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報道関係各位 ＜お知らせ＞

阪急阪神ホールディングス株式会社

従業員とともに阪急阪神沿線の市民団体を応援する

第１３回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」の助成対象団体が決定しました！

「地域環境づくり」と「次世代の育成」に取り組む合計１７団体に総額１，１００万円を助成

阪急阪神ホールディングスグループでは、第１３回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」

による市民団体の助成プログラムとして、昨年９月より助成を希望する団体を公募し、

今般、応募総数７１団体の中から「地域環境づくり」と「次世代の育成」に取り組み、

国連が提唱するＳＤＧｓ（※）のうち、目標④「質の高い教育をみんなに」もしくは目標⑪

「住み続けられるまちづくりを」につながる活動を行う合計１７団体に対し、総額

１，１００万円を助成することを決定しました。

この助成プログラムは、当社グループの従業員の募金と当社からの上乗せ寄付を原資に、沿線の市民団体を

助成するもので、当社グループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ･まちプロジェクト」の一環として、

２００９年度から行っています。過去１３年間の助成の累計（今回の助成分を含む）は、延べ１６６団体・

９，９０６万円となっており、当社グループでは、今後も市民団体への支援を通じて沿線地域の活性化やＳＤＧｓ

の達成に貢献できるよう、本プログラムに継続的に取り組んでまいります。

（※）SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。2015 年 9 月の国連サミットで採択され

たもので、国連加盟国が 2030 年までに 17 分野で社会課題の解決を達成することを目標に掲げている。

概要は次のとおりです。

■第１３回の助成対象団体 １７団体（分野別 団体名５０音順） ※（ ）内の市名は団体事務所の所在地

【地域環境づくり】

① 大坂城赤備隊（東大阪市）

② 大阪府登録文化財所有者の会（大阪市）

③ 環境教育ラボ スマイル☆アース（神戸市）

④ 京都アートカウンシル（京都市）

⑤ ＮＰＯ法人 自然派食育・きちんときほん（茨木市）

⑥ 園北ファーム（尼崎市）

⑦ 宝塚園芸福祉協会（宝塚市）

⑧ ＮＰＯ法人 にしのみや次世代育成支援協会（ＮＯ ＢＡＲＳ）（西宮市）

⑨ フォレスター松寿（尼崎市）

⑩ 虫生川周辺の自然を守る会（川西市）

⑪ 公益財団法人 山本能楽堂（大阪市）

【次世代の育成】

① 阿武山音楽会（高槻市）

② 一般社団法人 イドミィ（神戸市）

③ ＮＰＯ法人 えびすバスケットボールクラブ（西宮市）

④ ＮＰＯ法人 ＣＬＡＣＫ（大阪市）

⑤ ＮＰＯ法人 青少年自立支援施設 淡路プラッツ（大阪市）

⑥ ＮＰＯ法人 ちゃいるどりいむ（大阪市）



■助成金総額

１，１００万円（内訳：従業員の募金５５０万円、当社からの上乗せ寄付５５０万円）

※助成金は、2022年3月29日に寄贈済。各団体への助成額は添付資料を参照。

■「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」による市民団体の助成プログラムについて

阪急阪神ホールディングスグループの従業員の募金による積立

金と、当社からの同額の上乗せ寄付を原資として、「地域環境づく

り」または「次世代の育成」に取り組む阪急阪神沿線の市民団体を

助成します。

プログラムの特徴は、①助成対象を阪急阪神沿線で活動する団体

に特化していること、②助成金の半額がグループ従業員の募金によ

ること、③当社グループが広報面でも協力すること、の３点です。

現在、約１,５００名のグループ従業員が参加しています。

（ホームページ: https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/kikin.html）

