
平成２３年度　社会参加促進活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

社会参加促進活動支援事業（第１次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　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      51,217          

２　障害者スポーツを支援する事業 30    203,934        

３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業 48    161,430        

計 82    416,581        



１　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）

（１）ボランティア活動の情報交換や相互交流等の機会を通じて、ボランティア活動の全国的な振興を図る事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 社会福祉法人全国社会福祉協議会 「全国ボランティアフェスティバルＴＯＫＹＯ」事業 36,883           

東京都 全国福祉レクリエーション・ネットワーク 災害時レク・ボランティア活動振興事業 2,185             

大阪府 特定非営利活動法人日本病院ボランティア協会 全国に、病院ボランティアの支援を事業 1,887             

岡山県 特定非営利活動法人口腔健康科学ネット 口腔ケア人材育成と歯科医療・介護連携事業 10,262           



２　障害者スポーツを支援する事業（第１次助成）

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

青森県 日本ろうあ者卓球協会 第３４回全国ろうあ者卓球選手権大会事業 1,983             

埼玉県 日本ウィルチェアーラグビー連盟 第１３回日本選手権大会第２回国際交流大会事業 2,157             

東京都 日本アイススレッジホッケー協会 アイススレッジホッケー国際大会開催事業 7,200             

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２３年度ジャパンパラリンピック開催事業 33,982           

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２３年度障害者競技スポーツ強化事業 76,618           

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２３年度障害者スポーツ人材養成事業 27,360           

東京都 日本電動車椅子サッカー協会 第２回ＦＩＰＦＡワールドカップ事業 10,888           

東京都 特定非営利活動法人日本盲人マラソン協会 第１４回全国視覚障害者駅伝大会開催事業 561                



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都
特定非営利活動法人Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　Ｂｅａｃ
ｈ

知的障害者バレーボールチームの育成と強化事業 2,744             

東京都 東京都障害者水泳連盟 障害者スポーツを通じた育成・強化に関する事業 2,188             

東京都 日本車椅子バスケットボール連盟 全日本女子選手権大会兼全国シニア大会事業 1,604             

東京都 特定非営利活動法人日本デフゴルフ協会 デフゴルフの普及と強化に関する事業 2,417             

神奈川県 ヨコハマハンディテニス大会委員会 第２０回ヨコハマハンディテニス大会事業 500                

長野県
特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日
本・長野

冬季ナショナルゲーム遠征及びそれに伴う強化合宿事業 1,600             

兵庫県 特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 障害者射撃国際大会派遣事業 2,227             

福岡県 総合型地域スポーツクラブ　ＨＥＲＯＥＳ 知的障がい者のスポーツ活動を通した健康増進事業 528                



２　障害者スポーツを支援する事業

（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 スポーツネットはこだて インクルーシブ・スポーツコーディネート事業 1,232             

群馬県 ハンドドライブ協会 障害者と健常者の笑顔と一生懸命の共生事業 1,410             

千葉県 柏の葉ビーチボールクラブ 地域住民と障害者のスポーツを通じた社会参加促進事業 1,318             

千葉県 特定非営利活動法人日本知的障害者陸上競技連盟 ２０１１年日本ＩＤ陸上競技選手権開催事業 1,872             

東京都
特定非営利活動法人ジャパン・ハンディキャップ
ゴルフ協会

ゴルフを通し障害者の社会参加に関する事業 1,903             

東京都 日本ボッチャ協会 重度障害者のボッチャ競技を通しての社会参加推進事業 2,640             

東京都
特定非営利活動法人日本車いすダンススポーツ連
盟

全日本車いすダンススポーツ選手権大会事業 2,850             

東京都 日本障害者フライングディスク連盟
全国障害者フライングディスク協会ネットワーク強化協議会開催兼全日本
障害者フライングディスク競技大会開催事業

5,440             

大阪府 特定非営利活動法人ハニー・ビー 知的・発達障害児のチャレンジスポーツ事業 2,694             

島根県 特定非営利活動法人出雲スポーツ振興２１ ネット参加型等デジタル射撃全国競技会開催事業 1,425             



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

山口県 山口県卓球バレー協会 おいでませ！山口大会オープン競技卓球バレー大会事業 1,898             

高知県 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 重度障害児によるアウトドア体験事業 1,353             

