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神奈川のよりよい地域社会の発展を応援します。

財団概要
名称 公益財団法人 アイネット地域振興財団

設立年月日 2019 年 3 月   1 日

公益認定取得日 2020 年 1 月 10 日

目的 当法人は、日本の経済・社会構造や財政基盤が変わりつつある中で、市民等が展開する社会に貢献する活動、 
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動の重要性に鑑み、それらの活動を行う団体等を支援・ 
助成又は評価・顕彰し、それらの活動をより健全により広範に発展、持続させ、神奈川県における公益を 
増進させることを目的としています。

事業内容 当財団法人は、神奈川県域で以下の事業を行います。
　①  子ども・青少年の健全な育成、教育・スポーツ等を通じた心身の健全な発展、公衆衛生の向上、環境 

保全・整備、地域社会の健全な発展に関する活動を行う団体等の持続性やその活動を支援・助成 
または評価・顕彰する事業

　② その他公益目的を達成するために必要な事業

理事長 池田　典義

理事・監事・評議員
■ 理  事

理事長・代表理事 池田　典義 株式会社アイネット　創業者最高顧問

理事 岡田　康司 一般社団法人地域経済総合研究所　理事長
（東京成徳大学　名誉教授）

理事 熊田　恒雄 エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社　相談役

理事 坂井　雅幸 公益社団法人横浜貿易協会　常務理事

理事 小林　孝雄 関内イノベーションイニシアティブ株式会社　監査役

■ 監  事
監事 小林　洋史 元　株式会社ラネクシー　監査役

監事 桐澤　寛興 響き税理士法人　代表社員・税理士

■ 評議員
評議員 神谷　光信 神谷コーポレーション株式会社　代表取締役会長

評議員 中條　祐介 公立大学法人横浜市立大学　理事・副学長

評議員 水田　秀子 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ　理事

評議員 大貫　　学 前・東京成徳大学経営学部　教授

評議員 鈴木　紀子 日本女子大学　現代女性キャリア研究所　客員研究員

評議員 内田　直克 株式会社アイネット　取締役兼常務執行役員

神奈川県内で市民の皆様が行う社会貢献活動は、近年新たに生まれている様々な社会的課題に対して 
大変重要であり、より健全に持続的に展開し社会的役割を果たすことが期待されています。しかし 
ながら、概して個人の善意等に依存して、資金的には活動の継続に悩んでおられる団体等が多いのでは
ないでしょうか。この様な状況を踏まえ、それらの活動を行う団体等を支援・助成することを目的として 
2019年 3月に財団を設立し、2020年 1月には公益認定を取得しました。当財団として 4年目の助成
事業となりますが、今回もよりよい地域社会の発展に貢献する活動を公募し、助成を行ってまいります。

2021 年 4 月 1 日現在

2021 年 4 月 1 日現在



応募件数および採択件数の内訳（過去3 年間）

分野別

過去 3年間（2019年度～ 2021年度）の応募件数と採択件数をカテゴリー毎に分析してみました。
3年間の合計で、応募総数 159件に対して採択件数は 49件となっており、採択率は約 3割となります。
助成区分別にみると、事業助成 88 件、団体助成 71 件の応募に対して、採択数は事業助成 27 件、
団体助成 22件となっており、ほぼ件数に比例して採択しています。

分野別では、「子ども青少年」と「地域社会発展」で応募全体
の8割強を占め、採択数では85％を占めます。 応募数に対し
ては「子ども青少年」の採択率が相対的に高くなっています。
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■分野別応募件数 ■分野別採択件数

法人格別
法人格別では、「NPO法人」が応募全体の５割強を占め、採
択数では7割弱を占めます。 任意団体も全体の4割の応募数
で、採択数でも全体の4分の1を占めます。
法人格に関わらず、広く採択していることがわかります。

ＮＰＯ法人
83件

任意団体
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一般社団法人 10件

ＮＰＯ法人
34件

任意団体
13件
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■法人格別応募件数 ■法人格別採択件数

所在地別
所在地別では、「横浜市」が応募全体の65％を占め、採択数
では85％弱を占めます。 応募数に対しては「横浜北部地域」、
「横浜南部地域」の採択率が相対的に高くなっています。
地域の別なく良い取り組みには助成していきますので、広く
県全域の皆様からのご応募をお待ちしております。
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事業規模別
事業規模別に見ると、「500万円以上」の団体が応募全体の3
割弱を占め、採択数では４割強を占めています。 対して「200
万円未満」の団体は応募全体の５割強を占め、採択数では4
割弱を占めます。 特に規模の小さい「100万円未満」は採択
数の2割強を占め、その多くが任意団体です。
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500万円未満
30件

