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「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3（2021）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41都道府県から126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14件、住まい活動助成7件の計21件が助成対象団体に選ばれました。

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440団体にのぼります。

令和 3(2021) 年 4月発行

令和3（2021）年度
住まいとコミュニティづくり活動助成

委員長 饗庭 伸 （東京都立大学）
委　員 黒瀬 武史 （九州大学）
委　員 竹沢えり子 （銀座街づくり会議）
委　員 原田 陽子 （福井大学）
委　員 樋野 公宏 （東京大学）
委　員 渡邉 義孝 （風組・渡邉設計室）
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」

■助成対象団体が決定しました

NPO法人 えき・まちネットこまつ
山形県川西町
食文化の継承と環境保全によるSDGｓ活動で築くコロナ後のまちづくり人づくり

一般社団法人 ちろる
福島県二本松市
東日本大震災の高齢避難者と地域の繋がりをつくる
「食を通したコミュニティづくり」

一般社団法人 えんがお
栃木県大田原市
多くの人を巻き込み、世代、立場、障害の有無を超えた
「全世代参加型のごちゃまぜのまちづくり」

「街のはなし」実行委員会
神奈川県横浜市
温故知新－地域の未来を担う次世代に街の来歴を伝える活動

小野崎団地　ローズマリーの会
茨城県つくば市
住民ボランティア組織が行う県営住宅団地の
環境美化活動

東村山富士見町住宅管理組合（継続）
東京都東村山市
郊外分譲マンションの再生を複数案で行う
基本計画づくりへの合意形成活動

真田ゆめぐるproject.
長野県上田市
空き家を活かした「みんなの居場所づくり」と
繋がりめぐる地域のヨコの関係づくり

NPO法人 南市岡地域活動協議会（継続）
大阪府大阪市
社会的弱者等が、安定した豊かな住環境を確保できる
多様なサポート活動の実施

谷瀬地域受入協議会
奈良県十津川村
中山間集落における空き家のDIY整備を通した
集落住民と来訪者及び集落内の新旧住民の
交流の場づくり

かごだんSTEP展開プロジェクト
鹿児島県鹿児島市
地方都市郊外の住宅地を持続可能なまちに
するための地域住民と大学等の連携活動

NPO法人 かがやけ安八 
岐阜県安八町
地域の空き家「みのむしハウス」を活用して、子どもたちの
健全な育成と交流を図る活動

西陣地域住民福祉協議会　学校跡地活用委員会
京都府京都市
地元主導による「元西陣小学校跡地の利活用方針・事業計画」の提案活動

認定NPO法人 コミュニティ・サポートセンター神戸
兵庫県神戸市
「地域共生拠点・あすパーク」による多様な非営利事業の
立ち上げ＆連携支援の取り組み

Team MAK-e Spot
和歌山県和歌山市
まちなかの古民家を活用した、子ども、学生、商店主等の
多世代交流の拠点づくり

一般社団法人 もも
香川県高松市
住民参加による子ども・若者の居場所（茶室）づくりプロジェクト

奥四万十山の暮らし調査団
高知県四万十町ほか
高知県内の屋号や集落の民衆知の記録（地域資源）の可視化活動

健軍リバイタライズプロジェクト
熊本県熊本市
日替わりシェアキッチンを拠点にして商店街に賑わいを取り戻す活動

NPO法人 環境圏研究所
熊本県人吉市
水害常襲地域における「水を捌（さば）き易い家づくりの技術」の学習活動

都城三股農福連携協議会
宮崎県都城市
農家の古民家を福祉転用した軽度の農作業による認知症ケア・プログラムの構築と実践

北四国町会 芝のはらっぱ実行委員会
東京都港区
地域住民が行う緑と花を通じた野外交流拠点
「芝のはらっぱ」づくりとその運営活動

茶山台団地DIYサポーターズ
大阪府堺市
公社賃貸住宅の空き室を活用した住まいのＤＩＹサポート
活動による団地コミュニティづくり
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■地域・コミュニティ活動助成 ■住まい活動助成
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伝統食文化「むくり鮒」を伝承しながら、エコロジー資料館の開
設など環境保全や生態系維持に取り組み、ＳＤＧs活動を通じ
た若者と大人、農業高校と水産高校、里山と漁村、都市と農村
など多様な人々の連携を育み担い手を育成する活動。

