
平成２３年度　福祉活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

福祉活動支援事業（第１次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 54    95,600          

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 27    43,821          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 53    82,167          

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 21    43,571          

５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業 15    26,950          

計 170  292,109        



１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業（第１次助成）

（１）高齢者などの孤立防止に関する事業

（２）高齢者などの自立の支援に関する事業

（３）高齢者などと介護を担う家族の支援に関する事業

（４）在宅の高齢者・障害者で医療的ケアが必要な状態にある者への支援に関する事業

（１）高齢者などの孤立防止に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人サポートセンターたつかーむ 多世代型サロン事業 2,354             

北海道 特定非営利活動法人ＹＵ－Ｋｉ倶楽部 高齢者・障害者夜間安心電話事業 2,400             

岩手県 特定非営利活動法人ハックの家 東日本大震災による高齢者等への支援事業 1,818             

東京都 特定非営利活動法人チーム・イーグレット 高齢者・障害者とみんなの茶話会事業 500                

東京都 特定非営利活動法人日本ウェルネット 地域における「こころの相談ねっと」事業 2,482             

東京都 特定非営利活動法人ライフサポート東京 高齢者へのワンストップサービス事業 2,550             

神奈川県 特定非営利活動法人Ｅｎｊｏｙｍｅｎｔ 障害者と地域の人のための居場所作り事業 694                

神奈川県 特定非営利活動法人逗子はつらつ会 初期高齢者向け「たまり場」の設置と運営事業 2,482             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

新潟県
特定非営利活動法人新潟リハビリレクリエーショ
ンアカデミー

過疎地高齢者見守りネットワーク支援事業 1,394             

石川県 社会福祉法人共友会 宅配弁当による認知症のある方への就労支援事業 2,974             

静岡県 ＮＰＯフォーラム水窪 限界集落における総合的高齢者支援事業 1,800             

愛知県 愛知県重度障害者団体連絡協議会 大災害時における災害弱者の孤立を防ぐ事業 2,133             

愛知県 特定非営利活動法人手しごと屋豊橋 高齢者の不安解消と孤立防止事業 2,094             

三重県 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 あんしん電話事業 1,129             

大阪府 社会福祉法人日本ヘレンケラー財団 精神障害者の社会参加／地域交流促進事業 1,970             

兵庫県 社会福祉法人いかり 一人ぐらし高齢者に給食と集いの場提供事業 500                

兵庫県 ＮＡＬＣ（ナルク）神戸 町の実家・わくわくハウス事業 500                

兵庫県 特定非営利活動法人ひやしんす 地域の引きこもりがちな方に活動の場を作る事業 2,700             

愛媛県 社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部 いきいき元気絆づくり・ご縁づくり事業 2,428             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

高知県 特定非営利活動法人ワークスみらい高知 障害者が孤立に陥らないための地域包括支援事業 2,850             

高知県 ＮＰＯ野の手仕事仲間たち 高齢者・障害者の芸農サロン事業 2,452             

福岡県 認知症・草の根ネットワーク つながる仕組みをつくり孤立を防止する事業 701                



（２）高齢者などの自立の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人ごめっこくらぶ 障がい児者の自立と訓練の為の事業 2,550             

北海道 特定非営利活動法人北海道障がい者乗馬センター 障がい者体験乗馬トレーニング事業 1,303             

宮城県
特定非営利活動法人高齢者サポートチームしおた
が

買い物難民の支援と交流センター設立事業 2,564             

山形県 一般社団法人山形県手をつなぐ育成会 手をつなぐ育成会東北ブロック大会開催事業 800                

東京都 特定非営利活動法人在宅支援グループ優友 アフタークラブ２・青年版事業 1,483             

東京都
東京都成人発達障害当事者会「Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・イイトコサガ
シ」

