
平成24年度かわさき市民公益活動助成金　確定交付額一覧（スタートアップ）

№ 団体名 代表者 事業名称 事業決算額 確定交付額 メニュー 領域

4 プレイセンター　かんがるー 小暮彩子 親同士の協力学習事業 108,526 100,000 スタート 11

5 たかつ災害ボラネット 今泉修一
障がい児者・高齢者等災害時要援護者支
援のための防災意識普及事業

0 0 スタート 11

6 南平ふれあいルーム 斎川渡 高齢者地域見守り活動 120,664 100,000 スタート 1

7 特定非営利活動法人まなの樹 斎藤敬子
地域の発達障がい児･者に関わる学習指導
データベース作成事業

152,185 100,000 スタート 11

平成24年度かわさき市民公益活動助成金　確定交付額一覧（ステップアップ30）

№ 団体名 代表者 事業名称 事業決算額 確定交付額 メニュー 領域

64
川崎市マンション管理士会連合
会

刀根洋一
マンション管理運営のためのセミナー及び
無料相談会

283,139     226,511     30 3

66 科学実験教室サポーター・くじら 野田賢耶
くじらの実験教室-体験を通して科学の楽し
さを伝えたい-

165,318     125,000     30 11

69 川崎・多摩美の山トラストの会 岡村克彦
多摩美の山の緑を保全するための自然観
察・学習会指導

210,370     150,000     30 5

75 高津養護学校おやじの会 北村奨
知りたい！つながりたい！知的障がい児
（者）の親父たちのための学習・連携支援

222,623     158,123     30 1

94 宮前観光ガイドの会 森川一郎 地域の魅力発信観光ガイド事業 261,606     200,000     30 4

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/04.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/06.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/07.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/64.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/66.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/69.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/75.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/94.pdf
center25
ハイライト表示



平成24年度かわさき市民公益活動助成金　確定交付額一覧（ステップアップ100/200）

№ 団体名 代表者氏名 事業名称 事業決算額 確定交付額 メニュー 領域

51
NPOかわさきマンション管理組合
ネットワーク

香川泰男
川崎市民を対象としたマンション管理セミ
ナー開催及び北部マンション管理相談事業
（ハード＆ソフト）

453,634     328,310     100 3

52 育成市民大学 田中裕 育成市民大学・囲碁・将棋講座 334,955     262,020     100 11

53 おと絵がたり 加藤妙子
｢おと絵がたり｣で地域がつながる事業「多文
化に向けて発信！春公演」

368,074     260,000     100 4

54 NPO法人川崎の海の歴史保存会 渡辺光一 海苔・わかめの養殖研修事業 1,326,889   1,000,000   100 2

55
長尾台コミュニティ交通導入推進
協議会

児井正臣 長尾台コミュニティ交通導入推進事業 111,634     89,307      100 3

56 持続可能な地域交通を考える会 井坂洋士
高齢者移動支援と地域活性化に役立つ「自
転車タクシー」提案

1,258,907   1,000,000   100 5

58 麻生多摩美の森の会 間野洋
｢麻生多摩美の森の会活動記録と森の植物
たち｣の編集と製作

537,197     373,648     100 5

59 川崎人形劇サークル連絡会 大角寿子
｢川崎人形劇まつり｣における子供たちのた
めの手作り人形と劇作り体験事業

275,748     150,000     100 4

60 かわさきかえるプロジェクト 伊中悦子
廃食油を活用したバイオディーゼル燃料に
よるエコツアーバス運行事業

1,057,735   800,000     100 5

62
食の安心･安全行動提起実行グ
ループuzumaki

前山富士雄
農と食をつなげる市民交流事業｢かわさき･
ふれあいUmeh塾｣

720,349     575,749     100 1

65
川崎中原の空襲･戦災を記録す
る会

片岡満 ｢川崎中原の空襲･戦災の記録｣の出版 1,150,679   912,400     100 8

67 リトミックゆかり会 小野塚祐子
2～3才児親子向コンサート＆リトミック「音楽
であそぼ」

399,340     138,175     100 4

68 矢上川で遊ぶ会 庄司佳子
矢上川流域の自然・生きものや歴史文化を
紹介する冊子づくり

384,354     288,000     100 5

70
特定非営利活動法人　防災・防
犯ネットワーク

田中伸一
「防犯・防災ネットワーク」リーフレットの作
成、配布

573,967     450,000     100 7

71 宮前平駅前スペース　ここわ会 小久保富久子
精神障がいをもつ人を中心に誰もが憩う居
場所事業

674,281     539,424     100 1

72 水沢森人の会 清水良一 水沢の森・協業管理活動　第2期 623,694     498,955     100 5

73 楽遊協会 吉村佑一 出前コンサート実践会 809,854     600,000     100 4

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/51.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/52.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/53.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/54.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/55.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/56.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/58.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/59.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/60.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/62.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/65.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/67.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/68.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/70.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/71.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/72.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/73.pdf
center25
ハイライト表示