高齢避難者と地元の学生が一緒に食事をつくり食を楽しむ「学
生食堂」、認定こども園の園児、高齢避難者、地域住民による「野
菜づくり」を通して多世代のコミュニティを育む活動。

徒歩圏内にある地域の空き家６軒を活用して高齢者サロン・若
者シェアハウス・障がい者施設・地域食堂・子供の遊び場等を運
営し、高齢者が孤立せず皆が支え合うコミュニティを構築する
活動。

港区北四国町会内の遊休地を活用して、町会と地域交流拠点
「芝の家」が協働で運営する憩いと交流の場をつくり育む取り
組み。

地域のまちづくりの歴史、まちの成り立ちを次世代に受け継ぐ
ため、インタビュー冊子「街のなはし」の継続的発刊、小学校で
の総合学習、朗読音声が聞けるQRプレートの街中への設置な
どに取り組む活動。

近代京都の小学校単位（元学区）の住民自治・コミュニティ活動
のベースとなる旧西陣小学校の保全活用方策を、地域住民と専
門家が連携し、暫定利活用実験イベントも絡めて提案する活動。

公園内に開設した民設民営のコミュニティセンターによる多様
なセクターが連携して社会課題の解決に取り組む中間支援活
動。

和歌山の中心市街地本町地区において、近傍の大学と連携し
た「子ども食堂」「寺子屋」「まちなか文化＆芸術ワークショップ」
「縁側カフェ」などによるコミュニティの場を創る活動。

住まいの離れを住民参加（DIT）で改修して、子どもやその家族
にとっての社会的接点になる茶室（コミュニティの場）とし、子
どもと地域住民が交わるまちのハブとなる空間をめざす活動。

地域の歴史・民俗に関する文献資料や調査記録は、地域の文化
資源であるとの考えに基づき、四万十地域などの９つの集落で
の屋号地図、地名地図、集落生活誌を記録して保存公開する活
動。

健軍地区に生まれ育った若年世代が、商店街の空き店舗を借り
上げ、日替わり＆昼夜別のシェアキッチンの仕組みでレンタル
し、ここを拠点に健軍商店街で起業・出店したい若者のチャレ
ンジの場、コミュニティの場として活用する活動。

「子ども食堂」や「駄菓子屋」の運営とイベント、学習支援等を通
して、子どもの健全な成長を地域が暖かく見守れる交流拠点づ
くり。

■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

NPO法人 えき・まちネットこまつ　
（山形県川西町）
食文化の継承と環境保全によるSDGｓ活動で築くコロナ後の
まちづくり人づくり

一般社団法人 ちろる
（福島県二本松市）
東日本大震災の高齢避難者と地域の繋がりをつくる「食を通し
たコミュニティづくり」

一般社団法人 えんがお
（栃木県大田原市）
多くの人を巻き込み、世代、立場、障害の有無を超えた「全世代参
加型のごちゃまぜのまちづくり」

「街のはなし」実行委員会
（神奈川県横浜市）
温故知新－地域の未来を担う次世代に街の来歴を伝える活動
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（高知県四万十町）
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くりとその運営活動



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

伝統食文化「むくり鮒」を伝承しながら、エコロジー資料館の開
設など環境保全や生態系維持に取り組み、ＳＤＧs活動を通じ
た若者と大人、農業高校と水産高校、里山と漁村、都市と農村
など多様な人々の連携を育み担い手を育成する活動。

高齢避難者と地元の学生が一緒に食事をつくり食を楽しむ「学
生食堂」、認定こども園の園児、高齢避難者、地域住民による「野
菜づくり」を通して多世代のコミュニティを育む活動。

