令和元（2019）年度

（※）

住まいとコミュニティづくり活動助成
■助成対象団体が決定しました

「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。
（※）
令和元
（2019）
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36都道府県から154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、
地域・コミュニティ活動助成に11件、
住まい活動助成に10件の計21件が助成対象団体に選ばれました。
（※）
平成31
（2019）
年4月1日〜 30日を含み、
令和元年度と表記しています。

■地域・コミュニティ活動助成
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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
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象団体数は399団体にのぼります。

ふるさと豊間復興協議会
福島県いわき市

地域と子育て親子で築く めんこいまちづくり 事業

NPO法人 龍ヶ崎の価値ある建造物を保存する市民の会
茨城県龍ヶ崎市
地域の宝、歴史的建造物である「竹内農場西洋館」の保存に向けた
手づくり冊子の作成活動

おむすび倶楽部友の会
東京都三鷹市

みんなが楽しめるプログラムで地域サロンをつくろう

ECO villlage SHELTER project
新潟県新発田市

子どもの元気は地域の元気プロジェクト
新潟県佐渡市

1

過疎集落の空き家を交流型シェアオフィスに改修し、隣接の
古民家再生宿と連携した持続可能な地域づくり活動

一般社団法人 ヤマノカゼ舎
岐阜県揖斐川町

つげ野の森市民ネットワーク・黒谷プロジェクト（継続）
愛知県新城市
重利の山を守る会
京都府亀岡市

5

住宅地に隣接した手入れの行き届かない里山を安全な里山へと
守り育てる地元住民によるモデル活動

桃谷ロイター実行委員会（継続）
大阪府大阪市

はならぁと宇陀松山実行委員会
奈良県宇陀市

甦れ文化の中心−伝建地区内
に残る芝居小屋「喜楽座」
の保
存と継承に向けた地域活動

NPO法人 熊本まちなみトラスト
熊本県熊本市
熊本地震で被災した地域文化財を中心とした
新町古町地区の復興まちづくり活動

4

1
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53
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多様化したコミュニティの相互理解と交流の
「深化」
を図る活動

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
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伝統建築再生に伴う学生への技術継承と里山体験空間の創出
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山の保存食カフェを拠点にした里山資源の活用と持続可能な集落づくりの活動
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■住まい活動助成

森の循環物語─バイオマストイレの設置と一体になった里山の森林整備活動
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気仙沼家守舎
宮城県気仙沼市

