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杉並区ＮＰＯ支援基金について 
（ＮＰＯ活動資金助成事業） 

１ 目的 

 「杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例」に基づき、ＮＰＯの自立し

た活動の発展を確保するため、事業者や個人からの寄附を受け付け、ＮＰＯ法人等の活動に必要

な資金を助成し、ＮＰＯの活動を推進する。 

２ 特徴 

○寄附者が税制上の優遇措置が受けられる。 

○杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会が助成審査をし、情報を公開する。 

３ 寄附と助成の推移 

              

 

 

 

  寄附 助成   寄附 助成 

年度 件数 寄附金 助成     

団体 

助成金（円） 年度 件数 寄附金 助成     

団体 

助成金（円） 

14 14 3,799,492 2 600,000 24 18 682,057 11 2,468,600 

15 18 2,228,204 13 2,989,000 25 37 1,876,331 10 2,357,000 

16 15 1,409,604 11 1,836,816 26 60 1,145,865 11 2,255,093 

17 15 2,568,839 10 1,445,000 27 62 916,934 10 2,020,000 

18 26 3,611,221 17 3,000,000 28 46 609,443 5 1,441,533 

19 29 2,294,775 31 3,599,000 29 70 993,204 9 2,388,000 

20 28 1,943,952 19 2,700,000 30 43 825,819 7 2,342,600 

21 29 1,876,281 16 2,990,000 元 56 1,237,524 6 1,142,999 

22 13 1,275,522 15 2,492,600 ２ 39 697,839 5 1,333,000 

23 18 1,768,932 14 2,420,000 ※2 年度は 2 月末現在の数値 
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 ４ 年度末基金残高 

 

 

 
 

※ 区の原資 合計 1,600万（14年度：100万、17年度：1,500万） 
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ＮＰＯ支援基金 年度末残高の推移

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

年度末
基金残高

4,201,309 3,445,131 3,025,510 19,156,957 19,852,212 18,674,976 18,079,484 17,125,862 16,052,526

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年度末
基金残高

15,535,344 13,847,084 13,422,421 12,341,871 11,262,509 10,450,705 9,063,788 8,077,602 8,176,078

令和 2年 3月 31日現在 



杉並区区民生活部地域課協働推進係 03-3312-2381 03-3312-2387

杉並区区民生活部地域課

寄附のお申し出
お問い合わせは 杉並区成田東4-36-13　杉並区役所分庁舎2階

ＮＰＯ法人についてもっと知りたい方は

ＮＰＯって何？寄附の方法は4種類あります

「杉並区NPO支援基金」へのご寄附はこの払込取扱票をご利用ください

■東京都ＮＰＯ法人ポータルサイト

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/houjin/npo_houjin/

ＮＰＯ法人全般、ＮＰＯ法人の活動分野などに関する
情報があります。

郵便局からご寄附いただく場合
下の払込取扱票で、お近くの郵便局からお振込みください。払込手
数料は区が負担します。

ＮＰＯ（non-profit organization）とは、
営利を目的とせず、さまざまな社会貢献活動を行う民間組織
のことです。一定の要件を満たせば、「特定非営利活動促
進法（ＮＰＯ法）」によって認証されてＮＰＯ法人となります。
信頼性の証として、明瞭な会計処理や情報開示などを求め
られます。

❶寄附の公表について、希望される番号に必ず○をお付けください。 
❷ワンストップ特例制度を希望する場合はチェックをお付けくだ
さい。 
❸郵便局（ゆうちょ銀行）で受け取った「受領証」が、確定申告時の
証明書類として認められます。税控除を受けるために必要な書
類ですので、無くさないよう大切に保管してください。 

銀行からご寄附いただく場合
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
いたします。

窓口でご寄附いただく場合
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）
へお越しください。その場でご寄附いただけます。

