令和2年度

杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業

■助成対象事業

概要

■対象団体

スタートアップ事業

ＮＰＯ法人、
またはすぎなみ地域大学修了生が代表を務め、かつ

活動の継続、
自立を目指す団体が実施する事業

修了生5名以上で構成される法人格を有していない設立から5年

算期経常収入500万円未満の団体

主たる事務所を区内に有する、
または区民対象の事業を行う団体

未満の団体

【要件】団体設立5年未満（令和2年4月1日現在）又は直近年度決

反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にない団体

ステップアップ事業

団体活性化、事業発展、区や他団体との連携・協働を目指す団

※平成30年度から区への団体登録は不要となりました。
（区登録制度廃止）

体が実施する事業

■助成額

■助成対象期間

杉並区ＮＰＯ活動資金
助成報告書

交付決定日
（6月上旬予定）〜令和3年2月28日

上限50万円（1事業） 総額250万円

※事業実施に関わる準備経費については2年4月1日以降を対象とする。

■審査方法

一次：書類審査

二次：公開プレゼンテーション

■助成の流れ

令和2年2〜4月

募 集
説明会

令和元年度

2/15〜4/10
3/4

一次審査
二次審査

5月

6月〜

2月

交付決定（通知）
助成金支払

5/21

事業視察（〜令和3年2月）
事業実施

令和3年3〜4月

事業報告書提出
助成金精算

2年度助成事業報告会
（4月予定）

杉並区ＮＰＯ支援基金への寄附は
銀行からご寄附いただく場合

杉並区ＮＰＯ支援基金リーフレットに
付いている郵便払込用紙を使って

地域課協働推進係≪03−3312−2381≫へお電話ください。ゆう

ちょ銀行以外の金融機関からご寄附いただける納付書をお送りい

郵便局からご寄附いただけます。
リーフレット

たします。

は、区役所、区民事務所、すぎなみ協働プラザ
などに置いてあります。

インターネットからご寄附いただく場合

ふるさと納税サイト
「ふるさとチョイス」の『杉並区』ペー

窓口でご寄附いただく場合

地域課協働推進係へお越しください。
その場でご寄附いただけます。

ジにアクセスしてください。

杉並区 ふるさとチョイス

検索

寄附には税制上の優遇があります

杉並区ＮＰＯ支援基金への寄附は、
「ふるさと納税」
として取り扱われ、所得税・個人住民税からの控除を受けることができます。

令和元年度にご寄附をいただいた皆様 （50音順・敬称略）
●ＮＰＯ支援基金普及活動協力者
●荻窪家族プロジェクト

●栗原

裕子

●ＮＰＯ法人 てんぐるま

●ＮＰＯ法人COSMO FEST

●ＮＰＯ法人 日本失語症協議会

●第2回 老楽フェスティバル実行委員会 ●ケンコーマヨネーズ株式会社
●加藤
●河俣

●鈴木

芳子

和博

●平田

敦子

●ＮＰＯ法人スクール・アドバイス・ネットワーク ●ＮＰＯ法人 みかんぐみ

義行

ほかに匿名・複数回寄附など

41件

総寄附件数

56件

寄附合計額

だいじなことには、
お金がかかる。
だから
寄附なんだ

●原田由美・堺由美

1,237,524円

寄附のお申し出お問い合わせは

杉並区区民生活部地域課協働推進係
杉並区成田東4-36-13

杉並区役所分庁舎2階

03-3312-2381

FAX

03-3312-2387

杉並区区民生活部地域課

令和元年度も多くの皆さまにご寄附をいただき、

令和元年度

ありがとうございました。

1,237,524円
寄附件数：56件
助成事業：6件
寄附総額：

子どもの健全育成、高齢者・障害者への支援、環境・まちづくり推進など、さまざまな分野に、行政の支援が行き届かない「社会の
スキマ」
ともいえる課題が潜んでいます。
その課題解決に取り組む地域のＮＰＯ活動を応援するのがＮＰＯ支援基金です。皆さまから
寄せられた寄附を活用して、ＮＰＯの地域貢献活動に助成金を交付しています。