銭湯上階をシェアハウスに改修し、初期移住と
地域交流をサポートする活動

NPO法人 ほっとプラス
埼玉県さいたま市

ホームレスや路上生活者等の住まい確保に向けた
セーフティネット活動

芝園かけはしプロジェクト
埼玉県川口市

外国人居住者が過半を占める UR 賃貸住宅における
問題緩和と交流促進を進める学生主体の地域活動

NPO法人 ユーアイネット柏原
埼玉県狭山市

郊外大規模戸建住宅地（狭山ニュータウン）
における
NPOによる住まいと暮らしのマネジメント事業

玉川学園地区まちづくりの会
東京都町田市

空き家予備軍やコモンズ可能空間等の資源マップの
作成を介した住み継がれる住宅地への取り組み

美しが丘アセス委員会遊歩道ワーキンググループ
神奈川県横浜市

良質な郊外戸建住宅地における遊歩道管理を手がかりにした
多世代市民等による
「まち育て」

NPO法人 小杉駅周辺エリアマネジメント
神奈川県川崎市

高層分譲マンションに居住する高齢者の孤立化防止サポート事業の仕組みづくりと運営活動

NPO法人 結の樹よってけし
神奈川県清川村

中山間地域の集落にある空き民家を活用した地域が繋がる場づくりの活動

NPO法人 チュラキューブ
大阪府大阪市

公社空き住戸を拠点にした障害者による
「みんなの食堂」
で高齢者の孤食防止と
地域交流を図る活動

鶴甲サポートセンター（継続）
兵庫県神戸市

エレベーターの無い5階建分譲マンションに住む高齢者等への多様な暮らしサポート活動

一般社団法人 ヤマノカゼ舎

（岐阜県揖斐川町）

■地域・コミュニティ活動助成

地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成

6

1

めんこいまちづくり

事業

再建される集会所と広場を地域の高齢者と子育て世代の交流
の場として活用することにより若い世代を呼び込み、伝統の継
承等を図り地域の活性化を目指す活動。

7

NPO 法人 龍ヶ崎の価値ある建造物を
保存する市民の会

（茨城県龍ヶ崎市）

2

地域の宝、歴史的建造物である「竹内農場西洋館」の保存に向け
た手づくり冊子の作成活動
存在をあまり知られていない歴史的な建造物に関する調査結
果をもとに建物の紹介冊子を作成し、市民に地域資源として気
づいてもらい、その保存と活用の機運を高める取り組み。

（東京都三鷹市）

みんなが楽しめるプログラムで地域サロンをつくろう
長年の空き家を地域の居場所として利用しやすいように改修・
改善し、多彩なプログラムを行う開かれた交流サロンにすると
ともに、普及・広報・啓発用のパンフレット等を作成する取り組
み。

8

荒廃した森を整備して設えたエコビレッジの中に、園内の保育
所に通う親子等の協力を得てバイオマストイレを設置し、たい
肥を活かした畑作りと併せて循環型コミュニティを創造する活
動。

9

古民 家宿に隣 接した 空き家を修 繕し、常駐 スタッフを配した
シェアオフィスとして整備して、宿泊者と地元住民が交流し、地
域の魅力を発信する拠点づくりを目指す活動。

住宅地に隣接した手入れの行き届かない里山を安全な里山へ
と守り育てる地元住民によるモデル活動
間伐や清掃等の里山環境整備をすすめて、住宅地の裏山の豊
かさをより多くの人に周知するための趣向を凝らしたイベント
や防災訓練を行うことで地域コミュニティの強化を図る活動。

（大阪府大阪市）

多様化したコミュニティの相互理解と交流の「深化」を図る活動
団体の収入源の確立を目指し、企業からの協賛金獲得やイベン
ト開催による資金集めに取り組むことと併せて情報誌を継続
して発行し、地域の歴史文化調査の深化を図る活動。

（奈良県宇陀市）

10

甦れ文化の中心−伝建地区内に残る芝居小屋「喜楽座」の保存
と継承に向けた地域活動
建築・史料調査の実施及び応急的修繕を行い、イベントでの公
開等で伝建地区に残る芝居小屋の存在価値を住民や行政に周
知し、保存活用に向けた体制の確立を目指す活動。

NPO法人 熊本まちなみトラスト

子どもの元気は地域の元気プロジェクト

5

地域の歴史的建造物「旧黒谷家」の「忌門」を職人が学生に技術継
承しながら再建を図ることにより、地域活性化のための拠点の創
出と伝統建築再生技術の伝承を目指す活動。

はならぁと宇陀松山実行委員会

（熊本県熊本市）

（新潟県佐渡市）

過疎集落の空き家を交流型シェアオフィスに改修し、隣接の古民家
再生宿と連携した持続可能な地域づくり活動

伝統建築再生に伴う学生への技術継承と里山体験空間の創出

桃谷ロイター実行委員会（継続）

ECO village SHELTER project

4

（継続）

重利の山を守る会

（新潟県新発田市）

森の循環物語−バイオマストイレの設置と一体になった里山の
森林整備活動

（愛知県新城市）

（京都府亀岡市）

おむすび倶楽部友の会

3

団体が所有する古民家を改修し、集落住民との協働で山の保
存食カフェを開業するとともに、カフェスタッフとして若い世代
を公募し起業者として育成する取り組み。

つげ野の森市民ネットワーク・黒谷プロジェクト

ふるさと豊間復興協議会

（福島県いわき市）

地域と子育て親子で築く

山の保存食カフェを拠点にした里山資源の活用と持続可能な
集落づくりの活動

11

熊本地震で被災した地域文化財を中心とした新町古町地区の
復興まちづくり活動
熊 本 地 震で被 災した 歴 史 的 建 物 のアーカイブの 作成とアン
ケート調査、啓発イベントの実施で文化遺産を広く周知し、城
下町の歴史を活かしたまちづくり意識の醸成を図る活動。