成人発達障害当事者会の普及啓発事業 2,850             

東京都
特定非営利活動法人メディア・アクセス・サポー
トセンター

視聴覚障害者向け字幕、音声ガイド普及促進事業 2,660             

神奈川県 社団法人神奈川県聴覚障害者協会 要支援聴覚障害者の孤立防止・自立支援事業 2,189             

岐阜県 特定非営利活動法人ウィスタリアブック 視覚障がい者向け生活密着型情報提供事業 2,492             

愛知県 食の未来を考える市民会議 休耕地を借り高齢者と協働する事業 500                



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

三重県
特定非営利活動法人障害者支援グループ・ピラ
ミッド

障害者自立生活宿泊訓練と地域交流事業 629                

京都府 高次脳機能障害支援「つくしの会」 高次脳機能障害支援　福祉活動支援事業 2,844             

大阪府 社会福祉法人ポポロの会 書及び絵画、創作品の展覧会事業 969                

大阪府 社会福祉法人みつわ会 地域移行のためのトライアルハウス（体験入居）事業 910                

兵庫県 特定非営利活動法人認知症予防サポートネット 高齢者の認知症予防啓発事業 1,720             

兵庫県 ミュージック・アトリエ「エコー」 自立支援と機能回復の歌唱音楽療法事業 1,624             

島根県 特定非営利活動法人ふれんど 障害者と高齢者の自立生活支援事業 685                

岡山県 特定非営利活動法人おかやま入居支援センター 高齢者・障がい者入居支援事業 1,828             

岡山県 特定非営利活動法人けしごやま 障害者と市民の地域交流サロン事業 2,549             

広島県 特定非営利活動法人エス・アイ・エヌ 知的障害者の生涯学習事業 1,146             

徳島県 特定非営利活動法人あたたかい手コラボ 手話ボランティア養成事業 720                



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

福岡県 特定非営利活動法人共同参画実行ネット パネルトーク「独り暮しを楽しむために」事業 1,404             



（３）高齢者などと介護を担う家族の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

神奈川県 特定非営利活動法人老人ホーム評価センター 老人ホームの評価とその情報に基く啓発事業 500                

三重県 特定非営利活動法人日本マルファン協会 結合織疾患の研究報告と災害対策事業 575                

京都府 特定非営利活動法人京都コミュニティ放送 ラジオ放送とネットによる高齢者支援事業 2,700             

大阪府 特定非営利活動法人門真市手をつなぐ育成会 障がい児・者の権利を護るための家族支援事業 1,900             

奈良県 特定非営利活動法人奈良県自閉症協会 発達障害児・者の社会的自立支援体制構築事業 2,700             

愛媛県 日本ＡＬＳ協会愛媛県支部 ＡＬＳ患者・家族の地域療養生活支援事業 750                

長崎県 特定非営利活動法人長崎県メンタルヘルス研究会 長崎県における認知症ケアセミナー実施事業 2,028             



（４）在宅の高齢者・障害者で医療的ケアが必要な状態にある者への支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 特定非営利活動法人ねがいのいえ 街のナースステーション事業 2,550             

山梨県 特定非営利活動法人メディカルケア協会 災害時の医療的ケア継続の為の備え確保事業 2,849             

京都府 特定非営利活動法人音希 医療的ケア技術のスキルアップ研修事業 1,724             



２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業（第１次助成）

（５）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（６）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

（５）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人和 障碍者等農業就労方式の地域連携による構築事業 2,291             

青森県 特定非営利活動法人笑楽生 障害者就労支援事業 2,400             

岩手県 特定非営利活動法人いわてパノラマ福祉館 成人発達障害者に対する就労支援事業 2,316             

埼玉県 特定非営利活動法人くるみの木 障がい者のアンテナショップ事業 2,156             

千葉県 社会福祉法人生活クラブ 地域におけるユニバーサル就労の促進事業 705                

東京都 特定非営利活動法人ケアサポートらくらく ジョブパートナー育成事業 2,550             

東京都 社会福祉法人巣立ち会 福祉型うつ病リワーク支援の確立・周知事業 2,550             

東京都 リカバリーキャラバン隊 精神疾患がある方の就職・雇用応援事業 2,850             

神奈川県 特定非営利活動法人レジスト横浜 精神障害ピアサポート支援と拠点設立事業 2,295             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

新潟県 特定非営利活動法人にいがた・オーティズム 発達障がい者の職業準備訓練事業 1,411             

山梨県 特定非営利活動法人バーチャル工房やまなし 障害者就労促進の為の学習機会提供事業 1,572             

愛知県 特定非営利活動法人ゆったりホーム海部はすの里 ゼロからスタートする地域密着型の農業事業 1,420             

京都府
特定非営利活動法人障害者就労支援事業所　京都
フォーライフ

施設で働く利用者の工賃アップ事業 894                

兵庫県 農業と障害者の協働ネットワーク 障害者就農支援センター開設事業 2,441             

奈良県 中和圏域の障害者就労を考える会 奈良県中部地域における共同受注組織化事業 820                

愛媛県 特定非営利活動法人フェロージョブステーション チャレンジドラフト事業 2,495             

熊本県 特定非営利活動法人ル・シエルくまもと アスペルガー障害の人への就労前支援事業 834                



（６）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 特定非営利活動法人埼玉成年後見支援センター 成年後見市民講座開催事業 1,598             