令和元年度は、ＮＰＯ6団体に対して総額1,142,999円の
助 成をしました。子どもの 居 場 所づくりや赤ちゃんカフェ、
自主制作映画の上映会のほか、障害児とその家族のための
クリスマスコンサートなどが実施され、
多くの参加者を集めました。
平成14年〜令和元年度の累計
●寄附額：約3,114万円 ●寄附件数：607件

●助成事業：217件

令和元年度の 助成事業紹介
「百人力てらこやⅡ」

【事業区分】

1 荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」

スタートアップ 【助成額】263,0００円

荻窪家族プロジェクト
「百人力サロン」
090-1659-9237
nk168ichi@jcom.home.ne.jp

https://www.ogikubokazoku.org/

平成30年度に続き2年目となる
「百人力てらこや」は6月に順調なスタートを切りました。

4

すぎなみ共生推進プロジェクト
（誰も置き去りにしない共生社会をめざすプロジェクト）

【事業区分】

ステップアップ 【助成額】132,505円

ＮＰＯ法人 てんぐるま
080-4417-1831
info@tenguruma.org

ＮＰＯ法人 てんぐるま

継続が最も重要な事と考え、昨年に登録した児童は学年が一つ上がり継続参加しました。
さらに、今年度

障害者、子ども、マイノリティの人々が権利を保障され、差別がなく地域で当たり前に

は「英会話」
を取り入れたことが大きな特徴であり、
チャレンジでもありました。英会話ではできるだけ読み

生活できる共生社会の実現に向かって学習・啓蒙・普及活動をしてきました。今年度は

書きはせず、もっぱら耳と口を使ったレッスンをしました。現在25人の児童が登録しており、8か月の延べ

「だれも置き去りにしない」を掲げ事業を行いました。7月は、映画「不登校の真実」
（学校に

参加者数は252人でした。算数と英語のカリキュラムを組み合わせのほか、低学年には「読み聞かせ」も

行かないことは悪いことですか？）上映と
「子どもの権利条約」学習会を開催しました。講師は

加えて本を読むことの楽しさと、人の話を聞くことの大切さも学びます。保護者にも喜ばれ、子どもたちも

子どもの権利条約ネットワーク運営委員で障害者の高木あきなりさん。10月はすぎなみ

楽しく通ってくれています。
夏には保護者と一緒にそうめん流しを、
冬にはこどもクリスマス会を行いました。

シャルソン（ソーシャルマラソン）を行いました。障害者の方、子ども、区民等がお揃いの

持続可能な社会（SDGs）を築くためには単年度ではなく継続が重要で子どもたちの将来をより良いも

Tシャツを着て、
グループに分かれて阿佐ヶ谷・高円寺地域の８カ所のポイント
（食・遊びが

のにする道筋をたてて行くのが私たち大人の責任であると考えて、今後も「百人力サロン」が目指す、

あるお店等）
を巡り、街の人と交流し共生を考えました。区内で初めてのシャルソンでしたが、

地域とのつながりをもとに「子どもたちの居場所をつくる」
ことの大切さを胸に努力していきます。今後

SNSでシェアリングし、大いに盛り上がりました。

https://www.tenguruma.org/

ともご支援をお願いいたします。

杉並ヒーロー映画祭2019 /久我山ヒーロー上映会

【事業区分】

2 ＮＰＯ法人 ＣＯＳＭＯ ＦＥＳＴ

ステップアップ 【助成額】273,306円

ＮＰＯ法人 COSMO FEST
cosmofestjapan@gmail.com

http://cosmofest.org/

座・高円寺で開催している
「杉並ヒーロー映画祭」をはじめ、久我山などでの杉並区

第2回・第3回「要点筆記入門講座」

5 ＮＰＯ法人 日本失語症協議会

【事業区分】

ステップアップ 【助成額】207,385円

ＮＰＯ法人 日本失語症協議会
03-5335-9756
oﬃce@japc.info

http://www.japc.info/

失語症の知識のある方々、失語症会話パートナーの方、意思疎通支援講習会を終了した方、御家族

