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自死遺族の心の傘に－大切な人との
別れを体験した者が向き合う

ルポライター杉山春講演会「自死は向
き合える。」を実施する。

おやこスペース　つなぐ

『活動日時』毎週水曜日午前10時30
分から午後3時まで
『活動場所』曽根CANVA
『活動内容』ワークショップ、セミナー、
育児相談

世界に１つだけのアロマキャンドルを
作って灯そう！！

障がいがある方、ひきこもりの方、生き
づらさを感じている方に、キャンドル作
りを通し自己肯定感を育み、キャンド
ル作成イベントによって、たくさんの方
との一体感を感じていただき、社会に
つながる喜びを感じてもらう。

みんなあつまれ！いきいき看護週間
イベント

千里文化センター「コラボ」多目的ス
ペースにて、子ども向けのお楽しみ
や、看護師とのふれあい、学びの時間
の提供。高齢者向けには健康相談や
昔遊びなど のコーナーを設け、看護
や介護の相談窓口として関連機関へ
つなぐ。全て参加費無料で行う 。

R3コロナ緊
急

100,0004
初動
支援

特定非営利活動
法人いきいきラ
イフ協会

140,000 100,000

[評価する点]
・グループホームとして運営されている施設において、子どもの居場所づくり事業等の地域貢献の取組みに既に着手されており、コロナ下に
おいても公益性の高い活動を継続され、内容の幅を広げておられることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・今回の助成対象となるイベントの目的である、「看護の重要性や地域での必要性を子どもに感じてもらうための身近なきっかけづくり」と、「フ
リースペースで地域の子どもが高齢者と触れ合うこと」は、現段階では表面的な結び付きに留まっている印象を受けました。今回企画されてい
る事業の成果に関して、評価方法を事前に十分検討いただき、より効果的に地域課題の解決に向けた事業として実施していただきたいと思
います。

[今後の期待]
・専門職の方々が多く関わって事業を実施され、関連する団体で今回と同じテーマでの開催実績もお持ちのため、イベントを実施する実現可
能性は高いと思いますが、事業の目的達成のために必要なことをさらに検討していただき、一過性のイベントにとどまらない取組みとなることを
期待しています。

交
付

3
初動
支援

一般社団法人ハ
ンドメイドキャン
ドル協会

96,958 72,000

[評価する点]
・当助成制度を活用した事業実施以外に、市内で開催される様々なイベントに出展するなど、活動のＰＲを積極的に行うとともに、他団体との
ネットワーク作りに力を入れておられることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・社会の中で、生きづらさを抱えている人がいることを、多くの人に知ってもらうことについて意識していただきながら、活動を行っていただきた
いと思います。
・例えばキャンドルアーティスト養成講習会での啓発等、機会がある度に取組まれることを推奨します。
・貴団体の取組みにおけるキャンドル製作は、ストーリー性があるものであり、付加価値をつけて商品化すること等も検討できるのではないかと
思います。活動を継続するためにも、そのような取組みを検討いただきたいと思います。

[今後の期待]
・様々な立場や状況の人々が共生していくことをめざした活動であるという点を、取組みにおいて打ち出していただくことで、取組みの内容が
深まると思われます。取組みの意義の理解が広がることを期待しています。

初動：R3
R3コロナ対
策

72,000
交
付

＜■初動支援15件、決定額1,469,000円　■自主事業4件、決定額1,580,000 円　【合計】19件、決定額3,049,000円＞

令和4年度（2022年度)交付分 市民公益活動推進助成金の決定内容

初動：
(R2)、R3

2
初動
支援

おやこスペース
つなぐ

133,000 99,000

[評価する点]
・実施事業において、代表者の持つネットワークを生かして、乳幼児を育てる方々にとって必要な情報等を伝えたり、育児の不安の解消につ
ながるワークショップを開催したりしておられ、取組みの内容を工夫し、継続して実施されていることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・市内の各地域で、社会福祉協議会の校区福祉委員会による子育てサロンが、定期的に開催されています。そのような、地域で実施されてい
る既存の取組みとの連携を図ることを検討してください。
・貴団体においては、歯科衛生士や助産師等とのネットワークを生かして専門家と連携した活動を行っていることから、地域団体等の子育て支
援の取組みと連携することで、貴団体が主体となって行う活動に関しては、専門的な活動に特化することも可能と思われます。今後の活動の
方向性について検討いただきたいと思います。