東京都 特定非営利活動法人成年後見推進ネットこれから 地域が支援「障害あっても普通の暮し」事業 1,822             

大阪府 一般社団法人大きな手 高齢者のための法律・制度に関する啓発事業 703                

大阪府 特定非営利活動法人自立生活センターマイロード 障害者エンパワメントのためのピア活動事業 586                

大阪府 特定非営利活動法人東大阪成年後見支援センター 成年後見制度利用支援啓発事業 1,393             

兵庫県
特定非営利活動法人権利擁護・神戸心の相談セン
ター

人権擁護・心の相談プロジェクト事業 1,439             

兵庫県 特定非営利活動法人市民後見ひょうご 成年後見制度普及活動と市民後見人養成事業 920                

奈良県 社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 地域を基盤とした権利擁護システムづくり事業 570                

徳島県 コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部 成年後見制度啓蒙・普及・利用支援事業 1,640             

福岡県 北九州市障害福祉団体連絡協議会 北九州市における障害者の権利擁護推進事業 1,150             



３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業（第１次助成）

（７）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（８）ひとり親家庭への支援に関する事業

（９）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

（７）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

青森県 特定非営利活動法人元気おたすけ隊 「津軽っ子育成宣言」事業 1,772             

埼玉県 特定非営利活動法人花の森こども園 こどもの健全育成と社会教育推進を図る事業 1,404             

東京都 特定非営利活動法人聴覚障害教育支援大塚クラブ 聴覚障害教育現場の手話等支援教材制作事業 2,400             

東京都 一般社団法人難病の子どもとその家族へ夢を 難病の子どもと家族に夢を提供する事業 2,304             

東京都
特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクー
ル

放課後プログラム提供事業 956                

東京都 杉並冒険遊びの会 父親がつくる子どもの遊び場事業 1,288             

東京都 特定非営利活動法人ＤＡＮＫＡＩプロジェクト むさしの病児シッター派遣事業 1,239             

東京都
特定非営利活動法人東京コミュニティミッドワイ
フ活動推進協議会

助産師といっしょ・・・産後デイサービス事業 2,700             

神奈川県 特定非営利活動法人家庭的保育全国連絡協議会 家庭的保育の安全ガイドライン策定事業 2,400             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

神奈川県 特定非営利活動法人かながわ子ども教室 高齢者の知的資源による子供の健全育成事業 2,392             

神奈川県 特定非営利活動法人のむぎ地域教育文化センター 若者の自立支援「ユース・シェルター」事業 2,550             

新潟県 佐渡杉っこクラブ 障害乳幼児の療育・育児支援事業 1,759             

新潟県 特定非営利活動法人佐渡の福祉ゆい 発達障害・精神障害者（児）の自立支援事業 1,741             

福井県 特定非営利活動法人パパジャングル 笑う父親が社会を変える父親力向上推進事業 1,869             

長野県 特定非営利活動法人いいだ元気塾 夜間・日祝祭日等における学童保育事業 665                

静岡県 特定非営利活動法人浜松カウンセリングセンター 学習障がい児の学習と社会スキル指導事業 1,600             

静岡県 ＬＯＶＥ　ＢＩＲＴＨ いのちの大切さを伝える助産師出張講座事業 874                

愛知県 特定非営利活動法人日本冒険教育協会 地域の公園で行う子供の自然体験活動事業 1,358             

愛知県 特定非営利活動法人発達障害療育センター 小学校における学習障害児の支援者育成事業 776                

愛知県 ピアっ子あいち 若者の性に対するピア活動とピア養成事業 1,207             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県
特定非営利活動法人ファミリーステーションＲｉ
ｎ