内で上映会を定期的に行い、自主制作映画という普段あまり接点のない映画を、芸術

や言語聴覚士養成校の学生の方々を対象とした講習会を開催しました。

鑑賞や娯楽の選択肢の一つとして楽しんでいただくことを目的に活動してきました。

平成27年、障害者総合支援法が施行され、平成30年地域生活事業の中、失語症のある方に対する

今回で4回目となる「杉並ヒーロー映画祭」では、過去最多となるコンペティション

意思疎通支援者の養成派遣事業が開始されました。意思疎通が困難で日常生活、社会生活が困難な

作品の応募があり、自主制作映画や講評会を杉並区内をはじめ、多くのお客様に楽し

失語症のある方々の障害福祉サービスが誕生しました。意思疎通は言葉のほかに、文字を使う手法

んでいただくことができました。

として、要点筆記があります。失語症の方が聞いて理解することや、長い文章や、ひらがなの多い

上映会は、久我山を中心に10月から毎月実施しました。屋内に加え、今年度から

文章を理解することが困難であるという特徴を鑑み、文章や講演の要点を素早く文字にして、内容を

野外上映も行い、杉並区内では普段あまり体験できない映画体験を通して、自主制作

失語症のある方へ支援をする方式を要点筆記といいます。要点筆記はパソコンを使い、聞いたことを

映画を鑑賞していただきました。

瞬時に理解して、漢字単語や、図、記号への変換をし、要点のみを書き記す手法です。高度な技術を

一人でも多くの方々に、自主制作映画を楽しんでいただくことができるよう活動を

要しますが、失語症のある方には大変理解しやすいと好評を得ています。

続けて参ります。

赤ちゃんカフェ

3 ＮＰＯ法人 すぎなみ子育てひろばchouchou
シ

ュ

シ

ュ

【事業区分】

赤ちゃんカフェは、子育てへの不安感や社会からの孤立感を感じているママたちの
癒しの場所として週1回、開催してきました。チラシや口コミで、今年度も100組以上の
参加がありました。ママたちは、情報交換をしたり、
日頃の育児の不安やストレスを話
すことでリフレッシュしています。
また焼きたてクッキーとカフェインレスのお茶を楽し
む時間は、
スタッフが赤ちゃんを見守る中で、ほっとする時間が過ごせたと喜びの声を
いただきました。
そのほか、サプライズ企画として助産師さんによる抱っこ紐講座を行いました。
抱っこが楽になり姿勢もよくなったととても好評でした。
今後は、親子の癒しの場所だけでなく、要望を取り入れながら、講座をもっと充実
させていきたいと考えています。そして、もうすぐママパパになる方たちにもぜひご
参加いただきたいと思っています。

ステップアップ 【助成額】65,0００円

ＮＰＯ法人 すぎなみ子育てひろばchouchou
03-3395-0135
chouchou@cup.ocn.ne.jp

http://chouchou-suginami.com/

重度障害児者とその家族の自立生活支援事業

6 ＮＰＯ法人 みかんぐみ

【事業区分】

ステップアップ 【助成額】201,803円

ＮＰＯ法人 みかんぐみ
info@mikangumi.com

https://mikangumi.com/

みかんぐみは、
重いハンデがあっても地域でその子らしく生きていける社会をつくること、
障害のある
子どもたちに対して
「大丈夫だよ」
と言える現在と未来をつくり出すことを目指しています。
今年度の助成事業として、重い障害を持つ子どもたちとその家族を対象としたプール教室やクリス
マスコンサート、
勉強会、地域の人々との交流会、保護者向けの就労支援事業を企画しました。
年末に行われたクリスマスコンサートでは、多くの家族が子どもたちと一緒にクラシック演奏を
楽しむことができました。障害のある子どものきょうだい児たちへの支援をテーマにした勉強会では、
多くの保護者の参加があり、きょうだい児に関する悩みを率直に話す姿が見られました。
また、障害のある子どもの保護者の多くはケアのために離職しています。
クラウドソーシングを
活用した就労支援事業では、
こうした方々の社会参加を後押ししています。