■本プログラムに込めた思い

どのまちにも社会における課題の解決に熱心に取り組む市民団体はありますが、その多くは規模が

小さく、認知度も低いことから、ボランティアの人材がなかなか集まりません。また、活動を応援した

い気持ちを持つ人でも、知らない団体に寄付することにはためらいがあるため、市民団体の活動資金は

不足しがちです。

本プログラムでは、市民が身近な市民団体を応援するきっかけとなるよう、グループ従業員の募金を

原資の一部として助成を行うとともに、グループが持つ交通媒体などを利用して助成する市民団体の活

動を広報し、沿線の市民に紹介しています。

以 上

【添付資料】第１３回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」の助成対象団体の概要

【リリース配付先】青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ

このお知らせに関するお問い合わせ先

阪急阪神ホールディングス株式会社 グループ経営企画室 広報部 ＴＥＬ．０６－６３７３－５０９２



添付資料

第１３回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」の助成対象団体の概要 ※分野別５０音順

■地域環境づくり

団体名 活動概要 助成額

①
大坂城赤備隊

（東大阪市）

～地域の歴史・文化的資源の発信と清掃活動～

「大阪を明るく元気に美しく!」をモットーに、大阪城とその周辺地域の清掃

を行っています。老若男女が誰でもできる清掃活動に参加することで、地域

の美化や環境問題への意識を醸成することと、大阪のシンボルである大阪城

を手作りの甲冑を着て清掃することで、大阪という街の成り立ちや歴史・文

化・風習などに関心を持つきっかけを作り、知識を深めることを目的として

活動しています。

５０万円

②

大阪府登録文化財

所有者の会

（大阪市）

～歴史的建造物の保存・活用～

府内の国登録文化財の所有者が集い、情報交換を行うことで、保存・活用に

取り組んでいます。地域住民・行政などに対し、国登録文化財への技術的提

案・文化財的価値の普及啓発・有効活用などを働きかけ、地域の歴史的な景

観を保つまちづくりに取り組んでいます。国登録文化財を後世に残すべく、

講演会を開催しているほか、国登録文化財をめぐり、地域の方々とふれあい

ながら、まちの文化や歴史を学ぶことができる「御財印めぐり（※）」を実施

しています。今後は、これらの取組を、文化財を活用した誘客事業にするこ

とを目標としています。

（※寺社の御朱印めぐりのように、文化財ごとの印を集めるイベント）

５０万円

③

環境教育ラボ

スマイル☆アース

（神戸市）

～幅広い世代への環境教育～

幼児から高齢者までの方を対象とした環境教育の教材・プログラムの開発と、

それを活用した参加体験型の環境学習会を行っています。環境教育を通じて

市民の意識を高め、持続可能な社会を実現することを目指しており、学習会

の参加者に環境問題とくらしのかかわりをきちんと伝えることで、地球環境

に配慮したくらしを実践する人材を育成しています。

５０万円

④
京都アートカウン

シル（京都市）

～アートによる地域の活性化～

京都をアートで活性化することを目的として活動しています。「鑑賞する市民

から創造する市民へ」を合言葉に、市民の多様なニーズに応える各種教室や

講座を開講しているほか、京の路地裏スケッチ会や京都高瀬川彫刻展など、

美術イベント・ワークショップ・講演会・シンポジウム等を開催しています。

５０万円

⑤

ＮＰＯ法人

自然派食育・きち

んときほん

（茨木市）

～食育の普及活動と耕作放棄地の活用～

地域住民への食育の普及活動を行っています。食べものが身体をつくること、

そのため安全な食べものが大切であることを、料理教室で、またこども向け

に紙芝居やエプロンシアターを使って、楽しくかつ分かりやすく伝えていま

す。「食と農と環境は一つ」という考え方に基づき、茨木市の山間部にある耕

作放棄地を活用して、自然循環を生かした有機農業（国産ゴマの栽培）を推

