な効果が生まれる「動物介在活動」
を通じ、高齢者や障がい者、児童、生徒、または心身に疾病等を持つ方の明るい日
常に貢献する。
内容：飼い主とともに、セラピー犬の育成・活動練習会を実施し、高齢者施設、障がい
者施設などを訪問する。

社会的なニーズと効果は十分
認められますので、必要な経
費を公開するなどして受益者
負担の理解を求めつつ活動
の継続に努めてください。

2
相模原てらこや
夏のこども会

創志館　相模原
てらこや 70,000

目的：青少年世代が他世代との交流によって、力強い生き方、明るく確かな真に安心
して歩んでいける心を育む。
内容：青少年が様々な世代と交流する体験プログラム及び昔遊び体験を実施する。

完成度の高い事業です。今後
は開催地域を拡大するなどし
て、地域コミュニティを活性化
するリーダーの養成にも取り
組んでください。

3

農家や一般市民から余
剰食材を集めこれらを供
給することで、既存のこど
も食堂(みんなの食堂)に
対しその運営を支援する
事業

フードコミュニティ 100,000
目的：地域で開催しているこども食堂の支援を行うことで、食の格差及びフードロスの
削減を図るとともに、地域コミュニティの構築と拡大を図る。
内容：農家や一般市民から提供された余剰食材を地域のこども食堂に提供すること
で、活動の支援を行う。

中間支援組織として食材提供
者とのネットワークをしっかり
と構築し、野菜に限ることな
く、バランスの良い食材の提
供に取り組んでください。

4

もっと食べたい相模原の
野菜～新鮮野菜のピザ
作り&生産者さんのお話
し～

野菜ソムリエコ
ミュニティかなが
わ さがみはら部

80,000
目的：健康づくりのために野菜を無理なく食事に取り入れるような提案をするととも
に、生産者と生活者とをつなぐことで、市民が地元の野菜に興味関心を持ち、地産地
消につなげる。
内容：生産者も参加した、体験型の食育講座を実施する。

地域の生産者と野菜ソムリエ
が連携する興味深い活動です
ので、相模原の実情を把握
し、サポートセンターに相談す
るなどして取り組んでくださ
い。

5 フィリピン映画上映会 Angat 100,000
目的：フィリピン映画を地域で上映し、フィリピン文化に触れる機会を作る。また、フィリ
ピン人の親を持つ日本で育った子ども達に映画を見てもらうことで、親の国の文化を
知り、失われかけているアイデンティティの確立に役立てる。
内容：フィリピン映画の上映会を実施する。

真のフィリピンを知る有意義な
事業ですので、交流活動等を
通じた参加者の声の把握に努
め、より多くの市民が参加でき
るよう取り組んでください。

6

相模原で活躍する人を
紹介・発信するフリー
ペーパー立ち上げプロ
ジェクト

相模原まちゆめ
広場 52,500

目的：相模原を舞台に活躍する人の情報を掲載したフリーペーパーを作成し、市内外
に相模原の魅力を発信することで、相模原市の地域活性化に寄与する。
内容：フリーペーパーを発行するとともに、WEBページを開設し、情報の発信を行う。

誌面のコンセプトを明確にし、
説得力のある事業計画・事業
予算の立案に取り組んでくだ
さい。発行後の活動に期待し
取材経費と印刷費を助成しま
す。

計 502,500

ファーストステップコース
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№ 事業名 団体名 決定額(円） 事　業　概　要 審査会コメント

1

第５回はーといっぱいコ
ミュニティ　字が読めない
僕が考える「発達障がい
支援」(仮称)

発達障がい児の
未来をサポート
する会　あす
ぽーと

250,000
目的：障がいに対する法整備が進むなかで、法と発達障がいの当事者や家族を取り
巻く環境に関する理解を得られる社会をつくるため、支えあうことの大切さを訴える。
内容：発達障がいの支援教育を行っている講師による講演会を実施する。

教育現場で合理的配慮の大
切さについての理解をさらに
深めるため、現職の教員が多
く参加できるような広報活動を
展開してください。

2
移動型ソーラー図書館
づくり

特定非営利活動
法人　Class for
Everyone

260,000

目的：楽しみながらも途上国のエネルギー事情について学べる体験型のイベントを開
催することで、多くの人がエネルギーについて考えるとともに、相模原市の魅力を知っ
てもらう機会を提供する。
内容：藤野を舞台に、移動図書館車のペイント及びソーラーパネルの施工、途上国の
エネルギー事情を伝えるイベントを実施する。

若者らしい新しい試みであり、
今後の事業展開が楽しみで
す。相模原市に根差した活動
がさらに発展することを期待し
ています。

3
コミュニティー・シアター
≪ここdeシネマ≫開催事
業

NPO法人　ここ
ずっと 300,000

目的：視聴覚障害者への情報保障とバリアフリー鑑賞を標準化する地域社会の実現
に寄与する。
内容：①映画に音声及び字幕ガイドの付与を行い、上映会を開催する。②音声及び
字幕ガイドの付与方法を地域で共有する研修会を実施する。③上映回数は最低３回
を予定し、開催の際には地域の商店街と連携をし、かつ、シアターの存在の普及を図
る。

