
令和４年度　地域課題に取り組むNPO等に対する補助金　採択団体一覧（順不同）

NO. 団体名 活動名 概要

1 月が丘自治会 住宅周辺緑地の間伐作業で景観の向上
住民参加による景観を良くする間伐作業を実施する。住民自ら間伐作業にボランティア参加することで

住民自治意識の向上も図る。

2 FUNTEST 商店街対抗スリッパ卓球選手権
商店街振興のため、神戸の複数の商店街を対象とした「商店街対抗！スリッパ卓球選手権」を行い、街

のにぎわい創出を図る。

3 Teenagers’Free! Theater 学校に行きにくい10代のための演劇サークル
参加者（学校に行きにくい子ども）が、演劇活動を通じて、社会的スキルを高め、社会生活上の困難を

自ら取り除いていけるような力を養い、また仲間づくりを行う。

4 特定非営利活動法人　兵庫空き家相談センター
空き家相談業務を通じて魅力ある神戸をつく

る

空き家空き地の適正管理及び有効利用の推進する。街づくりの推進を図り、住みやすいまちづくりに寄

与する。

5 東灘こどもカフェ こどもが地域と元気に繋がる活動
こどもの孤立・孤独化に焦点をあて、子どもの居場所の常設、小さなゆるやかな繋がりを通して、安心

して利用できるサポート活動を実施する。

6
特定非営利活動法人・鶴甲サポートセン

ター
いつでもお元気で！近隣助け合い運動

エレベーターのない５階建集合住宅に住む高齢者の困りごとを近隣住民同士で助け合うネットワークを

作る。

7 NPO法人ガルーダ・ジャパンコミュニティ 神戸在留外国人の生活環境改善推進事業
日本社会の担い手となっている外国人労働者や留学生及びその帯同家族が、安心して地域で暮らしてい

ける環境を整備する。

8 Fig Treeこども食堂・放課後自習室 FigTreeこども食堂・放課後自習室
子育て世帯へのお弁当配布や小学生の学習習慣を作る場として放課後自習室を実施する。地域のコミュ

ニティとして、安心して集まれる空間づくりを目指す。

9 菅野集落農会 里山再生に向けた地域コミュニティ形成 農業体験事業や生物の多様性実態調査を行い、地域内のコミュニティ活性化や里山活性化につなげる。

10 一般社団法人パートナーズ キャナルタウン南住宅コミュニティ事業
地域住民の相互交流の促進、コミュニティを活性化するための自主事業の企画運営（講座や情報提供）

を行う。

11 Universal Dance Festival 実行委員会
エンターテイメント通してユニバーサル社会

構築へ

誰もが活躍できる社会の理解を深め、パラスポーツ体験や障がいをお持ちの方とコミュニケーションを

取ることでユニバーサル社会構築へ寄与する。

12 特定非営利活動法人ビバニュータウン編集室 地域の障害者と共に造る地域情報誌の発行
障がいを持つ方々、就労困難な方々と共に地元情報誌を作り、雇用拡大、働き甲斐、地元への愛着増加

を図る。
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13 NPO法人ぷれいふる
「生活を支える」リハ職講習会、「未来を創