100万円～
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■事業規模別採択件数

事業規模の定義　申請時に添付された事業計画書の事業費予算額
所在地別の定義 
横浜北部地域：神奈川区、旭区、瀬谷区、港北区、緑区、都筑区、青葉区、鶴見区　　横浜中部地域：中区、西区、保土ヶ谷区　
横浜南部地域：南区、港南区、戸塚区、泉区、栄区、磯子区、金沢区　　川崎地域：川崎市全域　　
横須賀三浦地域：横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町　　県央地域：相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地域：平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町　　
県西地域：小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

合計：159件 合計：49件

合計：159件 合計：49件
合計：159件 合計：49件

合計：159件 合計：49件



対象団体
神奈川県内に拠点を置き、原則として神奈川県内にお
いて社会貢献活動を行うＮＰＯ法人等（特定非営利活
動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団
法人、公益財団法人、任意団体、ボランティア団体等）。
ただし、営利を目的とした団体、趣旨や活動が政治・
宗教・思想等の目的に著しく偏る団体は除きます。

対象活動分野
•子ども・青少年の健全な育成
•教育・スポーツ等を通じた心身の健全
　な発展
•公衆衛生の向上
•環境保全・整備
•地域社会の健全な発展に関する活動

助成金額
1団体あたり10万円～30万円程度とします（総額700万円）。原則として、申請する事業および団体運営に
必要と認められる費用すべてが対象。ただし例外があります。詳しくは募集要項をご覧ください。

スケジュール
2021年
12月1日
募集開始

2022年
2月10日
募集締切

2022年
4月下旬
選考委員会

2022年
6月中旬
採否通知

2022年
6月30日
助成金交付

2023年
4月30日
完了報告書
提出

2022年
12月25日
中間報告書
提出

お問い合わせ・応募方法

電　　　話 045-682-0820（平日9～17時）

E - m a i l info@inet-found.or.jp
WEBサイト https://www.inet-found.or.jp/

公益財団法人アイネット地域振興財団 事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （担当：松本）
〒220-8139　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー39階

所定の様式に必要事項を記入して、申請してくだ
さい。様式（申請書）はHPからダウンロードでき
ます。また、事業報告書、収支報告書、事業計画
書、収支予算書も別途提出いただきます。詳しく
は、WEBサイトをご覧ください。

助成対象

継続申請について
翌年度以降においても事業運営や団体の充実・
発展が見込める団体については最長3年間の
継続的な助成を可能とします。既に過去 3回
のプログラムで3年連続して助成対象となった
団体は、2022年度は助成対象外となります。
ただし、2022年度に限って、4年目の継続申請
が可能です。詳しくは募集要項をご覧ください。

事業助成
2022年4月1日から2023年3月31日までの間に実施、
完了する事業や活動に関する費用を対象とします。

団体助成
2022年4月1日から2023年3月31日までの間の
団体の基盤強化に関する費用を対象とします。

対象内容

2022年度助成プログラム募集要項



助成事業開始後、3回目となった 2021年度助成 
プログラムでは、67団体から応募をいただき、22団体 
（事業助成 12団体、団体助成 10団体）に総額 640
万円の助成を行いました。子育て支援、青空保育や 
プレイパーク、子ども食堂や食品支援活動、発達障害 
や不登校の青少年向けに行う学習支援・就労支援・ 
居場所事業・相談事業の諸活動、三世代交流のまち
づくり、多文化共生、子ども目線のジュニアタイムズ 
発行、アーティスト活動支援など多岐にわたり、幅広い 
分野の団体とその活動を支援することができました。
ここに助成先 22団体をご紹介します。