徒歩圏内にある地域の空き家６軒を活用して高齢者サロン・若
者シェアハウス・障がい者施設・地域食堂・子供の遊び場等を運
営し、高齢者が孤立せず皆が支え合うコミュニティを構築する
活動。

港区北四国町会内の遊休地を活用して、町会と地域交流拠点
「芝の家」が協働で運営する憩いと交流の場をつくり育む取り
組み。

地域のまちづくりの歴史、まちの成り立ちを次世代に受け継ぐ
ため、インタビュー冊子「街のなはし」の継続的発刊、小学校で
の総合学習、朗読音声が聞けるQRプレートの街中への設置な
どに取り組む活動。

近代京都の小学校単位（元学区）の住民自治・コミュニティ活動
のベースとなる旧西陣小学校の保全活用方策を、地域住民と専
門家が連携し、暫定利活用実験イベントも絡めて提案する活動。

公園内に開設した民設民営のコミュニティセンターによる多様
なセクターが連携して社会課題の解決に取り組む中間支援活
動。

和歌山の中心市街地本町地区において、近傍の大学と連携し
た「子ども食堂」「寺子屋」「まちなか文化＆芸術ワークショップ」
「縁側カフェ」などによるコミュニティの場を創る活動。

住まいの離れを住民参加（DIT）で改修して、子どもやその家族
にとっての社会的接点になる茶室（コミュニティの場）とし、子
どもと地域住民が交わるまちのハブとなる空間をめざす活動。

地域の歴史・民俗に関する文献資料や調査記録は、地域の文化
資源であるとの考えに基づき、四万十地域などの９つの集落で
の屋号地図、地名地図、集落生活誌を記録して保存公開する活
動。

健軍地区に生まれ育った若年世代が、商店街の空き店舗を借り
上げ、日替わり＆昼夜別のシェアキッチンの仕組みでレンタル
し、ここを拠点に健軍商店街で起業・出店したい若者のチャレ
ンジの場、コミュニティの場として活用する活動。