る」多職種講習会

地域で暮らす障害のある子どもとそのご家族が住み慣れた場所でより良い生活・人生を送ることができ

るように、直接的間接的支援者に対する啓発、知識・技術向上のためのセミナーを開催する。

14 NPO法人　神戸なごみの家
住み慣れた町で暮らし続けるための暮らしの

保健室活動

地域住民の互助関係を構築し、最期まで仲間と共に住み続けられる地域づくりに貢献する。

（暮らしの保健室運営、住民対象の健康講座・療養相談・フレイル予防講座・ランチ会、講演会開催）

15 摩耶のんびり自習室 学習支援室
中学・高校生を対象とし、学習支援やレクリエーションなどを通じて、様々な子どもたちの居場所を作

る。

16 NPO法人環境みらい神戸 おもちゃ病院
大切なおもちゃをリペアすることで、物を大切にする気持ちを養い、環境問題についても関心を持って

もらう。

17 自立生活センターリングリング
地域で暮らす障害者の差別解消に向けた取り

組み

障害者と健常者が関わる機会が少ないため、講演会や交流会を開き、また介助ボランティアなどを通し

て関わりを持つ市民を増やし、多様性に対応できる街を作る。

18 六甲山を活用する会 六甲山の石仏見守り市民活動の始動
六甲山の一角に２００年佇むシュラインロードの石仏群がある。市民の有志が見守り活動に加わり、地

域の営みや伝承を紹介し、石仏と歴史・文化の継承を行う。

19 リカバリーカレッジKOBE リカバリーカレッジKOBE
多様な生きづらさや違いを持つ人々が集い、ひとりひとりのリカバリーやメンタルヘルスの向上を目指

して、コ・プロダクション（共同創造）しながら学び合える場をつくる。

20 しんしんスポーツ・KOBE
オンライン健康体操の普及とデバイスサポー

ト

オンライン健康体操を参加者が自宅から参加できるようデバイスのサポートをおこない、地域福祉セン

ター等の施設でも受講できるよう進める。

21 須磨離宮チョウの会 バタフライガーデンの整備
バタフライガーデン（チョウの集まる庭）を生物多様性の拠点として、小学生への環境学習や住民の皆

さんの癒し、学びの場として役立てる。

22 フラワー ミュージック・ケアを楽しむ会 障がいのある子どもとその家族が孤立することなく、ともに成長を見守れる関係を作る場を提供する。

23 「KOBE本の小箱」の会 KOBE 本の小箱 ～Little Free Library～
本を通して交流の場（ネットワークづくり）を提供する。無料で読むことができる巣箱型の本棚を設置

し、本を寄贈するシステムの構築。本棚は六甲山の間伐材などを使用し、森林問題にも向き合う。

24 特定非営利活動法人　ワンモアチャンス おかえりなさい　ふれあい食堂 子供・シニア対象の食堂及びそれに付随する地域住民のコミュニティ広場を開催する。
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25 特定非営利活動法人 阪神淡路大震災一一七希望の灯り 震災モニュメント交流ウォーク 神戸市内にある阪神淡路大震災の慰霊碑等のモニュメントを巡り、情報やノウハウの継承を行う。

26 福田川クリーンクラブ
福田川への地域の感心を高めるプラット

フォーム再構築

クリーン活動をはじめ、流域の環境保全･再生、川を活用した地域交流を推進している。課題となる新

たな地域住民（特に若い世代）、賛同企業の参加促進のため、福田川の魅力を幅広く周知するWebサイ

トを再構築し、広報チラシも連動して再作成する。

27 ママトモ アートを通して課題解決を図る活動

「孤育て」「子どもの発達の遅れ」などの問題解決に向け、育児に携わる保護者の交流、子どもの学び

や感性を養う機会を提供し、精神的負担を解消する。プロアーティストの母親が活躍できる場の提供も

期待ができ、体験型アートマルシェを通して子育て支援を行う。

28 特定非営利活動法人しゃらく 独居高齢者のさりげない見守り事業 高齢者が安心して住み慣れた街で暮らせる社会システムを構築し、独居高齢者の見守りを強化する。

29 一般社団法人神戸健康大学 健康寿命延伸セミナー 市内を中心に高齢者対象とする健康寿命の延伸を目的に専門家によるセミナーを開催する。

30 こどもtoおむすび 子ども食堂と学習支援 子育て世帯が安心して暮らせる地域づくりを行う。（子ども食堂と学習支援）

31 特定非営利活動法人リーフグリーン リーフグリーンあったかサポート
地域で生活する高齢や障害を持つ方、子育て中の方、頼れる方がおらず孤独な方の子育て支援やゴミ出