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』
ページにアクセスしてください。

■杉並区ＮＰＯ支援基金

https://www.sugi-chiiki.com/kikin/

https://www.furusato-tax.jp/city/product/13115

基金のしくみや、杉並区内のＮＰＯに関する豊富な情
報があります。

払込手数料
は

区が負担！

そ
の
寄
附
が

税制
優遇

だいじなことには、
お金がかかる。
だから
寄附なんだ

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、金額
を記入する際は、枠内にはっきりと記入
してください。また、本票を汚したり、折り
曲げたりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の
払込機能付き ATM でもご利用いただけ
ます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局
の渉外員にお預けになるときは、引換えに
預り証を必ずお受け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただきました
払込書に記載されたおところ、おなまえ等
は、加入者様に通知されます。
・この受領証は、払込みの証拠となるもの
ですから大切に保管してください。

この場所には、何も記載しないでください。



だれかのためにがんばる人を
みんなが応援するって、いいね！

寄附には税制上の優遇があります

寄附金は「杉並区ＮＰＯ支援基金」の助成金に

寄附はこんな活動にいかされています

個人の方

私たちの街のあちこちに、小さなＳＯＳがあります。
医療、福祉、環境、教育、まちづくりなど、
さまざまな分野で小さな声を拾い上げ、手を差し伸べ、
人と人とをつなぐのがＮＰＯの活動です。
だれかのためにがんばるＮＰＯを、寄附という形で応援しませんか？
杉並で暮らす57万人の人たちが、ゆるやかにつながり、
安心して暮らせる社会にするために。
その結びつきはまわりまわって、
あなたの心と時間を豊かにしてくれるはず。

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
れます。
●寄附金額から2,000円を引いた額（上限あり）が、原則として所得
税・個人住民税から控除されます。

　（例：50,000円寄附すると、48,000円の税軽減）
●「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、自分で確
定申告しなくても寄附金控除が受けられます。
（確定申告する必要のない給与所得者の方で、ふるさと納税を
行った自治体が5ヵ所以内の方）。

いただいた寄附金は、杉並区ＮＰＯ支援基金に積み立てられ、区
の財源とともに助成金として活用されます。
助成される事業は、年度ごとに決まります。事業の審査は、区民、
ＮＰＯ等活動関係者、学識経験者などで構成する「杉並区ＮＰＯ等
活動推進協議会」が行い、区が助成団体や金額を決定します。

令和元年度の助成対象に選ばれた事業は6団体（右ページ）。
設立5年未満の団体に助成される「スタートアップ事業」に1団体、
団体の活性化や発展、区などとの協働を目指す団体に助成される
「ステップアップ事業」に5団体が選ばれました。

法人
寄附した事業年度に、全額を損金算入することができます。

1「百人力てらこやⅡ」

算数のほか、簡単な英会話や読み聞かせを組み入れて、子
どもたちが地域の中で安心して勉強したり遊んだりする居場
所を作ります。

相続
相続税や遺贈によって取得した財産を寄附した場合、その支出を
相続税の対象外とする特例があります。

※所得税・法人税に関するお問い合わせは、お住まいの住所を管轄する税務署へ
※個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの区市町村の個人住民税担当課へ
※ふるさと納税に関する情報は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」へ