地域子育てネットワーク構築事業 500                

愛知県 特定非営利活動法人ぷくぷくばるーん 難病の子どもたちに心からの笑顔を届ける事業 664                

愛知県
特定非営利活動法人犬山市民活動支援センターの
会

木曽川源流・冬の交流合宿事業 576                

愛知県 特定非営利活動法人シェイクハンズ 多文化共生子育て・子育ち応援サロン事業 2,637             

愛知県 重度障がい児の中高生デイをつくる会 重度障がい児の中高生デイサービス事業 2,700             

愛知県
特定非営利活動法人わが家流子育て応援団ふりあ
ん

赤ちゃん発「地域ネットワーク」事業 1,030             

三重県
特定非営利活動法人チャイルドラインＭＩＥネッ
トワーク

子ども支援フォーラム事業 1,944             

三重県 特定非営利活動法人フォー・クローバー 知的障がい児の地域子育て支援事業 605                

大阪府
特定非営利活動法人子ども・若もの支援ネット
ワークおおさか

障害児の学童保育送迎事業 1,988             

大阪府
特定非営利活動法人高槻子育て支援ネットワーク
ティピー

関わりが難しい幼児の理解と支援力養成事業 945                

大阪府 特定非営利活動法人ハートフレンド 十代の親の出産と育児支援事業 1,509             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人みゅうの会 発達障がい児への指導訓練及び相談援助事業 1,438             

大阪府 特定非営利活動法人クララ 特殊浴槽の開放と入浴ボランティア育成事業 777                

和歌山県 特定非営利活動法人レインボーハウス 地域を不登校・ひきこもりの居場所に事業 2,003             

岡山県
特定非営利活動法人子ども達の環境を考える　ひ
こうせん

子育て家族の孤立化防止事業 765                

岡山県 オレンジハート 岡山県内民間子育て相談拠点開設運営事業 1,700             

広島県 庄原こどもミュージカル実行委員会 優しさひろがるこどもミュージカル事業 1,600             

香川県
特定非営利活動法人四国ブロックフリースクール
研究会

軽度発達障がい・不登校の子供の居場所事業 704                



（８）ひとり親家庭への支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 特定非営利活動法人地球元気村 ひとリ親家庭向け自然体験プログラム事業 2,244             

新潟県 特定非営利活動法人全国父子家庭支援連絡会 父子家庭支援、父親の子育て支援事業 2,550             

沖縄県
特定非営利活動法人アメラジアンスクール・イ
ン・オキナワ

夏季学校によるひとり親世帯子育て支援事業 521                



（９）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 北海道ＣＡＰをすすめる会 子ども虐待防止・早期発見のための支援事業 1,600             

宮城県 ＣＡＰみやぎ ＣＡＰ児童養護施設プログラム実施と人材育成事業 2,280             

宮城県
特定非営利活動法人全国コミュニティライフサ
ポートセンター

東日本大震災による在宅避難の子ども・子育て家庭支援事業 2,550             

埼玉県 ＣＡＰくれよん 知的障がい児も安心できる地域づくり事業 500                

東京都 こうとう親子センター 「家庭訪問型子育て支援」事業 2,075             

東京都 特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶや 不登校・ひきこもりの再チャレンジ支援事業 2,533             

長野県 特定非営利活動法人フリーキッズ・ヴィレッジ 保護を必要とする子どもの個別自立支援事業 2,522             

愛知県
特定非営利活動法人ふれあいサロンさん・さん
ガーデン

児童虐待防止にむけた、妊婦と乳幼児の家族への予防・防止対策事業 1,269             

愛知県 ホームスタートまんま 豊橋市の家庭訪問支援による虐待予防事業 1,610             

三重県
特定非営利活動法人女性と子どものヘルプライ
ン・ＭＩＥ

地域におけるデートＤＶ防止啓発と被害者回復支援事業 530                



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人シスターフッド大阪 虐待・ＤＶ被害者の自立支援に関する事業 588                

大阪府 特定非営利活動法人西淀川子どもセンター 「つながろう！人生まだまだこれから」事業 1,456             



４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業（第１次助成）

（１０）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

（１１）薬物・アルコール中毒者等への福祉的な支援に関する事業

（１２）福祉的支援が必要な者に対する支援者の確保・育成等に関する事業

（１０）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 雇用・くらし・ＳＯＳネットワーク北海道 貧困問題に関する総合的な相談・支援事業 2,472             

北海道 特定非営利活動法人セラピストネットワーク 東北地方高齢者への足ツボ施術講習指導事業 2,365             

北海道 反貧困ネット北海道 貧困問題対策事業 850                

北海道 ビッグイシューさっぽろ ホームレス自立支援事業 510                

北海道 北海道の労働と福祉を考える会 路上生活者に対する総合的な相談・支援事業 1,530             

宮城県 特定非営利活動法人仙台夜まわりグループ 震災被災者の生活たて直し伴走事業 2,225             

東京都 三多摩野宿者人権ネットワーク ホームレス等生活支援、巡回相談、配食事業 2,989             

東京都
特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの
会

ホームレス等相談・地域生活支援事業 2,787             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 府中緊急派遣村 低所得者、ホームレス等を支援する事業 2,299             