[今後の期待]
・他の子育てサロン等とは異なる専門的な活動に特化されることも視野に入れながら、地域課題に対応した事業を継続して実施されることを期
待しています。

R3コロナ対
策

100,000

99,000

1
初動
支援

池田分かち合い
の会・ひかり

181,611 100,000

[評価する点]
・自死に対する偏見や差別をなくすことを目的に、当助成金以外にも民間の助成制度を活用する等により、目的の達成に向けて講演会や自
助会の開催を行い、インターネット上での情報の発信にも力を入れておられることを評価します。

[助言・アドバイス]
・豊中で実施されている活動に関し、より積極的に周知を行っていただき、貴団体の取組みを必要とされる方に、活動の情報が伝わるように工
夫してください。
・一般市民は名称からのイメージで判断する場合もあります。例えば、池田と豊中でのチラシを別にするとか、チラシの配布先や豊中社会福祉
協議会の協力を得る等広報戦略を検討ください。

[今後の期待]
・今後も着実に活動を実施していただき、活動への賛同者を増やしていただくとともに、貴団体が豊中で実施される講演会や自助会等の取組
みに、より多くの豊中市民の参加が見られるようになることを期待しています。

交
付

交
付

1
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＜■初動支援15件、決定額1,469,000円　■自主事業4件、決定額1,580,000 円　【合計】19件、決定額3,049,000円＞

令和4年度（2022年度)交付分 市民公益活動推進助成金の決定内容

庄内はてんこもり『みんなで学校ごっ
こ・防災まちづくり』

地域誰もが参加できる地域みんなの
学校を開校。年齢問わず誰でもがセン
セイとなり、歴史、伝承、仕事や趣味等
の授業を行う。防災まちづくりでは、防
災まちあるき・防災デイキャンプ・消防
署での応急手当等を行う。

チャイルドリーム・ネット

トップアスリートの高校生を中心に小学
生に対し直接コーチングをしてもらい、
小学生には夢や憧れ、高校生には感
謝や誇りを感じて欲しい。

就労移行支援で行う野菜の移動販売
店　たまねぎ屋　まるわ

社会復帰をめざす障害者とともに栽培
した玉ねぎをワンモア豊中の訓練の一
環として販売し、活動地域である豊中
の利便性向上に貢献する。

科学教室のバイオサイエンスへの展
開と教材の開発による普及事業

本申込事業では、科学教室において
「科学のすばらしさを子供たちの手の
ひらの中に届ける」視点での新しいバ
イオサイエンス分野の教育プログラム
や教材の開発を行い、その実施を
行って、その効果や将来性を検証しま
す。

-100,0008
初動
支援

科学教室ボラン
ティア　ライフサ
イエンス部会

150,000 100,000

[評価する点]
・科学に関する専門的な知識を持つメンバーが、その専門性を発揮して、各種のイベント等で、子どもたちに科学実験等の体験の機会を提供
する活動を続けておられることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・団体の体制面において、活動に参加するメンバーを増やすことや、収入の確保等、取組みの継続性の担保についても検討してください。
・ワークショップでの子どもたちの気づき・興味等をしっかり把握され、学校教育への提言にも繋がる活動に広げられることを推奨します。

[今後の期待]
・若い世代に科学の楽しさを感じてもらう活動を継続して実施いただき、団体としての取組みが発展されることを期待しています。

交
付

-

7
初動
支援

NPO法人日本学
び協会

169,119 100,000

[評価する点]
・就労支援事業のプログラムにおいて、既に農作物の栽培の機会を設けておられ、収穫した農作物の移動販売で地域の方々との交流を持つ
先進的な取組みを計画されていることを評価します。

[助言・アドバイス]
・栽培の実施場所が淡路島であり、就労移行支援事業所から地理的な距離があるため、事業を円滑に実施できるように工夫していただきたい
と思います。
・移動販売で地域の方々と触れ合うことが、就労支援事業の利用者にとって社会復帰に向けて良い体験になると思われます。販売体験の実
施場所の確保について、地域等との調整を行っていただき、効果的に実施していただきたいと考えます。