活動の継続、自立を目指す団体が実施する事業
【要件】団体設立5年未満(平成31年4月1日現在)又は直近年度決算期経常収入500万円
未満の団体

団体活性化、事業発展、区や他団体との連携・協働を目指す団体が実施する事業

令和元年度、助成対象に選ばれたＮＰＯはこのような活動をする団体です。

杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会

助
成
金
支
給

杉並区ＮＰＯ支援基金みなさまからの寄附

税制
優遇

区の財源

一次審査：書類審査
二次審査：プレゼンテーション

積み立て

ＮＰＯ団体

寄　附

スタートアップ事業 ステップアップ事業

荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」団体名

2杉並ヒーロー映画祭2019 /
 久我山ヒーロー上映会

区の芸術・文化振興を目指して日本全国から自主制作映画を
募集し、公開講評会の開催や地域での自主制作映画上映会を
実施します。

ＣＯＳＭＯ ＦＥＳＴ（コスモフェスト）団体名

3赤ちゃんカフェ

0歳児親子がゆったりと過ごし、利用者同士の情報交換や他の
お子さんとの触れ合いなどを通じて育児への不安や孤独感を
和らげる居場所を提供します。

すぎなみ子育てひろばchouchou（シュシュ）団体名

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）

障害者や子ども、マイノリティの人々が地域で当たり前に生活
できる共生社会、インクルーシブ社会実現のために学習会や
イベントなどを開催します。

てんぐるま団体名

5第2回・第3回「要点筆記入門講座」

言語聴覚士の指導のもと、失語症の方の意思疎通の支援方法
である要点筆記を学ぶ実践講座を開催します。

日本失語症協議会団体名

6重度障害児者とその家族の
　自立生活支援事業

重度障害児とその家族が地域で自立した生活を送るための
支援として、保護者への就労支援や、重度障害児向けのプール
教室などを開催します。

みかんぐみ団体名

だいじなことには、
お金がかかる。
だから
寄附なんだ

通
　
信
　
欄

ご
依
頼
人

おところ（郵便番号　　　　－　　　　　）

おところ（郵便番号　　　　－　　　　　）

（電話番号　　　　－　　　　　   －　　　　　）

ふりがな
お名前

おなまえ

【この振込は、ふるさと納税です】

これより下部には何も記入しないでください。

この受領証は、大切に保管してください。

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号 東 第 71088 号）

都 道
府 県

市 区
町 村

様

口
座
記
号
番
号

金
　額

ご
　
依
　
頼
　
人

加
入
者
名

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
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東京

杉並区寄附金

杉並区寄附金

払　込　料　金
加入者負担公 公振替払込請求書兼受領証

備　　考 日　　附　　印

払込料金
加 入 者
負      担

※寄附の公表について、いずれかに○を付けてください。

1.　氏名・金額を希望 2.　氏名のみ希望 3.　希望しない

※ふるさと納税ワンストップ特例申請書の送付を希望する場合は、下の□にチェックをしてください。

□ふるさと納税ワンストップ特例申請書の送付を希望します。

（このチェックにより申請手続が完了するものではありません。後日送付する「申請書」に必要事項を記入の上、杉並区へ提出
する必要がありますので、ご注意ください。）

杉並区ＮＰＯ支援基金として、上記金額を寄附します。
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すぎなみ協働プラザ 

〒166-0004 杉並区阿佐谷南 1-47-17（阿佐谷地域区民センター４階） 

ＴＥＬ：０３（３３１４）７２６０ ＦＡＸ：０３（３３１４）７２６５ 

E-mail : info@nposupport.jp  

開館日：月～土曜日 10 時～18 時   

休館日：日曜日、第 2・4 火曜日、第 3 水曜日、祝日・振替休日、12 月 28 日～1 月 4 日 

https://member.sugi-chiiki.com/nposupport  

◆申請受付期間◆ 令和３年２月１８日（木）～４月１０日（土） 

◆申請受付◆    すぎなみ協働プラザ 

◆募集説明会◆  令和３年３月３日（水） 午後６時～７時 

場所：すぎなみ協働プラザ （交流コーナー） 

※事前申し込み制です。「団体名」「参加者名」「連絡先」を明記し、

sanka@nposupport.jpまでお申し込みください。 

（説明会に参加しなくても申請できます。映像配信有り） 

◆助成額◆     上限５０万円（１団体） 

 

令和 3年 3月 22日 

第 10期杉並区ＮＰＯ等 

活動推進協議会(第 1回) 

資料５-３ 

mailto:info@nposupport.jp
https://member.sugi-chiiki.com/nposupport
mailto:sanka@nposupport.jp
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■ＮＰＯ活動資金助成の目的 

杉並区ＮＰＯ活動資金助成は、地域の皆さんや事業者からの寄附と区の財源

で運営されている「杉並区ＮＰＯ支援基金」を通して、さまざまな地域の課題を

解決し、住みよい杉並にするための事業に助成することで、地域に支えられたＮ

ＰＯ活動の推進を目的としています。 

 

■対象となる事業 

 区民を対象とした特定非営利活動に係る事業 

 ①スタートアップ事業 

  活動の継続、自立を目指す団体が実施する事業 

 【団体要件】団体設立５年未満（令和３年４月１日現在）又は 

直近年度決算期経常収入５００万円未満の団体 

 ②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・協働を目指す団体が実施する事業 

 