静岡県 伊豆中国交流協会 遊休農地利用在日外国人貧困者生活支援事業 2,699             

静岡県 クラブ　セメアール 定住外国人の学習支援及び地域住民との交流事業 1,235             

京都府 特定非営利活動法人まごころ 子ども・若者「こころの元気」対策支援事業 1,568             

大阪府 特定非営利活動法人生活サポート釜ヶ崎 釜ヶ崎における野宿生活者生活支援事業 1,919             

大阪府
特定非営利活動法人ＨＥＡＬＴＨ　ＳＵＰＰＯＲ
Ｔ　ＯＳＡＫＡ

西成区に住む単身高齢者の健康生活支援事業 2,985             

鹿児島県 かごしま生活相談ネットワーク 社会的支援を必要とする方への継続支援事業 1,821             

鹿児島県
特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支
えあう会

いきいきと生きる継続的ホームレス支援事業 935                

鹿児島県 特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島 社会的孤立を防ぐサポートシステム構築事業 2,850             



（１１）薬物・アルコール中毒者等への福祉的な支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

栃木県 特定非営利活動法人栃木ＤＡＲＣ アディクションカウンセラー養成事業 2,305             

神奈川県 特定非営利活動法人横浜ダルク・ケア・センター 薬物再犯防止対策及び施設環境の整備に係る福祉的支援の強化事業 2,550             

愛知県 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 アルコール依存症者に対する支援・啓発事業 2,400             



（１２）福祉的支援が必要な者に対する支援者の確保・育成等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

静岡県 ＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯ 脱貧困サポーター養成講座事業 2,277             



５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業（第１次助成）

（１３）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 社会福祉法人ほくろう福祉協会 潜在介護スタッフ復職支援事業 1,615             

東京都 特定非営利活動法人「えこお」 知的障がい者とともに地域の支援者づくり事業 2,698             

東京都 特定非営利活動法人嚥友会 摂食・嚥下機能支援者の資質の向上事業 2,850             

東京都 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会 福祉・介護分野の人材育成、就労支援事業 2,395             

