
「住まいとコミュニティづくり活動助成」は、ハウジングアン
ドコミュニティ財団の自主事業として1993 年から開始し
たユニークな助成プログラムで、市民の自発的な住まいづく
りやコミュニティの創出、そして地域づくり活動を一貫して
支援してきました。
平成 29（2017）年度の「住まいとコミュニティづくり活動
助成」の募集には、全国 38 都道府県から172 件の応募が
ありました。
選考委員会による厳正な審査の結果、一般助成（地域・コ
ミュニティ活動助成）に１０件、テーマ助成（住まい活動助成）
に5件の計15 件が助成対象団体に選ばれました。

■助成対象団体が決定しました平成 29年（2017）年度
第25回住まいと
コミュニティづくり
活動助成対象団体

希望と笑顔のこすもす公園
岩手県釜石市
子どもたちに希望と笑顔を贈る公園整備活動

やまがたこどもアトリエ
山形県鶴岡市
童話と暮らす、里山遊びコミュニティ拠点の創出

NPO 法人土気 NGO
千葉県千葉市
空き古民家再生による地域コミュニティケアの拠点づくり

かみいけ木賃文化ネットワーク
東京都豊島区
上池袋の木造密集地域における現代版「木賃文化」を耕すプロジェクト

NPO 法人くにたち農園の会
東京都国立市
田畑とつながる子育て古民家を拠点とした地域コミュニティの形成

NPO 法人グリーンオフィスさやま
埼玉県狭山市
空き部屋バンクと空き部屋モデルルームによる
団地の魅力アッププロジェクト

集合住宅環境配慮型リノベーション検討協議会
東京都多摩市ほか
分譲マンションのブランディングのためのエコ×リノベからの提案活動

二宮町・一色小学校区地域再生協議会
神奈川県二宮町
古民家再生活用により郊外団地を里山クラフトパークに

認定NPO 法人四つ葉のクローバー
滋賀県守山市
社会ニーズに応えるための地域交流型シェアハウスの内装改修

北芝まちづくり協議会
大阪府箕面市
公営住宅の共用施設を核とした「食と安心」のみんなの拠りあいどころ

NPO 法人リブ＆リブ
首都圏全域
高齢社会における「世代間・連帯」の住まい方─世代間ホームシェア─の普及活動

古町花街の会
新潟県新潟市
伝統的料亭型花街での景観まちづくりに向けた活動

中万町自治会
三重県松阪市
豪商のふるさと中万のまちなみメンテナンス

NPO 法人さぬきっずコムシアター
香川県丸亀市
古民家納屋を再活用した三世代を繋ぐ地域の拠点づくり

NPO 法人ライフサポートセンターHAPPY
宮崎県都城市
廃墟対策と相続登記の推進による都城活性化プロジェクト

■一般助成（地域・コミュニティ活動助成）

■テーマ助成
（住まい活動助成）
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震災後、市内の公園が仮設団地用地になり、子どもたちが安心して
遊べる場所がなくなったことから、私有地を公園として整備・開放
し、子どもたちの遊び場を確保。子どもたちに夢と希望を与えるた
め、子ども向けイベントや体験学習をたくさん開催し、被災した子ど
もたちの心を癒し、子ども、親子・地域間の交流を深めるなど、東日
本大震災復興に寄与する活動を行っています。

ドングリ小屋は、大きな子から小さな子へ受け継がれていく秘密基
地。里山遊びの拠点となる小屋を建設し、ワクワクするような秘密
の小屋に、子どもたちへのプレゼントとして「里山の恵み、生き物と
の出会い」を仕掛け、物語溢れる里山遊び拠点を創出します。また、
保護者や地域住民らと協力しながら四季折々の里山ワークショッ
プを開催し、童話と暮らすコミュニティを形成して参ります。

高齢化の進む農村集落の空き古民家を地域住民によるワーク
ショップで改修し、パブリックキッチンとランニングステーションの
役割を持たせる活動。隣接するニュータウン住民と集落住民、双方
が集える場にすることで交流を促進し、地域コミュニティケアの拠
点とすることをめざします。

住まいの機能を地域に求めていた、ひと昔前の木造賃貸アパートの
生活スタイルを“木賃文化”と捉え、現代版の木賃文化を耕すことを
目的としています。「足りないものはまちを使う」をテーマに、拠点の
「くすのき荘」をまちのラウンジとして使いながら、クリエイターや地
域に住む人たちによる、住まいや仕事場ではできないアクションを、
まちなかの遊休物件で実現し、その取り組みをつなぐ（ネットワーク
する）プロジェクトです。