 ※生命又は個人の財産に影響が及ぶ可能性があると思われる事業については、

管理体制や安全性等を詳細に聞き取りさせていただき、本助成の対象外と

なる場合があります。 

 ※同一団体への助成は連続２年までとし、その後１年以上期間を空けてから 

申請可とします。 

 

■対象となる団体 【次の要件をすべて満たす団体】 

①ＮＰＯ法人  

又は、すぎなみ地域大学修了生が代表を務め、かつ修了生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年未満の団体であること。 

②主たる事務所を区内に有すること  

又は、区民対象の事業を行う団体であること。 

③反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体でないこと。 

  

■助成対象期間、助成金額 

 ・助成対象期間 令和３年６月１日～４年２月２８日 

  ※事業実施に係る準備経費については、令和３年４月１日から対象とします。 

・助 成 金 額 上限５０万円（１団体）千円未満切り捨て 

  ※他の助成を受けている事業又は、他の助成に申請中の事業は、 

本助成には申請できません。 

  ※選考の結果、助成決定金額が申請金額を下回る場合があります。 

その場合でも事業が実施できるよう、事業計画を立ててください。 
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■助成対象経費（助成対象となる経費は、以下の項目のみとします） 

項 目 経費の種類 

①謝礼金等 
事業実施に必要な講師・指導者への謝礼等 

（団体会員が講師の場合は対象外） 

②旅費・交通費 
事業従事者の事業実施会場までの交通費・宿泊費等 

事業実施会場まで備品を運ぶ場合の運搬費 

③備品購入費 

消耗品費 

新規事業・事業拡大のための備品購入費、用紙、インク、材料、

書籍等購入費 

（単価が 10 万円を超える物品は見積書を添付） 

④通信運搬費 実施事業のチラシ等を送付するための切手・宅配便 

⑤印刷製本費 
チラシ、資料等の作成費用（デザイン・原稿作成料含む）で 

団体外へ発注したもの 

⑥使用料・賃借料 
施設使用料、事業実施に必要な車両・機材リース、施設入場料等 

（光熱水費は対象外） 

⑦その他の経費 
損害保険料、ボランティア実費弁償（団体会員へ支払う費用は 

対象外）、事業実施に必要な茶菓子代等 

 

 

■助成対象外経費（助成対象となる経費は、以下の項目を除きます） 

項 目 経費の種類 

謝礼金等 ・謝礼単価の目安を大幅に逸脱した高額な謝礼（P.4 参照） 

旅費・交通費 

・最も経済的な通常の経路及び方法と判断できない旅費 

・事業に関係ないと思われる経路の経費 

・過度なサービスや設備のある豪華な宿泊施設の宿泊料、飲食費等      

備品購入費 

消 耗 品 費 

・事業者が当該事業以外にも供与できるカメラやパソコン、 

プリンター等の備品類 

・団体運営のための継続的な経費や資産になるような購入 

印刷製本費 ・制作枚数と配布数に大幅な差異がある印刷物 

その他の経費 

・領収書に不備がある経費 

（日付が助成対象期間外、宛名が事業者名でない等） 

・当該事業にかかったということが確認できない経費 

・打合せや会議等で事業従事者が消費するための茶菓子代 

 

※交付決定時の事業計画書と異なる事業を実施する場合はご相談ください。 
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【参考】講師・指導者への謝礼（１時間あたりの単価） 

区 分 金 額（円） 

大学教授、弁護士、医師、ジャーナリスト、著名民間学者 15,000～20,000 

大学准教授、民間専門研究家、民間企業管理層、官公庁局長級 10,000～13,000 

大学講師、高専教授、民間専門知識人、官公庁課長級 8,000～ 9,000 

小中高教諭、民間技術者、高専准教授・講師、官公庁係長以下 5,000～ 7,000 

その他 4,000 

 

■提出書類 

（１）助成金交付申請書（第 1 号様式） 

（２）団体概要書 

（３）助成金対象事業計画書 

（４）助成金対象事業収支予算書 

【ＮＰＯ法人の場合】 

（５）東京都へ提出した直近の事業報告書等（事業報告書・活動計算書・貸借対

照表・財産目録）の写し 

又は、それに準じる書類（設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画

書・活動予算書）の写し 

【すぎなみ地域大学修了生団体の場合】 

（６）団体規約  

（７）構成員名簿  

 

