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2015年に団体発足、2018年法人化。武蔵新城にイベント開催ができる拠点「NAYA」を
持ち、積極的に活動を続けている、NPO法人みどりなくらし。代表の堀由夏さんに、お話を
伺いました。

2020年3月以降、ほとんどの活動が中止になる中、私たちが運営する地域子育て支
援センター（子支援C）でも活動が自粛になり、それまで通って来ていた親子の集まる
場がなくなってしまいました。
そこで誕生したのが、子育てサークル「みどりっこ」です。それまで子支援Cや、みど

りなくらしのイベントに参加者として来ていたママたちが、
NAYAを使って、自主的にクラフトなどのワークショップを
企画から運営まで行うようになりました。
親子で参加する企画は、急な病気などでキャンセルが起こ

りやすいものです。人数が定まらない状況では、公共施設を
予約して開催するには、料金などのリスクが大きく、活動に踏
み切れない団体も多いと思います。拠点があれば、柔軟に企
画を立てることができます。実際、みどりっこでは、密を避け
るため、同じ企画を3回行うなどの工夫をしています。
また、みどりなくらしのオンラインイベントの配信場所と

しても、NAYAを活用しています。

事例紹介 ～NPO法人みどりなくらし～

拠点があったから、コロナ禍でも新しい取り組みが生まれました

中：みどりっこの活動風景　左下：外遊びもできます　中下：NAYAの外観　右下：オンラインの発信場所にも

堀 由夏さん

こども文化センターは、市民活動の地域拠点です。

こ ぶ ん D E 教 育 懇 談 会

※こぶんたは、当財団が管理運営するこども文化センター53施設のキャラクターです。
※わくりんは、当財団が管理運営するわくわくプラザ102施設のキャラクターです。

オンラインでも開催！詳細はWEBで！

川崎市からのお知らせ

① NPO法人事業報告書等
 作成事務説明会

② NPO法人認定・条例指定
 制度説明会

対    象 川崎市にのみ事務所を置く
NPO法人の方

窓口にて直接、電話、FAXまたは
川崎市ホームページ内の申込専用フォーム

申込方法 2月1日（月）から受付開始

定　員 各回30名（先着順、各団体2名まで）

会　場 中原区役所5階　502会議室

日　時 2021年3月5日（金）
①15時～17時　②18時～20時

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
電話：044-200-2341　ＦＡＸ：044-200-3800

川崎市への提出が義務付けられている書類の
作成ポイントなどを説明します。

認定・条例指定制度の概要や申請手続きについ
て説明します。

申込先・問合せ

宮前区にある野川こども文

化センターでは、保護者の方々が日

頃子どもに対して気になっている事や悩み

事等を情報交換する「こぶんDE教育懇談会」が開催されました。
今回は地域の学習塾の先生と中学校の先生にもご参加いただき、

小中高校生の子どもを持つ保護者の方々とコロナ禍により生活スタ

イルが変わったことで子どもにどんな影響があったのか、不安をどう

解消すればよいのかなどに焦点を当てて話し合いました。

参加した保護者の方からは、「他のお母さんの話を聞いて、そう

いえば小学生の時はこんなことがあったな。あの時悩んだ事を今

は忘れてしまっている位だから大したことなかったんだ。と感じま

した」「先生から中学校のお話を聞くことができてとてもためになり

ました。」等、日頃自分1人で悩んでいる事を話すことで気持ちが

楽になったり、先生から「本人が話してきたら聞いてあげることが

大切」というアドバイスを聞くことができたりして、良かったとの声

を多数聞くことができました。今後も自由に話し合える情報交換の

機会を設けていきたいと思います。

当財団では、様々な活動をされている地域の方々との交流を通し

て、子どもたちの健やかなこころの成長を見守っていきます。

この助成金は、若者グループが市内の地域課題に対して何かしらの活動を始めようと
するための企画と準備（活動おこし）を資金面から支援します。助成金は、助成期間中
にかかる費用（交通費、コピー代、会議室料金、文房具など）に使えます。詳細は募集
案内でご確認ください。