しサポートなどの有償・無償ボランティア活動を行う。

32 須磨オヤジ倶楽部 板宿・名⾕おもちゃ病院（仮称）の開催

壊れたら捨てるという「使い捨て文化」を見直し、おもちゃ修理を通して子供達に「ものづくりの楽し

み」「科学に対する興味」「ものを大切にする心」「思いやりの心」を醸成させる。併せて定年退職し

た男性の“地域活動”への啓発および実践を行う。

33 学半舎１９９５ 学半舎１９９５　里山保全活動
定期的な収穫体験や里山保全活動、田畑の耕作体験プログラムを通じて自然や食について知る「教育」

と、あいな地区の神戸の美しい「里山保全」を目指す。

34 特定非営利活動法人権利擁護・神戸心の相談センター
精神障害者を中心とした成年後見等の相談支

援事業

精神保健福祉全般の相談支援と成年後見制度利用を通して精神障害者の権利擁護を図ることを目的とす

る。精神障害者支援に関わる人材育成、啓発・広報活動を行う。

35 特定非営利活動法人 ⻄すず安心センター 地域コミュニティースペース「灯りカフェ」 地域の高齢者や障害者だけに限らず様々な世代の方が気軽に交流できる場を作る。

36 地域農園育成会 花山地域農園整備推進事業
長田区花山町に多くの市民が利用できる地域農園を整備し、近隣居住者との協働のまちづくりや地域活

性化を図る。
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37 神戸市重度心身障害児（者）父母の会
福祉機器展示・体験会「ごちゃまぜフェス

タ」

重度障がい児者に必要な福祉機器の情報が少ない事、実体験の機会も少なく、不便な生活を強いられて

いる人が多い。専門家を講師として招き、最新の福祉機器情報やグッズ紹介する展示会を行う。

38 特定非営利活動法人蓼の会ぐりん・どあ 障がい者向け就労訓練事業
精神障がい者の一般就労での社会復帰を促すため、飲食店・弁当店で就労訓練を行う。弁当宅配は店舗

近隣では１つから無料で配達する。

39 インクルひろば
宅配弁当で守ろう健康！ 防ごう孤立！ つなご

う地域！

単身高齢世帯へ弁当宅配を通して健康管理、安否確認 を行う 。身の回りのちょっとした困りごとをお

手伝いする地域助け合いサービスを行う。

40 Masayang Tahanan
フィリピン語による神戸フィリピン人市民へ

のお助け相談事業

神戸市在住のフィリピン人が、安心、安全な地域で暮らし、地域の住民と共存できるよう、毎日の生活

の困りごとを気軽に相談ができ、コミュニティとそのネットワークで解決できる仕組みを作る。

41
認定NPO法人東灘地域助け合いネット

ワーク
生活支援事業の拡充（生活支援事業）

介護保険制度の隙間（掃除・ゴミ出し・外出支援・庭仕事・引越し支援・子育て支援等）をサポート

し、高齢者・障がい者等の地域住民が、安心して日常生活が送れるように、住民互助でサポートする。

42 ハッピーミラクル農園（ハピクル農園） ハッピーミラクル農園（ハピクル農園）
問題となっている休耕地の畑の再開発、保田ぼかしを使った 無農薬の環境に優しい農法での野菜作り