■一般助成（地域・コミュニティ活動助成）
地域とコミュニティに関わる広範な市民活動に対して助成するもの

希望と笑顔のこすもす公園（岩手県釜石市）
子どもたちに希望と笑顔を贈る公園整備活動

やまがたこどもアトリエ（山形県鶴岡市）
童話と暮らす、里山遊びコミュニティ拠点の創出

NPO法人土気NGO（千葉県千葉市）
空き古民家再生による地域コミュニティケアの拠点づくり

かみいけ木賃文化ネットワーク（東京都豊島区）
上池袋の木造密集地域における現代版「木賃文化」を耕すプロジェクト
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田畑とつながる子育て古民家「つちのこや」。
東京都国立市の貴重な田園風景を未来へつなぎ、農を感じて子ど
もも大人も心の土壌を作ります。梅干し・干し柿・漬物等の料理教室
や人的資源を活かした農家・大工・料理家・アーティスト等とのワー
クショップ。地域のいろんなヒト・モノ・コトと出会い、混ざり合い、
農がつなげる古民家コミュニティを実現します。

大都会に住む介護を必要としない独居高齢者の自宅に経済的に苦
しい地方からの大学生が同居し、互助・共助の精神で支え合う「世
代間ホームシェア」は、その普及が待たれています。継続的な普及活
動のため、ＨＰの更新と業務の IT化、パンフレット作成など高齢者
に優しい紙媒体での広報活動の強化、普及・啓発にむけたセミナー
や交流会の開催などを重点的に行います。

新潟市中心部に位置する「古町花街」において、提灯掲出による情緒
ある景観の演出、町並みに適したサインの設置による情報発信、コ
ミュニティ強化及び防災計画案作成による防災体制の強化に取り
組みます。古典芸能・茶道・華道・着物・食文化等の日本の伝統文化
や歴史的景観を包括的に継承する「古町花街」の価値を広く発信す
るとともに、景観整備及び防犯・防災に対する機運を高めることを
めざします。

豪商の郷「中万」の歴史的まちなみを後世に継承することを目的に、
歴史的建物の公開など、まちなみ散策を楽しんで頂きながら、来訪
者が中万にお金を落として頂けるよう、かつて唯一“来訪者がお金
を落とす”行事として室町時代から続いた「中万市」を現代版に再
生・復活します。そして「中万市」の定期開催を通じて、中万のまちな
みを定期的にチェックしメンテナンスできる仕組み（資金集めと体
制）を検討します。

NPO法人くにたち農園の会（東京都国立市）
田畑とつながる子育て古民家を拠点とした地域コミュニティの形成

NPO法人リブ＆リブ（首都圏全域）
高齢社会における「世代間・連帯」の住まい方
─世代間ホームシェア－の普及活動

古町花街の会（新潟県新潟市）
伝統的料亭型花街での景観まちづくりに向けた活動

中万町自治会（三重県松阪市）
豪商のふるさと中万のまちなみメンテナンス
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地域コミュニティの中で、多世代が共に支え合い、学び合い、育ち合
う環境作りのために、地域住民が気軽に立ち寄り、主体的に関わる
みんなの居場所を構築します。拠点に隣接する倉庫を専門家の指導
の下、みんなで力を出し合いリノベーションし、誰もが活躍できる
サークル活動や多世代が交流するコミュニティカフェなど、一人ひと
りの能力を活かせる自己実現の場として活用します。

「自分らしい豊かなシニアライフを過ごせる社会」づくりをミッショ
ンに、脳活ゲームや相続セミナーなどを行っています。かつて栄えた
都城市の中心市街地には廃墟や空きビルが点在し、一人暮らしの高
齢者も多くなりました。若者と高齢者の交流が生まれる活気ある街
づくりをめざして、相続登記を円滑に進めるためのモデルケースと
なる建物を選定し、土地の有効活用を促す活動を行います。

新狭山団地（分譲戸数約 800戸、バス便、築 40 年）を対象に、空き
部屋バンクを開設するとともに、空き住戸を所有者から賃借し、こ
れを改装モデルルーム兼シェアスペースとしてリノベーションする
ことにより、素敵に加齢する団地として、団地全体で団地の空き住
戸の解消する取り組みを行います。あわせて、こうした取り組みによ
り、不動産流通の新しい仕組みを模索します。