進しているほか、食の安全が豊かな環境づくりに寄与していることや、安全

な食べものが人々の健康を守ることを知っていただくために、町（消費者）

と村（農家）の交流にも取り組んでいます。

５０万円

⑥
園北ファーム

（尼崎市）

～地産地消の促進や地域コミュニティづくり～

都市の農地を環境保全や防災・地産地消・食育などに役立て、安全安心な食

をテーマにした「まちづくり」を行う「コミュニティファーム」を運営し、

作物を有機栽培しています。安全安心な食べ物を地域の人々が協力してつく

ることで地域のつながりを深め、それを通じて、顔の見える安全安心で優し

いコミュニティの形成を促しています。また、植物による温暖化対策への貢

献やヒートアイランド現象の抑制、水害時の緩衝効果、防災井戸の設置など、

都市の農地にはまちの施設としての重要な役割も期待できます。

５０万円

※（ ）内の市名は団体事務所の所在地です。

※助成額は団体の申請に基づいて審査・決定しました。



⑦
宝塚園芸福祉協会

（宝塚市）

～野菜や花づくりを通じた地域の活性化～

１，０００年続く植木産業のまちである宝塚市長尾地区で、所有者から許可

を得て住宅地内の遊休地を緑の畑に変え、農園芸を通じた福祉活動を広げて

います。近隣の保育園・小学校のこどもから高齢者まで、多世代の住民が農

園を利用し、農作物を育てて収穫を楽しみ、収穫した農作物を介して人と触

れ合うことで、生きがいづくり・仲間づくり・健康の増進・世代間の交流を

図るとともに、環境教育の場も提供しています。

５０万円

⑧

ＮＰＯ法人

にしのみや次世代

育成支援協会

（ＮＯ ＢＡＲＳ）

（西宮市）

～多世代間の交流を目指した地域の居場所づくり～

障がいの有無にかかわらず、こどもの成長を応援し、地域の人が世代を超え

て「つながりあい、見守りあえる」まちづくりを目指して活動しています。

コロナ下では、絵本の読み聞かせやお菓子・料理教室（ハロウィン＆クリス

マス）などをオンラインで実施しているほか、現在は毎週一日、地域に住む

さまざまな人が交流し、つながることができる『お茶の間』的な居場所づく

りを、地域内の貸会議室を利用して行っています。

５０万円

⑨
フォレスター松寿

（尼崎市）

～六甲山の森林保全活動～

神戸市東灘区の登山道（魚屋道）を中心とする山林約２ｈａで、間伐作業や

植樹・育林・保林活動、登山道の整備を行っています。国土交通省近畿地方

整備局六甲砂防事務所の「六甲山系グリーンベルト整備事業」に参加するな

ど、「森の世話人」として土砂災害の防止に役立ち、地域住民の「憩いの森づ

くり」を進めることを目的としており、一般市民も参加した活動を継続的に

実施して、次世代に引き継ぐことに注力しています。

５０万円

⑩

虫生川周辺の自然

を守る会

（川西市）

～里山保全・絶滅危惧種の保護活動～

生物多様性の豊かな森づくりを行い、地域の児童・生徒や住民に自然の良さ

と大切さを知ってもらう活動を進めています。「虫生（むしゅう）の森」は、

約５０年前の大型団地（清和台）の開発で残された「急傾斜地」です。１１

年前から地元の有志が森の手入れを始め、川西市の天然記念物「コナラ群落

とシロバナウンゼンツツジ」を守り、ツツジの開花時（４月）に一般公開し

ています。植物の種の保全に力を注ぎ、地元の小中学生の環境体験学習を主

導するとともに、一般住民を対象とした植物観察会や森林整備体験会などを

主催しています。

５０万円

⑪

公益財団法人

山本能楽堂

（大阪市）

～ユネスコ世界無形遺産である能を活用したＳＤＧｓの啓発～

上方伝統芸能を、その普及活動や魅力の発信を通じて次代を担うこども達へ

継承するとともに、能の力で持続可能な社会の実現を目指す「Ｎｏｈ ｆｏｒ

ＳＤＧｓ」の実践に取り組んでいます。約２０年前から、能を「現代に生き

る魅力的な芸能」としてリデザインし、新規ファン層を開拓するとともに、

底支えする人の輪が広がるよう活動を続けています。２００９年に、水環境

の保全をテーマとして環境問題について考える新しい能の作品「水の輪」を

制作・初演し、「Ｎｏｈ ｆｏｒ ＳＤＧｓ」の一環として、これまでに国内外