を広めるとともに必要な地域の方に安価で健康にも良い野菜を届ける。

43 食べる健康プラットフォーム 食べる健康プラットフォーム『つながる便』

地域の食品関連企業から提供いただいた廃棄前の生鮮食料品（野菜、果物、乳製品以外の日配品）を地

域の子ども食堂に継続的に直送する「つながる便」事業を行う。配送スタッフは地域のシニアボラン

ティアで支えられ、シニア層の生きがいづくりに寄与する。

44 Sooo Good ながた（ソーグッドナガタ） 新湊川公園　木育プロジェクト
長田の美しい河川景観づくりを大きな目的として、新湊川公園の樹木等の自然環境保護に取り組み、地

域の交流も楽しみながらココロ豊かな空間を創る。

45 特定非営利活動法人 花たば シニア―世代の見守り

高齢者の負担軽減と地域の美化運動の一環としてシニア―世代に対するごみ出しサポートを行い、同時

にシニア―の見守りも行う。高齢者のコミュニケーションを通して生活支援の窓口としての役割も兼務

する。

46 特定非営利活動法人 全国夜間中学ネット 学習支援
経済的理由により塾に通うことができない中学生を対象に夜間に学習支援を実施。経済格差と学力格差

の連鎖を解消し、希望校進学実現を目指す。

47 Re.colabKOBE
里山の耕作放棄地の開拓及び茅（ススキ）の

栽培

過疎化、農業従事者の高齢化により耕作放棄地となり荒れている里山を開拓し、新たに農作物を学生の

手により栽培する。耕作放棄地を回復させ、SNS等を用いて活動を発信することにより、広く社会への

課題提示を行い、問題意識を共有する。

48 おしゃべりかふぇ　ほっこり おしゃべりかふぇ　ほっこり
地域の子供から高齢者までの多世代がつながる居場所を提供。誰もが安心して生き生きと笑顔で暮らせ

る地域を作る。また、体操や歌・手先を動かし高齢者のフレイル予防、心身の健康に繋げる。
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49 悠々自適なセカンドライフＣＬＵＢ
大⻄ファームと名付けた休耕田の開拓とイベ