「子ども食堂」や「駄菓子屋」の運営とイベント、学習支援等を通
して、子どもの健全な成長を地域が暖かく見守れる交流拠点づ
くり。

■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

NPO法人 えき・まちネットこまつ　
（山形県川西町）
食文化の継承と環境保全によるSDGｓ活動で築くコロナ後の
まちづくり人づくり

一般社団法人 ちろる
（福島県二本松市）
東日本大震災の高齢避難者と地域の繋がりをつくる「食を通し
たコミュニティづくり」

一般社団法人 えんがお
（栃木県大田原市）
多くの人を巻き込み、世代、立場、障害の有無を超えた「全世代参
加型のごちゃまぜのまちづくり」

「街のはなし」実行委員会
（神奈川県横浜市）
温故知新－地域の未来を担う次世代に街の来歴を伝える活動

NPO法人 かがやけ安八 
（岐阜県安八町）
地域の空き家「みのむしハウス」を活用して、子どもたちの健全な
育成と交流を図る活動

西陣地域住民福祉協議会 学校跡地活用委員会
（京都府京都市）
地元主導による「元西陣小学校跡地の利活用方針・事業計画」の
提案活動

認定NPO法人 コミュニティ・サポートセンター神戸
（兵庫県神戸市）
「地域共生拠点・あすパーク」による多様な非営利事業の立ち上げ
＆連携支援の取り組み

Team MAK-e Spot
（和歌山県和歌山市）
まちなかの古民家を活用した、子ども、学生、商店主等の多世代交
流の拠点づくり

一般社団法人 もも
（香川県高松市）
住民参加による子ども・若者の居場所（茶室）づくりプロジェクト

奥四万十山の暮らし調査団　
（高知県四万十町）
高知県内の屋号や集落の民衆知の記録（地域資源）の可視化活動

健軍リバイタライズプロジェクト　
（熊本県熊本市）
日替わりシェアキッチンを拠点にして商店街に賑わいを取り戻す
活動

北四国町会 芝のはらっぱ実行委員会
（東京都港区）
地域住民が行う緑と花を通じた野外交流拠点「芝のはらっぱ」づ
くりとその運営活動



1

2

13

14

茨城県営小野崎団地 ( 内井昭蔵氏設計 )内の樹木や芝の管理、
花植え等を通して住宅地の美化とコミュニティの醸成を育む
団地住民の自主的活動。

築47年の郊外分譲マンション（RC造3階建4棟48戸）の再生
を、住民意向の下、１案に絞らず３案[修繕(リニューアル)、改修
(リノベーション)、建替え(リビルド)]で行う合意形成の取り組み
と３案の魅力アップ活動。

令和 2 年 7月の球磨川豪雨の経験を活かし、「“水を防ぐ”ので
はなく、“水を捌く（さばく）”こと」を主眼とする古来からの建築
技法を再確認し、水害の再来に備える取り組み。

古民家や耕作放棄地を福祉転用した“日本版ケアファーム”の
構築と、多様な当事者の心身の自助プログラムを開発し、認知
症高齢者や貧困家庭等から連鎖する地域社会の課題解決を目
指す取り組み。

■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

小野崎団地 ローズマリーの会
（茨城県つくば市）
住民ボランティア組織が行う県営住宅団地の環境美化活動

東村山富士見町住宅管理組合（継続）
（東京都東村山市）
郊外分譲マンションの再生を複数案で行う基本計画づくりへの
合意形成活動　　　     　　

NPO法人 環境圏研究所
（熊本県人吉市）
水害常襲地域における「水を捌（さば）き易い家づくりの技術」の
学習活動

都城三股農福連携協議会　
（宮崎県都城市）
農家の古民家を福祉転用した軽度の農作業による
認知症ケア・プログラムの構築と実践
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女性グループが空き家になった古民家を借り受け「DIY でもっ
と楽しく空き家を使おう講座」等を通して、地域の居場所づくり
を行い、コミュニティのネットワークを拡げる活動。

住宅確保要配慮者向けのサブリース事業、住まい相談窓口の
開設と児童養護施設退所者への住宅確保、保証人・身元引受人
事業とインターンシップ・自立支援事業の実施。

大阪府住宅供給公社茶山台団地の賃貸住宅空き室を活用し
て、日曜大工が得意な団地内シニア男性グループによる団地内
住宅へのDIYサポート活動。

集落内の築100年以上の伝統的民家（空き家）を、来訪者休憩
所とする「活動拠点１こやすば」の整備、そして、新住民（移住者）
と旧住民の交流の場「活動拠点2 田舎体験ハウスたまおか」の
取り組み。

鹿児島市郊外の３つの住宅地を対象に、各々が住み継がれる
住宅地として次世代にバトンタッチされていくことを目指し、
地域住民と大学・行政等が協働しながら住宅地相互の情報共
有や交流を図ることで、地域主体の活動を発展させていく伴走
型支援の活動。

真田ゆめぐる project.
（長野県上田市）
空き家を活かした「みんなの居場所づくり」と繋がりめぐる地域
のヨコの関係づくり

NPO法人 南市岡地域活動協議会（継続）
（大阪府大阪市）
社会的弱者等が、安定した豊かな住環境を確保できる多様な
サポート活動の実施

かごだんSTEP展開プロジェクト
（鹿児島県鹿児島市）
地方都市郊外の住宅地を持続可能なまちにするための
地域住民と大学等の連携活動

谷瀬地域受入協議会
（奈良県十津川村）
中山間集落における空き家のDIY 整備を通した集落住民と
来訪者及び集落内の新旧住民の交流の場づくり

茶山台団地 DIYサポーターズ
（大阪府堺市）
公社賃貸住宅の空き室を活用した住まいのＤＩＹサポート活動
による団地コミュニティづくり



一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
〒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
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「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3（2021）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41都道府県から126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14件、住まい活動助成7件の計21件が助成対象団体に選ばれました。