高知県
特定非営利活動法人高知障害者スポーツ地域振興
会

障害者スポーツ普及事業 1,542             

高知県 高知県知的障害者福祉協会 第２９回ゆうあいスポーツ大会四国・黒潮大会事業 1,800             



３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業（第１次助成）

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の振興に寄与する事業

（５）高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の振興に寄与する事業

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北海道コーチズ 高齢者の健康増進と生きがいづくり支援事業 2,798

宮城県 特定非営利活動法人２０世紀アーカイブ仙台 １００年前の古地図で歩く仙台地元学事業 2,087

埼玉県 社会福祉法人熊谷福祉の里 高齢者・障害者のスポーツを通した社会参加事業 2,400

埼玉県 特定非営利活動法人メイあさかセンター 音楽療法と口膣・栄養一体型参加促進事業 2,252

埼玉県 医療法人社団順信会 高齢者孤立防止のコミュニティー教室事業 3,537

千葉県 社会福祉法人開拓 介護予防実践トレーナー養成講座事業 2,915

千葉県 特定非営利活動法人歌友クラブ ナツメロ回想法による認知症予防の促進事業 2,453

千葉県 特定非営利活動法人ほのぼの研究所 「共想法」による社会参加促進人材育成事業 3,472

東京都
ＮＰＯによる緊急雇用・就業応援全国ネット
ワークＨａｎｄｓ

地域共生・協働プロディース事業 8,665



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 特定非営利活動法人新現役ネット ＮＰＯ支援を通したシニアの社会参加事業 3,360

東京都 特定非営利活動法人ｄｏ　ｂｅくらぶ 高齢者が子供に教えるパソコンお絵描き事業 2,992

東京都 日本おもちゃ病院協会
高齢者・シニアによる地域社会参加活動支援（東日本大震災被災地
支援活動を含む）事業

2,984

東京都 特定非営利活動法人八王子服飾センター 簡単洋裁で広がれ心の和・手作りの輪事業 2,424

東京都 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 地域ふれあいワッショイ事業 645

東京都 一般財団法人長寿社会開発センター 全国健康福祉祭くまもと大会文化交流事業 21,583

東京都 特定非営利活動法人ねりえいサークル 健康づくりふれあいイキイキすこやかサロン事業 1,080

石川県 特定非営利活動法人日本認知症予防研究所 認知症予防脳機能訓練担当者育成支援事業 5,686

石川県 ＮＰＯシニア道場　樂 アナログとデジタルを駆使したシニア活性化事業 877

石川県 杜の里スポーツクラブ 地域でイキイキ居場所づくり事業 1,018

福井県
特定非営利活動法人今立ファミリーサポート
ひなたぼっこ

介護予防高齢者生きがい活動支援事業 2,193



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

山梨県 ＲＨＹＴＨＭ　ＯＦ　ＬＯＶＥ 共助の響き！健康安全郷育プログラム事業 2,698

岐阜県 とみか創緑塾 高齢者協働の里山活用交流まちづくり事業 3,333

静岡県 特定非営利活動法人夢楽団・自然体験基地 シニア・ガーディアンの育成と救命講座事業 3,076

愛知県 特定非営利活動法人あかり 参加と交流による生きがい再発見事業 1,928

三重県 泉ヶ丘自治会 いつでも大学・泉ヶ丘校（集いの教室）事業 500

三重県 一般社団法人鈴鹿カルチャーステーション 団塊世代等の森と畑と街を繋ぐ地域再生事業 2,700

滋賀県
一般社団法人滋賀県健康生きがいづくり協議
会

高齢者の社会参加等を支援する事業 5,356

京都府 特定非営利活動法人花パソ ＩＣＴ活用による認知症予防プログラム事業 1,061

大阪府
特定非営利活動法人インクルージョンプログ
ラムラボラトリ

高齢者層が担う障害者の就労体験支援事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人大阪府高齢者大学校 アクティブシニア総合ルネッサンス事業 6,300

大阪府
特定非営利活動法人日本メディカルパーソナ
ルサポート協会

高齢者の健康サポーター育成・普及事業 4,904



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大阪活性化推進総研 「いきいき元気転ばぬシニア塾」事業 2,140