※この他の書類をご提出いただく場合があります。 

 

■提出先、提出に関するお問い合わせ・ご相談 

申請書等の提出先：すぎなみ協働プラザ 

提出締切日：令和３年４月１０日（土）午後５時まで 

※事前に電話またはメールでご予約のうえ、提出書類をご持参ください。 

郵送・宅配便等では受付しておりません。 

 

■選考 

審査基準に基づき、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会において、一次審査（書類

審査）及び二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）を行います。 

なお、選考の過程で事務局から追加の資料提出をお願いすることがあります。 
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〇審査基準 

審査項目 審査の着眼点 
配 点 

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

ニーズの把握 
・社会的ニーズや現状を正確に把握・分析

し、新たな問題提起に繋がる事業である。 
１０ ５ 

団体・地域的特性 
・団体や地域の特性を生かした事業であ

る。 
５ １０ 

期待される効果 

・他の団体のモデルとなるような独自の視

点を持った開拓的なものである。 
１０ １０ 

【スタートアップ事業】 

・将来的に発展・継続する可能性があり、

地域への効果の広がりが期待できる。 

【ステップアップ事業】 

・助成を受けることで事業が発展し、将来、

協働の担い手となることが期待できる。 

１５ １５ 

実行性・実現性 

・事業スケジュール等が実行可能な内容と

なっている。 
５ ５ 

・事業に必要な知識や資格等を持った人材

の確保のめどがたっている。 
１０ １０ 

資金計画     

自己資金の確保 

・費用の使途が事業目的に対し妥当であ

る。 
５ ５ 

・自己資金確保に努めるなど、継続的・安

定的に事業を遂行できるよう、財源の見通

しを立てている。 

５ ５ 

整合性 
・上記の各項目について、整合性がとれて

いる。 
５ ５ 

 
 

合計７０ 

〇選考スケジュール 

  ・一次審査（書類審査） ５月中旬 

  ・二次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング） ５月２７日（木）予定 

   ※二次審査の対象は一次審査通過団体のみで、詳細は対象団体にご連絡します。 

  

〇選考結果  

選考結果は６月上旬（予定）に文書にて採否をお知らせします。 

採択した事業については、杉並区公式ホームページ等で公開します。 
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■助成決定後の流れ 

〇助成金の交付請求 

交付が決定した団体は、助成金交付決定通知を受領後、すみやかに助成金の

交付請求を行ってください。交付請求に必要な書類は交付決定通知に同封しま

す。交付にあたり、助成金は金融機関口座に振り込みますので団体名義の口座

が必要です。 

 

〇現地確認調査及び事業実績報告 

（１）確認調査の実施 

事業実施に関する現地確認調査を担当課職員が行います。 

（２）事業実績報告書の提出 

交付を受けた団体は、助成対象事業終了後２週間以内に、事業実績報告書

をご提出ください。提出書類・方法等は交付決定の際にお知らせします。 

※事業終了が令和４年２月２８日の場合、令和４年３月１０日（水）まで

に提出してください。 

事業終了後の報告：令和４年４月に公開事業報告会を開催する予定です。 

（３）その他 

ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）のイベント等に出展参加していただきます。 

 

〇助成事業の公表 

（１）交付が決定した団体の名称・助成金額・助成対象事業及び事業実績報告書 

を広報すぎなみ、区公式ホームページ等で公表します。 

（２）すぎなみ協働プラザ情報紙等で助成事業を紹介します。 

 

 

〇ＮＰＯ支援基金のＰＲ（広報） 

「杉並区ＮＰＯ支援基金」は、区民や企業の皆さまからの寄附を 

原資として運営されています。この趣旨をご理解のうえ、事業での 

ＰＲ（広報）にご協力ください。 

（１）交付が決定した団体は、助成事業活動で作成するポスター・チラシ・看板・

ホームページ等にＮＰＯ支援基金のロゴマークや「杉並区ＮＰＯ活動資金助

成事業」であることを表示して、事業を実施してください。 

（２）すぎなみ協働プラザと連携して、ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）イベントに

ご協力ください。 

（３）ＮＰＯ支援基金の募金箱、ＰＲ用のぼり・タペストリーを貸し出しますの

で、事業実施の際、積極的にご活用ください。 
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〇活動周知に関する区の支援 