一般社団法人 ヤマノカゼ舎

（岐阜県揖斐川町）

■地域・コミュニティ活動助成

地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成
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■住まい活動助成

住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして今日の多様な住宅問題に取り組む活動
に対する助成

気仙沼家守舎

美しが丘アセス委員会
遊歩道ワーキンググループ

（宮城県気仙沼市）

1

銭湯上階をシェアハウスに改修し、
初期移住と地域交流をサポート
する活動
気仙沼に唯一残る「銭湯」の 2 階をシェアハウスとし、ここを起
点に、地 域住 民、UI ターン者、来 街 者など「人のかけあわせ」で
地域の自立と交流を育む取り組み。

（神奈川県横浜市）

6

NPO法人 ほっとプラス

2

ホームレスや路上生活を強いられている方を対象に、継続的な
相談支援活動、支援付アパート（シェルター）への一時的な居場
所の提供、自立した生活や住まい確保の支援活動。

NPO法人 小杉駅周辺エリアマネジメント

7

3

高齢の日本人と若年の外国人が共住する賃貸住宅を対象に、多
文化、多言語、多世代が共生できる暮らしと住まいの環境づく
りを行う活動。

8

NPO法人 ユーアイネット柏原

4

コミュニティサロンやオレンジカフェ（認知症対応カフェ）、子
育て広場の開設等、暮らしと住まいの多様な支えあいで住み継
がれる住宅地をめざす自助 × 互助 × 共助の地域活動。

高齢化に伴う空き家の増加等を背景に、地域の成り立ち、地形、
歴史文化、居住環境等に基づく活用可能な地域資源を顕在共
有化し、これらの活用をマッチングする取り組み。

人口減少と超高齢化が進む中山間地域において、地域住民、大
学、NPO の協働で、古民家リノベーションと耕作放棄地の活用
を行い、ここを活動拠点として、集落の持続性と地域内外の交
流を育む取り組み。

NPO法人 チュラキューブ

9

玉川学園地区まちづくりの会

5

中山間地域の集落にある空き民家を活用した地域が繋がる
場づくりの活動

（大阪府大阪市）

公社空き住戸を拠点にした障害者による「みんなの食堂」で
高齢者の孤食防止と地域交流を図る活動
大阪府住宅供給公社の賃貸空き住戸を活用した障害者による
「杉本町みんなの食堂」を拠点に、高齢者の孤食防止に加え、学
生や 地 域が 参 画することによる「障 害 者 × 高齢 者 × 学生 ×
地域住民等」の多様な交流の場づくり。

鶴甲サポートセンター（継続）

（東京都町田市）

空き家予備軍やコモンズ可能空間等の資源マップの作成を
介した住み継がれる住宅地への取り組み

11 棟、約 6000 戸のタワーマンションが立地する武蔵小杉駅
周辺地域において、孤立しがちで見守りが必要な高層マンショ
ン高齢居住者と近隣住民のマッチングによるコミュニティと暮
らしのサポート事業。

（神奈川県清川村）

（埼玉県狭山市）

郊外大規模戸建住宅地 ( 狭山ニュータウン ) における
NPO による住まいと暮らしのマネジメント事業

高層分譲マンションに居住する高齢者の孤立化防止サポート
事業の仕組みづくりと運営活動

NPO法人 結の樹よってけし

芝園かけはしプロジェクト

（埼玉県川口市）

外国人居住者が過半を占める UR 賃貸住宅における
問題緩和と交流促進を進める学生主体の地域活動

住民参加による遊歩道のカラーリングやスツール設置活動等を
通して、良好な環境を有する成熟した住宅地の住民主体の維持管
理と自らの住宅地を楽しむ散策マップ等を作成する活動。

（神奈川県川崎市）

（埼玉県さいたま市）

ホームレスや路上生活者等の住まい確保に向けた
セーフティネット活動

良質な郊外戸建住宅地における遊歩道管理を手がかりにした
多世代市民等による「まち育て」

（兵庫県神戸市）

10

エレベーターの無い 5 階建分譲マンションに住む高齢者等へ
の多様な暮らしサポート活動
地域通貨（サポート券）によるゴミ出しと見守り活動の他、庭木
の剪定などの多様な住まい活動の展開をめざした地域住民の
互助と共助による住み継がれる住宅地への取り組み。