大阪府
特定非営利活動法人北河内市民カルチャーセ
ンター

高齢者による囲碁、将棋の街づくり事業 1,592

兵庫県
特定非営利活動法人室内合奏団　ＴＨＥ　Ｓ
ＴＲＩＮＧＳ

「皆さんで歌って笑顔に、ふれあいクラシックコンサート」事業 668

奈良県 特定非営利活動法人ミルクならネットワーク シニア飛鳥鍋隊　参上！！事業 1,253

島根県 特定非営利活動法人しまねコーチズ バリアフリーレクリエーション連携普及事業 1,251

広島県 特定非営利活動法人コーチズ 引きこもり予防爆笑レク体操全国普及事業 2,721

徳島県
公益財団法人とくしま”あい”ランド推進協
議会

シニアいきいきフェスタ事業 2,700

徳島県 ＮＩＣＥ 歩いて通えるご近所げんき工房事業 3,510

徳島県 特定非営利活動法人あかり 摂食・嚥下についての知識の向上を図る事業 718

福岡県 社会福祉法人いずみ福祉会 地域高齢者の介護予防・自立支援事業 1,440

長崎県 長崎学舎 高齢者「健康と生きがい」の向上と伝承事業 2,354



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

熊本県 特定非営利活動法人コーチズくまもと 高齢者の運動教室を主とした健康支援事業 4,805

熊本県 「新老人の会」熊本支部 「新老人の会」会員による舞台劇公演事業 2,400

鹿児島県
特定非営利活動法人いちごいち笑～明日香の
家族～

元気高齢者による社会参加仕組みづくり事業 5,600



３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業（内定一覧）

（５）高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 株式会社ジェー・シー・アイ 高齢者施設特化型モジュラー車いす開発事業 8,987

静岡県 株式会社ハッチ 介護用高機能ベッドマットレス開発事業 3,260

愛知県 株式会社モリトー 立位作業を可能にする新たな歩行器改良事業 6,754



社会参加促進活動支援事業（第２次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　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      14,656          

２　障害者スポーツを支援する事業 8      17,983          

３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業 7      16,143          

計 19    48,782          

平成２３年度　社会参加促進活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）



１　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）

（１）ボランティア活動の情報交換や相互交流等の機会を通じて、ボランティア活動の全国的な振興を図る事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 日本調整療法協会 兵庫と連携、運動指導ボランティア活動事業 6,447             

大阪府 社会福祉法人視覚障害者文化振興協会 被災地におけるボランティア養成・支援事業 2,659             

福岡県 財団法人九州先端科学技術研究所 視覚障害児のための科学を育む活動促進事業 3,200             

宮崎県 特定非営利活動法人フロンティア会 東北大震災「絆」プロジェクト事業 2,350             



２　障害者スポーツを支援する事業（第２次助成）

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 日本聴覚障がい者ラグビー連盟 オーストラリア来日・チャリティ試合事業 2,498             

神奈川県 Ｅｓｐｅｒａｎｚａ ＣＰサッカー選手の発掘育成強化事業 991                

神奈川県 日本知的障害者卓球連盟 ２０才以下の大会開催と強化普及事業 2,981             



２　障害者スポーツを支援する事業

（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

青森県 青森県チェアスキー協会 チャレンジ精神の向上、社会参加への拡大事業 850                

青森県
ＲＥＡＬＩＺＡＲ　ｃｌｕｂ　ｄｅ　ｆｕｔｂｏ
ｌ

被災地復興支援東北障害者サッカー交流事業 3,004             

宮城県 みやぎ障害者フライングディスク協会 東日本大震災で被災された方等を支援する事業 2,200             

福島県 福島県障害者スポーツ指導者協議会 ふくしま障がい者スポーツ支援事業 4,173             

新潟県 ＰＡＬＲＡＢＯＸ 新潟からサッカーで元気を届けよう事業 1,286             



３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業（第２次助成）

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の振興に寄与する事業

（５）高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の振興に寄与する事業

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地域健康づくり支援会ワ
ンツースリー

被災者を健康づくり指導者に養成する事業 1,595

北海道 社会福祉法人博栄会 「元気・寺子屋教室」の開設事業 927

東京都
特定非営利活動法人日本トラベルヘルパー協
会

高齢者の外出移動支援サービス人材育成事業 5,678

東京都
特定非営利活動法人ヘルスケア・デザイン・
ネットワーク

“笑い”によるストレスケアと孤立防止事業 4,897

東京都 特定非営利活動法人Ｒａｐｐｏｒｔ 地域が元気になる　リンパケア普及事業 1,282

大阪府 大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会 歌体操を媒体として認知症者と交流する事業 1,164

大阪府
特定非営利活動法人吹田市音楽療法推進会
おんがく・さーくる・コスモス

懐かしい歌　歌おう会　「希」事業 600