ント開催のための農道整備と電源確保

⻄区にある休耕田の開拓及び、老後のコミュニティ作りの為のイベント時の農道の整備。参加者を増や

して地域活性化を図る。

50 認定NPO法人認知症予防ネット神戸

神戸市「認知症にやさしいまちづくり条例・地域の力

を豊かにする」の推進の為、市民一人一人が自分たち

自身の地域の課題として取り組むまちづくりの活動

「認知症予防と支え合いのまちづくり」地域推進会議を設置し、啓発、居場所づくり、地域のネット

ワークづくりなどに取り組み、地域の力を豊かにする。

51 一般社団法人 ここはな
こうえん・くさばな・そとあそび『のっぱ

ら』これでいいのだ！

地域の子育て世帯（共働き中心）が講師と共に外遊びを楽しむことを通して子どもの発達を理解し、悩

みを共有できる場を作る。地域の公園で開催することで、参加者の地域住民との交流を促す。

52 特定非営利活動法人りぐこうべ兵庫 犬・猫の保護事業

繁殖引退犬や高齢犬、飼育困難になった犬・猫の保護し、新しい里親につなぐ。

保護した犬は、クレートトレーニングを行い、譲渡後もクレートを用いて飼育してもらうことで、ペッ

ト防災も啓蒙する。

53 特定非営利活動法人ふぉーらいふ
生きづらい環境下にいる子ども・若者の孤立

化を防ぐ居場所作り

家庭で居場所がなく、自分ではどうにもならない生きづらさを抱える子ども・若者（ 11 歳～ 20 歳）

を対象に、 安全に過ごせる居場所を作り、また関係機関につなぐなどし、周囲の環境のため生きづら

さを抱える子どもたちが、安心して未来を考えられるような働きかけを行う。

54 特定非営利活動法人Peace & Nature

地域課題の竹を伐採・再利用プロジェクト！

実践型グローバルSDGsワークショップの開

催！

地域で課題の竹を伐採し、炭やDIY材料として再利用し、サステイナブルなDIY活用法を学んでもら

う。日本の学生や留学生、ダイバーシティな人々と、自然の中でグローバルなワークショップを開催す

る。

55 特定非営利活動法人 神戸ロボットクラブ 学習支援
小・中学生、登校拒否者、発達障がい者の子どもを対象に、プログラミング教育の場を提供し、理解度

の程度に沿ってボランティア講師が学習会で補講し、理工学への興味を持ってもらう。

56 特定非営利活動法人まなびと
多世代交流・多文化共生型文化祭「わっしょ

い」

市内在住の孤立傾向のある在留外国人を対象に、外国人同士、子どもたちとの地域交流を通して孤立を

防ぎ、安心して社会参加の機運を高める。

57 特定非営利活動法人生物多様性を守る会
生物多様性保護に関する防除活動および啓蒙

活動

市内淡水水域による外来生物の調査研究や外来生物の捕獲及び除去を実施。外来生物に関する市民向け

のイベントの実施など啓蒙活動を行う。

58 KERORI GARDEN 里山再生、農業

耕作放棄地を再生させ森林保全を行う。農薬や化学肥料を使用せず野菜や花を栽培し、周辺環境および

土壌の改善を図りつつ、獣害対策の削減にも努める。また、有機農法や自然農法で農作物等を栽培する

過程において、多くの人に作業を体験してもらい、神戸の新たな魅力を発信する。

59 チームＬ サンノミアート（仮）
三宮プラッツ、その他の場所で月に一回程度のアートイベントを行う。時間に追われ自分のためだけに

使う時間が足りていない人たちの受け皿になり、人が人を呼ぶような場所を作る。

60 特定非営利活動法人 パタボラ からとの夏祭り

唐櫃エリアの子どもたち ・若者 の夏の思い出をつく るため、「からとの夏祭り」を主催。約 300 名の

動員を目標に、からと小学校でお化け屋敷、ゲームを行い、地域内にある運動公園で手持ち花火大会を

行う。
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61 UR落合団地 楽しみ隊
UR落合団地内の周辺の安全、安心のまちづく

り
自治会組織がない団地における触れ合いを通じて、地域住民の安全、安心なまちづくりに貢献する。

62 チャミ倶楽部 地域猫活動
野良猫の不妊、去勢手術の推進、実施を促す。TNRを実施することで春・秋の繁殖期で出産する頭数を

減らし、保護した猫は、里親につなげる。

63 智雲ボランタリー活動研究所

大学生への食料支援とボランティア参加プロ

ジェクト―支援される側から支援する側への

転換−

経済的に困窮する大学生への食の支援を目的に、学園都市で無料食料配付事業の継続のためのシステム

を構築する。また、学園都市の学生の地域参加の促進と地域の学習支援教室の発展を目的に、学生ボラ

ンティア派遣のシステムを構築する。

64 特定非営利活動法人　フクロゥの夢 新聞エコバッグ製作事業 新聞エコバッグ製作事業を通じて、環境問題を解決し、特別支援学校生徒の社会進出を支援する。

65 特定非営利活動法人エフエムわいわい

定住外国人を対象とした「住みやすいまちづ

くりのための多様な言語による情報の受配信

支援」

定住外国人を対象とした、それぞれの必要とする情報をそれぞれの分かりやすい言語で配信する。

66 須磨里海の会 地域課題豊かな海への再生をめざす里海活動
須磨海岸に生息する生物を豊かにする再生と保全の取り組みを通じて、市民の海への関心を高め、誘

い、その恵みを次代に継承する。

67 認定NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ
孤立しがちな女性の、社会参加に向けた「最

初の一歩スタート」事業
孤立しがちな女性の社会参加に向けた「最初の一歩スタート」事業を実施する。

68 一般社団法人一十土 社会課題やSDGsをテーマにした映画の上映会
地域コミュニティ活性化のため、社会課題やSDGSsをテーマにした映画の上映会を開催して学びの場

を設ける。

69 多文化共生センターひょうご
多言語による相談対応、同行支援（ベトナム

語による対応）

地域団体や行政相談窓口との連携強化に伴い、特にベトナム語での相談件数が増加しており、同行も可

能な通訳者の存在が不可欠であることから広報も含め対応を拡大する。

70 特定非営利活動法人クローバー 家族のように安心できる居場所

1人親や共働き世帯の家庭で課題を抱えている子どもたちや海外にルーツを持ち言語の壁に悩まされて

いる子どもなどを対象に子ども食堂や学習支援を行う。フードパントリーでは農家や企業から売れない

形の野菜や賞味期限が近いものなどを寄付してもらい、フードロス問題の対策を進める。

71 一般社団法人リベルタ学舎
多様な担い手が参画する新たな地域支援型農

業の実践
多様な担い手の創出を目的とした耕作放棄地の利活用と新たな地域支援型農業（CSA）を実践する。

72 特定非営利活動法人神戸猫ネット 飼い主のいない猫の適正管理に関する活動
人間と猫が共生する社会の構築に貢献する。繁殖制限で地域の問題を解決していくサポートと啓発をす

る 。
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73 特定非営利活動法人インターナショクナル
神戸市内の小中学校への「食育×多文化共