（１）区役所、地域区民センター(７ヵ所)、図書館(１３館)等へチラシ類を配架

します。 

（２）広報すぎなみ紙面にイベント情報を掲載します。（各団体２回まで） 

広報すぎなみは月に２回（１日・１５日）発行です。 

※紙面スペースの都合により、ご希望どおりに掲載できない場合があります。 

 

〇団体活動に対するすぎなみ協働プラザによる支援 

すぎなみ協働プラザでは事業の支援を行っています。 

お気軽にご相談ください。 

 【スタートアップ事業】 

  団体を存続させる基礎的な力を養うための支援 

例）団体のやりたいことの見極め、コンセプト、運営、会議、イベントのやり方、

会員・参加者の増やし方、広報など。 

 【ステップアップ事業】 

  団体の特性を生かした、独自の発展力を養うための支援 

例）区・他団体との協働、施設運営、ＳＮＳ活用法、ＨＰ作成、 

ワークショップ手法など。 

 

〇助成金額の変更と返還 

次のいずれかに該当すると認められるときは、杉並区ＮＰＯ活動資金助成要

綱第１２条及び第１３条の規定により、交付の全部又は一部を変更し、助成金

を返還していただきますので、ご注意ください。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付した助成金に余剰が生じたとき。 

（４）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 

〇個人情報の取扱いについて 

助成金交付申請及び助成決定にあたり、収集する個人情報については、 

杉並区が定めている個人情報の保護方針に基づき、区が適正に管理します。 
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令和３年度 
杉並区ＮＰＯ活動資金 助成申請・交付の流れ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラザ
•助成募集説明会 ３月３日（水） 会場：すぎなみ協働プラザ（交流コーナー）

団体
•助成金交付申請書提出 ４月１０日（土）まで 受付：すぎなみ協働プラザ

区
•申請団体へ書類審査（一次審査）の結果を通知 ５月中旬

団体
•公開プレゼンテーション（二次審査）５月２７日（木）予定 会場：杉並区役所分庁舎

区

•助成金交付決定

•団体へ助成金交付決定通知、助成金交付請求書類の送付 ６月上旬

団体
•区へ助成金交付請求書類の提出 ６月上旬

区
•団体へ助成金を交付 交付請求から２～３週間後

団体
•助成事業の実施（杉並区地域課協働推進係への活動報告・周知活動等）

区
•助成事業の現地活動状況確認（杉並区地域課協働推進係）

団体
• ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）イベントに出展参加

団体

•杉並区地域課協働推進係へ事業実績報告書の提出 事業終了後２週間以内
※事業終了が令和４年２月２８日の場合は令和４年３月１０日（水）まで

区

•事業実績報告書をもとに助成金の適正執行を調査、助成金額の確定・精算

•団体へ助成金額確定通知書を送付

団体
•助成事業報告会への参加 令和４年４月（予定）



令和3年度 杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業
～NPO等活動推進協議会における助成団体決定までの審査スケジュール～

令和2年度助成事業報告会
4月22日（木）午後3時～4時15分
杉並区役所分庁舎4階
ご都合がつきましたら、ご出席ください。

①書類審査

　審査書類に基づき、審査をお願いします。
　審査表の各項目に評価点（5段階）を記入し、審査表（データ）を事務局（地域課協働推進係）あてメール
でお送りください。

　審査表　提出期限　５月１0日（月）午後5時　必着でお願いいたします。

　