[今後の期待]
・取組みが順調に進めば、将来的には就労移行支援事業の実習訓練から取り出して、移動販売事業を独立した取組みとすることも、可能で
はないかと考えています。新たな職域開拓ということも考えられるため、単なる体験の場としてだけではなく、職域開拓の視点も持って、取り組
んでいただくことを期待しています。

-

99,000

100,000

6
初動
支援

特定非営利活動
法人メッセージ

132,800 99,000

[評価する点]
・ボランティアでの取組みとして、地域の子どもたちとスポーツの分野で活躍する高校生が触れ合う機会を提供する活動を開始され、既に他市
において開催実績をお持ちであり、その経験を生かして豊中でも新たに実施される予定であることを、評価しています。

[助言・アドバイス]
・今回の企画では、豊中市内の小学生を対象として実施されますので、是非豊中市内の高校との連携を図っていただき、事業を豊中の高校
で実施されるようにしてください。
・小学生への周知や保護者への説明等も丁寧に行われることが望まれます。

[今後の期待]
・小学生にとって、高校生の世代は大人よりも身近な存在であり、交流の機会を持つことは近い将来の目標を設定することにもつながり、たい
へん有益な取組みであると考えます。豊中の子どもたちが市内で有益な体験ができるよう、調整を進めていただき、効果的に実施いただくこと
を期待しています。

交
付

交
付

5
初動
支援

庄内はてんこもり 132,100 99,000

[評価する点]
・地域を盛り上げたいとの思いを持って、これまで地域活動で実績のある方々が集まり公民館と連携して取組みを開始され、地域の方々の協
力を得ながら、地域の方々に楽しく学ぶことのできる体験の機会を提供しておられ、意義のある活動であると評価しています。

[助言・アドバイス]
・単なる知識の習得や実技の体験のみにとどまらず、参加者同士の学び合いや交流にもつながる取組みにしていただきたいと思います。その
ために、より多くの協力者を確保していただき、事業実施の周知や参加への呼びかけ等も、継続して行っていただきたいと思います。

[今後の期待]
・助成金の活用によって、地域で本事業の認知度が高まり、協力者の輪が広がって、本事業がより充実したものとなり、地域の活性化やコミュ
ニティづくりにつながっていくことを期待しています。

-99,000
交
付

2
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＜■初動支援15件、決定額1,469,000円　■自主事業4件、決定額1,580,000 円　【合計】19件、決定額3,049,000円＞

令和4年度（2022年度)交付分 市民公益活動推進助成金の決定内容

うさみみ活動☆多世代交流

豊中市民ひとりひとりに寄り添い、マル
シェやフリマ、ワークイベントを通して
楽しみながら学びになり、生活に活か
す事ができ多世代交流の場所となりま
す。

「ありがとう」と「笑顔」を広げる絵本の
日　ゆめのきフェスタ

命・多様性・平和の大切さを共有する
絵本の読み聞かせを行う。また絵本作
家との交流、司書による図書紹介、保
育教諭による子育て相談、こどもの遊
び場などのコーナーを設置し、親子で
楽しめるフェスタとする。

阪大寺子屋

阪大生によるオンライン授業を、塾に
行きたくても行けなかった生徒に向け
て圧倒的低価格で提供します。講師
は阪大医学部主席合格者をはじめと
する精鋭揃いで、配信用スタジオも完
備しており質で大手に劣りません。

とよなかニコフル新聞の発行

豊中に住む小学生と豊中市内につい
て実際に現地に行って調べ、インタ
ビューを行い、聞いたことをまとめて新
聞にする。その新聞を地域の人に発
行し、地域交流・多世代交流をめざ
す。

初動：R3100,00012
初動
支援

ニコフル 202,000 100,000

[評価する点]
・前年度に新聞の発行をされた実績をふまえ、改善を加えながら、地域の子どもたちの成長や地域の人々の交流につながる取組みを継続し
て行われる点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・継続性を持って取組みを進めてもらうようにしていただきたいと思います。1期生の子どもが、新たに参加する子どもに、先輩としての関わりが
できるようになるのが理想であり、子どもたちの役割とその循環について、留意いただきたいと考えます。
・店舗以外にも子どもたちにとって取材を行うことで学びの機会となる場が、地域にはたくさんあると思います。取材の対象を広げるよう、活動
の趣旨を伝え、協力の調整を行っていただきたいと思います。
・この取組みには地元の情報を地域に住む方々に周知する役割もあると思われますので、広報活動にも力を入れてください。