生」出前授業の提供

誰にとっても身近な食の視点から異文化や多文化について楽しく学べる出前授業を、多様な経歴を有す

る社会人のプロボノ講師と小中学校に提供することで、多文化共生と市民参画を推進する。

74 神戸市自治会連絡協議会
「あいさつ・声かけ運動」推進による、安全

で住み良いまちづくり

地域にとって共通の関心事である“子どもの安全と健全な育成”をテーマとしたこの活動を通じて、地域

の諸団体が連携し、活動の輪を広げることで、コミュニティを活性化する「社会関係資本」の醸成につ

なげる。

75 一般社団法人 自分の花を咲かせる会
憩いの場「かくしゃく倶楽部」の会開催者育

成及び他地域への展開事業

引きこもりの子を持つ親の学びの場である「かくしゃく倶楽部」にヤングケアラーなども憩いの場とす

ることを機能として追加する。開催者を育成し、他地域へ展開する。

76 特定非営利活動法人アスロン
発達の遅れのある子どものための「親子あじ

さいキャンプ」

発達遅れのある子どもが、施設内だけでなく、自然の中で体験学習をする機会を提供する。保護者に対

しても勉強会、育児相談、医療知識の共有化、情報館の場を作り、子育て支援の機会を作る。

77 灘チャレンジ実行委員会 灘チャレンジ
「灘チャレンジ」として、阪神・淡路大震災の復興祭を企画・運営し、灘区のまちを元気づける取組を

行う。

78 特定非営利活動法人てんびん
老いを学ぼう！子ども人形劇「てんびんマ

ペットショー」

人形劇をベースに子どもたちに「老いや病を知る」きっかけを作る。実際にパーキンソン病当事者の方

との交流を通し、思いやりの心や豊かな人間性・社会性を育む。

79 兵庫県精神医療人権センター 精神医療ユーザーの権利擁護活動
精神病院入院患者をはじめとする精神障害者の人権擁護のための電話相談、面会、病院訪問、啓発など

を行う。

80 人形劇団　夢 人形劇サロン む～

人形劇やワークショップ、季節ごとのイベントを通して、地域の親子、一人暮らしの方や、障がいのあ

る人、また地域一般にも広く、孤立、引きこもりになりがちな方が、気軽に参加し集える場を提供す

る。

81 人財養成塾「Zest for life」 ひとり親家庭体験活動サポート事業
ひとり親家庭の子どもに対し、体験活動の機会を提供し、公教育以外で、身心の成長をサポートする活

動を行う。野外活動体験を各場所で実施する。

82 特定非営利活動法人フライパン 「ひょうご野菜のエコシステム構築」事業

農業を通し、地域づくり、コミュニティづくりによる、人と人の関係性を再構築する。新たな野菜の流

通の確立（地産地消の推進）、エコクッキングの普及（フードロスの推進）、農業に関する知見の共有

（食育の推進）を行う。

83 特定非営利活動法人　神戸市精神障がい者家族会連合会 神戸市精神障がい者家族会連合会活動

精神障がい者(当事者及びご家族)の支援と地域福祉の増進に寄与する。「精神障がい者に対する自立と

社会参加促進に関する事業」、「精神障がい者とその家族に対する相談支援事業」、「地域社会に対し

社会啓発及び広報活動する市民活動の支援に関する事業」を行う。

84 特定非営利活動法人KOBE観光ガイドボランティア 楽しく歩いて地域を知ろう
「街歩き」を通して、観光客から見た神戸の良さに気づき、地域への関心を高め、外出の楽しさに気づ

き健康増進を図る。
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85 神戸ノラネコTNR実行委員会 保護猫活動 不幸な猫を減らすために、地域猫活動・TNR・猫の保護・譲渡を行う。