②一次審査（第２回NPO等活動推進協議会）　※非公開で行います。
　5月13日（木）午後2時～5時（予定）
　杉並区役所分庁舎5階A

　ご提出いただいた審査表を事務局で集計し、二次審査に進む団体を決定します。

【事務局】一次審査の結果を申請団体に通知し、二次審査に進む団体に二次審査のご案内を送付します。

③公開プレゼンテーション、ヒアリング
　5月27日（木）午後2時～4時（予定）

④二次審査（第３回NPO等活動推進協議会）
　プレゼンテーション終了後、午後4時15分～6時（予定）

　杉並区役所分庁舎4階

　二次審査は、プレゼンテーション・ヒアリングについて意見交換を行い、助成団体を決定します。
　※　二次審査は非公開で行います。

4月23日（金）
【事務局】審査書類一式（申請書・事業計画書・収支予算書等）を、郵便でお送りします。
　　　　　審査表（データ）をメールでお送りします。

令和3年3月22日

第10期杉並区ＮＰＯ等

活動推進協議会(第1回）

資料５－４



団体名・事業名 助成額（円） 事業区分

1

こだまの集い

育児×介護×仕事の見える化ワーク
ショップ

389,000

ス
タ
ー

ト
ア
ッ

プ

2

すぎなみ子どもサポート
 
地域学習推進事業
（プロによる中学生の排球指導）

224,000

ス
タ
ー

ト
ア
ッ

プ

3

サービスフロンティア

杉並に伝わる昔話を紙芝居に仕立て
口演する人材育成

300,000

ス
テ
ッ

プ
ア
ッ

プ

4
すぎなみ子育てひろばchouchou

赤ちゃんカフェ
140,000

ス
テ
ッ

プ
ア
ッ

プ

5
スマイリングホスピタルジャパン

重症心身障がい児の学びサポート事業
280,000

ス
テ
ッ

プ
ア
ッ

プ

５団体 1,333,000

注）

令和２年度　ＮＰＯ活動資金助成団体・助成事業一覧　

事業区分
◎スタートアップ事業：活動の継続、自立を目指す団体が実施する事業
　【要件】団体設立5年未満（令和2年4月1日現在）又は直近年度決算期経常収入５００万円未満の団体
◎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・協働を目指す団体が実施する事業

子育てと介護が重なるダブルケアと仕事の両立を目指すことでのタスクや困難さを
視覚化し、いち早く夫婦間で話し合い、周囲に助けを求める行動を起こせるきっか
けづくりを目指しています。ワークショップであがったダブルケアに関する声を行政
に情報提供していくことを目的としており、子育てと介護と仕事の両立の困難さから
生活困窮を招くリスクを回避し、早い段階での夫婦での話し合いの機会を作るため
のワークショップを作成する事業です。

誰でも参加できる公平で貴重な機会である部活動の縮小は、学習機会格差を生み
ます。それを補うべく、元全日本代表選手等による合理的で質の高い練習機会を
提供していくことを目的としています。スポーツ・文化活動を地域が担うようになる
流れの中、練習を公開し、地域の方々や保護者も観客やボランティアとして参加し
ています。今後の部活動見守り等に繋げられるよう「地域が支える学校」の裾野を
広げる一助としていきます。

杉並に伝わる昔話(３３話）を後世に伝えていく活動です。地域に伝わる昔話を知る
ことで、地域への愛着を持つ子どもが増え、地域を支える人材になることを目的とし
ています。口演活動を通じて、紙芝居制作や紙芝居口演を行う人材を育成し、すぎ
なみ昔話紙芝居一座「すかい」の後継者をつくるための事業であり、制作するうえ
でのコツを伝え、口伝芸術である紙芝居への理解を深めていきます。

 
親子がゆっくりと過ごすことができる居場所を提供し、お母様の気持ちに寄り添い、
リラックスできる空間となることで、育児への不安を和らげることに繋げていくことを
目的としています。０歳児親子及び妊娠中の方を対象として、利用者同士の情報交
換やスタッフとの会話、他のお子さんとのふれあい、お茶タイム等を通じて、育児の
不安や孤独感を少しでも和らげることができることを目指すひろば事業です。

 
2012年の設立以来、難病や重度の障がいにより長期入院を余儀なくされている子
どもたちを対象に、病棟や病室にプロの芸術家による質の高いアートを届け、情操
教育の不足を補う活動をしています。2017年からは、医療的ケアや重い障がいの
ために、在宅医療を受ける子どもへの学習の機会と質を補うことを目的とする、重
症心身障がい児の学びサポート事業を開始しました。学習支援ボランティアが対象
児の家庭を訪問し、個別のニーズに合わせた手作りの教材やＩＣＴなどの支援機器
を使い、主体的な学習の機会を作っています。