№ 団体名 代表者氏名 事業名称 事業決算額 確定交付額 メニュー 領域

76 多摩サポーターズ 駒形行信
多摩区在住高齢者宅庭木、雑草の刈取り清
掃

100,923     80,000      100 7

77 復興ボランティアタスクフォース 高田昭彦
災害/防災ボランティア養成及びリーダー養
成

384,010     300,000     100 6

78 腹話術の会★きずな 城谷譲
腹話術等の演芸による福祉、教育、医療被
災者支援活動

985,854     595,000     100 4

79 ぐるーぷ・もこもこ 平松幀子
【おでかけブー！】がIBBYの推薦図書に　も
こもこ主催　布のえほん・おもちゃの記念展
示会

315,786     251,800     100 1

81
特定非営利活動法人　川崎
フューチャーネットワーク

三枝信子 かわさき3R検証エコツアー 285,839     228,671     100 5

82 紙芝居　エコ座 二見義雄 紙芝居と歌による環境保全啓発活動事業 237,171     188,300     100 5

83
特定非営利活動法人　カインドス
ティック

安東仁志 わかりやすい、年金・退職前後の相談会 800,723     600,000     100 1

84 武蔵野太鼓保存会 菅谷吉一
神奈川県民俗芸能　和太鼓曲「源氏旗揚げ
太鼓」の普及

988,612     560,737     100 4

85
特定非営利活動法人　多文化家
庭支援センター

ヨハン　シュトライト 多文化家庭フェスティバル 577,918     450,000     100 3

86
特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳ
ＡＫＩアーツ

藤田朝也 映画上映による街の活性化事業 1,506,823   1,000,000   100 4

87
公益財団法人　現代人形劇セン
ター

塚田千恵美 川崎の伝統人形芝居「乙女文楽」伝承事業 1,929,593   844,250     100 4

88
専修大学ボランティア活動研究同
好会　樹々の会

入澤和輝 知的障がい児の余暇活動支援 272,243     70,478      100 11

89 特定非営利活動法人　ACT-R 米田高志
精神疾患当事者支援員（ピアサポーター）に
よる相談窓口の拡充に向けた研究・養成事
業

229,715     183,772     100 1

90
社会福祉法人　川崎いのちの電
話

金子圭賢
「電話相談研修担当者養成講座　公開特別
特設研修及び宿泊集中研修」

1,812,885   800,000     100 1

95 NPO法人　秋桜舎　コスモスの家 渡辺ひろみ
地域において孤立させないためのニーズ調
査とネットワークづくり

660,980     528,000     100 3

96 山ゆり交通事業運営委員会 碓井勝次 コミュニティーバス「山ゆり号」利用促進事業 441,457     334,000     100 1

97 NPO法人　らんふぁんぷらざ 加藤醇子 発達障害児の為の野外体験事業 656,301     345,000     100 1

98
シニア読み聞かせボランティア
りぷりんと・かわさき

小塚　稔
幼児・低学年児童向け絵本のガイドブック編
集事業

211,463     160,000     100 11

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/76.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/77.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/78.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/79.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/81.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/82.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/83.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/84.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/85.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/86.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/87.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/88.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/89.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/90.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/95.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/96.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/97.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/98.pdf
center25
ハイライト表示



№ 団体名 代表者氏名 事業名称 事業決算額 確定交付額 メニュー 領域

99 Coaクラブ 松田安芸江
パソコンお絵かき教室（かわさきWin-Win
Web素材集の構築）

881,630     685,000     100 17

100 たかつ地域ネットワーク推進会議 藤本武
高校生による障がい児夏休み支援活動「わ
くわくスタジアムinたかつ」

287,034     190,000     100 11

101 チャイルド・アシストひこうせん 別府淑子 親子ライフアップ支援事業 780,209     620,000     100 11

102
多摩区でプレーパークをやっちゃ
おう会

稲田光世 中野島プレーパーク 472,594     369,600     100 11

103 麻生プレーパークを創る会 塚田五月
麻生区にプレーパーク（冒険遊び場）を創ろ
う！

907,243     724,960     100 11

104
かわさき市民共同おひさまプロ
ジェクト

岩本孝子
仮）体験型環境学習「自然エネルギーで遊
ぼう！」

250,266     196,000     100 5

91
NPO法人　かわさき
MOVEARTOO隊

君島武胤 かわさき市民ニュース映像制作事業 1,450,315   1,015,220   200 3

【領域】　1：保健・医療・福祉、2：社会教育、3：まちづくり、4：文化・芸術・スポーツ、5：環境保全、6：災害救援、7：地域安全、8：人権擁護・平
和、9：国際協力、10：男女共同参画社会形成、11：子ども健全育成、12：情報化社会の発展、13：科学技術振興、14：経済活動活性化、15：職
業能力開発・雇用機会拡充、16：消費者保護、17：前各号の活動への助言・援助

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/99.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/100.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/101.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/102.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/103.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/104.pdf
center25
ハイライト表示

http://kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/info/josei/24/91.pdf
center25
ハイライト表示