東京都 特定非営利活動法人ファミリーハウス 患者家族滞在施設のホスピタリティ検討・研修事業 2,700             

東京都 特定非営利活動法人ブルースター 福祉セミナー開催事業 500                

愛知県
特定非営利活動法人保見ヶ丘ラテンアメリカセン
ター

介護のための日本語事業 2,449             

愛知県 特定非営利活動法人ＬＥＴ’Ｓ食の絆 療養食を学ぶヘルパー支援事業 1,428             

兵庫県 特定非営利活動法人生涯音楽アカデミー 音楽でこころ・からだ元気アップを学ぶ事業 1,712             

兵庫県
特定非営利活動法人地域支援と高齢・障害の垣根
を越えた社会保障を考える会

ガイドヘルパー等養成・育成研修事業 770                



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

岡山県
特定非営利活動法人岡山県視覚障害者自立支援セ
ンター

視覚障害児・者外出支援事業 1,543             

徳島県 特定非営利活動法人さわやか 介護従事者への口腔ケアの実務研修会事業 765                

愛媛県 特定非営利活動法人ネセサリーフォー 障害児者のための地域力アップ促進事業 2,670             

福岡県 特定非営利活動法人福祉理美容ネットワーク協会 訪問福祉理美容事業 2,355             

長崎県 特定非営利活動法人ウイキャン・サポート 障害者相談支援事業 500                



平成２３年度　福祉活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

福祉活動支援事業（第２次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 20    42,384          

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 5      7,450             

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 34    65,589          

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 6      12,624          

５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業 4      10,154          

計 69    138,201        



１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業（第２次助成）

（１）高齢者などの孤立防止に関する事業

（２）高齢者などの自立の支援に関する事業

（３）高齢者などと介護を担う家族の支援に関する事業

（４）在宅の高齢者・障害者で医療的ケアが必要な状態にある者への支援に関する事業

（１）高齢者などの孤立防止に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

岩手県 ボランティアグルーブ「もやいの会」 宮古市における回想法ボランティア事業 1,486             

福島県
特定非営利活動法人御倉町かいわいまちづくり協
議会

御倉邸で逢いましょう。事業 1,272             

福島県 特定非営利活動法人かけはし 南相馬市きずな復興事業 2,848             

埼玉県 特定非営利活動法人科学映像館を支える会 映画による高齢者孤独防止のための支援事業 2,151             

埼玉県 ふじみ野市避難者支援活動実行委員会 ふじみ野市避難者支援活動及び交流会事業 933                

東京都 いたばし災害支援ネットワーク 陸前高田市の仮設住宅高齢者等への支援事業 3,000             

東京都 特定非営利活動法人コレクティブハウジング社 仮設から始めるコミュニティづくり支援事業 1,815             

東京都 社団法人生活福祉研究機構 被災地における高齢者等の孤立防止対策事業 2,769             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 財団法人全国青少年教化協議会 被災児童と高齢者のこころのケア事業 3,000             

東京都 ソシオキュアアンドケアサポート 美容ケア実施・研修による被災者自立支援事業 2,744             

東京都
東京都成人発達障害当事者会「Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｔｙ・イイトコサガ
シ」

成人発達障害当事者の心の復興支援事業 1,367             

東京都 特定非営利活動法人ＰＯＳＳＥ 仮設住宅における高齢者・障害者の移動支援事業 3,000             

兵庫県
特定非営利活動法人訪問ヘアカットサービス・あ
かり

被災された高齢者療養者への技術提供事業 1,688             

山口県 特定非営利活動法人ダンデライオン 福祉の絆事業 2,979             



（２）高齢者などの自立の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 特定非営利活動法人防災・減災サポートセンター 老人福祉施設等に関する自然災害の減災支援事業 1,699             

山形県 企業組合ＴＯＭＯＩＫＩ夢プラン 四方良しの海から山から連携事業 516                

神奈川県 特定非営利活動法人やさしくなろうよ 福祉介護用トイレカーによる被災地支援事業 3,000             

大阪府 大阪ともだちの会 大阪ともだちの会記念誌事業 593                

兵庫県 特定非営利活動法人しゃらく 要介護者等のリフレッシュ旅行支援事業 3,000             



（３）高齢者などと介護を担う家族の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

福島県
特定非営利活動法人福島県認知症グループホーム
協議会

東日本大震災から学ぶ認知症介護事業 2,524             



２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業（第２次助成）

（５）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（６）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

（５）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 社会福祉法人ふれあいの里 被災地障害者等の就労支援に関する事業 2,337             

兵庫県 ガリレオクラブインターナショナル つながろう！伝えよう！東北作業所支援事業 2,194             

広島県 特定非営利活動法人ウイングかべ 地域の寄合所・障害者の働く場開設事業 957                



（６）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

千葉県 特定非営利活動法人千葉県成年後見支援センター 成年後見制度の広報、普及活用支援事業 628                

山口県
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
山口県支部

成年後見制度の周知及び運用を支援する事業 1,334             



３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業（第２次助成）

（７）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（８）ひとり親家庭への支援に関する事業

（９）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

（７）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 旭川ＬＤ親の会ぷりずむ 発達障害児の為の学力体力スキルアップ事業 800                

岩手県 ぴぴっと（ＰＰＴ）研究会 大震災地域に於けるＮＩＥ活動支援事業 1,633             

宮城県 特定非営利活動法人すくすく保育研究所 子育て応援～心のリラックスサロン開設事業 2,905             

宮城県 特定非営利活動法人みやぎ母乳育児をすすめる会 災害時の乳幼児栄養の支援者育成事業 1,946             

宮城県 特定非営利活動法人ＬＥＡＦ２６ 被災弱者（東日本大震災）のこころを支えたい事業 1,995             

福島県
特定非営利活動法人福島県子どもの教育支援サー
クル

ワクワクどきどきいっぱいの子供体験事業 1,134             

福島県 特定非営利活動法人みんなのひろば 福島みんなでスポーツ！キンボール体験教室事業 1,100             

茨城県 特定非営利活動法人フリースクールトライアル サポート未来事業 2,831             

千葉県 特定非営利活動法人フォレストサウンド 災害児童への音楽療法支援事業 1,376             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 株式会社エクラアニマル 東日本大震災復興支援出張上映会事業 710                