で２３回再演。２０１９年には、森の豊かさについて考える新作の能「オル

フェウス」を制作・初演しました。

１００万円



■次世代の育成

団体名 活動概要 助成額

①
阿武山音楽会

（高槻市）

～世代間の垣根を越えた住民主体の音楽祭～

高槻市において、地域に集う参加者がさまざまな楽器を持ち寄って、年１回

『阿武山音楽祭 みんなでつくる１００人の大合奏』を開催しています。楽曲

はすべて、個々の技量に合わせて無理なく演奏することができるようオーダ

ーメイドした、オリジナル編曲の譜面を使用しており、それによって、こど

も・初心者・アマチュア・プロ音楽家が無理なく共演し、感動を共有できる

ようにしています。「音楽のバリアフリーの追求」は、工夫をすれば誰もが一

緒に演奏する感動を共有できるという「音楽」の懐の深さを探究する活動に

もなっています。

５０万円

②

一般社団法人

イドミィ

（神戸市）

～実体験を重視した小中高生への教育機会の提供～

アウトドア体験事業、不登校生支援事業(通信制高校サポート校・平日午前の

アウトドア活動)、学習塾事業(探究学習・教科学習・オンライン学習)、職業

体験事業を実施しています。「こども達の心身の健全な発達に寄与し、豊かな

人間性を養う」という目的を実現するため、「実体験こそ最大の学び」という

理念のもと、実体験に重きを置いた実践的な教育機会を提供しています。経

済格差から感性格差や学力格差が生まれないよう、家庭環境を問わず参加で

きるようにしているほか、異年齢交流ができる多彩なプログラムを運営して

います。

１００万円

③

ＮＰＯ法人

えびすバスケット

ボールクラブ

（西宮市）

～スポーツを中心とした地域コミュニティづくりと社会貢献活動の実践～

こどもを対象としたバスケットボールスクールの運営と、そのコミュニティ

を活用した社会貢献活動を実施しています。バスケットボールを通じて、こ

ども達にさまざまな体験価値を提供し、そこから生まれたコミュニティを活

かして社会貢献活動を積極的に行うことで、よりよい社会の実現を目指して

おり、こども食堂や社会体験イベント、ユーズド品の寄付活動(フィリピン・

ベトナム等の貧困層のこども達が対象)、地域のバスケットボール交流イベン

トなどを行っています。

１００万円

④

ＮＰＯ法人

ＣＬＡＣＫ

（大阪市）

～経済的に困難な状況にある高校生に向けたプログラミング教育・キャリア教

育～

経済的に困難な状況にある高校生を対象に、無料のプログラミング教育・キ

ャリア教育を実施しています。彼らが将来的に自立するための支援モデルを、

プログラミング教育を切り口にして確立し、それを全国展開することによっ

て、各地域で当事者の高校生が次の世代の高校生のロールモデルとなること

を目指しています。

１００万円

⑤

ＮＰＯ法人

青少年自立支援施

設 淡路プラッツ

（大阪市）

～ひきこもりや不登校等の課題を抱える若者と、その家族の支援～

さまざまな課題を抱える若者とその家族の支援や、社会への啓発活動を行っ

ています。「自立を含む“希望ある未来”を一緒に創造する」ことを目指して

おり、それぞれの“出口（社会参加）”を見据えた一歩目の“入口（導入）”

からの支援と、その後の継続的な伴走型スモールステップ支援を実施してい

ます。若者本人への対人関係の構築・社会的な自立に向けた援助や「居場所

支援」の実施、親へのカウンセリングやセミナー・「親の会」の開催、支援者

への研修の実施、一般の方への青少年問題に関する講演会・セミナーの開催

等の事業を行っています。

１００万円

⑥

ＮＰＯ法人

ちゃいるどりいむ

（大阪市）

～重い障がいのあるこども達の支援～

どんなに重い障がいがあっても、本人とその家族が、住み慣れた地域でいつ

までも安心で安定した生活を送れるように支援することを目的として活動し

ています。重症心身障がい児の通所施設を運営し、医療的ケア・発達支援・

生活援助・家族支援・地域支援を実施しています。重い障がいがあっても

こども達の可能性を開くため、周囲の協力を得ながら、さまざまな体験の機

会をつくる取組を行っています。

５０万円