[今後の期待]
・前年度に得たことをふまえて、新聞づくり（目的達成のためのツール）を通じた地域の子どもたちの成長や地域に住む方々の交流等、取組み
内容の工夫をされ、目的の達成に向けて活動が発展されることを期待しています。

交
付

初動：R3
R3コロナ対
策

11
初動
支援

阪大寺子屋 278,800 100,000

[評価する点]
・学習塾の運営で蓄積されたノウハウを、社会課題解決に向けた取組みとして活用し、地域で必要とされている低料金で受講できる学習支援
活動に着手されようとしていることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・貴団体が取組む学習支援事業を必要とする生徒に、事業実施に関する情報が届き、受講につながるよう、募集の周知等において工夫され
たいと思います。
・活動が継続できるよう、団体内の体制の充実についても検討いただきたいと思います。
・オンラインでの学習取得の成果・効果についても検証してください。場合によっては複合的な対応も必要かもわかりません。PDCAサイクルの
充実を期待します。

 [今後の期待]
・家庭の事情等により通塾が難しい生徒や、日本語が母語ではない等の事情によって学校の学習についていくことが難しい生徒等が、貴団
体の取組みに参加することで、学習への意欲を持ち、学力が身につくよう、取組み内容を工夫していただき、より多くの生徒に学習の楽しさを
感じてもらえるような実績を作っていただくこもとを期待しています。

-

100,000

100,000

10
初動
支援

えほんのおうち
ゆめのき文庫

220,000 100,000

[評価する点]
・地域における様々な団体等とのネットワークを生かし、実施されたイベントではメインの読み聞かせや音楽の他、多様なブースを設置する
等、企画力や実行力について評価しています。

[助言・アドバイス]
・既に関係性が構築されている団体等で構成される実行委員会の中で、取組みが完結している印象も受けるため、関わる人たちの輪を広げ
ていただくとともに、事業を実施後には、実行委員会を構成する団体の日常の活動にどのような変化があったのか、そのフィードバックを意識
してもらうことで、より一層有意義な取り組みになると思います。

[今後の期待]
・取組みの目的達成に向けて、今後も他団体とのネットワークを生かしていただきつつ、子育て世代における課題を意識していただき、それに
対応した活動として、取組みを発展させていかれることを期待しています。

交
付

交
付

9
初動
支援

あいあい～愛逢
RADYONE

154,020 100,000

[評価する点]
・人がつながる環境づくりをめざして、対面で実施する活動の他、オンラインでの事業も導入され、コロナ下においても継続して事業を継続し
ておられ、地元の学校等の理解も得ながら、活動の認知度を高めて、支援者の輪を広げておられる点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・今後、うさみみ活動の趣旨の理解が深まるように、活動にメッセージ性を加味していただくなどの工夫が必要ではないかと思います。また、ヒ
アリングマークは活動におけるシンボルとして、大切にしていただきたいと思います。
・このゆびとまれで、その時その時に活動していくことは市民活動の醍醐味ですが、団体が成熟するにつれて私たちの地域や社会における使
命は何かが問われてきます。
　「地域や社会にどんな影響をもたらすか」「地域や社会にどんな価値を残していくか」等を検討される時期にきているかと思われます。

[今後の期待]
・「人の優しさを楽しく見える化し、人がつながる環境づくり」であるうさみみ活動を継続して実施いただき、活動の内容をさらに発展させていか
れることを期待しています。

初動：R3
R3コロナ対
策

100,000
交
付

3



№ コース 団体名 事業名／事業概要 決定 事業総額 申込額 決定額 市民公益活動推進委員会からの意見 実績

＜■初動支援15件、決定額1,469,000円　■自主事業4件、決定額1,580,000 円　【合計】19件、決定額3,049,000円＞

令和4年度（2022年度)交付分 市民公益活動推進助成金の決定内容

トヨビア
～コロナ禍における新たな音楽イベン
トのありかた～

コロナ感染対策を講じた音楽アーティ
ストによるライブと参加者からのリクエス
トによるBGMを流す音楽フェスタで
す。おいしいお食事とお飲み物などと
共にやんわり音楽を楽しみましょう！

イコルバ！みんなのためのスマホ相
談会！

スマホやタブレットについての使用方
法やSNSをはじめとするスマホでできる
ことについての相談をしつつ、参加費
代わりに寄付する形式により、地域で
実施する学習支援活動へのサポート
ができる社会貢献型相談会。