東京都 一般財団法人ＮＧＯ時遊人 東北地方太平洋沖地震に関する支援事業 590                

東京都 特定非営利活動法人こども福祉研究所 子どもが真ん中・街なか賑わい復興支援事業 2,725             

東京都 特定非営利活動法人こどもプロジェクト 福島からの母子の安心生活環境づくり事業 2,250             

東京都 特定非営利活動法人東京児童文化協会 地域子ども集団の再興・活性化支援事業 2,523             

東京都
特定非営利活動法人登校拒否・不登校を考える全
国ネットワーク

震災地への心のケア相談員派遣事業 2,337             

東京都 特定非営利活動法人徳丸子どもセンター 青少年の居場所づくり事業 2,454             

東京都 一般社団法人難病の子どもとその家族へ夢を 子ども病院災害時マニュアル作成事業 3,000             

東京都 日本ヒプノセラピー協会 親と子のハッピーメンタルケア事業 3,000             

東京都 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 岩手県被災青少年のための自然体験活動事業 2,845             

東京都 町田福祉レクリエーション研究会 無料学習塾や子どもの居場所づくり支援事業 2,443             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

神奈川県 石巻支援三七会 東日本大震災で被災した石巻地区の子供支援事業 1,920             

長野県
特定非営利活動法人遊び塾　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ－
ｗｉｔｈ　ｍｅ

栄村震災復興への生きがい創出と心のケア事業 2,799             

長野県 特定非営利活動法人チルドレンズ・ミュージアム きつねの手袋事業 2,341             

長野県 特定非営利活動法人フリーキッズ・ヴィレッジ 放射能から避難した子どもの生活支援事業 3,000             

滋賀県 特定非営利活動法人あかるくする会 安心安全なミニ遊園地提供による子育て支援事業 800                

京都府 聴覚障害児デイサービス実行委員会 聴覚障害児デイサービス事業 1,745             

大阪府 特定非営利活動法人はなしのぶ 発達障害児と親の支援プログラムの開発事業 1,564             

兵庫県 特定非営利活動法人社会還元センターグループわ 伝承文化事業、小学校交流事業 3,000             

愛媛県 Ｅｉｎｃｅ子供応援隊 被災地子育てサポート絆プロジェクト事業 2,998             



（８）ひとり親家庭への支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

長野県 働くママを応援するＮＰＯ　ラブリーズ ひとり親家庭を支援する支援員育成事業 539                

福岡県 ＳＨＯＷ－ＧＵＹＳステージプロジェクト委員会 ひとり親家庭のための心とからだを育む事業 914                



（９）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

茨城県
特定非営利活動法人子育て支援グループひまわり
のお家

子育て啓発普及事業 1,128             

栃木県 特定非営利活動法人サバイバルネット・ライフ ＤＶや虐待を受けた子どもたちの合宿事業 1,744             

三重県 子育ち広場∴ドロップｉｎ 虐待防止に繋がる自己肯定感を育む事業 500                



４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業（第２次助成）

（１０）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

（１１）薬物・アルコール中毒者等への福祉的な支援に関する事業

（１２）福祉的支援が必要な者に対する支援者の確保・育成等に関する事業

（１０）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 一般社団法人在宅医療友の会 被災地無料訪問マッサージ事業 1,278             

愛知県 のわみ相談所 新たなシェルターの開設と就労支援事業 2,700             



（１１）薬物・アルコール中毒者等への福祉的な支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 特定非営利活動法人仙台ダルク・グループ 依存症者回復施設「青森ダルク」設立事業 2,400             



（１２）福祉的支援が必要な者に対する支援者の確保・育成等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

青森県
特定非営利活動法人国際ボランティアセンター青
森

在住外国人日本語学習支援及び社会資源活用事業 1,223             

埼玉県 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 学びサポート全国実践交流会事業 2,023             

東京都 特定非営利活動法人ライフライツ 被災地の危機回避スキル普及担い手育成事業 3,000             



５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業（第２次助成）

（１３）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 特定非営利活動法人教育ルネッサンス 「震災ストレス・セラピー（傾聴）」事業 2,755             

千葉県 特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構
震災地の中学校におけるメンタルヘルスリテラシー教育の実施体制構築事
業

2,420             

千葉県 ぷらすあい 災害時のボランティア派遣及び技術育成事業 1,979             

東京都 特定非営利活動法人ＣＩＭネット 災害地のケア従事者に安心を届ける事業 3,000             