団体紹介（団体助成） 

地域社会
発展

認定NPO法人あっちこっち

芸術での社会活動事業を通じ、文化・芸術の振興を

図り、若いアーティストが活躍できる場を増やし、社会活動に

ついて考える機会をつくる。

1.才能あるアーティストの支援

2.異世代間の交流をはかるコンサート等の企画運営

3.�海外に日本の若い芸術

家を紹介、海外アーティ

ストの招聘・文化交流

所在地　横浜市中区
https://acchicocchi.com

地域社会
発展

NPO法人Sharing Caring Culture

「多種多様な人たちと地域をつくる」取り組みとし

て、主に横浜市北部地域に在住の子育て中の外国出身者とと

もに、子育て情報支援事業や多文化交流事業を実施。あらゆ

る人たちが公平に、それぞれの独自性と潜在能力を最大限に

地域で発揮できるプラットフォームとして、個性を生かしたま

ちづくりを目指して活動中。

所在地　横浜市都筑区
https://
sharingcaringculture.
org/

子ども
青少年

一般社団法人学習サポート・スコラ

“みんな学べる、みんな学ぼう。”を理念に、発達障が

いや不登校、メンタル面の課題を持つ人を含め、学習を希望

するすべての人に完全１対１で個別教科学習指導を提供。保

護者、在籍校や専門機関と連携し支援をコーディネートし、

ひとり一人が達成感や自己

肯定感を得て将来を構築し

ていけるようにサポートす

る。

所在地　横須賀市
https://www.schola-
support.com/

子ども
青少年

NPO法人青空保育ぺんぺんぐさ

自然の中でのびのびと自ら育つ力を尊重した保育

事業。保護者と共に親子の育ち合いを支えるコミュニティを

作る。一般親子や幅広い年齢層に向け、乳幼児期の外遊び・

自然体験の大切さや青空保育を啓蒙。「ひとりで子育てしな

いで」を合言葉に子育て支援も実施。自然体験を通じて小学

生の健全育成に寄与。

所在地　横浜市青葉区
https://
jisyuhoikupenpengusa.
blogspot.com/



子ども
青少年

NPO法人横浜にプレイパークを 
創ろうネットワーク

子どもが子ども時代に自由に屋外でのびのびと遊べる場所

＝プレイパークの活動を推進。遊びの大切さを多くの人に発

信し、子どもたちが育つ豊かな環境を創る。プレイパーク間の

連携作り、新規プレイパーク立ち上げ支援、プレイリーダー雇

用・育成・配置、出張型プレイパークの受託等を実施。

所在地　横浜市神奈川区　https://www.yokohama-playpark.net

子ども
青少年

NPO法人子どもと共に歩む 
フリースペースたんぽぽ

「自分らしくいられる・人と出会いつながる・好きなものをみつ

ける・みんなで作る場所」を大切にしながら不登校の子どもた

ちや若者の居場所として活動。不登校などで悩む保護者の相

談や親の会などの交流活動も実施。地域でお互い支えあえる

つながりや子どもの権利につ

いての理解を広げていくこと

を目指して取り組んでいる。

所在地　横浜市鶴見区
http://www.freespace-
tanpopo.com

地域社会
発展

NPO法人街の家族

「どんな時も繋がり会える＜街の家族＞」、“こども

の国”周辺の横浜市青葉区奈良町で、生活しやすい地域社会

の実現を目指し、三世代交流のまちづくり活動をしている。有

資格者による妊娠中から子育て迄の切れ目ない支援を柱に

据え、地域の見守り愛事

業、生活福祉事業、及び

まちづくりの普及啓発活

動を行っている。

所在地　横浜市青葉区
https://www.
machinokazoku.info

教育
スポーツ

NPO法人スペシャル オリンピックス 
日本・神奈川

知的障害がある人たちに年間を通してスポーツトレーニング

とその成果を発表する競技会を提供。彼らの健康維持と自立、

社会参加を応援する。米国のケネディ氏の活動が発端となり

世界各国で活動されており、1995�年4月に日本国内�5番目�の

地区組織として設立。

所在地　横浜市中区
http://www.son-
kanagawa.com/

子ども
青少年

NPO法人バンブーまなび塾

不登校、ひきこもり等の青少年が自立を目指す時、何

よりも学力不足、学歴がない事が課題であると実感。この困難

を抱えた児童も含めた青少年に対し、孤立させることなく学

習支援、居場所、就労支援を行う。又実験教室、キャンプ、所外

活動等これまでに出来なかった体験を深める事業を実施し社

会参加と自立への支援

をする。

所在地　横浜市港北区
https://bamboombj.
jimdofree.com/

子ども
青少年

NPO法人子育ての輪Lei

子育て世代が中心となり、未病・防災をテーマに、地

域で活動する団体、個人に対して、子育て環境促進活動の支

援を行い、�生涯学習の推進と心身の健全なる発達に寄与す

る。空き家を活用した防災事業やコミュニティ食堂�、マーケッ

トなど、笑顔溢れる社会作りに取り組む活動を展開。

所在地　中井町
https://
kosodatenowa.
wixsite.com/
kosodatenowa-lei



団体紹介（事業助成） 

子ども
青少年

認定NPO法人ミニシティ・プラス

地域情報をこども目線で取材 
「つづきジュニア編集局」の活動とノウハウ構築
こどもたちがまちを取材し、まちを知ることでまちが好きにな

る、まちを大切にする人を育てる。こども自身にコミュニケー

ション力、プレセン力を育てる。子どもの目線で地域情報を伝