映画を通じてのまちづくり活動
を目指す法人として、その本
来の方向性を見失わないよう
にして引き続き活動を進めてく
ださい。

4 「がくし寄席」 NPOユーラック 130,000
目的：大学生の落語を実施し、学生の技術向上の場であると同時に参加者の応援と
憩いの場を提供することでコミュニケーションの場をつくる。
内容：地元大学の学生による寄席を年２回開催し、皆で楽しく笑う機会と、参加者同
士のコミュニケーションの場とする。

参加者から費用負担を求める
などの努力は認められます。
人気のある事業ですので、新
しい連携先を模索するなどし
て活動を継続してください。

5 紙芝居の公演活動
紙芝居ほっこり
座 100,000

目的：紙芝居を通じて思いやりの心、優しい心の大切さ、素晴らしさを伝え人と人との
交流の場を提供する。
内容：市立図書館での月例の紙芝居公演を中心に、その他の公共施設等で出前紙
芝居を開催する。

本年度で助成は終了となりま
すが、素晴らしい活動ですの
で、広く寄付等を募るなどして
事業の継続・発展を期待して
います。

6
フリースクールにおける
課外活動事業

特定非営利活動
法人　フリース
クール鈴蘭学園

100,000
目的：教育と福祉を一体化した社会をめざし、子どもから高齢者まで笑顔の絶えない
社会づくり等を働きかける。
内容：学校に行けない、家から出られない子どもに対してフリースクールへ通ってもら
い居場所づくりをする。

さらに活動を充実・発展させて
いくためにも、法人格あるＮＰ
Ｏとして求められる事業計画
や予算案の立案に努めてくだ
さい。

7
高齢者の介護予防と
「終活」学習と健康活動

シニア活動の森 260,000

目的：高齢者自身が介護予防や終活に関する知識を得て自立して行動していくこと
で、健康で充実した生活を送れるよう支援する。
内容：①介護、終活、医療、健康をテーマにした講座を実施し、介護予防や健康維持
に取り組む。②サークルの結成と活動支援により講座開催以外に参加者が自主活動
できるよう支援する。

大切な活動を実施されていま
す。今後の活動の継続性の観
点から、会員が講師を務めら
れるような取り組みを重ねてく
ださい。

ステップアップコース



№ 事業名 団体名 決定額(円） 事　業　概　要 審査会コメント

8
ハートフリースクール
開催事業

特定非営利活動
法人　車椅子の
会サイレントフッ
ト

210,000
目的：障がい者やその家族が感じる社会の障がい者に対する理解不足から生じる未
来や自立への不安を解消する。
内容：障がい者施設に出張して生け花教室を開催し、コミュニケーションや表現力向
上の場を提供する。

素晴らしい活動ですので、当
該施設以外からも多くの方が
参加できるよう、広報の手段・
方法について、さらに工夫を
重ねてください。

9
市民のための
家計あんしん相談

神奈川県ファイ
ナンシャルプラン
ナーズ協同組合
社会貢献さがみ
はらチーム

50,000
目的：市民の家計の将来設計や悩みに関する相談窓口を設けることで、ローン破綻
や多重債務等の未然防止と、健全な家計管理実現を支援する。
内容：月１回（１回３組）の無料相談会を実施する。

ファイナンシャルプランナーと
しての営利を目的としない社
会貢献活動の位置づけである
ことを踏まえ、人件費等を除く
費用を助成します。

10
地域の人々と考える
自然災害時、WEショップ
のできること

特定非営利活動
法人　WE２１ジャ
パン相模原

70,000
目的：東日本大震災の教訓を通して、自然災害時にどのように対応するべきかを考え
る。
内容：福島県で活動するNPO法人を招きフォーラムを開催し、震災時に市民がどのよ
うに活動したかを学ぶとともに、自然災害時にどのような活動ができるかを考える。

地域の災害関係の活動をして
いる団体とのネットワークを広
げるなどして、フォーラム開催
の必要性を見極め実施の検
討をしてください。

11
ノヴィーニェ　こども食堂
&こども寺子屋

NPO法人　アフリ
カヘリテイジコミ
ティー

0
目的：こども食堂及びこども寺子屋において様々な世代の人と交流・体験することに
より、子ども達の視野を広げ、生きる力を育てることを目的とする。
内容：月1回、こども食堂を開催するとともに、学習サポートやワークショップ等を行う、
こども寺子屋を同時に開催する。

事業と定款の整合性がないと
判断し、助成を見送りました。
定款を見直し、また、事業実
態に合った予算を構築するな
どして、次年度以降の申請を
検討してください。

12宮上体操教室
特定非営利活動
法人　ベースス
ポーツ

0
目的：体操教室を通じ、地域の子ども達の身体の健康、体力向上及び心の健康をサ
ポートすることを目的とする。
内容：子どもを対象に、マット、とび箱、鉄棒等基礎体力向上のための体操教室を開
催する。

法人として運営並びに収入と
支出の精査を行い、備品購入
の費用捻出に努めてくださ
い。その上で、次年度以降、
改めて助成金の申請の必要
性について検討してください。

計 1,730,000

決定額合計 2,232,500

ステップアップコース