企画書

新しい助成金コース誕生！
U-25 チャレンジ応援助成
最大60,000円！
これからグループを作って申し込みできます！

申請期間
助成期間
申込方法

2021年4月1日（木）～30日（金）
2021年6月1日（火）～2022年3月31日（木）
申請書一式、団体の会則を提出

※募集案内、申請書はホームページからダウンロードできます。
※個別相談もあります。電話でお問い合わせください。

※
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特集 拠 点を持 つ

拠点としてのかわさき市民活動センター
かわさき市民活動センターも市民活動団体の活動場所を提供しています。
武蔵小杉駅前の好立地にあり、施設内には市民活動ブース、ロッカーおよび
レターケース、会議室やフリースペース、印刷室など、活動に必要な設備や
備品を整えた市民活動団体の拠点機能を持っています。団体の自立と発展
のために、ぜひご活用ください。

会議・イベントに/打ち合わせ・作業に

会議室/フリースペース

18名定員の会議室が2室あります。団体の会議、総会などにご利用いただいています。
また、イベント利用として予約すれば、2室をつないで有料の公開イベントを開催するこ
ともできます。フリースペースには6名席が2か所、8名席が3か所あり、打ち合わせ、
作業に使えます。いずれも団体の登録が必要で、予約制です。

事務所として

市民活動ブース
市民活動団体が利用できる事務所スペースが5室ありま
す。1団体4回更新、最長5年まで利用可能。満期団体、
中途退去があった場合、新規利用団体を募集します。

資料・機材を収納/郵便が受け取れる

ロッカー/レターケース
市内で活動するボランティア・市民活動団体を対象に、
印刷用紙資料、備品などの保管にご利用いただけるロッ
カー（鍵付き）、郵便の受取りやメンバー間の情報交換に
便利なレターケースを貸し出しています。

2021年度募集（2月1日～28日）の詳細は
QRコードからWEBページをご覧ください。

～団体からのコメント～

ブースを借りる前は、事業で使う物品は、メン
バー個人で管理していました。ブースがあると、
大きな物も置けるので、センターの会議室でイ
ベントをするときも、運搬の手間も省け、個人
への負担が減り、気持ちの面でも負担感が減り
ました。また、拠点があることで、対外的にも
信用が増すと思います。

（Women’s Body Labo）

◉市民活動ブース

活動に必要な機材を保管し、活動日に必要なも
のを取り出しています。また、制作物の会員内
での受け渡しなどにも利用していて、活動場所
が変わっても、ロッカーは会員全員が把握でき
る固定した場所として重宝しています。

（Coaクラブ）

◉ロッカー

最近、公開講座（対面、オンライン両方）の開催
で使用しました。イベント開催の場合、6か月前
から予約が可能でイベント告知にも時間に余裕
が持てます。場所も武蔵小杉駅から近く、イベ
ント来場者にも参加しやすい立地で大変助かっ
ています。プロジェクターやマイク等の設備も
無料で借りられ、設定等もわからないことがあ
れば、職員の方が丁寧に説明してくださるので、
スタッフの負担も軽減できます。人数に応じて、
二つの会議室を連結して使うこともでき、特に
コロナ禍の今は三密対策になり安心です。

（かわさきこども食堂ネットワーク）

◉会議室

資料作りにパソコンコーナーをよく使っていま
す。パソコンコーナーの利用時間（1時間）だと
終わらないことがあるので、もっと長く使えるよ
うになると助かります。電源、ホワイトボード設
置など、少しずつ使いやすく変更してくれている
のがありがたいです。

（なかはらミュージカル実行委員会）

◉フリースペース

使って
ます！

新型コロナウイルスに係る
団体活動への影響等調査（第3弾）報告
市民活動団体への支援につなげるため、3回目の調査を行いました。調査の結果（一部抜粋、編集済み）をお知らせします。

調査期間：2020年12月24日～2021年1月11日
調査対象：センターがメールアドレスを把握している団体（1006団体 12月24日現在）
回収結果：171団体（17.0％）