えることは、新たなまち

の視点を生む。

所在地　横浜市都筑区
https://minicity-plus.jp/

子ども
青少年

NPO法人コロンブスアカデミー

子ども食堂　250にこまる＋プラス
コロナ禍、新たに生まれる生活困窮の問題、見過ごされてい

く貧困、孤立していくこども達に対して、あたたかい食事を提

供するだけでなく、相談できる環境を整え、必要な支援につな

げ、社会からの孤立を防ぐ。また、子ども達自身がサポーター

メンバーとして活躍する

場に発展させていく。

所在地　横浜市磯子区
https://npocolumbus.
or.jp/

子ども
青少年

NPO法人ABCジャパン

外国につながる子どものための学校内 
放課後教室と教員研修事業
日本語力が不十分だったり家庭学習が難しい子どもたちが自

分に合った環境の中で意欲を高め、学校の授業についていけ

るようにし、学校との連携を図り家庭との橋渡し役も担う。県

内小中学校教員向け経験

豊富な講師によるオンライ

ン研修。

所在地　横浜市鶴見区
https://www.abcjapan.org/

地域社会
発展

フードコミュニティ

食品ロスと食の格差解消で、夢と希望が
持てるまちづくり
食材の有効活用により食品ロスを削減し、必要な人々に提供

する事で、食による格差、貧困や飢餓をなくし、人々が安定し

た食事がとれるようにする。ＳＤＧｓパートナー登録団体とし

て市民・行政・大学・企業と包括

的に連携し持続化を図る。

所在地　相模原市南区
https://foodcommunity-
sagamihara.amebaownd.com/

子ども
青少年

ユニバーサル絵本ライブラリー UniLeaf

日本唯一の点字付ユニバーサルデザイン
絵本製作貸出と理念普及事業
透明シートに本文を点字化しはさみ込んだ『ユニバーサルデ

ザイン絵本』製作・普及活動を通じ、見える子も見えない子も

一緒に使うことで相互理解の促進に寄与。誰もが尊重され共

に生きていく社会の実現に貢献する。

所在地　葉山町
http://unileaf.org

子ども
青少年

NPO法人アレルギーを考える母の会

アレルギーの子どもたちを支える専門職
のスキルアップを図る研修事業
アレルギーの子どもたちは適切な医療のもとで症状をコント

ロールし、学校や保育所等の居場所で、誤食が起こらない食

物アレルギー対応など支援が欠かせない。コロナ禍、支援者の

ためのオンライン研修会を実施。

所在地　横浜市旭区
http://hahanokai.org/



地域社会
発展

NPO法人ロクマル

お手紙弁当事業（お届けと小冊子制作）
長引くコロナ禍で孤立しがちな高齢者等に、お手紙付き弁当

を宅配する。手紙や配達時の会話から、小さな交流が生まれ

ている。コミュニティに関心のなかった人の参加・利用を通じ

て交流するきっかけを作

り、体調や心の変化の早

期発見、孤立しがちな人

を見つける。

所在地　横浜市都筑区
https://rokumaru60.info

地域社会
発展

NPO法人スペースナナ

ケアする人に優しい地域づくり
家族介護者が孤立しないための「ケアラーズカフェ」開催、高

齢者や障がい者と家族が地域とつながるためのスタンプラ

リーの開催など、商店街や公的支援機関、NPO等と連携・情

報交換をしながら、<誰

も孤立しない>地域づく

りをめざす。

所在地　横浜市青葉区
https://spacenana.com/

子ども
青少年

俣野公園プレイパーク

俣野公園プレイパーク運営事業
毎月のプレイパークを確実に運営していく。子どもたちだけ

でなくその保護者や地域住民の居場所としてのプレイパーク

を目指す。参加する子どもたちの、やってみたいという気持ち

を後押しできるあそび場、

安全で安心な遊び場を確

保していく。

所在地　横浜市戸塚区
http://www10.plala.or.jp/
sora0302/matanoPP/

子ども
青少年

認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト

小児慢性疾病児童等と家族のための 
自立相談支援事業
横浜こどもホスピス～うみとそらのおうちは、通所施設の機

能だけでなく地域の保健室的な役割を担った子どもの病気

に関する相談をできる場所とし、医療以外の小児緩和ケアを

提供していく。定期的に相談員や理学療法士、作業療法士、

ソーシャルワーカーな

どとの相談も実施。

所在地　横浜市中区
http://
childrenshospice.
yokohama/

地域社会
発展

NPO法人おもいやりカンパニー

地域支援活動「ママ・マルシェ」の拡充事業
高齢者人口は増加し単身世帯率が非常に高く、地形的な高低

差も多い地域。買い物弱者、家に閉じこもりがちな地域高齢

者と住民の為、自ら商品を選ぶことが出来、買い物が出来る

喜びを満たし、その場に集う事で地域での孤立を防ぐ買い物

支援活動を拡充。

所在地　横浜市南区
https://www.omoiyari-
company.com

地域社会
発展

フードバンク浜っ子南

ひとり親家庭への食品支援活動
食べられる安心が幸せに繋がることを信じ、食支援を通して、

誰一人取り残すことなく食を分かち合える心豊かな社会を創

ることを目指す。困窮するひとり親家庭への食品提供支援を

通じて、間接的に子どもの育ちを応援し、ひとり親の一時の

居場所づくりをする。

所在地　横浜市戸塚区
https://www.fbh-
minami.org/