「生きづらさ」で対話する居場所開設事業

私たちは「生きづらさ」の当事者に、い
いことも悪いことも、自分の今感じてい
る気持ちを安心して表現できる、対話
的な居場所を豊中市内に開設すること
を通し、誰にとっても生きやすい地域
づくりを推進します。

災害に強い地域作り～障がい児者と支援
者による避難生活の訓練～

大規模震災発生を想定し、地域の住
民や障がい者・児とその家族が安全に
避難した後、避難所での生活や被災
者自身がボランティアとして避難所で
活動できるように研修等を行う。
避難場所では事業所の職員や地域の
自主防災の会の方達と協力し、1泊の
宿泊訓練を行う。

265,620 132,000 132,000

[評価する点]
・実施されている取組みにおいて、回数を重ねるごとに新たな工夫を加えておられ、参加者層の広がりや実施内容の充実がみられます。地域
との連携を深めることについても、継続して取り組んでおられる点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・貴団体は、株式会社である徳洋福祉会とは別組織として、NPO法人としての設立目的を持っておられます。しかしながら、主要なメンバーが
重複していることもあり、NPO法人と株式会社との区別が明確にはなっていない点があるようにも見受けられます。NPO法人としての取組みで
あることをより一層意識して自立運営をめざしていただきたいと思います。

[今後の期待]
・この２年間コロナ禍のために、宿泊訓練等について、当初の計画どおりの実施が難しかったと思われますが、企画内容に近い形での実施が
できるよう、さらに工夫を検討していただきたいと思います。
・現在は外部の講師に依頼している役割を、団体メンバーの中で果たせる人材を育成されることを期待しています。

初動：(R2)
自主：R3

16
自主
事業

NPO法人アン
ジュ

交
付

R3コロナ緊
急

15
初動
支援

場づくりカレッジ
「えすけーぷ。」

241,920 100,000

[評価する点]
・コロナ禍の中で、オンラインの手法で事業を実施された際の課題等をふまえ、参加者にとってより効果的な実施方法となるように検討されて
いる点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・現在の社会において、生きづらさを感じている人は多くおられ、貴団体の取組みは非常に大切なものとなっています。参加者が発信される
SOSを、専門機関等につなげる対応が必要となることも想定されますので、そのような点についても対応を検討いただきたいと思います。

[今後の期待]
・ゆるやかなつながりを大切にしながら、取組みを行っておられ、生きづらさを抱える人たちにとって安心感を得ることができる場所として、今後
も運営を継続していただくことを期待しています。

R3コロナ対
策

100,000

100,000

14
初動
支援

イコルバ！学生
会

368,150 100,000

[評価する点]
・社会貢献活動に携わりたいと考える学生を集め、学生が活躍できる場を提供する意味合いを持って、学生の参加意欲向上に向けた取組み
を企画している点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・スマートフォンのレクチャーを通じて、若い世代と高齢者との多世代交流の場となる取組みであり、有意義な企画であると思いますが、参加さ
れた高齢者が、生活上の様々な相談を話されることも考えられ、そのようなケースへの対応についても、サポート体制等の検討や準備をしてい
ただく必要があると考えます。
・寄付を募る活動は学習支援活動への共感を得る場でもありますが、寄付はあくまでも任意の行動であり強制ではありません。その意味では
学生の成果として数字で表れる可能性があります。寄付額は、あくまでも偶然の数字であり、学生へのフォローを絶やさないようにしてくださ
い。学生が疲弊してしまう可能性があります。

[今後の期待]
・スマートフォンの操作だけではなく、それをきっかけとして高齢者と若者が交流できる機会となり、地域に住む高齢者へ若い世代が声掛けを
行うような、地域でのつながりづくりにも発展する取組みとなることを期待しています。

交
付

交
付

13
初動
支援

食と音のコラボラ
ボ

180,000 100,000

[評価する点]
・同様のイベントの開催実績を生かして、コロナ禍で生じた課題への対応として、食と音楽を結び付けたイベントを豊中で計画されていることを
評価します。

[助言・アドバイス]
・この助成金事業の趣旨をご確認いただき、単なる音楽イベントや店舗の活性化にとどまらず、地域における社会課題の解決の一助となるよう
公益性を意識した内容として取り組んでください。
・実施予定場所の商業団体等との調整を着実に行っていただき、地域に住む多くの方々にとって参加しやすい取組みとなるように工夫してく
ださい。