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、あなたの
団体には現在も影響がありますか。Q1

コロナによって新たな取り組みを行っていますか。
（一例）Q2

○ 利用団体への詳細な説明や利用時の消毒ルールの徹底
○ オンライン会議、室内から野外での開催、イベント参加の予約制
（人数制限ができる）
○ オンラインイベントの導入、事前集金サービス（peatix）の導入

団体の収入等への影響について、緊急事態宣言下の
2020年5月頃と比較してどのような状況ですか。Q3

前問で選択した支援制度の具体的な名称と、さし支えなければ
その金額や用途を教えてください。（一例）Q5

○ 新型コロナ対応緊急応援助成、約10万円、広い会場へ変更、リモート環境
を整える機器購入

○ かわさき市民公益活動助成金伴走支援、18万円、オンライン導入
○ 休眠預金を利用した助成金、40万円、消毒対策など
○ 持続化給付金、200万円、休館における人件費など

今後、活動や運営のデジタル化やICT化（オンライン会議の
導入など）を進める意向はありますか。Q6

ある

96％

ない
4％

ある

75％

ない

25％

かなり悪化した
15％

少し悪化した
14％

変わらない
57％
変わらない
57％

少し改善した
11％

かなり改善した
3％

団体の維持や活動補助のために支援制度（助成金・補助金・
給付金、融資など）を利用しましたか。Q4

いずれも
利用していない

81％
民間の助成金など

4％

内容の一例

1-1　団体活動において

1-2　団体運営について

• 開催予定の活動が中止になっ
た、もしくは延期になった
• 消毒の徹底、マスク着用、
パーテーションの準備、検温
等体調管理など

内容の一例 ある
63％

わからない

22％

ない

15％

求めたい支援（複数回答可）より多かった回答

オンラインイベントの配信.............................................. 45団体
WebやSNSを活用した広報・PR活動の計画・実施 ............ 45団体
オンラインイベントの企画.............................................. 40団体
オンライン会議導入...................................................... 38団体
WebやSNSを活用した集客の計画・実施......................... 38団体

センターでは、過去2回の調査結果から、これまで 「動画で2分間アピール」 
「Zoom会議運営セミナー」 「オンラインブースの設置」 「専門相談のオンラ
イン対応」 「コロナのピンチをチャンスにする伴走支援助成」 「コロナ対応
及び支援に関するブログページ」 などの新規事業の立ち上げや、既存事業
の見直しを行ってきました。今回の調査結果からも、新たな取り組みにつな
げていきます。

結果の詳細はホームページでご覧ください。かわさき市民活動センター　市民活動推進事業トップ　活動を知ろう　調査研究

• オンラインになった
• 対面での活動ができない

• 収入が減った（事業収入、
会費）
• モチベーションの低下
• 情報を共有しづらい

• オンライン参加ができな
いメンバーもいて、会議・
総会などが難しい

事例で紹介したように、定まった拠点（活動場所）は、活動メンバーが寄り集い、活動を

継続するチカラと新しいことを始めるエネルギーを生み出す場となります。

でも、「活動する上での課題は？」の第3位に「活動場所」（50.9％）が挙げられていますよ
うに、多くの市民活動団体は活動場所の安定的な確保に悩んでいます。

川崎市内には、各区の市民館をはじめとした公共施設のほか、最近ではコワーキングス

ペースやレンタルスペース（※）も市民活動団体の活動場所になっています。

公共施設は比較的安価で利用できますが、利用にあたっては抽選のため計画的な利用

が難しいというデメリットがあります。コワーキングスペースは、インターネット環境が

整い、利用者同士の交流から刺激を受ける場ですが、公共施設に比べ料金が高い一面

があります。団体の活動内容や使える経費などに応じて、そうした施設をうまく活用す

る知恵が大切になります。

※例えば、鹿島田DAYS（幸区）、新城WORK（中原区）、nokutica（高津区）、LDK（麻生区）など

第2位 情報の発信 51.9%

第1位 活動資金の調達 55.5%

第4位 人材の獲得 43.2%

第5位 団体の運営 26.6%

活動する上での課題は？

第3位
活動場所

50.9%

当センター施設利用登録団体アンケートより
（2020年9月28日現在 n=595）

国の補助金・助成金など

15％
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