※207mm*2

■住まい活動助成

住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして今日の多様な住宅問題に取り組む活動
に対する助成

気仙沼家守舎

美しが丘アセス委員会
遊歩道ワーキンググループ

（宮城県気仙沼市）
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銭湯上階をシェアハウスに改修し、
初期移住と地域交流をサポート
する活動
気仙沼に唯一残る「銭湯」の 2 階をシェアハウスとし、ここを起
点に、地 域住 民、UI ターン者、来 街 者など「人のかけあわせ」で
地域の自立と交流を育む取り組み。

（神奈川県横浜市）

6

NPO法人 ほっとプラス

2

ホームレスや路上生活を強いられている方を対象に、継続的な
相談支援活動、支援付アパート（シェルター）への一時的な居場
所の提供、自立した生活や住まい確保の支援活動。

NPO法人 小杉駅周辺エリアマネジメント

7
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令和元（2019）年度

（※）

住まいとコミュニティづくり活動助成
■助成対象団体が決定しました

「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。
（※）
令和元
（2019）
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36都道府県から154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、
地域・コミュニティ活動助成に11件、
住まい活動助成に10件の計21件が助成対象団体に選ばれました。
（※）
平成31
（2019）
年4月1日〜 30日を含み、
令和元年度と表記しています。

■地域・コミュニティ活動助成

1
「住まいとコミュニティづくり活動助成選考委員会」

2
3

委員長

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

原田 陽子（福井大学）

委

員

樋野 公宏（東京大学）

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）

4
5
6
7

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

8
9
10

象団体数は399団体にのぼります。

ふるさと豊間復興協議会
福島県いわき市

地域と子育て親子で築く めんこいまちづくり 事業

NPO法人 龍ヶ崎の価値ある建造物を保存する市民の会
茨城県龍ヶ崎市
地域の宝、歴史的建造物である「竹内農場西洋館」の保存に向けた
手づくり冊子の作成活動

おむすび倶楽部友の会
東京都三鷹市

みんなが楽しめるプログラムで地域サロンをつくろう

ECO villlage SHELTER project
新潟県新発田市

子どもの元気は地域の元気プロジェクト
新潟県佐渡市

1

過疎集落の空き家を交流型シェアオフィスに改修し、隣接の
古民家再生宿と連携した持続可能な地域づくり活動

一般社団法人 ヤマノカゼ舎
岐阜県揖斐川町

つげ野の森市民ネットワーク・黒谷プロジェクト（継続）
愛知県新城市
重利の山を守る会
京都府亀岡市

5

住宅地に隣接した手入れの行き届かない里山を安全な里山へと
守り育てる地元住民によるモデル活動

桃谷ロイター実行委員会（継続）
大阪府大阪市

はならぁと宇陀松山実行委員会
奈良県宇陀市

甦れ文化の中心−伝建地区内
に残る芝居小屋「喜楽座」
の保
存と継承に向けた地域活動

NPO法人 熊本まちなみトラスト
熊本県熊本市
熊本地震で被災した地域文化財を中心とした
新町古町地区の復興まちづくり活動

4

1
4 23
53
86 7

多様化したコミュニティの相互理解と交流の
「深化」
を図る活動

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
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1

伝統建築再生に伴う学生への技術継承と里山体験空間の創出

11

11

2

山の保存食カフェを拠点にした里山資源の活用と持続可能な集落づくりの活動

6
7

8
10 9
9 10

7
〒105-0014 東京都港区芝 2-31-19 バンザイビル 7F
TEL03-6453-9213 FAX03-6453-9214
http://www.hc-zaidan.or.jp

■住まい活動助成

森の循環物語─バイオマストイレの設置と一体になった里山の森林整備活動
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公社空き住戸を拠点にした障害者による
「みんなの食堂」
で高齢者の孤食防止と
地域交流を図る活動

鶴甲サポートセンター（継続）
兵庫県神戸市

エレベーターの無い5階建分譲マンションに住む高齢者等への多様な暮らしサポート活動