[今後の期待]
・コロナ禍で非日常のイベント等に参加する機会が減った地域の方々に、地元の飲食店とのコラボで音楽に触れながら楽しめる場を提供する
イベントとして、実施後の成果・効果を検証いただき、継続性のある公益性の高い取組み内容となることを期待しています。

-100,000
交
付

4



№ コース 団体名 事業名／事業概要 決定 事業総額 申込額 決定額 市民公益活動推進委員会からの意見 実績

＜■初動支援15件、決定額1,469,000円　■自主事業4件、決定額1,580,000 円　【合計】19件、決定額3,049,000円＞

令和4年度（2022年度)交付分 市民公益活動推進助成金の決定内容

「親と子の笑顔を守る」お手伝い

コロナ禍で孤立しがちな親が気軽に立
ち寄れ相談できる居場所、講座、相談
室。産前産後サポートの家庭訪問。事
業発展の為の支援員の養成と虐待の
背景にある実情の周知の講演会。

公共施設を活用した、市民主体での「子ど
も服リユース」の事業化

公共施設での「子ども服」の回収・配
布を自主事業として定着させることで、
市民どうしの資源循環を通じたコミュニ
ケーションを活性化させるとともに、各
施設の周知と子育て支援サービスとの
接点増に貢献する。

「わっぱるの森へ行こう！」-森の活用から
考えるSDG'S-

・森から得られる間伐材・風倒木を活
用した成人向けクラフト講座の実施
・子どもたちのための森から得られる材
料を用いたクラフトプログラムの開発
・持続可能な活動をめざすフォーラム
の開催

※申込のあった20事業のうち、1事業は団体からの申込取下げあり。

19
自主
事業

特定非営利活動
法人豊中市青少
年野外活動協会

交
付

1,236,650 500,000 500,000

[評価する点]
・貴団体は、豊中市立青少年自然の家わっぱるの指定管理者になっておられ、野外活動を通じた青少年育成事業に長く取り組んでおられま
す。これまで培われたノウハウを生かして、新たな試みを企画されていることを評価しています。

[助言・アドバイス]
・大人がクラフトをとおして感じたことを、子どもにどう伝えていくのか工夫して活動を進めていただきたいと思います。
・講演会については現状の課題分析を踏まえた上で一般市民が参画しやすい内容にされることを推奨します。

[今後の期待]
・コロナ禍もあり、わっぱるに求められるニーズも変化している可能性があります。今回企画された事業により、わっぱるの取組みがより一層市
民のニーズに対応したものになるための変革の一助となることを期待しています。

-

NPO法人にこに
こエプロン

交
付

902,000 451,000 448,000

[評価する点]
・当初は任意団体として活動を開始されましたが、活動へ関わる方や支援者も増えておられ、NPO法人の設立に至っておられます。継続して
助産院とのつながりも持たれており、活動に携わるメンバーがより専門的な知識を学び、活動を発展させておられる点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・子育て支援の活動を行っている団体は多くありますが、家庭訪問の取組みに着手している団体は多くはなく、取組みに関して他の子育て支
援を行う団体との差別化を明確にすることで、優位性がはっきりし団体としての発展に繋がると思われます。

 [今後の期待]
・団体の自立に向けて、自主事業で財政基盤を作っていただくことを期待しています。是非、とよなか夢基金の助成金を活用して活動を発展
させたモデルの一つになっていただきたいと思います。

初動：R
元、(R2)、
R3
R3コロナ対
策

17

18

自主
事業

自主
事業

一般社団法人
ソーシャルギル

ド

交
付

1,000,000 500,000 500,000

[評価する点]
・子ども服リユースにおける子ども服の回収に関して新たな手法を検討され、先駆的な事業化を企画されている点を評価しています。

[助言・アドバイス]
・計画内容を着実に実施するためには、貴団体の体制を整え、協力者を増やすことが重要であると思います。
・独自の回収方法で目標を達成できるのか不安があります。子育て世代に取組みの情報が伝わるように、広報面でも工夫をしていただきたい
と思います。

[今後の期待]
・豊中らしい子ども服リユースのシステムの構築につながることを期待しています。

-
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