86 ともに
障害者による農福連携での地域課題への取り

組み

神戸市に不足している指定特定相談支援事業所を創設。障害者の相談内容から必要とするサービスを提

供する。

87 みんなの居場所　きらきらぼし
きらきらぼし　心が安心する居場所づくりプ

ロジェクト

不登校や引きこもりになっている子どもが非常に増加傾向にあり、子ども及び親にとっての居場所がな

いという社会的課題解決のため、居場所の開放、悩み相談、工作やアート、手芸や調理、外遊びなどの

多様な学び、地域交流などを実施する。

88 一般財団法人カナウ
アートラボゆめのはこ ～うごくアートの展覧

会～

コロナによる心のケアと障がい者の賃金増に繋げるため、「音×色」「聴く、観る、作る」の体験型イ

ベントを開催する。若い世代に障害児の表現、活動を伝え、アートでつなぐ共生社会を提案する。

89 特定非営利活動法人 キーパーソン21 長田わくわくプロジェクト　研修会

自分に自信がなく、エネルギーの行き先を見いだせない思春期の子ども達に地域の大人が楽しいキャリ

ア教育プログラムを届け、子ども達ひとりひとりを真剣に応援することで、地域愛を持った主体的な人

材を育成をするために、地域の大人への研修会を行う。

90 一般社団法人オフィステラ 訪問型子育て支援事業
少子化・核家族化が進行する中で、では、個別のニーズに応じた支援の実践的試みとその支援を担う人

の育成を図るとともに、専門職（保育者）の困難感の軽減を図ることも視野に入れて取組を展開する。

91 1.17→（イッテンイチナナカラ） 1.17→（イッテンイチナナカラ）

震災を経験していない世代が増える中、若い世代が中心となり防災に関する発信を行い、同世代だけで

なく、震災経験者も改めて地震対策を考えるきっかけを作る。防災検定ブースや非常食の試食会など、

市民参加型のプロジェクトで、防災を「ジブンゴト」として捉えてもらう取組を行う。

92 特定非営利活動法人芸法

空き家を活用した、アーティストや若手事業

者の支援となる現代アート公募展＆チャレン

ジカフェの実施

地域の空き家を活用し、アーティストの滞在～制作～発表の場をすべて備えたオールインワンのオルタ

ナティブスペースを開設する。空き家を魅力的な場に変え、周辺地域の活性化やアートでの地域振興、

アートを通じた多文化交流、神戸発の新進気鋭アーティストの発掘に持続的に寄与する。

93 神戸でみんなでアートしよう！！実行委員会

六甲山を楽しもう！環境を楽しもう！まちを

楽しもう！～六甲山間伐材を使ったクリスマ

スオーナメントづくり～

地域の環境にある材を使って、自分を表現するオーナメントを作り、まち（鈴蘭台）の駅ビルや店舗、

施設に飾る。自分達のまちが自分達の作ったもので飾られ、その様子を映像に撮り、地域交流を図る。

94 特定非営利活動法人 KOBEみなとマルシェ 第17回KOBEみなとマルシェ

イベントを通じて神戸在住の外国人との多文化交流に加え、都市と農漁村との交流、家族のふれあい、

若年層と高齢者の世代間交流、健常者と障がい者との交流など多様な滞留型交流空間を作り出し、活気

ある港神戸を演出して神戸の活性化の実現に寄与する。

95 空き助ながた
空き地を活用した菜園・交流広場における地

域交流事業

空き地を魅力的に創出し、収穫祭やアート展示・ワークショップ等の交流事業を行い、地域でとれた魚

や野菜を味わう機会をつくる。地域のアーティスト・障がい者・漁師などと住民の交流を促進し、地域

の暮らしに誇りや愛着を持てる機会を創出する。

96 特定非営利活動法人S-pace
プレーパーク「みんなでわんぱ～く（灘丸山

公園・大和公園）」の運営

子どもが自らの創意工夫で遊べる場所、子育て世代が子どもを連れて気軽に立ち寄れる場所を確保する

ため、プレーパークを神戸市灘区の公園で実施し、また実施に必要なプレーリーダーを募集・育成しな

がら、活動の継続を目指す。
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97 夢野ベジタブル実行委員会
夢野ベジタブルでつなぐ世代を超えたコミュ

ニティ

世代間の地域コミュニティが希薄になりつつある当地域において、野菜苗（愛称：夢野ベジタブル）を

無料で配布し、各家庭で栽培してもらう。栽培について学び合ったり、収穫物を持ち寄って交流会など

を開くことで地域のコミュニティを育み、地域を豊かにしていくことを目指す。

98 神戸の子供たちに一夏の思い出を作ろう会 神戸夏送り花火大会
子供たちに少しでも夏らしい思い出を作ってもらえるよう手持ち花火やお菓子などを無料配布し、賑わ

いの場を作る。また震災の語り継ぎや地域の人たちの交流を目的とする。