■テーマ助成（住まい活動助成）
住宅地、団地、マンションなど共住社会、集住社会における多様な住宅問題に取り組む
市民活動に対して助成するもの

NPO法人さぬきっずコムシアター（香川県丸亀市）
古民家納屋を再活用した三世代を繋ぐ地域の拠点づくり

NPO 法人ライフサポートセンターHAPPY（宮崎県都城市）
廃墟対策と相続登記の推進による都城活性化プロジェクト

NPO法人グリーンオフィスさやま（埼玉県狭山市）
空き部屋バンクと空き部屋モデルルームによる
団地の魅力アッププロジェクト
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多摩ニュータウン地域に住まい、活動する、都市計画・建築設計施
工・造園・デザイナーなどのまちづくりの専門家、地域のコミュニ
ティ活動の中心を担うメンバーを擁した「まち育て集団」。
本プロジェクトでは、多摩ニュータウン内の 30 年経過の団地管理
組合の特性を踏まえ、「エコ」と「リノベーション」をキーワードにカ
ルテをつくり、管理組合に寄り添いながらブランディングの提案・サ
ポートを行います。

高経年化した大規模郊外団地（二宮団地）の住民が、団地周辺の環
境資源（古民家等）の再生にも取り組み、ベットタウン団地を里山ラ
イフ団地に再生させるための地域活動。
明治の古民家「ふるさとの家」を拠点に、地域の伝統文化、大学等と
連携したデジタル技術を活かしたクラフトパークづくりをめざしま
す。

児童養護施設等を退所した若者たちの未来を地域で応援するため
に、施設等を退所した若者や社会的養護の必要な若者たちが安心・
安全・安価で暮らせるシェアハウスを改修し、入居定員を増やしま
す。また、これまで地域と交流する機会を積極的に設けてきたこと
が困難を抱える若者への理解につながってきたことから、今後は若
者たちの未来を応援するサポーターを増やしていき、若者たちが地
域社会に溶け込みやすい環境を作ります。

市営住宅の団地集会所を住民による共同作業でリニューアルし、コ
ミュニティの拠りあいどころとして再生させることを軸に、災害に備
えた備蓄倉庫等の設置 、対象を限定しない会食事業、団地内コミュ
ニティ農園を活かしたイベント等々、集会所を活用した活動を継続
的に実施。独居高齢者やシングル家庭の増加を背景に住民間のつ
ながりが希薄化するなかで、住民同士の関係性の再構築を行い、だ
れもが安心して暮らせる地域づくりをめざします。

集合住宅環境配慮型リノベーション検討協議会（東京都多摩市ほか）
分譲マンションのブランディングのための
エコ×リノベからの提案活動

二宮町・一色小学校区地域再生協議会（神奈川県二宮町）
古民家再生活用により郊外団地を里山クラフトパークに

認定NPO法人四つ葉のクローバー（滋賀県守山市）
社会ニーズに応えるための地域交流型シェアハウスの内装改修

北芝まちづくり協議会（大阪府箕面市）
公営住宅の共用施設を核とした「食と安心」の
みんなの拠りあいどころ



一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
〒108-0014東京都港区芝４-2-3　NMF芝ビル４F
 TEL03-6453-9213  FAX03-6453-9214
 http://www.hc-zaidan.or.jp

ハウジングアンドコミュニティ財団（以下「本財団」）は、豊かな住環境の創造に貢献

することを目的に、平成４（1992）年に財団法人として設立され、平成 23（2011）

年４月に一般財団法人へと移行しました。

本財団では、世代を超えた良質な住環境をつくり、活力ある地域社会を構築するた

めには、市民の自発的な地域づくり・住まいづくりが不可欠と考え、このような活動

を支援することを社会的使命として参りました。

1993 年から開始した「住まいとコミュニティづくり活動助成」のこれまでの助成対

象団体数は延べ 358 団体にのぼります。

平成 29（2017）年３月発行

委員長 窪田 亜矢 （東京大学）
委　員 饗庭　 伸 （首都大学東京）
委　員 黒瀬 武史 （九州大学）
委　員 関 由有子 （せきゆうこ設計室）
委　員 丁　 志映 （千葉大学）
委　員 山下 　馨 （山下馨建築アトリエ）
委　員 松本　 昭 （ハウジングアンドコミュニティ財団）

「住まいとコミュニティづくり活動助成選考委員会」