事業概要

令和3年3月22日
第10期杉並区ＮＰＯ等
活動推進協議会(第１回)

資料５－５



杉並区区民生活部地域課杉並区区民生活部地域課協働推進係
03-3312-2381 03-3312-2387

寄附のお申し出お問い合わせは

杉並区成田東4-36-13　杉並区役所分庁舎2階

杉並区ＮＰＯ支援基金への寄附は

令和元年度にご寄附をいただいた皆様

ほかに匿名・複数回寄附など
総寄附件数

寄附合計額

（50音順・敬称略）

令和2年度　杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業　概要
■助成対象事業

寄附には税制上の優遇があります

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

郵便局からご寄附いただけます。リーフレット
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。

●ＮＰＯ支援基金普及活動協力者
●荻窪家族プロジェクト
●第2回 老楽フェスティバル実行委員会
●加藤　芳子
●河俣　義行

●栗原　裕子
●ＮＰＯ法人COSMO FEST
●ケンコーマヨネーズ株式会社
●鈴木　和博
●ＮＰＯ法人スクール・アドバイス・ネットワーク

●ＮＰＯ法人 てんぐるま
●ＮＰＯ法人 日本失語症協議会
●原田由美・堺由美
●平田　敦子
●ＮＰＯ法人 みかんぐみ

銀行からご寄附いただく場合
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
たします。

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。

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
ジにアクセスしてください。

だいじなことには、
お金がかかる。
だから
寄附なんだ

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。

スタートアップ事業
活動の継続、自立を目指す団体が実施する事業
【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
算期経常収入500万円未満の団体
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
体が実施する事業

■対象団体

■助成額 ■助成対象期間

1ＮＰＯ法人、またはすぎなみ地域大学修了生が代表を務め、かつ
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
未満の団体

2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
3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
※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）

上限50万円（1事業）　総額250万円

■審査方法

■助成の流れ
一次：書類審査　二次：公開プレゼンテーション

交付決定日（6月上旬予定）～令和3年2月28日
※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。

令和2年2～4月 5月 6月～ 2月 令和3年3～4月
募　集　2/15～4/10
説明会　3/4

一次審査
二次審査　5/21

交付決定（通知）
助成金支払

事業報告書提出
助成金精算

事業視察（～令和3年2月）
事業実施

2年度助成事業報告会
（4月予定）

41件
56件

1,237,524円

杉並区　ふるさとチョイス 検索

杉並区ＮＰＯ活動資金
助成報告書

令和元年度
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　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。

令和元年度
令和元年度も多くの皆さまにご寄附をいただき、

ありがとうございました。

令和元年度の 助成事業紹介

寄附総額 ：

寄附件数 ：

助成事業 ：

1,237,524円
56件
6件

　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。
　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
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
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
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
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
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。
　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
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、
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
ともご支援をお願いいたします。

「百人力てらこやⅡ」

荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」
【事業区分】　　スタートアップ　【助成額】263,0００円

●寄附額：約3,114万円　●寄附件数：607件　●助成事業：217件

平成14年～令和元年度の累計

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/

　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
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
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。
　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
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
んでいただくことができました。
　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
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
映画を鑑賞していただきました。
　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
続けて参ります。

杉並ヒーロー映画祭2019 /久我山ヒーロー上映会

ＮＰＯ法人 ＣＯＳＭＯ　ＦＥＳＴ
【事業区分】　　ステップアップ　【助成額】273,306円

ＮＰＯ法人 COSMO　FEST
cosmofestjapan@gmail.com　　http://cosmofest.org/

　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。

赤ちゃんカフェ

ＮＰＯ法人 すぎなみ子育てひろばchouchou
【事業区分】　　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/

　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
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
「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
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
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
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
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
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、
SNSでシェアリングし、大いに盛り上がりました。

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）
ＮＰＯ法人 てんぐるま

【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　　https://www.tenguruma.org/

　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
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。
　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
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
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
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
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
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
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
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。

第2回・第3回「要点筆記入門講座」

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/

　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 と々の交流会、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。

重度障害児者とその家族の自立生活支援事業

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/
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