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440団体にのぼります。

令和 3(2021) 年 4月発行

令和3（2021）年度
住まいとコミュニティづくり活動助成

委員長 饗庭 伸 （東京都立大学）
委　員 黒瀬 武史 （九州大学）
委　員 竹沢えり子 （銀座街づくり会議）
委　員 原田 陽子 （福井大学）
委　員 樋野 公宏 （東京大学）
委　員 渡邉 義孝 （風組・渡邉設計室）
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」

■助成対象団体が決定しました

NPO法人 えき・まちネットこまつ
山形県川西町
食文化の継承と環境保全によるSDGｓ活動で築くコロナ後のまちづくり人づくり

一般社団法人 ちろる
福島県二本松市
東日本大震災の高齢避難者と地域の繋がりをつくる
「食を通したコミュニティづくり」

一般社団法人 えんがお
栃木県大田原市
多くの人を巻き込み、世代、立場、障害の有無を超えた
「全世代参加型のごちゃまぜのまちづくり」

「街のはなし」実行委員会
神奈川県横浜市
温故知新－地域の未来を担う次世代に街の来歴を伝える活動

小野崎団地　ローズマリーの会
茨城県つくば市
住民ボランティア組織が行う県営住宅団地の
環境美化活動

東村山富士見町住宅管理組合（継続）
東京都東村山市
郊外分譲マンションの再生を複数案で行う
基本計画づくりへの合意形成活動

真田ゆめぐるproject.
長野県上田市
空き家を活かした「みんなの居場所づくり」と
繋がりめぐる地域のヨコの関係づくり

NPO法人 南市岡地域活動協議会（継続）
大阪府大阪市
社会的弱者等が、安定した豊かな住環境を確保できる
多様なサポート活動の実施

谷瀬地域受入協議会
奈良県十津川村
中山間集落における空き家のDIY整備を通した
集落住民と来訪者及び集落内の新旧住民の
交流の場づくり

かごだんSTEP展開プロジェクト
鹿児島県鹿児島市
地方都市郊外の住宅地を持続可能なまちに
するための地域住民と大学等の連携活動

NPO法人 かがやけ安八 
岐阜県安八町
地域の空き家「みのむしハウス」を活用して、子どもたちの
健全な育成と交流を図る活動

西陣地域住民福祉協議会　学校跡地活用委員会
京都府京都市
地元主導による「元西陣小学校跡地の利活用方針・事業計画」の提案活動

認定NPO法人 コミュニティ・サポートセンター神戸
兵庫県神戸市
「地域共生拠点・あすパーク」による多様な非営利事業の
立ち上げ＆連携支援の取り組み

Team MAK-e Spot
和歌山県和歌山市
まちなかの古民家を活用した、子ども、学生、商店主等の
多世代交流の拠点づくり

一般社団法人 もも
香川県高松市
住民参加による子ども・若者の居場所（茶室）づくりプロジェクト

奥四万十山の暮らし調査団
高知県四万十町ほか
高知県内の屋号や集落の民衆知の記録（地域資源）の可視化活動

健軍リバイタライズプロジェクト
熊本県熊本市
日替わりシェアキッチンを拠点にして商店街に賑わいを取り戻す活動

NPO法人 環境圏研究所
熊本県人吉市
水害常襲地域における「水を捌（さば）き易い家づくりの技術」の学習活動

都城三股農福連携協議会
宮崎県都城市
農家の古民家を福祉転用した軽度の農作業による認知症ケア・プログラムの構築と実践

北四国町会 芝のはらっぱ実行委員会
東京都港区
地域住民が行う緑と花を通じた野外交流拠点
「芝のはらっぱ」づくりとその運営活動

茶山台団地DIYサポーターズ
大阪府堺市
公社賃貸住宅の空き室を活用した住まいのＤＩＹサポート
活動による団地コミュニティづくり
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■地域・コミュニティ活動助成 ■住まい活動助成


