
2022年12月1日木～2023年2月10日金
1団体あたり10万円～30万円程度（総額800万円）
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2023年度助成プログラム募集案内
公益財団法人  アイネット地域振興財団

子ども・
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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

地域社会の
健全な発展

環境保全・
整備 

「チャレンジ助成」がスタート！ 
若者によるスタートアップ団体の地域社会貢献活動を応援します

今年度から従来の助成プログラム「事業助成」「団体助成」に加え、15歳から39歳までの若者が中心となり、自主・
自発的に行う地域社会貢献活動に対する助成枠を新設いたします。将来の地域の担い手となる若者の皆さんの
エントリーをお待ちしております。（団体設立年数、対象活動分野、地域等の制限がございます。詳しくは募集要項をご覧ください）



神奈川のよりよい地域 社会の発展を応援します。
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さまざま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いて、資金的に活動の継続に悩んでいらっしゃる団体も多いのではないでしょうか。
このような状況を踏まえ、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、2020年1月には公益認定を取得しました。当財団として5年目の助成事業となりますが、新たに「チャレ
ンジ助成」を新設し、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。

助成実績（過去4年間）

助成先団体からの声

分野別

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88％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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地域区分
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：237件 合計：76件 合計：237件 合計：76件

応募総数 237件　総採択件数 76件　総助成金額 2,073万円

書類送付、手続きなども電子化され申請しやすく、折々の
ご連絡のなかで応援メッセージをいただけることがとても
心強く感じていました。事業費だけではなく人件費や家
賃を計上できる助成金はとても貴重で、引き続きご支援
をいただけるとありがたいです。

組織基盤のための助成金をいただく機会は貴重なので、3年
に渡って助成していただき、ご支援に心から感謝いたします。

昨春からのコロナウイルス感染拡大は、学習の場にも大きな
影響を及ぼしており当団体も活動の継続そのものが苦しい
状況にさえなった。しかし貴財団ご担当者様がヒアリングの
ため来訪くださり、じっくりと話に耳を傾けていただいたこと
は大変大きな励みになった。深く感謝申し上げます。
当団体の連携団体には、小さな規模で頑張っていらっしゃる
団体や主なスタッフの高齢化で困難を強いられながら奮闘
されている団体が少なくない。当団体が物心両面で助けられ
支えられたように、貴財団の助成が多くの団体の励みや支え
になることを確信しております。

コロナ禍で自分たちができることは何かと改めて考え、こど
も食堂の事業に新たに取りくむことになったので、その新
しい事業に助成をいただけたことは私たちとしても枠組み
も作りやすく、モチベーションも高くなり、本当にありがたく
思っております。
この10ヶ月で事業自体が育ってきて、今後も発展していく
手ごたえを感じています。ぜひ引き続き、この場を継続でき
るように応援していただきたいと思います。助成頂けなければ、新規事業へのとっかかりも広報も難し

かったと思います。また事務局の方には丁寧なご指導をいた
だきまして心より感謝いたします。いただいたご支援を今後
に生かし、さらに活動に邁進したいと存じます。

事業助成（2022年度）
団体名 分野 事業名 所在地

認定NPO法人こまちぷらす 子ども・青少年 不登校・ひきこもりの子やご家族、ダブルケアやこどもの発達に不安がある方のための居場所事業 横浜市戸塚区

NPO法人 Sharing Caring Culture　★3 地域社会・発展 多文化子育て応援事業 横浜市都筑区

NPO法人プラットファーム 子ども・青少年 子どもと若者の図書館「衣笠駅徒歩1分図書館」 鎌倉市

NPO法人神奈川県中途失聴・難聴者協会 地域社会・発展 難聴者等のコミュニケーションの充実のための社会教育事業 中郡二宮町

NPO法人 スペースナナ　★1 地域社会・発展 ケアする人に優しい地域づくり 横浜市青葉区

認定NPO法人ミニシティ・プラス　★2 子ども・青少年 地域情報をこども目線で取材活動「ジュニア編集局」とコロナ禍の新たな発信 横浜市都筑区

NPO法人フードバンク浜っ子南　★1 地域社会・発展 ひとり親家庭への食品支援活動 横浜市戸塚区

NPO法人アレルギーを考える母の会　★1 子ども・青少年 障害児者が滞在・生活する施設等のアレルギー対応の課題を明らかにする事業 横浜市旭区

俣野公園プレイパーク　★2 子ども・青少年 俣野公園プレイパーク運営事業 横浜市戸塚区

NPO法人ロクマル　★1 地域社会・発展 お手紙弁当事業（お届けとチームの人材育成） 横浜市都筑区

NPO法人ABCジャパン　★1 子ども・青少年 外国につながる子どものための学習支援と地域体育館での交流事業 横浜市鶴見区

つながるフェス実行委員会 子ども・青少年 多胎育児支援事業　イベント名「第2回つながるフェス ふたご・みつご and more in さがまち」 相模原市南区

ユニバーサル絵本ライブラリー　UniLeaf　★1 子ども・青少年 新しいユニバーサルデザイン―点字付絵本&建造物ブロンズ像―の普及啓発事業 三浦郡葉山町

紙芝居ほっこり座 子ども・青少年 やべみつのり氏の「かみしばいとぼく」紙芝居と講話のYouTube配信 相模原市中央区

NPO法人 こどもと未来－おひさまでたよ－ 子ども・青少年 0・1・2歳児の初期発達と子育ての支援＞親と子の遊びクラス 横浜市戸塚区

団体助成（2022年度）
団体名 分野 所在地

NPO法人青空保育ぺんぺんぐさ　★3 子ども・青少年 横浜市青葉区

一般社団法人学習サポート・スコラ　★2 子ども・青少年 横須賀市

NPO法人子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽ　★1 子ども・青少年 横浜市鶴見区

認定NPO法人あっちこっち　★2 地域社会・発展 横浜市中区

NPO法人 街の家族　★1 地域社会・発展 横浜市青葉区

NPO法人RDA横浜 教育・スポーツ 横浜市港南区

認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川　★1 教育・スポーツ 横浜市中区

NPO法人子育ての輪Lei　★1 子ども・青少年 中井町

NPO法人バンブーまなび塾　★1 子ども・青少年 横浜市港北区

福祉クラブ生協　移動サービス　ワーカーズコレクティブ　「らら・むーぶ多摩」 地域社会・発展 川崎市多摩区

フードコミュニティ　★1 地域社会・発展 相模原市南区

横浜中部ボッチャ同好会 地域社会・発展 横浜市西区

（★ 1：2021 年度助成先、★２：2020 年度、2021 年度継続助成先、★ 3：2019 年度、2020 年度、2021 年度継続助成先）



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800万円）。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
2022年
12月1日
募集開始

2023年
2月10日
募集締切

2023年
4月下旬
選考委員会

2023年
6月中旬
採否通知

2023年
6月30日
助成金交付

2024年
4月30日
完了報告書
提出

2023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、竹内）
〒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。2020年から2022年のプログラムで3年連続して助成対象となった団体は、2023年度は助成対象外となります。

事業助成
2023年4月1日から2024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
2023年4月1日から2024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。

チャレンジ助成
2023年4月1日から2024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。

対象内容

2023年度助成プログラム募集要項




